
   

基準 1

こ
ん
だ
て

ドリンクタイム

エネルギー

たんぱく質

塩分

4 5 チーズ 6 7 　　れいとうりんご 8 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

ごはん、ごま、さとう、はるさめ
ごま、ごまあぶら じゃがいも ごまあぶら

あ
か

み
ど
り

き
ごはん、くるまふ、あぶら、さとう ごはん、あぶら、さとう、ごま ごはん、さとう、あぶら ごはん、さとう、あぶら、そうめん

き

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

小学2.3g以下　/　中学2.7g以下

副菜（ふくさい）

小学623kcal　/　中学800kcal

なす

月 火 水 木 金

きりぼしだいこん、たまねぎ

ひじき、まぐろ、ぎゅうにゅう
にんじん、きゅうり、ほうれんそうみ

ど
り

あ
か

主に体をつくる食品
いか、とりにく、こうやとうふ、たまご

きりぼしだいこんのごまずあえ

主菜（しゅさい） いかのてりやき

ひじきとツナのつくだに

ごはん、じゃがいも、ごま、さとう

ドリンクタイムについて

　　ごはん　　　しるもの ごはん　なつやさいのたまごとじ

 553kcal　/　 712kcal

小学23.4g　/　中学30.0g  28.3g　/   35.6g

 3.0g　/   3.8g

こまつな、きゃべつ、にんじん もやし、きゅうり、にんじん
ながねぎ、ちんげんさい、にら

しいたけ、りんご

だいず、ぎゅうにゅう

 27.0g　/  32.1g  23.6g　/    28.5g

 3.3g　/   3.9g

たなばたこんだて

 25.1g　/   29.1g

 2.8g　/   3.4g
たまご、わかめ、あつあげ、チーズ さば、ひじき、ハム、とうふ

バンサンスーわかめとえだまめのサラダ こまつなと大豆のサラダ

もちぶたパオズ

ぶたにく、ハム、あつあげぶたにく、とりにく、だいず、ハム

3.7g　/   4.5g  1.9g　/   2.6g

 

ゆかりあえ

ごはん　マーボーあつあげ

 701kcal　/　 845kcal  661kcal　/　 792kcal

なつやさいのパワフルあげに さばのみそだれかけ

ゆかりごはん　なつやさいのみそしる 　ごはん　あおさじるごはん　あつあげとこまつなのスープ

ひじきとアスパラガスのサラダ

パンプキンアンサンブルエッグ ほしがたハンバーグ

ごはん　たなばたすましじる

 27.2g　/   31.8g

しめじ、きりぼしだいこん、こまつな　など

 606kcal　/　756kcal 673kcal　/　808kcal 696kcal　/　 840kcal

きゃべつ、きゅうり、にんじん

 28.7g　/  33.7g

 2.1g　/  2.5g
ぶたにく、あつあげ、ぎゅうにゅう

かまぼこ、あおさ、ぎゅうにゅう
きゃべつ、きゅうり、えだまめかぼちゃ、なす、えだまめ、もやし

ぎゃべつ、きゅうり、にんじん、 かぼちゃ、なす、きぬさや、おくら とうもろこし、アスパラガス

～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。～

チーズ

しいたけ

チーズ、とうふ、かまぼこ　など

えのきたけ、たまねぎ、おくら
えのきたけ、ながねぎ

今月の三条産品 

  

 7月に入り、1学期もあとわずかとなりました。暑さのために食欲がなくなりがちですが、そんなとき
こそバランスの良い食事と規則正しい生活をして 夏バテしらず の丈夫な体を作りましょう。 

生活習慣病とは？ 食事の乱れや運動不足・不規則な生活など、様々な生活習慣が

影響し、悪化した結果かかってしまう病気です。肥満・高血圧・糖尿病・動脈硬化・脂

質異常症・心臓病・脳卒中などの病気などが挙げられます。以前は大人の病気と言われ

いましたが、食生活や生活習慣の変化から、子どもの時に生活習慣病にかかってしまう

パターンも増えてきました。 

 
 
