
令和5年2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

24 金

27 月

28 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。
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しぼう ｶﾙｼｳﾑ 塩分
中
学
生
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★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。

ごはん 牛乳 にくだんご
ジャージャンとうふ えびだんごスープ

ごはん,さとう,でんぷん,
あぶら,はるさめ

牛乳,とりにく,あつあげ,みそ,
えび，ぎょにく

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,チンゲンサイ

・肉団子は幼1こ,小中職2こです。

あつぎりしょくパン いちごジャム
牛乳 チキンチーズやき
チリコンカン ABCスープ

しょくパン,あぶら,さとう,
マカロニ,じゃがいも

牛乳,とりにく,チーズ,だいず,
ぶたにく

たまねぎ,にんじん,にんにく,
ほうれんそう,とうもろこし,
いちご

幼　434
小　613
中　749

幼　543
小　657
中　784

カレーライス（むぎごはん） 牛乳
ハムチーズフライ
ほうれんそうのナムル

ごはん,おおむぎ,あぶら,
ごま,じゃがいも,こむぎこ,
パンこ

牛乳,ハム,チーズ,ぶたにく,
だっしふん乳

ほうれんそう,にんじん,もやし,
たまねぎ,トマト,にんにく

ごはん 牛乳 さつまあげ
きいこん ごじる

ごはん,あぶら,こんにゃく,
さつまいも

牛乳,たら,えそ,とりにく,
あつあげ,あぶらあげ,みそ

だいこん,にんじん,ごぼう,
しいたけ,ねぎ

〈日本味めぐり：鹿児島県〉
・さつまあげは幼1こ,小中職2こです。

幼　560
小　722
中　929

幼　500
小　691
中　854

ごはん 牛乳 さばみそに
カリカリサラダ のっぺいじる

ごはん,あぶら,クルトン,
でんぷん,こんにゃく,さといも

牛乳,さば,みそ,チーズ,とりにく,
あぶらあげ

キャベツ,きゅうり,とうもろこし,
にんじん,ごぼう,しいたけ,ねぎ

・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。

フルーツクリームサンド
（ミルクパン フルーツクリーム）
オレンジジュース
ほうれんそうグラタン  ミネストローネ

ミルクパン,サワークリーム,
なまクリーム,マカロニ,
じゃがいも,あぶら,さとう

とりにく,チーズ,ベーコン オレンジ,ほうれんそう,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

〈大野中リクエスト給食②〉

幼　502
小　638
中　819

幼　487
小　626
中　799

ごはん 牛乳 あげローズポークぎょうざ
こんにゃくのぴりからいため
ぼくでんじる

ごはん,こむぎこ,あぶら,
こんにゃく,さとう,しらたまもち,
さつまいも

牛乳,ぶたにく,あぶらあげ きゃべつ,にら,えだまめ,
にんじん,だいこん,ねぎ

茨城・鹿嶋食材の日
・あげぎょうざは幼1こ,小中職2こで
す。

こめパン 牛乳 やさいコロッケ
レンコンサラダ さつまいもいりシチュー

こめパン,あぶら,じゃがいも,
さつまいも,こむぎこ,パンこ

牛乳,ハム,とりにく えだまめ,かぼちゃ,きゅうり,
とうもろこし,れんこん,たまねぎ,
にんじん,しめじ

・コロッケはソースがかかった状態で
届きます。

幼　474
小　665
中　816

幼　543
小　650
中　785

ごはん 牛乳 チヂミ ホイコーロー
きりぼしだいこんのちゅうかスープ

ごはん,こめこ,さとう,ごま,
あぶら,でんぷん

牛乳,ぶたにく,みそ,とりにく,
とうふ

ピーマン,キャベツ,にんじん,
たまねぎ,しいたけ,にんにく,
きりぼしだいこん,ねぎ,もやし

・幼稚園給食なし
・チヂミはたれがかかった状態で届き
ます。

ごはん 牛乳
ハートがたハンバーグのトマトソース
コールスローサラダ
ようふうかきたまじる チョコプリン

ごはん,あぶら,じゃがいも
ココア

牛乳,ぶたにく,とりにく,けいらん 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,
ほうれんそう

〈バレンタイン献立〉

小　612
中　769

幼　537
小　669
中　840

コッペパン 牛乳
しろみざかなのレモンペッパーフライ
マカロニサラダ コーンポタージュ

コッペパン,あぶら,マカロニ,
ﾉﾝｴｯｸﾞﾏﾖﾈｰｽﾞ,なまクリーム,
こむぎこ,パンこ,クルトン

牛乳,ホキ,ハム キャベツ,きゅうり,たまねぎ,
にんじん,とうもろこし,レモン

わかめごはん 牛乳 ひじきいりとりつくね
じゃがいものみそバターに なのはなじる

ごはん,じゃがいも,バタ－ わかめ,牛乳,とりにく,ひじき,
ぶたにく,みそ,かまぼこ

