
令和5年1月分

日 曜日

10 火

11 水

12 木

13 金

16 月

17 火

18 水

19 木

20 金

23 月

24 火

25 水

26 木

27 金

30 月

31 火

☆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。

★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。

しぼう ｶﾙｼｳﾑ

ほうれんそう,もやし,はくさい,
きくらげ,たけのこ,たまねぎ,
にんじん

コッペパン チョコクリーム 牛乳
オムレツトマトソースかけ レンコンサラダ
はくさいのクリームに

コッペパン,さとう,あぶら,
じゃがいも,こむぎこ,ごま,
チョコレート

牛乳,けいらん,ハム,とりにく たまねぎ,えだまめ,きゅうり,
とうもろこし,れんこん,にんじん,
はくさい,マッシュルーム,トマト

幼　489
小　635
中　781

幼　544
小　670
中　810

ちゅうかどん 牛乳 はるまき のりずあえ ごはん,あぶら,さとう,でんぷん,
こむぎこ

牛乳,ぶたにく、
まぐろオイルづけ,のり,いか,
なるとまき

幼
稚
園
児

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

ごはん 牛乳 てりやきチキン
いそかあえ おでん

ごはん,こんにゃく 牛乳,とりにく,のり,こんぶ,ちくわ,
いわし

ほうれんそう,にんじん,もやし,
だいこん

・てりやきチキンは幼1こ,小中職2こで
す。

ミートソースソフトめん 牛乳 コロッケ
ごぼうサラダ  プリン

ソフトめん,あぶら,じゃがいも,
さとう,こむぎこ,パンこ

牛乳,だいず,ぶたにく,チーズ えだまめ,ごぼう,にんじん,
にんにく,しょうが,たまねぎ,
マッシュルーム,セロリ,トマト

再現給食②（昭和40年頃の給食）

幼　453
小　658
中　790

幼　646
小　770
中　987

ビビンバどん  牛乳 ぼうぎょうざ
えびだんごスープ

ごはん,あぶら,ごま,さとう,
はるさめ,こむぎこ

牛乳,ぶた、こむぎこ,ぶたにく,
えび,ぎょにく

ほうれんそう,しょうが,にんじん,
にんにく,ねぎ,もやし,たけのこ,
チンゲンサイ,しいたけ

ごはん 牛乳 さけのあましおやき
きゃべつとたくあんのあえもの
さつまいもいりすいとんじる あじつきのり

ごはん,あぶら,ごま,こむぎこ,
さつまいも

牛乳,さけ,とりにく,のり キャベツ,きゅうり,だいこん,ねぎ,
しいたけ

〈学校給食週間24～30日〉
再現給食①（はじめての給食）

幼　508
小　657
中　806

幼　477
小　615
中　772

フルーツクリームサンド
（あつぎりしょくパン・フルーツクリーム）
 牛乳 にくだんご
はくさいとベーコンのスープ

しょくパン,サワークリーム,
なまクリーム,じゃがいも

牛乳,とりにく,ベーコン みかん,パインアップル,もも,
にんじん,はくさい

・肉団子は幼1こ,小中職2こです。

わかめごはん オレンジジュース
わかどりからあげ ひじきに とんじる

ごはん,あぶら,さとう,しらたき,
じゃがいも,こんにゃく,こむぎこ

とりにく,だいず,ひじき,
さつまあげ,あぶらあげ,
ぶたにく,みそ,わかめ

オレンジ,みかん,にんじん,ごぼう,
だいこん,ねぎ

〈三笠小リクエスト給食②〉
・からあげは幼1こ,小2こ,中職3こで
す。

幼　482
小　660
中　787

幼　414
小　615
中　850

こめパン 牛乳 ごぼうメンチ
ほうれんそうのわふうサラダ
さつまいもいりシチュー

こめパン,さとう,あぶら,
さつまいも,こむぎこ,パンこ

牛乳,ぶたにく,とりにく,のり にんじん,ほうれんそう,もやし,
たまねぎ,しめじ,ごぼう

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 やさいいりかまぼこ
すきやきに
わかめとじゃがいものみそしる

