
令和4年6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

21 火

22 水

23 木

24 金

27 月

28 火

29 水

30 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。
しぼう ｶﾙｼｳﾑ 塩分

中
学
生

ｴﾈﾙｷﾞｰ たんぱく質

★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

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

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

24.9
(1.9) (830) (34.2) (23.1)

25.5 362 2.8

(ｷﾛｶﾛﾘｰ） (ｸﾞﾗﾑ)

22.1 338 2.3 792 29.8
(ｸﾞﾗﾑ)

(450)

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

(ｸﾞﾗﾑ)

499 20.7 19 318 1.8 638

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)

(2.4)(18.1) (350)

ココアパン 牛乳 ほうれんそうグラタン
コーンサラダ トマトシチュー

ココアパン,あぶら,じゃがいも 牛乳,ぶたにく,ベーコン,チーズ ほうれんそう,キャベツ,
とうもろこし,にんじん,たまねぎ,
セロリ,しめじ,にんにく,トマト

幼　502
小　625
中　749

ごはん 牛乳 コロッケ いろどりひじきに
どさんこじる

ごはん,あぶら,じゃがいも,
こんにゃく,さとう,バタ－,こむぎこ,
パンこ

牛乳,あぶらあげ,ひじき,とりにく,
とうふ,わかめ,ぶたにく,みそ

とうもろこし,にんじん,えだまめ,
ねぎ,もやし,にんにく,しょうが

幼　499
小　653
中　834

・コロッケにはソースがかかった状態
で届きます。

ごはん 牛乳 あじのゆうりんふう
チンジャオロースー にくだんごスープ

ごはん,でんぷん,あぶら,はるさめ 牛乳,あじ,ぶたにく,とりにく たけのこ,にんにく,ピーマン,
チンゲンサイ,ねぎ,しいたけ

幼　464
小　600
中　755

はちみつパン 牛乳 てりやきパティ
フルーツカクテル ミネストローネ

はちみつパン,マカロニ,
じゃがいも,あぶら,さとう

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

幼　493
小　604
中　714

カレーライス  牛乳 オムレツ
アスパラとカリフラワーのサラダ

ごはん,あぶら,じゃがいも 牛乳,けいらん,ぶたにく,
だっしふん乳

アスパラガス,カリフラワー,
とうもろこし,たまねぎ,トマト,
にんじん,にんにく

幼　538
小　699
中　874

しょうゆラーメン 牛乳 ドーナツ
えだまめとごぼうのサラダ

ちゅうかめん,あぶら,こむぎこ 牛乳,ぶたにく,けいらん,
なるとまき

えだまめ,ごぼう,にんじん,もやし,
キャベツ,しょうが,とうもろこし,
ねぎ

幼　526
小　659
中　863

ごはん 牛乳 てりやきチキン
にんじんしりしり なるといりさわにわん

ごはん,あぶら 牛乳,とりにく,まぐろオイルづけ,
ぶたにく,なるとまき

にんじん,もやし,とうもろこし,
ほうれんそう,ごぼう

幼　453
小　657
中　790

・てりやきチキンは幼1こ,小中職2こで
す。

ごはん 牛乳 えびカツ ジャージャンとうふ
にくいりワンタンスープ

ごはん,あぶら,さとう,でんぷん,
こむぎこ,パンこ

牛乳,えび,たら,あつあげ,みそ,
ぶたにく

ピーマン,たけのこ,しいたけ,
キャベツ,にんじん,ねぎ,しょうが,
にんにく,たまねぎ,もやし

幼　469
小　613
中　784

・えびカツはソースがかかった状態で
届きます。

ミルクパン 牛乳 チキンピカタ
チリコンカン やさいスープ

ミルクパン,あぶら,さとう 牛乳,とりにく,けいらん,だいず,
ぶたにく,ウィンナー

たまねぎ,にんじん,にんにく,
キャベツ,トマト

幼　504
小　621
中　738

パプリカチャーハン 牛乳 にらまんじゅう
こまつなのちゅうかスープ

ごはん,あぶら,こむぎこ 牛乳,ぶたにく,とりにく しょうが,にんじん,ねぎ,ピーマン,
パプリカ,たけのこ,にら,こまつな

幼　433
小　624
中　754

・にらまんじゅうは幼1こ,小中職2こで
す。

こめパン 牛乳 ピーマンメンチカツ
コールスローサラダ パンプキンシチュー

こめパン,あぶら,こむぎこ,パンこ 牛乳,ぶたにく,とりにく キャベツ,きゅうり,とうもろこし,
にんじん,かぼちゃ,たまねぎ,
しめじ,ピーマン

幼　541
小　636
中　748

ごはん 牛乳 いわしかばやき
しおこんぶとキャベツのごまあぶらあえ
ぐだくさんみそしる

ごはん,あぶら,さとう,じゃがいも,
でんぷん

牛乳,いわし,こんぶ,とうふ,
あぶらあげ,みそ

キャベツ,にんじん,ほうれんそう,
しめじ,ごぼう,ねぎ 小　611

中　769

・幼稚園給食なし

わかめごはん 牛乳 あつやきたまご
こんにゃくのぴりからいため とんじる

ごはん,こんにゃく,あぶら,さとう,
じゃがいも

わかめ,牛乳,けいらん,ちくわ,
ぶたにく,みそ

えだまめ,にんじん,ごぼう,
だいこん,ねぎ

幼　461
小　596
中　749

ミルクパン 牛乳 チキンカツ
カレーサラダ コロコロスープ

ミルクパン,あぶら,じゃがいも,
こむぎこ,パンこ

牛乳,とりにく,ハム,ウィンナー もやし,きゅうり,にんじん,
ほうれんそう,たまねぎ,
とうもろこし

幼　469
小　584
中　737

〈茨城・鹿嶋食材週間13～17日〉
・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 ハンバーグおろしソース
こうやどうふのごもくに
じゃがいもとたまねぎのみそしる