たまねぎ,にんじん,にんにく,
しょうが,とうもろこし,なのはな,
えのきだけ,しいたけ,ねぎ

幼　533
小　669
中　823

幼　483
小　614
中　766

みそラーメン はっこう乳（プレーン）
ドーナツ かいそうサラダ

ちゅうかめん,あぶら,こむぎこ,
さとう,こんにゃく

はっこう乳,わかめ,ぶたにく,
みそ,牛乳,けいらん

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

〈大野中リクエスト給食①〉
・ドレッシングはクラスであえます。

ごはん 牛乳 はるまき バンサンスー
にくいりワンタンスープ

ごはん,あぶら,はるさめ,
さとう,ごま,こむぎこ

牛乳,ぶたにく,ハム きゅうり,にんじん,たけのこ,
たまねぎ,ねぎ,もやし

幼　497
小　602
中　777

幼　489
小　635
中　781

ごはん 牛乳 あつやきたまご
いろどりひじきに どさんこじる

ごはん,こんにゃく,あぶら,
さとう,バタ－

牛乳,けいらん,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

ミルクパン 牛乳 イカクリスピー
さつまいもとブロッコリーののりサラダ
イタリアンスープ

ミルクパン,あぶら,さつまいも,
ﾉﾝｴｯｸﾞﾏﾖﾈｰｽﾞ,パンこ,こむぎこ

牛乳,いか,まぐろオイルづけ,
のり,とりにく,けいらん,チーズ

ブロッコリー,しめじ,キャベツ,
たまねぎ,にんじん,トマト

幼　491
小　636
中　800

幼　499
小　627
中　769

ごはん 牛乳 いわしかばやき
おからいりに けんちんじる なっとう

ごはん,あぶら,でんぷん,さとう,
しらたき,さといも,こんにゃく

牛乳,いわし,おから,
あぶらあげ,とうふ,なっとう

にんじん,ねぎ,しいたけ,ごぼう,
だいこん,はくさい

〈節分献立〉

ココアパン 牛乳 ソースメンチカツ
アーモンドいりコーンサラダ ポトフ

ココアパン,あぶら,さとう,
アーモンド,じゃがいも,
こむぎこ,パンこ

牛乳,ウインナー,ぶたにく,
とりにく

ブロッコリー,きゅうり,
とうもろこし,にんじん,キャベツ,
たまねぎ

・メンチカツはソースがかかった状態
で届きます。

幼　565
小　717
中　886

幼　543
小　677
中　831

ごはん 牛乳 たこてん そぼろに
なるといりさわにわん

ごはん,あぶら,でんぷん,
さつまいも,さとう

牛乳,たこ,ぎょにく,とりにく,
ぶたにく,なるとまき

しょうが,キャベツ,にんじん,
えだまめ,ほうれんそう,ごぼう

・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

小　639
中　800 2月3日は「節分」です。節分には冬と春を分けるという意味があります。

わたしたちの健康にも大きな分かれ道があるのをご存じですか。それは

「食塩のとりすぎ」です。「小学生・中学生は塩のとりすぎなんて、まだ

考えなくていいんじゃない？」「それは高血圧の大人の

人の話でしょ？」いえいえ、そんなことはありません。

2月は「全国生活習慣病予防月間」です。将来の健康

を守るためにも今月は、減塩のお話をしてみます。

☆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）

●「あなたは生まれてから今まで何㎏の塩を食べましたか？」

●「あなたはこれから一生で何㎏の塩を食べますか？」

血圧は大人になってから急に上がるものではありません。研究などによ

り、長い間に食べた食塩の総量が血圧の上昇に大きく影響を及ぼすことが

わかっています。今、国をあげて「食塩のとりすぎを防ごう！」と呼びか

けているのもそのためなのです。

学校給食でも減塩の取組みを進めており、学校給食の基準量（小学生は

2.0ｇ未満、中学生は2.5ｇ未満）に近づけるようにしています。

日本をふくむ東アジアでは、食文化の影響もあり食塩をとる量が多い傾

向があります。日本でも1975年以前は、成人で1日あたり15gほども食

塩をとっていました。その後、減塩が進められ、2013年に初めて1日あ

たり10gを切ることができましたが、以後は横ばい状態になっています。

食塩の量をセーブするには ①食事で使う食塩を減らす ②野菜をしっ

かり食べる の2つの作戦が効果的です。野菜に多いカリウムは体内の余

分な食塩（ナトリウム）の排泄を促す働きがあります。

★モリモリ！アツアツ！

ベジタブル
レンジでチンしたり、煮たり、ゆ

でたりして熱を通すとかさが減って

たくさん食べられます♪

★ちょい足し！ベジタブル

忙しい時もカット野菜を使って、

みそ汁などにちょい足し♪

★スタンバイ！ベジタブル

すぐに食べられるトマトやきゅう

りなどをいつもスタンバイ！ねぎな

どは冷凍しておくと便利です♪

★サワー＆スパイス

レモンなどの酸味やこしょう

などのスパイスを足すと、少し

の塩味でおいしく食べられます

♪

★だしだしパワー

昆布、かつお節、しいたけな

どだしの相乗効果でうまみを高

めて♪

★スープセーブ

ラーメンやそばのつゆはおい

しいですが、飲み過ぎはセーブ

して♪


