
令和5年3月分

日 曜日

1 水

2 木

3 金

6 月

7 火

8 水

9 木

10 金

13 月

14 火

15 水

16 木

17 金

20 月

22 水

23 木

☆今月一人当たりの栄養量☆　　　 （）は基準量です。なお小学生については、中学年（３・４年生）の量です。

(2.4)(18.1) (350) (1.9) (830) (34.2) (23.1)

(ｸﾞﾗﾑ) (ﾐﾘｸﾞﾗﾑ) (ｸﾞﾗﾑ)

386 3.1672 24.9 23.8 27.7365 2.5 830 29.5
(450)

ｶﾙｼｳﾑ 塩分
小
学
生

ｴﾈﾙｷﾞｰ たんぱく質 しぼう ｶﾙｼｳﾑ 塩分
(ｷﾛｶﾛﾘｰ） (ｸﾞﾗﾑ) (ｸﾞﾗﾑ) (ﾐﾘｸﾞﾗﾑ) (ｸﾞﾗﾑ) (ｷﾛｶﾛﾘｰ） (ｸﾞﾗﾑ)

しぼう ｶﾙｼｳﾑ 塩分
中
学
生

527 20.9 20.4 345 2
(490) (20.2) (13.6) (290) (1.4) (650) (26.8)

えだまめ,にんじん,きゅうり,
とうもろこし,れんこん,キャベツ,
しょうが,たけのこ,ねぎ,もやし

中　826
にくみそうどん 牛乳 おにまん
レンコンサラダ

ソフトめん,あぶら,さとう,こむぎこ,
さつまいも

牛乳,ぶたにく,みそ

ｴﾈﾙｷﾞｰ たんぱく質

(ｸﾞﾗﾑ) (ﾐﾘｸﾞﾗﾑ) (ｸﾞﾗﾑ) (ｷﾛｶﾛﾘｰ） (ｸﾞﾗﾑ)

