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日 曜日

3 月

4 火

5 水

6 木

7 金

11 火

12 水

13 木

14 金

17 月

18 火

19 水

20 木

21 金

24 月

25 火

26 水

27 木

28 金

31 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。

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

ミルクパン 牛乳 てりやきチキン
フルーツカクテル ブイヤベース

ミルクパン,あぶら,さとう 牛乳,とりにく,いか,えび みかん,パイン,もも,レモン,りんご,
ぶどう,セロリ,たまねぎ,トマト,
にんじん,マッシュルーム,にんにく

幼　447
小　628
中　738

てりやきチキンは幼1こ,小中職2こで
す。

学　校　給　食　献　立　表

ごはん 牛乳 いわしさんがやき
とりにくとさつまいものごまみそに
すましじる

ごはん,あぶら,さつまいも,
こんにゃく,ごま,さとう,でんぷん

牛乳,いわし,とりにく,みそ,
とうふ,かまぼこ

れんこん,しめじ,こまつな,
しいたけ,にんじん,えのきだけ,
ねぎ

幼　477
小　637
中　784

〈いわしの日献立〉

ごはん 牛乳 えびカツ
バンサンスー かいそうのたまごスープ

ごはん,あぶら,はるさめ,さとう,
ごま,でんぷんこむぎこ,パンこ
ﾉﾝｴｯｸﾞﾀﾙﾀﾙｿｰｽ

牛乳,えび,たら,ハム,ひじき,
とうふ,わかめ,けいらん

きゅうり,にんじん,たけのこ,
しいたけ

小　643
中　817

・幼稚園給食なし
・パックのノンエッグタルタルソースが
つきます。

かきあげうどん 牛乳 のりずあえ ソフトめん,さつまいも,こむぎこ,
あぶら,さとう

牛乳,まぐろオイルづけ,のり,
あぶらあげ,わかめ,とりにく

ほうれんそう,もやし,にんじん,
ねぎ,しいたけ

幼　491
小　589
中　770

ごはん 牛乳 レバーいりとりつくね
コーンとほうれんそうのソテー
さつまいもいりすいとんじる

ごはん,バタ－,こむぎこ,
さつまいも,ごま

牛乳,ベーコン,とりにく ほうれんそう,しめじ,
とうもろこし,だいこん,ねぎ,
しいたけ

幼　467
小　664
中　807

〈目の愛護デー〉
つくねは幼1こ,小中職2こです。

ごはん 牛乳 あげどりのなんばんソース
こまつなとカリフラワーのサラダ
にくいりワンタンスープ

ごはん,さとう,あぶら,こむぎこ 牛乳,とりにく,ぶたにく こまつな,とうもろこし,
カリフラワー,たけのこ,ねぎ,
もやし,たまねぎ,にんじん

幼　464
小　605
中　760

ごはん 牛乳 このはがたさつまあげ
かしわのじゅんじゅん うちまめじる

ごはん,あぶら,しらたき,さとう,
さといも

牛乳,たら,えそ,やきどうふ,
とりにく,だいず,あぶらあげ,
みそ

たまねぎ,にんじん,はくさい,
しいたけ,ごぼう,だいこん,ねぎ

幼　456
小　605
中　781

〈日本味めぐり：滋賀県〉
このはがたさつまあげは幼1こ,小中
職2こです。

ココアパン 牛乳 コーングラタン
インディアンサラダ クリームシチュー

ココアパン,マカロニ,
ﾉﾝｴｯｸﾞﾏﾖﾈｰｽﾞ,じゃがいも,
あぶら,こむぎこ

牛乳,ハム,とりにく とうもろこし,キャベツ,きゅうり,
たまねぎ,にんじん,しめじ

幼　529
小　666
中　802

〈三笠幼稚園リクエスト給食①〉

さんしょくどん
(えだまめいりとりそぼろ,いりたまご)  牛乳
どさんこじる ぶどうヨーグルト

ごはん,あぶら,さとう,バタ－ 牛乳,とりにく,だいず,けいらん,
とうふ,わかめ,ぶたにく,みそ,
ヨーグルト

えだまめ,しょうが,とうもろこし,
にんじん,ねぎ,もやし,にんにく,