 子どもの頃に身についた生活習慣や食習慣は、大人になって
急に変えることは難しいので、早いうちから望ましい生活習慣
を身につけましょう。 

★朝・昼・晩３食きちん 
と食べる 

★バランスを考えて、 

いろいろなものを食べる 
※主食・主菜・副菜・汁物 
をそろえると◎！ 

★食物繊維を 
 たっぷりとる 

★早食いしないで 
一口一口よくかむ 

★うす味に慣れる 

 ドレッシングや 
 マヨネーズの 
 かけすぎ注意！ 

★砂糖、塩分、 
脂肪のとりすぎに注意 

★食卓を家族で 
 楽しく！ 

★スポーツや 

外での遊びを積極的に！ 
 
★テレビゲームなどは 

時間を決めて 
やりすぎないように 
しましょう 

★早寝早起きをする 

★朝ごはんをしっかり 
食べよう! 

規則正しい生活リズムで 
ストップ！生活習慣病！ 

茶 

茶 
 

  

★11日（月） 井栗小 ５・６年なし 

★14日（木） 井栗小、保内小 特別支援学級交流会 
         保内小1年試食会 

★20日（水） 旭小・保内小 給食最終日 
★２１日（木） 井栗小 給食最終日 

★22日（金） 第四中 給食最終日 
 
           

 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 

7月 きゅうしょくだより ① ２０１6年 



11 12 13 ピピピチーズ（中学のみ） 14 ミディトマト 15 ミニフィッシュ（中学のみ）

こ
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だ
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たんぱく質