★学校給食米は鹿嶋市産減農薬特別栽培米コシヒカリ100%を使用しています。
★都合により献立が変更になる場合がありますので予めご了承下さい。

幼
稚
園
児

ｴﾈﾙｷﾞｰ たんぱく質 しぼう

・中学校給食最終日
・小学校卒業式

ごはん はっこう乳(プレーン)
わかどりからあげ もやしのナムル
けんちんじる

ごはん,あぶら,さといも,
こんにゃく,こむぎこ

はっこう乳,とりにく,ハム,とうふ,
あぶらあげ

きゅうり,にんじん,もやし,
だいずもやし,ごぼう,だいこん,
ねぎ,はくさい

小　595
中　789

・からあげは小2こ,中職3こです。
・小学校給食最終日

コッペパン 牛乳 たまごとハムのフライ
ジャーマンポテト ポトフ

コッペパン,あぶら,じゃがいも,
バタ－,こむぎこ,パンこ

牛乳,けいらん,ハム,ベーコン,
ウインナー

たまねぎ,とうもろこし,パセリ,
キャベツ,にんじん

小　642
中　763

・幼稚園卒園式

ごはん 牛乳 さばのしおやき きんぴらに
ぼくでんじる

ごはん,あぶら,しらたき,さとう,
ごま,しらたまもち,こんにゃく,
さつまいも

牛乳,さば,ぶたにく,あぶらあげ ごぼう,にんじん,だいこん,ねぎ 幼　564
小　714
中　897

〈茨城・鹿嶋食材の日〉
・幼稚園給食最終日

フルーツクリームサンド
（ココアパン フルーツクリーム） 牛乳
にくだんご  ウィンナーとキャベツのスープ

ココアパン,サワークリーム,
なまクリーム

ぶたにく,とりにく,ウインナー,
牛乳

みかん,パインアップル,もも,
キャベツ,たまねぎ,にんじん

幼　525
小　722
中　866

・にくだんごは幼1こ,小中職2こです。

ハヤシライス 牛乳 にたまご
ピーマンともやしのサラダ

ごはん,じゃがいも,あぶら,
こむぎこ

牛乳,けいらん,ぶたにく ピーマン,もやし,にんじん,トマト,
たまねぎ,にんにく,
マッシュルーム

小　670
中　826

・幼稚園給食なし

ごはん 牛乳 カミカミたこメンチ
しおこんぶとキャベツのごまあぶらあえ
とんじる ヨーグルト

ごはん,あぶら,じゃがいも,
こんにゃく,こむぎこ,パンこ

牛乳,こんぶ,ぶたにく,みそ,たこ,
すけそうだら,ヨーグルト

キャベツ,にんじん,ほうれんそう,
ごぼう,だいこん,ねぎ

幼　529
小　687
中　832

・たこメンチはソースがかかった状態
で届きます。

幼　519
小　667
中　815

あつぎりしょくパン チョコクリーム 牛乳
チキンピカタ さつまポテトサラダ
ミネストローネ

しょくパン,チョコレート,あぶら,
さつまいも,ﾉﾝｴｯｸﾞﾏﾖﾈｰｽﾞ,
じゃがいも,マカロニ,さとう

牛乳,とりにく,けいらん とうもろこし,パセリ,キャベツ,
セロリ,たまねぎ,トマト,にんじん,
にんにく

幼　557
小　675
中　793

わかめごはん 牛乳
ハンバーグのトマトソース カリカリサラダ
しらたまだんごじる おいわいゼリー

ごはん,さとう,あぶら,クルトン,
しらたまもち

わかめ,牛乳,ぶたにく,チーズ,
あぶらあげ,とりにく

トマト,キャベツ,きゅうり,ねぎ,
とうもろこし,こまつな,にんじん,
しいたけ,いちご

幼　578
小　728
中　899

〈卒業記念献立〉
・ドレッシングはクラスで和えます。
・クルトンがつきます。

牛乳,ぶたにく,あぶらあげ,ひじき,
とりにく,とうふ,みそ

とうもろこし,にんじん,えだまめ,
キャベツ,ごぼう,ねぎ

ごはん 牛乳 さわらのさいきょうやき
れんこんのいために
なのはないりさわにわん

ごはん,あぶら,さとう,ごま 牛乳,さわら,ちくわ,ぶたにく,
なるとまき,みそ

れんこん,えだまめ,にんじん,
なのはな,ごぼう

幼　467
小　605
中　761

みそラーメン 牛乳 ドーナツ ごぼうサラダ ちゅうかめん,あぶら,こむぎこ,
さとう

牛乳,ぶたにく,みそ,けいらん えだまめ,ごぼう,にんじん,
キャベツ,しょうが,たまねぎ,
とうもろこし,にら,にんにく,もやし

幼　576
小　688
中　870

カレーライス 牛乳 フィレオチキン
かいそうサラダ

ごはん,あぶら,こんにゃく,
じゃがいも,こむぎこ

牛乳,とりにく,わかめ,ぶたにく,
だっしふん乳

きゅうり,とうもろこし,たまねぎ,
トマト,にんじん,にんにく

幼　532
小　693
中　870

・ドレッシングはクラスで和えます。

ごはん 牛乳 さんまに
とりにくとさつまいものごまみそに
どさんこじる

ごはん,さつまいも,こんにゃく,
あぶら,ごま,さとう,バタ－

牛乳,さんま,とりにく,みそ,とうふ,
わかめ,ぶたにく

れんこん,とうもろこし,にんじん,
ねぎ,もやし,にんにく,しょうが

小　672
中　867

〈受験応援献立〉・幼稚園給食なし
・とんかつはソースがかかった状態で
届きます。

コッペパン 牛乳 しろみざかなフライ
ペンネイタリアン コロコロスープ

コッペパン,あぶら,マカロニ,
ﾉﾝｴｯｸﾞﾀﾙﾀﾙｿｰｽ,じゃがいも,
こむぎこ,パンこ

牛乳,ホキ,ベーコン,ウィンナー たまねぎ,トマト,にんじん,
にんにく,ほうれんそう,
とうもろこし

幼　531
小　651
中　790

・パックのノンエッグタルタルソースが
つきます。

学　校　給　食　献　立　表 鹿　嶋　市

こんだてめい ねつやちからになる食品 ちやにくやほねになる食品 からだのちょうしをととのえる食品
ｴﾈﾙｷﾞｰ

(ｷﾛｶﾛﾘｰ）
こんだてのせつめい

バターパン 牛乳 ほうれんそうグラタン
ポークビーンズ やさいスープ ひなあられ

バターパン,じゃがいも,あぶら,
さとう

牛乳,だいず,ぶたにく,ウィンナー,
チーズ

ほうれんそう,たまねぎ,トマト,
にんじん,キャベツ

幼　535
小　676
中　817

〈ひなまつり献立〉

ごはん 牛乳 とんかつ いろどりひじきに
ごまみそじる

ごはん,あぶら,こんにゃく,さとう,
じゃがいも,ごま,こむぎこ,パンこ

☆給食費に関するお問い合わせは

鹿嶋市役所 教育委員会 総務就学課

ＴＥＬ 82－2911までお願いします。

（給食費の口座振替日は翌月の25日です）

今年も残すところ、あと1か月になりました。進級や進学に期待を膨ら

ませているのではないでしょうか。卒業・卒園を控えている皆さんは、残

りの日々を大切に、友達や先生方と楽しい時間を過ごしてほしいと思いま

す。

3月は進級や卒業に向けて、1年のまとめをする時期です。この1年間の

食生活を振り返り、健康について考えてみましょう。

１年間の食生活を振り返ろう！
1年間を振り返って、できていたこと、できるようになったことはあ

りますか？

苦手な食べ物にも

チャレンジできた

よくかんで食べた 感謝の気持ちをもって

食事ができた

食材や旬について

知ることができた
給食当番の仕事に

協力できた

家でも食事の

お手伝いができた
マナーを守って

食事ができた

日本や世界の食文化を

知ることができた

朝ごはんを毎日食べた

月刊「学校の食事」より


