
令和元年9月分

日 曜日

2 月

3 火

4 水

5 木

6 金

9 月

10 火

11 水

12 木

13 金

17 火

18 水

19 木

20 金

24 火

25 水

26 木

27 金

30 月

☆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)

357 2.9646 24.6 20.6 23.7333 2.4 799 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

510 20.8 17.9 312 1.9
(490) (20.2) (13.6) (290) (1.4) (650) (26.8)

ピーマン,きゅうり,カリフラワー,
たまねぎ,にんじん,しめじ,
マッシュルーム

幼　531
小　630
中　757

こめパン 牛乳 えびカツ
カリフラワーサラダ クリームシチュー

こめパン,あぶら,じゃがいも,
こむぎこ，パンこ

牛乳,えび,とりにく,
だっしふん乳,チーズ

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

・えびかつにはソースがかかった状態
で届きます。

ごはん 牛乳 あかうおのさいきょうやき
ヤーコンのきんぴら のっぺいじる
いばラッキーゼリー

ごはん,あぶら,ヤーコン,
こんにゃく,さとう,ごま,
でんぷん,さといも

牛乳,あかうお,ぶたにく,とりにく,
あぶらあげ，みそ

にんじん,ごぼう,しいたけ,ねぎ,
あおりんご

幼　475
小　612
中　759

〈茨城国体開催記念献立〉

 カレーなんばん はっこう乳（プレーン）
 コロッケ かいそうサラダ

ソフトめん,あぶら,じゃがいも,
こんにゃく,でんぷん，こむぎこ，
パンこ

わかめ,とりにく,はっこう乳 キャベツ,きゅうり,とうもろこし,
たまねぎ,にんじん,ねぎ,
ほうれんそう

幼　487
小　591
中　788

・鹿島小リクエスト給食②
・サラダのドレッシングはクラスであえ
ます。

ごはん 牛乳 さけのあましおやき
いりたまごとあおなのあえもの
ごまみそじる

ごはん,あぶら,さとう,じゃがいも,
ごま

牛乳,さけ,けいらん,とうふ,
あぶらあげ，みそ

こまつな,もやし,キャベツ,ごぼう,
にんじん,ねぎ

幼　477
小　605
中　757

ごはん 牛乳 あげしゅうまい
マーボーどうふ こまつなのちゅうかスープ
しょうなんゴールドゼリー

ごはん,あぶら,でんぷん,さとう
こむぎこ

牛乳,ぶたにく,とうふ たけのこ,にんじん,しいたけ,
しょうが,にんにく,こまつな,ねぎ,
オレンジ

幼　489
小　660
中　831

〈日本味めぐり：神奈川県〉
・あげしゅうまいは幼１こ,小２こ,中職３
こです。

ひじきまぜごはん 牛乳 ごもくたまごやき
さつまじる

ごはん,さとう,あぶら,さつまいも,
こんにゃく

牛乳,けいらん,あぶらあげ,ひじき,
とりにく,ぶたにく

にんじん,だいこん,ねぎ 幼　484
小　622
中　779

まるパン 牛乳 れんこんメンチカツ
 かしまなだしらすのパスタ
コロコロスープ くりのムース

まるパン,あぶら,さとう,バタ－,
スパゲッティ,じゃがいも,くり
こむぎこ，パンこ

牛乳,ぶたにく,しらす,ウィンナー キャベツ,にんじん,にんにく,
ほうれんそう,たまねぎ,
とうもろこし

幼　557
小　684
中　826

〈茨城・鹿嶋食材の日〉
・メンチにはソースがかかった状態で
届きます。

ごはん 牛乳 さばみそに のりずあえ
けんちんじる

ごはん,さとう,こんにゃく,さといも,
あぶら

牛乳,さば,まぐろオイルづけ,のり,
とうふ,あぶらあげ，みそ

ほうれんそう,もやし,ごぼう,
だいこん,にんじん,はくさい

小　610
中　780

・幼稚園給食なし

ごはん 牛乳 はるまき ホイコーロー
えびだんごスープ

ごはん,あぶら,さとう,でんぷん,
こむぎこ,はるさめ