ぶどう

幼　545
小　709
中　873

はちみつパン 牛乳
チーズはんぺんフライ
ペンネイタリアン ポトフ

はちみつパン,あぶら,マカロニ,
じゃがいも,こむぎこ,パンこ

牛乳,チーズ,はんぺん,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

幼　520
小　647
中　796

ごはん 牛乳 いかのしょうがやき
ヤーコンのきんぴら ぼくでんじる

ごはん,あぶら,こんにゃく,
さとう,ごま,しらたまもち,
さつまいも

牛乳,いか,ぶたにく,あぶらあげ しょうが,ヤーコン,にんじん,
だいこん,ねぎ

幼　488
小　639
中　789

〈茨城・鹿嶋食材の日〉

ごはん 牛乳 アジフライ
ほうれんそうとツナのサラダ
ごまみそじる

ごはん,あぶら,ごま,じゃがいも
こむぎこ,パンこ

牛乳,あじ,まぐろオイルづけ,
とうふ,あぶらあげ,みそ

ほうれんそう,もやし,キャベツ,
ごぼう,にんじん,ねぎ

小　635
中　797

・幼稚園給食なし
・アジフライはソースがかかった状態
で届きます。

みそラーメン オレンジジュース
ぼうぎょうざ かいそうサラダ

ちゅうかめん,あぶら,こむぎこ,
こんにゃく

わかめ,ぶたにく,みそ オレンジ,きゅうり,とうもろこし,
キャベツ,しょうが,たまねぎ,
にら,にんじん,にんにく,もやし

幼　458
小　566
中　778

〈三笠幼稚園リクエスト給食②〉
・ドレッシングはクラスで和えます。

カレーライス(むぎごはん) 牛乳
コロッケ まめとツナのサラダ

ごはん,おおむぎ,あぶら,
じゃがいも,こむぎこ,パンこ

牛乳,まぐろオイルづけ,だいず,
ぶたにく,だっしふん乳

えだまめ,キャベツ,たまねぎ,
トマト,にんじん,にんにく

幼　540
小　708
中　903

・コロッケ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 チキンハーブやき
アスパラとカリフラワーのサラダ
イタリアンスープ

しょくパン,さとう,あぶら,
パンこ

牛乳,とりにく,けいらん,
チーズ

レモン,アスパラガス,
カリフラワー,とうもろこし,
キャベツ,たまねぎ,にんじん,
トマト

幼　475
小　630
中　737

チキンハーブやきは幼1こ,小中職2こ
です。

ごはん 牛乳 カミカミたこメンチ
にくじゃがに きのこじる

ごはん,あぶら,しらたき,
じゃがいも,さとう,こむぎこ,
パンこ

牛乳,たこ,すけそうだら,
ぶたにく,とりにく,とうふ,みそ

キャベツ,たまねぎ,にんじん,
こまつな,ねぎ,しめじ,
えのきだけ,しいたけ

幼　487
小　651
中　801

ごはん 牛乳 さばみそに
こんにゃくのぴりからいため
かみなりじる

ごはん,こんにゃく,あぶら,さとう 牛乳,さば,ぶたにく,とうふ,
さつまあげ,みそ

えだまめ,にんじん,だいこん,
ごぼう,ねぎ

幼　492
小　625
中　802
幼　544
小　649
中　769

ごはん あじつきのり 牛乳
おこのみやき レンコンサラダ
にらたまじる

ごはん,あぶら,こむぎこ,
でんぷん

のり，牛乳,ぶたにく,ハム,
かまぼこ,けいらん

えだまめ,きゅうり,とうもろこし,
れんこん,にら,にんじん,ねぎ

幼　480
小　641
中　802

・パックソースがつきます。

コッペパン 牛乳
かぼちゃがたハンバーグハヤシソース
チリコンカン オニオンスープ
ハロウィンデザート（ミックスベリープリン）

コッペパン,こむぎこ,あぶら,
さとう,かぼちゃ

牛乳,だいず,ぶたにく,とりにく たまねぎ,にんじん,にんにく,
ほうれんそう,マッシュルーム、
いちご、ブルーベリー、
クランベリー

幼　498
小　610
中　750

〈ハロウィン献立〉

塩分 ｴﾈﾙｷﾞｰ たんぱく質 しぼう
小
学
生

(ｸﾞﾗﾑ)

