
２０１６年 ①

基準 1 2 3 ピピピチーズ（小2コ中3コ）

こ
ん
だ
て

ドリンクタイム

エネルギー

たんぱく質

塩分

6 ミニフィッシュ 7 8 9 10 ピピピチーズ（中のみ3コ）

こ
ん
だ
て

ドリンクタイム

エネルギー

たんぱく質

塩分

主に体をつくる食品

主に体の調子を
整える食品

主にエネルギーの
もとになる食品

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

バター ごまあぶら、ごま ごまあぶら

えのきたけ、ながねぎ、 きゃべつ、しめじ、にんじん もやし、たまねぎ、にんじん グリンピース、きゅうり、ながねぎ きゃべつ、きゅうり、メロン
きりぼしだいこん アスパラガス、セロリー　など ごぼう、まいたけ にんじん、えのきたけ、ほうれんそう

とりにく、なると、こざかな　など ベーコン、だいず、ウインナー、など ぶたにく、とうふ、ぎゅうにゅう あぶらあげ、ぎゅうにゅう ひじき
み
ど
り

にんじん、こまつな、きゃべつ たまねぎ、とうもろこし、パセリ とうもろこし、こまつな、きゃべつ たまねぎ、きりぼしだいこん

 2.7g　/  3.2g  2.8g　/   －g  2.7g　/   －g  2.6g　/   3.1g  3.2g　/   4.3g
あ
か

えび、かまぼこ、もずく とりにく、たまご、チーズ さけ、チーズ、ハム、たまご ぶたにく、とりにく、あさり

 612kcal　/　 758kcal  729kcal　/　 －kcal  727kcal　/　 －kcal  612kcal　/　739kcal  615kcal　/　828kcal

 23.8g　/  28.3g  33.9g　/   －g  34.0g　/   －g  25.8g　/  30.2g  19.1g　/    26.8g

き ごはん、あぶら、さとう、ごま ごはん、ごま、じゃがいも ごはん、じゃがいも、あぶら
じゃがいも さとう、ごま

あ
か

たまねぎ、しめじ、ごぼう マッシュルーム、とうもろこし
こまつな、

み
ど
り

しいたけ、にんじん、こまつな たくあん、にんじん、きゃべつ きゅうり、にんじん、たまねぎ
ながねぎ、えのきたけ

たまご、すきこんぶ、ぶたにく いわし、なっとう、のり、とりにく ぶたレバー、とりにく、わかめ
うちまめ、なまあげ、ちりめんじゃこ　など

小学校　/　中学校  29.5g　/    34.9g  26.9g　/    32.2g  23.0g　/   29.1g

小学校　/　中学校  2.9g　/   3.6g

小学校　/　中学校  643kcal　/　779kcal

 2.1g　/   2.6g  2.6g　/   3.3g

ぎゅうにゅう まぐろ、だいず、ウインナー　など

ぶたにく、だいず、ハム

たまねぎ、にんじん、マッシュルーム

月 火 水 木 金

　　 　　　　　  ６月 給食だより　　　　　

副菜（ふくさい） きりぼしだいこんとぶたにくのいために なっとうののりあえ わかめときゅうりのごますあえ

主菜（しゅさい） あつやきたまご いわしのうめに とりとレバーのチリソース
カレーじゃこふりかけ

　　ごはん　　　しるもの 　ごはん　あつあげのみそしる 　ごはん　とりごぼうじる ごはん　やさいのミルクスープ

こまつなのちゅうかあえ じゃがチーズ ごしょくあえ きゅうりのかふうづけ 　メロン

 647kcal　/　 790kcal  732kcal　/　 928kcal

ドリンクタイムについて

えびぎょうざ　 まつかぜやきふう さけのみそマヨやき しゃきしゃきそぼろどんのぐ ひじきとだいずのサラダ
ハヤシライスソース

ごはん　もずくスープ ごはん　きゃべつたっぷり 　ごはん　ごまふうみとんじる ごはん　あさりいりみそしる むぎごはん
ミネストローネ

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→「学校給食について」からご覧になれます。 

 給食のお米は、三条産コシヒカリ七分つき米を使用しております。都合により、献立の一部が変更になる場合があります。 

 １日、２日  旭小６年なし 
 ３日      旭小１、２年なし 

 ６日      井栗小なし 

 ７日、８日   保内小５年、四中なし 

 14日     保内小なし 

 15日     井栗小５年なし 

         井栗小１年給食試食会 

 16日     井栗小５年なし 

 22日、23日 保内小６年なし 

  

 歯の衛生週間がある今月は、

かみかみ食材がたくさん登場！

じゃこ・いか・切り干しだいこん・

ごぼう・くきわかめ・大豆・た

こ・・・などなど。よ～くかんでい

ただきましょう！ 

６月から小学１年生も200cc牛乳になります。 今月は給食にたくさん登場します！ 

 三条のキャベツは信濃川河川敷に
ある栗林・石上地区で作られていま
す。生産を支えているのは「三条園
芸振興協議会」の方々。愛情がたっ
ぷり詰まったキャベツを、たくさん
届けていただきます。 