牛乳,ぶたにく、ぶたにく,
えび

ピーマン,キャベツ,にんじん,
たまねぎ,しいたけ,にんにく,
たけのこ,チンゲンサイ,ねぎ

幼　505
小　652
中　799

ごはん 牛乳
うさぎがたハンバーグのトマトソース
ブロッコリーサラダ 　つきみじる
おつきみゼリー

ごはん,あぶら,しらたまもち,
こんにゃく,さつまいも

牛乳,あぶらあげ,とりにく トマト,カリフラワー,きゅうり,
とうもろこし,ブロッコリー,
だいこん,にんじん,ねぎ

幼　533
小　674
中　860

〈お月見献立〉

ひやしうどん（ソフトめん，
えびいかかきあげ，ゆでやさい，たれ）
牛乳

ソフトめん,あぶら 牛乳,わかめ,かまぼこ,えび,いか キャベツ,きゅうり,にんじん 幼　531
小　628
中　779

ごはん 牛乳 ひじきいりとりつくね
ちくぜんに すましじる

ごはん,こんにゃく,さといも,あぶら,
さとう,でんぷん

牛乳,とりにく,とうふ,かまぼこ,
ひじき

ごぼう,にんじん,れんこん,
しいたけ,しめじ,こまつな,
えのきだけ,ねぎ

幼　437
小　618
中　749

・つくねは幼１こ,小中職２こです。

ごはん 牛乳 さんまかばやき
きりぼしだいこんサラダ かきたまじる

ごはん,あぶら,さとう,でんぷん 牛乳,さんま,ハム,かまぼこ,
けいらん

きりぼしだいこん,えだまめ,
ほうれんそう,にんじん,ねぎ

幼　525
小　671
中　840

ココアパン 牛乳 チキンチーズやき
フルーツカクテル ミネストローネ

ココアパン,あぶら,マカロニ,
じゃがいも,さとう

牛乳,とりにく，チーズ みかん,パインアップル,もも,
レモン,キャベツ,セロリ,たまねぎ,
トマト,にんじん,にんにく

幼　552
小　682
中　812

・鹿島小リクエスト給食①

ごはん 牛乳 ふかたつた
きんぴらに とうふとわかめのみそしる
フローズンヨーグルト

ごはん,あぶら,しらたき,さとう,ごま 牛乳,ぶたにく,とうふ,あぶらあげ,
わかめ,ヨーグルト，みそ

ごぼう,にんじん,ねぎ 幼　638
小　783
中　928

 キーマカレー(ナン)　牛乳 オムレツ
グリーンサラダ

ナン,あぶら,さとう,バタ－ 牛乳,けいらん,ひよこまめ,
ぶたにく,だいず

アスパラガス,キャベツ,きゅうり,
ブロッコリー,しょうが,たまねぎ,
トマト,にんにく,ピーマン,にんじん

幼　552
小　675
中　838

ごはん 牛乳 アジフライ
ほうれんそうのごまあえ なすのみそしる

ごはん,あぶら,さとう,ごま
こむぎこ，パンこ

牛乳,あじ,あぶらあげ，みそ にんじん,ほうれんそう,もやし,
たまねぎ,なす

小　601
中　751

・幼稚園給食なし
・パックソースがつきます。

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

ごはん 牛乳 にくだんご
おからいりに とんじる

ごはん,しらたき,あぶら,さとう,
じゃがいも,こんにゃく

牛乳,おから,あぶらあげ,
ぶたにく，とりにく，みそ

にんじん,ねぎ,しいたけ,ごぼう,
だいこん

幼　464
小　654
中　793

・肉団子は幼1こ,小中職２こです。

ミルクパン 牛乳 サーモンフライ
ペンネイタリアン ポパイスープ

ミルクパン,あぶら,マカロニ
こむぎこ，パンこ

牛乳,さけ,とりにく 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　498
小　618
中　754

・幼稚園給食なし
・フライはソースがかかった状態で届
きます。 さあ2学期です。 

 楽しかった夏休みも終わり，いよいよ2学期がはじま

りました。 

 2学期はいろいろな行事がたくさんあって楽しみな反

面，とてもいそがしいと思います。 

 夏ばてが出てくるのも今の時期です。食事と睡眠を

しっかりとって，元気に過ごしていきましょう。 

  

  

(鹿嶋市公認キャラクター ナスカちゃん) 