塩分

18 19 20 セレクトデザート 21 22 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

さとう、ごま じゃがいも

み
ど
り

かぼちゃ、たまねぎ、にんじん、
グリンピース、もやし、きゅうり、
とうもろこし、しめじ

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

　　-　kcal　/　 895kcal

 　-　g　/    30.5g

 -　g　/   3.4g

うちまめ、ぎゅうにゅう
あ
か

ぶたにく、チーズ、くきわかめ
ハム、ベーコン、ぎゅうにゅう

くきわかめのサラダ
かぼちゃのミートグラタンふう

 29.2g　/   34.6g

 3.1g　/   3.7g
かれい、しおこんぶ、あぶらあげ

ごはん　えだまめとチキンの

クリームスープ

あ
か

み
ど
り

き
さとう、ごま じゃがいも

ちりめんじゃこ、ぎゅうにゅう たまご、ぎゅうにゅう

きゅうり、きゃべつ、にんじん

ぶたにく、ぎゅうにゅう、チーズ

とうもろこし、トマト

チンジャオロース

ごはん、あぶら、さとうごはん、あぶら、さとう

食育の日こんだて セレクトデザートの日

ごはん、さとう、あぶら、ごま

たまねぎ、にんじん、かぼちゃ

 3.0g　/   3.8g

ミディトマト ほうれんそう、とうもろこし、すいか

かれいのケチャップごまソース

 15.9g　/    22.7g

 2.4g　/   2.9g
ぶたにく、ハム、とりにく、なると

 24.3g　/    28.4g

 641kcal　/　 777kcal 687kcal　/　 842kcal

ごはん　ほうれんそうとうちまめのみそしる ごはん　はるさめスープ

そくせきづけ、えだまめ

たけのこ、しいたけ、きぬさや ピーマン、なす、きゃべつ
にんじん、ごぼう、たまねぎ パセリ、きゃべつ、きゅうり

ごはん、あぶら、じゃがいも ごはん、あぶら、じゃがいも、さとう

ながねぎ、こまつな、しめじ

たまねぎ、ピーマン、にんじん

 753kcal　/　 993kcal  686kcal　/　 875kcal

ゆうがお、なす、ごぼう にんじん、えだまめ、レタス きゅうり、もやし、きりぼしだいこん

 662kcal　/　803kcal

 30.6g　/    35.9g

とりにく、かまぼこ、ほしかいばしら　など

 649kcal　/　 781kcal  587kcal　/　 803kcal

うちまめ

あじのしおやき

金

ほうれんそうとチーズのサラダ

ぶたにく、かまぼこ、あぶらあげ さけ、だいず、さつまあげ、ひじき

ごはん　きりぼしだいこんのみそしる ごはん　なつのっぺじる むぎごはん

 3.1g　/  3.7g  5.2g　/  6.3g  2.6g　/   3.6g  2.3g　/   2.7g

 29.4g　/    37.6g

ぶたにくのとくせいソースいため

すいかにんじんとごぼうのしりしり

じゃこふりかけ

きゃべつ、こまつな。とうもろこし
にんじん、かぼちゃ、たまねぎ

 25.6g　/    30.6g

なつやさいカレー

こんにゃくサラダ

こまつナムル

たまねぎ、えだまめ チンゲンサイ、ながねぎ、しいたけ

ぎゅうにゅう
にんじん、たまねぎ、ピーマン

たくあん、ほうれんそう、えのきたけ たけのこ、もやし、きりぼしだいこん

えだまめサラダ ひじきのごもくに
ぎんざけのしおやき

にんじん、さやいんげん、ゆうがお

 32.0g　/  38.0g  26g　/   30.8g

あじ、まぐろ、ぶたにく、とうふ

レバーのカレーふうみサラダ

ごはん　かぼちゃのみそしる

じゃこサラダ
タンドリーチキン

とりにく、ぶたにく、ハム、チーズ

とりにく、ちりめんじゃこ

 635kcal　/　 778kcal

ごはん　なつとんじる ごはん　レタスとトマトとたまごのスープ

しめじ、きぬさや

木水火月

あぶらあげ、ぎゅうにゅう

 2.5g　/   3.0g

自分の健康について知る 

望ましい食生活について学ぶ・実践する 

海の日 

 3種類のデザートの中から、自分で食
べたいものを選ぶ「セレクトデザート」
です。夏のさっぱりデザートをそろえま
した。みなさんは、どれを選びました
か?お楽しみに!! 

 今年度も、三条市の食育の取り組みのひとつである「食育推進事業」が 

スタートしました。この事業では、子どもたちが生涯を健康に暮らせるよう、 
様々な食教育を計画的に実施していきます。 

自分の健康について知る 

・血液検査及び身体計測 
・生活実態調査 ・給食残量調査 

生涯の健康へ 

 食習慣の改善は、家族の健康
へつながります。 
 食と健康について、家族で話し
合う機会にしましょう！ 

・学校における食育（授業・給食） 
・専門家による講話（農家・大学教授・マナー）など 

・親子食育教室 
・子どもがつくる弁当の日 など 

フローズンヨーグルト レモンシャーベット みかんシャーベット 

7月 きゅうしょくだより ② 
２０１6年 

茶 

夏野菜とは、夏に旬を迎える野菜のことです。旬の

野菜はおいしくて栄養価も高くなっています。夏野

菜には、水分やビタミンがたくさん含まれているの

で、夏の暑い時季の水分補給にもなります。栄養が

豊富で色鮮やかな夏野菜は、食欲がなくなりバテが

ちなこの時季にこそたっぷりとりたい野菜です。 

 給食でも太陽をいっ 

ぱい浴びたおいしい 

夏野菜をたくさん 
取り入れました。 

新潟県は屈指の枝豆産地です。三条で出荷量の多いの
は石上、栗林地区です。枝豆は大豆の未熟豆で、たん
ぱく質やビタミンB１、ビタミンB２、カルシウム、食
物さんいなどの栄養も豊富です。枝豆のたんぱく質に
含まれるメチオニンというアミノ酸は、アルコールの
分解や肝臓の修復を助けるため、夏のお酒のおつまみ
としてもおススメです。 

茶 

井栗学校給食共同調理場 

ＴＥＬ（38）3898 
 ＦＡＸ（38）4466 