 春キャベツは葉がやわらかく甘み

があり、そして適度に歯ごたえもあ

るので、サラダなどにむいています。 
 栄養満点の三条キャベツをたっぷ
り味わいましょう！ 

 食べ物をこまかくす
るのと同時に、だ液の
分泌を高めて、消化を
高めます。 

 脳にある満腹中

枢が刺激されて、

満腹感が得られる

ので、食べすぎを

防ぎます。 

 かむことで、だ液がたく
さんでます。だ液の働きに
よって、むし歯が活性しに
くくなります。また、あご
が発達し歯並びがよくなり
ます。 

 顔の近くの頭の血管
や神経が刺激されて、
脳の働きが活発になり
ます。 

肉（赤身）や魚の干物、食物繊維が豊富な食品を取り入れる。 

大きく切ったり皮付きのまま使い、自分の歯でかみ切るようにする。 

食事をゆっくり、よくかんで食べる雰囲気をあたえる。 

 丈夫な歯を作るには、歯の原料になるカルシウムはもちろん様々な栄養素の働

きが必要です。一番大事なポイントは「偏りなくバランスのよい食事をとること」
です。 

たんぱく質；歯や歯茎のもとになる 

ビタミンC：歯の内部を丈夫にする 
   カルシウムの吸収をよくする 

ビタミンＡ：歯の表面を丈夫にする カルシウム：歯の原料になる 

井栗学校給食共同調理場 

ＴＥＬ（38）3898 
 ＦＡＸ（38）4466 

茶 

茶 



２０１６年 ②

13 14 15 さくらんぼ（小2コ中３コ） 16 17 　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

20 21 （中学のみチーズ） 22 ふながたきゅうり 23 24

こ
ん
だ
て

ドリンクタイム

エネルギー

たんぱく質

塩分

26 ピピピチーズ（小２コ中３コ） 28 29 30

こ
ん
だ
て

ドリンクタイム

エネルギー

たんぱく質

塩分

きゅうり、マッシュルーム、セロリー にんじん、えのきたけ、ごぼう きゅうり、にんじん、とうもろこし

じゃがいも じゃがいも、くるまふ

とうもろこし きぬさや なす、こまつな
ごはん、あぶら、ごま ごはん、ごま、さとう、ごまあぶら

チーズ、ベーコン、ぎゅうにゅう　など ぎゅうにゅう とうふ、かつおぶし、ぎゅうにゅう

ごはん、あぶら

たまねぎ、にんじん、きゃべつ ながねぎ、ほうれんそう、もやし たまねぎ、ピーマン、きゃべつ

 2.0g　/   2.4g  2.3g　/   2.8g
ぶたにく、だいず、ひよこまめ、 とりにく、ハム、たまご ししゃも、ハム、あぶらあげ、

 628kcal　/　 758kcal  614kcal　/　 752kcal

 30.2g　/    35.4g  24.1g　/    28.9g

ごはん　くるまふのかきたまじる ごはん　なすのみそしる

ごはん、さとう、ごま、あぶら
ごまあぶら

むぎごはん　ポテトスープ

 727kcal　/　 893kcal

 26.8g　/    31.8g

 3.8g　/   4.6g
あ
か

とりにく、ぶたにく、なまあげ
ぶたにく、うずらたまご、なるとなど

み
ど
り

たまねぎ、きゃべつ、きゅうり
にんじん、たくあん、たけのこ
きくらげ、ながねぎ、ちんげんさい

き

 630kcal　/　 812kcal

 27.2g　/    35.0g

 3.0g　/   3.7g

き ごはん、あぶら、ごま、さとう ごはん、さとう、ごまあぶら

ごはん　あつあげのちゅうかに

ごはん、ごま、さとう、あぶら ごはん、あぶら、さとう ごはん、あぶら、さとう、ごま
ごまあぶら、じゃがいも ごまあぶら ごま ごまあぶら、じゃがいも

エリンギ、とうもろこし、ながねぎ とうもろこし、たまねぎ、しめじ
だいこん、きぬさや きぬさや しめじ、きゅうり しいたけ アスパラガス、マッシュルーム　など

ベーコン、とりにく、チーズ　など

み
ど
り

きゃべつ、ピーマン、にんじん きゅうり、みかん、だいこん ごぼう、にんじん、まいたけ にんじん、きゃべつ、アスパラガス きゃべつ、きゅうり、にんじん
ながねぎ、かぶ、きゅうり にんじん、ながねぎ、しいたけ きゃべつ、こまつな、ながねぎ

あ
か

ぶたにく、あぶらあげ さけ、わかめ、たこ、とうふ とりにく、ぶたにく、とうふ いか、ベーコン、なまあげ、ひじき カレイ、わかめ、かまぼこ
だいず、ぎゅうにゅう とりにく、ぎゅうにゅう あぶらあげ、ぎゅうにゅう わかめ、とうふ、ぎゅうにゅう　など

