
  

2 こどものひデザート 6 　　　　　チーズ

こ
ん
だ
て

ドリンクタイム

エネルギー

たんぱく質

塩分

9 10 （中学のみチーズ） 11 12 13
こ
ん
だ
て

ドリンクタイム

エネルギー

たんぱく質

塩分
22.8g /　26.5g

ごはん、じゃがいも、ごまあぶら
ごま

5.7g　/　6.8g
とりにく、ぶたレバー、かまぼこ
ウインナー、ぎゅうにゅう

パセリ、にんじん、きゅうり、もやし
とうもろこし、だいこん、しいたけ
きぬさや

ごはん、じゃがいも、バター、ごまあぶら

レバーのカレーふうみあげ

　ごはん　きゃべつのスープ

にんじん、もやし、とうもろこし
だいこん、ながねぎ、きぬさや

ごはん、ごま、さとう、じゃがいも

694kcal /　843kcal656kcal　/　822kcal
27.1g　/　34.5g

1.9g　/ 2.8g
さば、ベーコン、とうふ、ぶたにく

だいず、ひじき、ぎゅうにゅう

28.9g　/　34.1g

たけのこ

とりにくのぴりからやき

637kcal　/　778kcal

ごはん　けんちんじる

24.6g　/　29.3g
2.7g　/　3.4g

とりにく、しらすぼし、あぶらあげ

ひじきのごますあえ

ごはん　ごじる

さばのしょうがに

22.8g /　27.1g
3.3g　/　4.7g2.8g　/　3.3g

27.3g /　32.3g

こまつな、にんじん、たまねぎ、エリンギ

ぎゅうにゅう

きゃべつ、たまねぎ、しめじ ながねぎ、にら、もやし、しいたけ

ごはん、ごま、ごまあぶら、わんたん

～この給食だよりは三条市ホームページの《暮らしの出来事》子育て・教育の中の「学校給食について」からカラーでご覧いただけます。～

くだもの
ひじきとだいずのサラダいかてりやき
アスパラいりホワイトソース

ごはん　ワンタンスープ

 

きゃべつのかふうあえこまつなとじゃがいものソテー

サフランライス

こまつなサラダ

じゃこなふりかけ

24.5g /　30.5g

こんにゃくサラダ

ぶたにく、ハム、ひじき、ウインナー

ひじき、だいず、ハム、ぎゅうにゅう

み
ど
り

きゅうり、きゃべつ、にんじん、

き

いか、ぶたにく、ちりめんじゃこ ベーコン、ほたて、あさり、えび
ぎゅうにゅう

592kcal /　717kcal

588kcal /　735kcal

608kcal /　756kcal

マッシュルーム、アスパラガス、
きゃべつ、きゅうり、くだもの

ごはん、バター、あぶら

とうもろこし、にんじん、たまねぎ、

あ
か

チーズ

き ごはん、あぶら、さとう

2.4g　/　3.0g
あ
か

たけのこごはん　すましじる   ごはん　カレーふうみポトフ

ぶたにくしょうがやき

み
ど
り

ほうれんそう、にんじん、もやし、
きゃべつ、ながねぎ、きぬさや、しいたけ

かつお、たまご、かまぼこ、とうふ

3.2g　/　3.9g

こまつな、きゃべつ、とうもろこし
セロリー、たまねぎ、にんじん

ごはん、じゃがいも

金

だいこん、パセリ

ちぐさあえ

月 火 水 木

かつおフライ

ぎゅうにゅう

688kcal　/　809kcal

5月 きゅうしょくだより ①2016年
井栗学校給食共同調理場

ＴＥＬ（38）3898
ＦＡＸ（38）4466

新年度が始まって1ヶ月が過ぎ、そろそろ新しい学年にも慣れてきたころでしょうか？5月は今までの緊張がほぐれてほっとすると
同時に、疲れが出て体調を崩しやすい時期です。バランスのとれた食事と規則正しい生活を心がけ、毎日を元気に過ごしましょう。

たべものは、体の中でのはたらきによって、大きく赤・黄・緑の３つのグ
ループに分けることができます。たべもののはたらきを知って、日ごろなにげ
なく食べている食事やたべものに関心をもったり、自分の食べ方にかたより
がないか考えてみましょう。