ごはん,あぶら,しらたき,さとう,
じゃがいも

牛乳,たら,やきどうふ,ぶたにく,
あぶらあげ,わかめ,みそ

たまねぎ,にんじん,はくさい,
しいたけ

・幼稚園給食なし

幼　553
小　647
中　762

小　593
中　746

カレーライス（むぎごはん） 牛乳
わかさぎカリカリフライ
ブロッコリーサラダ

ごはん,おおむぎ,あぶら,
じゃがいも

牛乳,わかさぎ,ぶたにく,
だっしふん乳

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,トマト,
にんじん,にんにく

・わかさぎフライは幼1こ,小2こ,中職3
こです。

はちみつパン 牛乳 さけキャベツメンチ
ポテトサラダ かぼちゃのポタージュ
ハスカップゼリー

はちみつパン,あぶら,じゃがいも,
ﾉﾝｴｯｸﾞﾏﾖﾈｰｽﾞ,さとう,
なまクリーム,こむぎこ,パンこ

牛乳,ハム,さけ キャベツ,きゅうり,たまねぎ,
にんじん,とうもろこし,かぼちゃ,
ハスカップ

〈日本味めぐり：北海道〉
・メンチにはソースがかかった状態で
届きます。

幼　485
小　665
中　846

幼　573
小　716
中　872

ごはん 牛乳
とうふハンバーグわふうソース
バンバンジーサラダ ねぎのかきたまじる

ごはん,でんぷん,さとう,あぶら,
ごま

牛乳,とりにく,とうふ,ぶたにく,
けいらん

たまねぎ,しめじ,きゅうり,
にんじん,もやし,こまつな,ねぎ,
しいたけ

みそラーメン はっこう乳（いちご）
ドーナツ カリカリサラダ

ちゅうかめん,あぶら,こむぎこ,
さとう,クルトン

はっこう乳,牛乳,けいらん,
チーズ,ぶたにく,みそ

キャベツ,きゅうり,ブロッコリー,
とうもろこし,しょうが,たまねぎ,
にら,にんじん,にんにく,もやし

〈三笠小リクエスト給食①〉
・サラダのドレッシングはクラスで和
えます。クルトンがつきます。

幼　501
小　650
中　834

幼　536
小　652
中　838

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 まつかぜやき こんぶまめ
しらたまぞうに

ごはん,こんにゃく,さとう,
しらたまもち

牛乳,だいず,こんぶ,ちくわ,
あぶらあげ,とりにく

にんじん,しいたけ,こまつな,ねぎ ・幼稚園給食開始
〈お正月献立〉

ごはん 牛乳 ぶりみそフライ
こんにゃくのぴりからいため ごまみそじる

ごはん,あぶら,こんにゃく,さとう,
じゃがいも,ごま,こむぎこ,パンこ

牛乳,ぶり,ぶたにく,とうふ,
あぶらあげ,みそ

えだまめ,にんじん,キャベツ,
ごぼう,ねぎ

・小中学校給食開始

幼　498
小　640
中　800

小　669
中　841

18.1 323 1.9 657
(490) (20.2) (13.6) (290) (1.4) (650)
509 20.1

(26.8)
24.8

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

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) (ｸﾞﾗﾑ) (ﾐﾘｸﾞﾗﾑ) (ｸﾞﾗﾑ)

(450) (2.4)(18.1) (350) (1.9) (830) (34.2) (23.1)
25.3 378 3350 2.4 820 29.921.6

あけましておめでとうございます。今年もみなさまに

とって、よい年になりますことをお祈りしています。寒さ

はこれから一段と厳しくなることもあるかと思いますが、

「ただいま」の後、「いただきます」の前には、石けんを

使ってしっかり手洗いをして、感染症の予防に努めたいで

すね。そして、朝は体が温まるようにしっかり朝ごはんを

食べて登校しましょう。

郷土料理には意味がある
郷土料理とは、その土地の産物を活用して風土にあった

調理法によって作られた料理のことです。

自分の地域ではよくあると思われる食材も、他の地域で

は珍しかったりするので、「これが郷土料理だったの？」

というものもありそうですね。

おせちも雑煮も身近な郷土料理！
お祭りなどの習わしで口にすることがある郷土料理には

先人たちの知恵や工夫、想いが詰まっています。身近な郷

土料理と言えば、正月に食べる雑煮ではないでしょうか。

代々栄えますように、元気に過ごせますように、といった

願いが込められています。

☆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）

全国さまざまな雑煮文化
雑煮の種類はよく知られているものだけでも、100種類

を超えるほど多様だそうです。作り方や具材の違いなど細

かな特徴まで着目すると、さらに種類は増えます。地域や

家庭ごとにそれぞれの雑煮があるともいえます。

宮古くるみ雑煮（岩手県）

煮干しだしのすまし汁に焼いた

角もちを入れた雑煮。

具だくさんで、もちは甘いくる

みだれにつけて食べる。

●全国の雑煮から

白みそ雑煮（京都府）

白みそ仕立て。焼かずに煮た丸

いもちを入れる。

材料はすべて丸く切り、「家庭

円満」への願いがこめられてい

る。

すまし汁仕立ての雑煮（茨城県）

かつお節と昆布でだしをとったすまし汁仕立て。

もちは角もち。焼いてから入れる。

小豆雑煮（鳥取県）

山陰地方に多い雑煮。小豆の赤い色は邪気を

はらう力があり、縁起がよいとされている。


