
令和2年2月分

日 曜日

3 月

4 火

5 水

6 木

7 金

10 月

12 水

13 木

14 金

17 月

18 火

19 水

20 木

21 金

25 火

26 水

27 木

28 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。

幼　608
小　758
中　926

〈節分献立〉

じゃーじゃーめん
（ソフトめん ボイルやさい たれ）  牛乳
いかやさいやき  くらだしみかん

ソフトめん,あぶら,でんぷん,
さとう,こむぎこ

牛乳,いか,ぶたにく,だいず,みそ もやし,キャベツ,きゅうり,にんじん,
たけのこ,ねぎ,しいたけ,しょうが,
にんにく,みかん

幼　545
小　663
中　854

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 さわらのさいきょうやき
こうやとうふのごもくに すましじる プリン

ごはん,あぶら,こんにゃく,さとう,
でんぷん

牛乳,さわら,こうやとうふ,とりにく,
とうふ,かまぼこ,みそ

だいこん,にんじん,しいたけ,
しめじ,こまつな,えのきだけ,ねぎ

幼　549
小　679
中　826

バターパン 牛乳 かぼちゃコロッケ
ポークビーンズ
はくさいとベーコンのスープ ふくまめ

バターパン,あぶら,じゃがいも,
さとう,こむぎこ

牛乳,だいず,ぶたにく かぼちゃ,たまねぎ,トマト,
にんじん,はくさい,
マッシュルーム

ごはん 牛乳 むしシュウマイ チャプチェ
えびだんごスープ

ごはん,はるさめ,ごま,あぶら,
さとう,こむぎこ

牛乳,ぶたにく,えび こまつな,しょうが,たけのこ,
にんじん,にんにく,もやし,
チンゲンサイ,ねぎ,しいたけ

小　657
中　796

・幼稚園給食なし
・シュウマイは小,中職２こです。

ごはん 牛乳 ふかたつた
マーボーどうふ タイピーエン
いよかんゼリー

ごはん,あぶら,でんぷん,さとう,
はるさめ,

牛乳,とうふ,ぶたにく,いか,えび,
わかめ,もうかさめ

たけのこ,にんじん,しいたけ,
しょうが,にんにく,はくさい,ねぎ
いよかん

幼　581
小　733
中　884

 フルーツクリームサンド
（ココアパン フルーツクリーム）
乳さんきんいんりょう チキンチーズやき  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