ごはん,あぶら,こんにゃく,さとう,
じゃがいも

牛乳,ぶたにく,とりにく,
こうやどうふ,とうふ,みそ

だいこん,にんじん,しいたけ,
れんこん,たまねぎ

幼　502
小　640
中　799

ごはん 牛乳 いかメンチカツ きんぴらに
せんべいじる

ごはん,あぶら,しらたき,さとう,
ごま,かやきせんべい,こむぎこ,
パンこ

牛乳,いか,たら,ぶたにく,とりにく ごぼう,にんじん,だいこん,ねぎ,
しいたけ

幼　507
小　657
中　822

〈日本味めぐり：青森県〉
・いかメンチはソースがかかった状態
で届きます。

じゃーじゃーめん
(ソフトめん ボイルやさい たれ) 牛乳
はるまき

幼　544
小　661
中　843

ソフトめん,あぶら,でんぷん,
さとう,こむぎこ

牛乳,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

ごはん 牛乳 さばのしおやき
にくじゃがに しらたまだんごじる

ごはん,あぶら,じゃがいも,
しらたき,さとう,しらたまもち

牛乳,さば,ぶたにく,あぶらあげ,
とりにく

たまねぎ,にんじん,こまつな,
ねぎ,しいたけ

幼　575
小　729
中　916

あつぎりしょくパン マーマレードジャム
牛乳 チキンナゲット 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,とりにく,ベーコン,ウインナー たまねぎ,トマト,にんじん,
にんにく,キャベツ,オレンジ

幼　490
小　648
中　819

・チキンナゲットは幼1こ,小2こ,中職3
こです。

ごはん 牛乳 さんまに
ほうれんそうのだいずあえ
きりぼしだいこんのちゅうかスープ ヨーグルト

ごはん,さとう,あぶら 牛乳,さんま,とりにく,とうふ,
いりだいず,ヨーグルト

にんじん,ほうれんそう,もやし,
きりぼしだいこん,ねぎ,しいたけ,
にんにく

幼　507
小　631
中　756

〈かみかみ献立〉

コッペパン 牛乳
シイラのレモンペッパーフライ グリーンサラダ

とりにくとマカロニのクリームに

コッペパン,あぶら,マカロニ,
じゃがいも,バタ－,こむぎこ,
パンこ

牛乳,シイラ,とりにく アスパラガス,キャベツ,きゅうり,
ブロッコリー,たまねぎ,にんじん,
ほうれんそう,マッシュルーム

幼　520
小　651
中　802

ごはん 牛乳 ひじきいりとりつくね
さつまいもとブロッコリーのサラダ
けんちんじる

ごはん,さつまいも,あぶら,
こんにゃく,さといも

牛乳,とりにく,ひじき,とうふ,
まぐろオイルづけ,あぶらあげ,
みそ

ブロッコリー,しめじ,ごぼう,
だいこん,にんじん,はくさい

小　642
中　801

・幼稚園給食なし

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

☆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）

梅雨入り間近となりました。ジメジメと蒸し暑い日が続いたり、ときには肌寒

い日もあったりと体調を崩しやすいときです。食事の前の手洗いやうがい、清潔

なハンカチを身につけることなど、身近な衛生に気を付けて過ごしましょう。

梅雨の時期から9月頃までは細菌などによる食中毒が発生しやすくなります。

①菌をつけない（手洗いと台所の衛生）

②菌を増やさない（早めに食べきる）

③菌をやっつける（十分に加熱して食べる）

の食中毒予防の3原則をしっかり守ることが大切です。栄養と睡眠もしっかり

とって、元気に過ごしましょう。

今月はよくかんで食べることを意識した

「カメカメメニュー」がたくさん登場します。

「ごま和え」の代わりに「だいず」を煎ってクラッシュした「だいずあえ」や

「高野豆腐」や「こんにゃく」、「ひじき」を使った煮物などなど…。是非、

意識して食べることで、よくかんで食べる習慣を身に付けてほしいと思います。

「かむ」という行為は、スポーツの場面においても色々なよい効果をもた

らしていることが研究によって明らかになってきています。

かむことによって、どんな運動能力が向上するかという

と、「筋力アップ」の効果です。私たちは重いものを

持ち上げるときに、自然と口の周りにも力を入れてい

ます。歯をしっかりくいしばることで筋力が４～６％

アップすると言われています。また、上下の歯が合わ

さることで、脳の「運動野」に「かんだ」という情報が

伝わり、体を動かす骨格筋などの反応や動きにも影響を

与えるそうです。いざという時、ふんばりが利くように

普段からよくかんで食べて、口の周りの「咀しゃく筋」

を鍛えたいですね。

勉強を長時間続けていると、集中力が切れ、作業効率が落

ちてきます。その原因の１つとして考えられているのが脳の

「ワーキングメモリ（作業記憶）」の低下です。ワーキング

メモリとは短い時間に脳中で情報を保持し、同時に処理する

力で、会話や読み書き、計算など、私たちの日常生活や学習

を支える重要な脳の働きです。この能力が「かむ」ことに

よって加速したり回復したりする効果がありそうなことが研

究により明らかにされています。

また、かむことで、集中力、注意力、脳の応答速度なども

アップすることもわかってきました。集中力にも影響を与え

そうな「かむ」こと。食事の時には、このことも思い出しな

がら、しっかり食べたいですね。


