
令和元年7月分

日 曜日

1 月

2 火

3 水

4 木

5 金

8 月

9 火

10 水

11 木

12 金

16 火

17 水

18 木

19 金

☆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) (34.3) (23.1)

(ｸﾞﾗﾑ) (ﾐﾘｸﾞﾗﾑ) (ｸﾞﾗﾑ)

356 3657 23.7 21.2 24.1335 2.5 802 28
(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

514 19.7 18.2 318 2
(490) (20.2) (13.6) (290) (1.4) (650) (26.8)

たけのこ,にんにく,ピーマン,
チンゲンサイ,しいたけ,にんじん,
ねぎ,はくさい

幼　518
小　669
中　820

ごはん 牛乳 はるまき チンジャオロースー
はるさめのスープ

ごはん,あぶら,でんぷん,はるさめ,
こむぎこ

牛乳,ぶたにく、こむぎこ,ぶたにく,
とりにく

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

給食最終日
〈茨城・鹿嶋食材の日〉

コッペパン いちごジャム 牛乳
なすのミートソースグラタン
コールスローサラダ イタリアンスープ
アイスクリーム

コッペパン,パンこ,さとう 牛乳,ぶたにく,とりにく,けいらん,
チーズ

キャベツ,きゅうり,とうもろこし,
にんじん,たまねぎ,トマトなす,
いちご

幼　589
小　691
中　806

ごはん 牛乳 いかカツごまフライ
こんにゃくのぴりからいため
しらたまみそスープ

ごはん,あぶら,さとう,こんにゃく,
しらたまもち,じゃがいも,こむぎこ,
パンこ

牛乳,ぶたにく,いか,あぶらあげ,
みそ

えだまめ,にんじん,ほうれんそう,
だいこん,ねぎ

小　668
中　836

幼稚園給食なし
・いかカツごまフライはソースがかかっ
た状態で届きます。

ごはん 牛乳 ぼうぎょうざ
ゴーヤチャンプル もずくスープ

ごはん,あぶら,でんぷん,こむぎこ 牛乳,ぶたにく,とりにく,なまあげ,
けいらん,かつおぶし,もずく,
かまぼこ

たまねぎ,ゴーヤ,しょうが,しそ,
にんじん,ほうれんそう,キャベツ

幼　467
小　656
中　797

・棒餃子は幼1こ,小中職2こです。

なつやさいのカレ－ライス 牛乳
ほうれんそうオムレツ フルーツカクテル

ごはん,あぶら,さとう 牛乳,けいらん,ぶたにく,
だっしふん乳

みかん,パインアップル,もも,レモン
かぼちゃ,たまねぎ,とうもろこし,
トマト,なす,にんじん,ピーマン,
にんにく,しょうが,ほうれんそう

幼　554
小　721
中　900

幼　521
小　661
中　801

〈七夕献立〉
・コロッケはソースがかかった状態で
届きます。

ひやしちゅうか
（ちゅうかめん ひやしちゅうかのぐ たれ）
 牛乳 きなこドーナツ

ちゅうかめん,こむぎこ,さとう,
あぶら

牛乳,だいず,ハム,けいらん キャベツ,きゅうり,にんじん,
だいずもやし

幼　551
小　631
中　787

ごはん 牛乳 さけのあましおやき
レモンにくじゃが けんちんじる

ごはん,あぶら,じゃがいも,
しらたき,さとう,さといも,こんにゃく

牛乳,さけ,ぶたにく,とうふ,
あぶらあげ

たまねぎ,にんじん,レモン,ごぼう,
だいこん,ねぎ

幼　504
小　647
中　809

牛乳,ぶたにく,わかめ,とりにく,
チーズ

キャベツ,きゅうり,とうもろこし,
セロリ,たまねぎ,トマト,にんじん,
にんにく

チャーハン  牛乳 にらまんじゅう
きりぼしだいこんのちゅうかスープ

ごはん,あぶら,こむぎこ 牛乳,ぶたにく,けいらん,とりにく,
とうふ

しょうが,にんじん,ねぎ,キャベツ,
にら,きりぼしだいこん,こまつな,
しいたけ,にんにく

小　665
中　801

幼稚園給食なし
・にらまんじゅうは小中職２こです。

さんしょくどん（とりそぼろ いりたまご）
牛乳  なすのみそしる パインアップル

ごはん,だいず,あぶら,さとう 牛乳,とりにく,けいらん,あぶらあげ えだまめ,しょうが,にんじん,しめじ,
たまねぎ,なす,パインアップル

幼　477
小　629
中　781

ミルクパン 牛乳 ソースチキンカツ
 なつやさいのラタトゥイユ
ようふうかきたまじる

ミルクパン,あぶら,さとう,
じゃがいも,こむぎこ,パンこ

牛乳,とりにく,けいらん,ベーコン かぼちゃ,ズッキーニ,たまねぎ,
トマト,なす,にんにく,ピーマン,
にんじん,ほうれんそう

幼　518
小　635
中　786

・チキンカツはソースがかかった状態
で届きます。

ごはん 牛乳 スターコロッケ バンサンスー
ほしのこじる たなばたゼリー

ごはん,じゃがいも,あぶら,
はるさめ,さとう,ごま,こむぎこ,
パンこ

牛乳,ハム,とうふ,かまぼこ きゅうり,にんじん,オクラ,ねぎ,
えのきだけ,ブルーベリー,レモン,
みかん

幼　527
小　636
中　745

・サラダのドレッシングはクラスであえ
ます。

あつぎりしょくパン マーマレードジャム
牛乳 チキンハーブやき
さつまいもとブロッコリーのサラダ
キャベツとベーコンのスープ

しょくパン,あぶら,さつまいも,
じゃがいも,さとう

牛乳,とりにく,ベーコン ブロッコリー,にんじん,とうもろこし,
キャベツ,オレンジ

幼　479
小　636
中　759

・サラダのドレッシングはクラスであえ
ます。
・チキンハーブやきは幼1こ,小中職2こ
です。

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

ごはん 牛乳 かつおなんばんづけ
 きゃべつとたくあんのあえもの
じゃがいものみそしる, みかんゼリー

ごはん,あぶら,さとう,ごま,
じゃがいも,

牛乳,かつお,とうふ,みそ キャベツ,きゅうり,にんじん,
たまねぎ,だいこん,みかん

幼　510
小　650
中　804

〈日本味めぐり：静岡県〉

まるパン 牛乳 てりやきパティ
かいそうサラダ ミネストローネ
スライスチーズ

まるパン,こんにゃく,あぶら,
マカロニ,じゃがいも,さとう

夏休みがやってきます！ 
まちにまった夏休みがすぐそこまできています。 

楽しい計画もたくさん立てているのではないでしょ

うか。 

元気に過ごすためには栄養・運動・休養睡眠に気

を付けて生活することが大事です。 

＋サイダーでフルーツポンチに 

鹿嶋市公認マスコットキャラクター(ナスカちゃん) 