こめパン 牛乳 ツナオムレツ
さつまポテトサラダ
とりにくとマカロニのクリームに

こめパン,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,バタ－,こむぎこ

牛乳,とりにく,けいらん,
まぐろオイルづけ

とうもろこし,パセリ,たまねぎ,
にんじん,ほうれんそう,
マッシュルーム

★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。

ｴﾈﾙｷﾞｰ たんぱく質幼
稚
園
児

中
学
生

しぼう ｶﾙｼｳﾑ たんぱく質 しぼう

(830) (34.2) (23.1) (450) (2.4)

(ｸﾞﾗﾑ) (ｸﾞﾗﾑ) (ﾐﾘｸﾞﾗﾑ)

ｶﾙｼｳﾑ 塩分

2.3 793 30.4 25.1 352 2.9
(ｸﾞﾗﾑ) (ｸﾞﾗﾑ)

ｶﾙｼｳﾑ 塩分 ｴﾈﾙｷﾞｰ

(ｸﾞﾗﾑ)

326
(ﾐﾘｸﾞﾗﾑ) (ｷﾛｶﾛﾘｰ）

(1.9)

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

492 20.8 18.3
(490) (20.2) (13.6) (290) (1.4) (650) (26.8) (18.1) (350)

305 1.8 637 25.4 21.8

(ｷﾛｶﾛﾘｰ）

秋も深まり、過ごしやすい10月は学校でもさまざまな行事が行われま

す。勉強にスポーツに、そして芸術に、子供たちの活躍が大いに期待され

ます。食の分野ではなんといっても実りの秋です。食べすぎには注意しな

がら、秋の味覚を存分に楽しみましょう。

☆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）

新米です！～お米のよさを知ろう～

お米はイネのたね

粒のまま食べる

お米はイネ（稲）

のたねです。周りの

「もみがら」や種皮、

胚芽の部分だけを取

り除き、胚乳の部分

だけにしたのが「白

米」です。

お米の栄養

100gあたりの栄養素

（精白米・うるち）

炭水化物77.6g

水分14.9ｇ

たんぱく質6.1ｇ

脂質0.9ｇ

お米の栄養の約７割

は炭水化物（でんぷ

ん）で、適量のたんぱ

く質も含み、脂質の割

合が少ないのも特徴で

す。ビタミン類は胚芽

の部分に多く含まれて

います。

お米を炊いたごはんは実

は太りにくい食べ物

ごはん１杯のエネル

ギー量は、ショートケー

キの約１/２、ラーメン

１杯の約１/３。お米に

水をたっぷり吸わせて炊

き上げるごはんは量の割

にヘルシーな食べ物なの

です。

新米が出回る時期となりました。お米はむかしから日本人の食事に欠かせ

ないものです。お米のよさを知って、もっとおいしくいただきましょう。

10月は食品ロス削減月間です。食品ロスとは「食べられるのに捨てられ

てしまう食べ物」のことです。日本では、年間約600万トンが捨てられ、

これは国民1人あたり、ごはん茶わん１杯分の食べ物を毎日捨てているこ

とになるそうです。

食品ロスを減らそう！

も
み
が
ら

胚

芽

胚
乳

種
皮

学校給食でも、足りなくなったり作り

過ぎたりしないよう、毎日、人数分を

きちんと計算して作ったり、戻ってき

た残食量などをみて、次の献立への

ヒントを探すなど、残食が少なくなる

ようにしています。