給食のお米
は三条産コシ
ヒカリの「七
分搗き米」を
使用していま

独特の風味と食感がおいしいア
スパラガス。三条でも、生産され
ています。
新潟のアスパラガスは、雪解け

の水や豊富な日照のおかげで、
やわらかく甘みが強いのが特徴
です。
太い方がやわらかく、えぐみが

少なく、穂先が紫色をしている方
がうまみがつまっています。給食
では、13日と27日に登場します。
味わっていただきましょう。

牛乳は、小学１
年生のみ４・５月
の２か月間は半分
量の１００ｃｃに
なります。

給食は主食（ごはん・パン・めん）、主菜（魚・肉・卵・

大豆製品のおかず）、副菜（おひたしなどの野菜やき

のこをつかったおかず）、汁物（野菜や海藻などを

たっぷりつかったお汁）がそろった「おぜんの形」に

なっています。このおぜんの形でそろえることによっ

て、自然と赤・黄・緑の食品がバランスよくそろいます。

給食だよりにも、それぞれのなかまのどんな食品が

使われているのかが書いてあるので、よくみてみま

しょう。

エネルギーとして、体を動か
すもとになります。
黄色のなかまには、ごはん、
パン、めんなどがあります。

・頭がはたらかない。

・力が出ない。

・体温が上がらない。

エネルギーとして、体を動か
すもとになります。
黄色のなかまには、ごはん、
パン、めんなどがあります。

・骨がよわくなり、おれやすくな
る。
・貧血になったり、つかれやすく
なったりする。

体の調子をととのえて、病気
やストレスからまもってくれま
す。
緑のなかまには、やさいやくだ

・気分がイライラする。

・かぜや病気にかかりやすくな

る。

こどもの日こんだて

アスパラガス
三条フレッシュ通信

茶

茶



16 17 18 ピピピチーズ（小２コ、中３コ） 19 20 チーズ（中のみ）
こ
ん
だ
て

ドリンクタイム

エネルギー

たんぱく質

塩分

23 24 25 26 27 ヨーグルト　　
こ
ん
だ
て

ドリンクタイム

エネルギー

たんぱく質

塩分

30 アーモンド小魚（中のみ） 31 基準

こ
ん
だ
て

ドリンクタイム

エネルギー

たんぱく質

塩分

体を成長させるもとになる食品

体のちょうしをととのえる食品

ごまのかおりサラダ

732kcal　/　894kcal 616kcal　/　750kcal

ビビンバどんのぐ（ナムル）

633ｋcal　/　789kcal

くろごましお

月 火 水 木 金

ごまごま

650kcal　/　794cal

かいそうサラダ

いかみそづけやきかれいのスタミナソース ハンバーグバーベキューソース

　ごはん　わかたけじる コーンライス　ミネストローネ

ポークカレー

むぎごはん

さんさいきんぴら くだもの

2.6g　/　3.6g

ししゃもたつたあげ ビビンバどんのぐ（にくいため） しゅうまい2コますのさいきょうやき

わかめサラダ

き ごはん、さとう、あぶら、ごまあぶら

のりすあえ
ごもくあつやきたまご

ほうれんそうのごまあえ

み
ど
り

きゅうり、きゃべつ、にんじん だいこん、こまつな、ながねぎ

～この給食だよりは三条市ホームページの《暮らしの出来事》子育て・教育の中の「学校給食について」からカラーでご覧いただけます。～

ぶたにく、とりにく、ベーコン

とうもろこし、ながねぎ、もやし

ほうれんそう、もやし、にんじん

662kcal　/　819kcal

3.1g　/　3.8g 2.0g　/　2.4g

26.5g　/　32.0g 29.2g /　34.0g 28.6g /　34.0g

ごはん、あぶら、さとう、ごま 体をうごかすエネルギー
ごま じゃがいも のもとになる食品

副菜（ふくさい）
主菜（しゅさい）

じゃこふりかけ

22.3g　/　27.0g 26.9g /　32.3g 29.9g /　35.3g

きゃべつ、きゅうり、にんじん ぜんまい、しいたけ、きりぼしだいこん

19.6g /　27.5g

きんときまめ、ぎゅうにゅう あぶらあげ、うちまめ、ぎゅうにゅう
ぶたにく、とりにく、ハム、なまあげ
ぎゅうにゅう

　ごはん　マーボーあつあげ

バンサンスー
あじのみそづけやき

こまつなとだいずのあえもの

643kcal /　775kcal 617kcal /　731kcal 600kcal /　812kcal

ごはん　チンゲンサイスープ 　ごはん　かきたまじる

2.6g　/　3.1g 3.1g　/　4.0g

ぜんまいとたけのこのうまに

　せきはん　さんさいじる ごはん　うちまめみそしる

29.3g　/　35.0g 

あ
か

ます、なまあげ、あぶらあげ ししゃも、わかめ、かまぼこ ぶたにく、とうふ、たまご、チーズ

み
ど
り