乳さんきんいんりょう,とりにく,
サワークリーム,ホイップクリーム,
チーズ

みかん,パインアップル,もも,
キャベツ,セロリ,たまねぎ,トマト,
にんじん,にんにく

幼　545
小　703
中　861

〈平井中リクエスト給食①〉

ごはん 牛乳 あげどりのなんばんソース
こまつなのごまあえ どさんこじる

ごはん,さとう,あぶら,ごま,バタ－
でんぷん

牛乳,とうふ,わかめ,ぶたにく,
みそ,とりにく

こまつな,にんじん,もやし,
とうもろこし,ねぎ,キャベツ,
にんにく,しょうが

幼　499
小　648
中　811

・あげどりにはなんばんソースがかかった
状態で届きます。

ハヤシライス  牛乳 ハートオムレツ
ブロッコリーサラダ
チョコプリン

ごはん,じゃがいも,あぶら,
ハヤシフレーク

牛乳,けいらん,ぶたにく カリフラワー,きゅうり,とうもろこし,
ブロッコリー,たまねぎ,にんじん,
にんにく,マッシュルーム,トマト

幼　560
小　715
中　914

〈バレンタイン献立〉
・オムレツは幼小１こ,中職は２こです。

コッペパン りんごジャム 牛乳
にくだんご コールスローサラダ
かぼちゃのポタージュ

コッペパン,こむぎこ,あぶら 牛乳,とりにく,なまクリーム キャベツ,きゅうり,とうもろこし,
にんじん,たまねぎ,かぼちゃ

幼　533
小　711
中　851

・にくだんごは幼1こ,小中職2こです。

むぎごはん 牛乳
れんこんひきにくフライ きんぴらに
ぼくでんじる

ごはん,おおむぎ,あぶら,しらたき,
さとう,ごま,しらたまもち,こむぎこ,
こんにゃく,さつまいも,パンこ

牛乳,ぶたにく,あぶらあげ,
とりにく

ごぼう,にんじん,だいこん,ねぎ
れんこん

幼　549
小　703
中　876

〈茨城・鹿嶋食材の日〉
・フライはソースがかかった状態で届きま
す。

あつぎりしょくパン キャラメルパテ 牛乳
イカクリスピー ペンネイタリアン ポトフ

しょくパン,あぶら,マカロニ,
じゃがいも,さとう

牛乳,ウインナー,いか たまねぎ,トマト,にんじん,
にんにく,キャベツ

幼　567
小　696
中　846

にくみそうどん 牛乳 たまごドーナツ
カリカリサラダ

ソフトめん,あぶら,こむぎこ,さとう 牛乳,チーズ,ぶたにく,けいらん
みそ

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

幼　560
小　669
中　842

〈平井中リクエスト給食②〉
・サラダのドレッシングはクラスであえま
す。クルトンがつきます。

ちゅうかどん 牛乳 ねぎみそパオズ
かいそうサラダ

ごはん,こんにゃく,あぶら,
でんぷん,さとう,こむぎこ

牛乳,ぶたにく,わかめ,いか,
うずらたまご

きゅうり,とうもろこし,たけのこ,
たまねぎ,にんじん,はくさい,
きくらげ

小　633
中　775

・幼稚園給食なし
・サラダのドレッシングはクラスであえま
す。・パオズは小中職２こです。

ごはん 牛乳 あげぎょうざ
こんにゃくのぴりからいため
かんぴょういりにらたまじる いちごゼリー

ごはん,あぶら,こんにゃく,さとう,
でんぷん

牛乳,ぶたにく,かまぼこ,けいらん えだまめ,にんじん,にら,
かんぴょう,ねぎ,いちご,きゃべつ,
にんにく,しょうが,れんこん

幼　493
小　668
中　843

〈日本味めぐり：栃木県〉
・ぎょうざは幼１こ,小２こ,中職３こです。

ごはん 牛乳 さばみそに ナムル
とんじる ヨーグルト

ごはん,あぶら,ごま,さとう,
じゃがいも,こんにゃく

牛乳,さば,ぶたにく,みそ,
ヨーグルト

こまつな,にんじん,もやし,ごぼう,
だいこん,ねぎ

幼　562
小　695
中　872

・からあげは幼１こ,小２こ,中職３こです。

ミルクパン はっこう乳（マスカット）
ハンバーグのトマトソース
アーモンドいりコーンサラダ
クリームシチュー

ミルクパン,さとう,あぶら,
アーモンド,じゃがいも,こむぎこ

はっこう乳,ぶたにく,とりにく,牛乳 トマト,キャベツ,きゅうり,
とうもろこし,にんじん,
たまねぎ,しめじ

幼　457
小　585
中　734

・ハンバーグにはトマトソースがかかった状
態で届きます。

ごはん 牛乳 ごもくたまごやき
にくじゃがに すいとんじる

ごはん,しらたき,じゃがいも,
あぶら,さとう,こむぎこ

牛乳,けいらん,ぶたにく,とりにく たまねぎ,にんじん,だいこん,ねぎ,
こまつな,しいたけ

幼　509
小　656
中　821

(490) (20.2) (13.6) (290) (1.4) (650) (26.8)

キャベツ,きゅうり,にんじん,もやし,
たけのこ,たまねぎ,ねぎ,こまつな

幼　460
小　650
中　840

ごはん 牛乳 わかどりからあげ
ちゅうかサラダ にくいりワンタンスープ

ごはん,あぶら,ごま,さとう
こむぎこ

牛乳,とりにく,まぐろオイルづけ
ぶたにく

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。
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ｴﾈﾙｷﾞｰ たんぱく質 しぼう 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

528 20.5 18.6 297 1.9 679 24.8 22.2 26321 2.5 843 29.9
(450) (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)

344 3

鹿嶋市が災害協定を結んでいる和歌山県海南市は全国でも珍

しい本格貯蔵みかんの産地です。１２月

に下津地区でとれた完熟みかんを木

造土壁の土蔵で保管し，まろやかな

味にします。

甘くておいしい海南市の蔵出しみかん

をお楽しみに。
「文ちゃん」・・・その昔紀伊国屋文左衛門が下津港からみかんを江戸に運

んだのでイメージキャラクターにしたそうです。

６日に海南市のみかんが給食に出ます。

鹿嶋市公認マスコットキャラクター(ナスカちゃん)

春が近づいています。

まだまだ寒い日が続いていますが，なんとなく春の気配を感じ

ることが増えてきました。おだやかな季節をすこやかに迎えられ

るよう，健康に気を付けてすごしましょう。

いよいよ受験シーズン本番です！

受験生のみなさん，体調に気を付けて

元気に乗り切ってください！