 27.6g　/  32.3g  30.9g　/   39.0g  29.7g　/    35.0g  29.1g　/    34.6g  23.7g　/    30.1g

 2.7g　/  3.3g  2.0g　/  2.6g  2.0g　/   2.4g  3.5g　/   4.5g  3.5g　/   4.5g

じゃがいも、あぶら

きゃべつたっぷりホイコウロウふう さけのあまみそやき とりのごまだれかけ かみかみいか

 632kcal　/　764kcal  630kcal　/　 800kcal  685kcal　/　 827kcal  640kcal　/　 776kcal  645kcal　/　 840kcal

き ごはん、あぶら、ごまあぶら ごはん、ごまあぶら、さとう ごはん、あぶら、じゃがいも ごはん、オリーブあぶら ごはん、ごまあぶら、さとう
さとう ごま、はるさめ、ワンタン ごまあぶら、さとう

たまねぎ、ごぼう、きぬさや
しいたけ、たけのこ もやし、しいたけ ほうれんそう、えのきたけ、さくらんぼ きゃべつ、しめじ しいたけ

み
ど
り

きゃべつ、こまつな、とうもろこし たまねぎ、ピーマン、こまつな きりぼしだいこん、もやし たまねぎ、にんじん、セロリー きゃべつ、なす、にんじん、
にんじん、ながねぎ、にら にんじん、ながねぎ、にら、 にんじん、ピーマン、ながねぎ トマト、もやし、きゅうり

あじ、とりにく、わかめ、ぶたにく
ぶたにく、ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう あぶらあげ、ぎゅうにゅう ウインナー、ぎゅうにゅう たまご、ヨーグルト

 2.6g　/   3.1g  3.0g　/  3.6g 1.9g　/   2.2g 3.3 g　/  4.0g  2.3g　/  2.8g
あ
か

いか、ちりめんじゃこ、とうふ なまあげ、ぶたにく、かまぼこ さば、ぶたにく、あおのり だいず、ぶたにく、わかめ

 682kcal　/　 826kcal 571 kcal　/　 710kcal

 30.4g　/  37.8g  28.1g　/    32.9g  28.1g　/  33.4g  26.0g　/  30.5g  25.1g　/   30.8g

月 火 水 木 金

　　　　　　 　　　６月 給食だより　　　　　

きゅうりのこんぶあえ ふくじんづけあえ しょうゆフレンチ きゃべつのうめあえ
ハンバーグオニオンソース まめなドライカレー とりのねぎしおやき ししゃものなんばんづけ

じゃこサラダ こまつなとはるさめのあまずあえ きりぼしだいこんのやきそばふう もやしのサラダ きゃべつとわかめのサラダ

いかのさらさあげ ぶたにくとあつあげのプルコギふう さばのカレーてりやき チリコンカーネ あじのごまてりやき

ごはん　マーボーどうふ ごはん　ワンタンスープ 　ごはん　ほうれんそうのみそしる ごはん　キャベツのスープ ごはん　なすのやながわふう

きゅうりとかぶのあさづけ たこのすのもの ごぼうのあまからいため きゃべつとあつあげのオイスターソース かいそうサラダ

 679kcal　/　 841kcal  665kcal　/　 803kcal  650kcal　/　 792kcal

カレイのレモンソース
ひじきふりかけ

ごはん　ごじる ごはん　けんちんじる 　ごはん　きゃべつのみそしる ごはん　にくだんごスープ チキンライス　アスパラのクリームシチュー

食育の日こんだて

 歯の表面やすき間には、ミュータンス菌と
いう菌がひそんでいます。ミュータンス菌が
砂糖を原料として酸をつくり、この酸が歯を
少しずつとかしてむし歯になるのです。アメ
やキャラメルのように砂糖をふくむ、歯にね
ばりつくものが、むし歯になりやすいので気
をつけましょう。甘いお菓子を食べた後は、
歯みがきや、ブクブクうがいをしましょう。 

 スナック菓子やチョコレートなど、

塩分が多く、高脂肪のものや添加物

のたくさん含まれているものは回数

を減らしましょう。果物や乳製品な

ど、ビタミン類やカルシウム、鉄分

など不足しがちな栄養を補えるもの

がおすすめです。 

 おやつの量は１日に150～

200ｋcalくらいまでです。おや

つを食べ過ぎて食事が食べられな

いということのないように！ 市

販のお菓子などは１回に食べる量

を皿に取り分けて食べるようにし

ましょう。 

 食事をおいしく、しっかり食
べるためにも、食事の２時間前
はおやつを控えましょう。おや
つを夜おそくに食べることは、
生活リズムを崩す原因になるの
でやめましょう。 

× 

茶 

 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
す。 

井栗学校給食共同調理場 

ＴＥＬ（38）3898 
 ＦＡＸ（38）4466 

茶 