ながねぎ、なめこ、わらび、ふき
もやし、きゅうり、にんじん、ながねぎ

ぎゅうにゅう とうふ、たまご、ぎゅうにゅう

2.4g　/　3.1g 1.9g　/　2.3g
あじ、だいず、ハム、かまぼこ

き もちごめ、さとう、じゃがいも ごはん、あぶら、さとう、ごまあぶら ごはん、あぶら、さとう、ごま、ごまあぶら ごはん、あぶら、さとう

こまつな、きゃべつ、にんじん

きりぼしだいこん ちんげんさい、きくらげ

ぜんまい、たけのこ、にんじん、しいたけ

ちんげんさい、にら、たけのこ、しいたけとうもろこし、ながねぎ、こまつな こまつな、にんじん、もやし、ながねぎ ながねぎ、しいたけ、ほうれんそう

あぶら

アスパラとチーズのサラダ

653kcal　/　792kcal 609kcal /　718kcal
27.9g　/　35.7g 

ごはん、はるさめ、ごま、さとう、ごまあぶら

17.6g /　21.1g

　ごはん　どさんこじる 　ごはん　じゃがいものそぼろに

あ
か

かれい、ぶたにく、わかめ、とりにく ぶたにく、とりにく、わかめ、あさり、 いか、かまぼこ、ぶたにく、ちりめんじゃこ たまご、まぐろ、のり、ぶたにく
ぎゅうにゅう とりにく、かまぼこ、ぎゅうにゅう

2.7g　/　3.4g 3.4g　/　4.1g 3.0g　/　3.5g 2.4g　/　3.0 g

ヨーグルト

ながねぎ、とうもろこし たまねぎ、たけのこ、しいたけ、きぬさや

2.7g　/　3.3g

679kcal /　816kcal

ほうれんそう、もやし、にんじん

641kcal /　778kcal

ごま じゃがいも

み
ど
り

ながねぎ、にんじん、ごぼう、さんさい りんご、たまねぎ、きゃべつ、きゅうり もやし、にんじん、きゅうり、たまねぎ

き ごはん、あぶら、さとう、ごまあぶら

にんじん、セロリー、トマト、とうもろこし アスパラガス、とうもろこし、くだもの

ぶたにく、ぎゅうにゅう、チーズ
かまぼこ、とうふ、ぎゅうにゅう チーズ、ハム、ぎゅうにゅう

ごはん、さとう、じゃがいも、あぶら ごはん、じゃがいも、あぶら、さとうごはん、さとう、あぶら、オリーブあぶら ごはん、ごま、ごまあぶら、さとう
じゃがいも、バター

ぶたにくのとくせいソース しいらフライ
きりぼしだいこんあえ

たまねぎ、にんじん、りんご、きゃべつ
たけのこ

　　ごはん　　　しるもの
　ごはん　わかめスープ 　ごはん　あさりのみそしる

小基準623kｃａl / 中800kcal

あ
か

しいら、あさり、とうふ、あぶらあげ
小基準2.3g↓/ 中2.7g↓

26.5g　/　32.4g 27.5g　/　34.5g 小基準23.4 / 中30.0g 

わかめ、なると、ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう

たまねぎ、ピーマン、きりぼしだいこん

5月 きゅうしょくだより ②２０１6年
井栗学校給食共同調理場

ＴＥＬ（38）3898
ＦＡＸ（38）4466

都合により献立の一部が変更になる場合があります。

好き嫌いなくバランスよく食べることが健康のために大事だとわかっていても、人にはそれぞれ苦手な食べ物があるかと思います。しかし、

苦手だからといってかたよった食べ方を長い間続けていれば、体に不調がおこってしまいます。体に不調が起こる前に、いまからすこしずつ

すききらいをなおしていきましょう。

油や肉製品のとりすぎは、肥満

やドロドロ血の原因になり、様々な

生活習慣病を引き起こします。

野菜やいも類を食べずにいると、

食物繊維が不足し、便秘になり、

腸に汚れがたまり、大腸がんなど

を引き起こします。

小魚や乳製品を食べずにいると、

カルシウムや鉄分などのミネラルが

不足し、骨折しやすくなったり、貧血

になったりします。

野菜や果物を食べずにいると、ビ

タミン類が不足し、かぜや病気に

かかりやすくなったり、皮膚が弱く

なったりします。

①食わず嫌いをせず一口だ
けでも食べてみよう

②おなかをすかして食べ
よう。

③自分で野菜を育てたり、料理を
したりしてみましょう。

④みんなで楽しく食べよう。⑤色んな料理にして食べて
みよう。

食べ物が口に入るまでにはたくさん

の人の苦労があることを忘れないよう

にしましょう。それを思い浮かべると、

ひとくち食べてみよう！という気持ち

がわいてきますよ！

生活習慣病

かたよった食事を続けると困ったことが・・・。

食物繊維の不足

ミネラルの不足

ビタミンの不足

三条まつりこんだて 食育の日こんだて

茶

茶

12、13日 井栗小 ６年なし

13日 四中 １、２年なし

23日 旭小、保内小なし

連休中も 早寝早起き朝

ごはん！

正しい生活リズムで元気


