
２０１6年 ①

3 ミニフィッシュ（中学のみ） 4 5 6 7

こ なっとうのごさいあえ ほうれんそうのごまあえ じゃことキャベツのサラダ なめたけあえ なし

ん あつやきたまご さんまのおろしソース とりのてりやき さばのみそに チーズサラダ

だ

て

ドリンクタイム

エネルギー

たんぱく質

塩分

10 11 ドライブルーベリー 12 13 14 ピピピチーズ

こ いろどりあえ のりずあえ かいそうサラダ くきわかめのきんぴら　　　

ん さんまのしょうがに とうふハンバーグわふうあん しゃきしゃきそぼろどんのぐ カレイのオニオンソース

だ

て

ドリンクタイム

エネルギー

たんぱく質

塩分

17 18 19 20 ミニフィッシュ（中学のみ） 21 チーズ

こ
きりぼしだいこんのにもの こんにゃくサラダ こまつなとだいずのサラダ ごぼうのあまからいため　　　 ひじきのマリネ

ん さんまのしおやき とんどんのぐ とりとあきやさいのあげに さけのてりやき ほうれんそうオムレツ

だ

て

ドリンクタイム

エネルギー

たんぱく質

塩分

たまご、なっとう、とうふ、ひじき
あぶらあげ、ぎゅうにゅう
にんじん、もやし、ほうれんそう
なめこ、だいこん、こまつな、
ねぎ、のざわな

ごはん、あぶら、さとう、ごま
ワンタン

  ごはん　なめこのみそしる

 593kcal　/　 716kcal

24.8 g　/  29.1 g

2.7 g　/ 2.7 g

ごはん、ごま

さんま、ぶたにく、ぎゅうにゅう

ほうれんそう、もやし、にんじん
きゃべつ、ねぎ、にら、たけのこ

しいたけ さやいんげん
ごはん、ごまあぶら、さといも
さとう

  ごはん　みそワンタンスープ

716kcal　/　 869kcal

27.0 g　/  32.2g

2.4 g　/ 2.7 g

 726kcal　/　 874kcal

30.1 g　/  35.1 g

2.5 g　/ 2.8 g
とりにく、ちりめんじゃこ、

き ごはん、さとう ごはん、さとう、さといも ごはん、あぶら、さとう、ごまあぶら

　　ごはん　　もずくのみそしる

ごはん、あぶら、さとう、
ごま ごま ごまあぶら、ごま、じゃがいも

グリンピース、きゃべつ、きゅうり さやいんげん、きゃべつ
きぬさや、しいたけ、たけのこ だいこん、ねぎ にんじん、とうもろこし、はくさい　ほか かぶ、こまつな、パセリ

ウインナー、ぎゅうにゅう　ほか
み
ど
り

ほうれんそう、きゃべつ、もやし じめじ、えのきたけ、まいたけ たまねぎ、きりぼしだいこん たまねぎ、にんじん、ごぼう
にんじん、ねぎ、えのきたけ ほうれんそう、もやし、にんじん

あ
か

さんま、たまご、ゆば、なると とうふ、とりにく、ぶたにく とりにく、ぶたにく、わかめ かれい、くきわかめ、さつまあげ
ぎゅうにゅう まぐろ、のり、あつあげ　ほか かまぼこ、あつあげ、うちまめ　ほか

2.3 g　/ 2.8 g 3.3 g　/ 3.8 g 2.6 g　/ 2.9 g 4.3 g　/ 5.2  g

628 kcal　/　760 kcal 721 kcal　/　869 kcal 674 kcal　/　809 kcal 586 kcal　/　749 kcal

24.7 g　/ 29.1 g 33.0 g　/ 39.1  g 27.3 g　/ 31.8 g 20.6 g　/ 26.0  g

　　ごはん　ゆばいりすましじる ごはん　　いもにじる ごはん　はくさいとうちまめのみそしる 　ごはん　　ポトフ

目によいこんだて

カレーふうみじゃこふりかけ

き ごはん、ごま、さとう ごはん、じゃがいも、あぶら、

にんじん、なめたけ、しいたけ エリンギ、マッシュルーム、
きぬさや、たけのこ きゃべつ、きゅうり、なし、ほか

さとう

とうもろこし、ごぼう、れんこん

チーズ
み
ど
り

こまつな、もやし、きゃべつ にんじん、たまねぎ、しめじ、

あ
か

さば、とりにく、たまご、わかめ ぶたにく、ぎゅうにゅう、ハム
ちりめんじゃこ、ぎゅうにゅうちくわ、あつあげ、ぎゅうにゅう

きゃべつ、にんじん、こまつな

2.2 g　/ 2.7 g 2.7 g　/ 3.2 g

 675kcal　/　 813kcal 565 kcal　/　764 kcal

27.2 g　/  31.8 g 15.8 g　/ 20.4 g

じゃこわかめふりかけ もりのきのこカレー

月 火 水 木 金

  ごはん　　　　おやこじる むぎごはん  ごはん　あきやさいのにもの

　　 　　　  １０月 給食だより　　　　　

　ごはん　あさりのみそしる ごはん　さんじょうっこじる 　ごはん　きのことんじる コーンライス　あきのかおりシチュー

食育の日こんだて

681 kcal　/　827 kcal 667 kcal　/　802 kcal 738 kcal　/　893 kcal 677 kcal　/　833 kcal 625 kcal　/　802 kcal

25.8 g　/ 30.7 g 29.0 g　/ 34.0  g 25.9 g　/ 30.5  g 30.6 g　/ 38.7  g 22.1 g　/ 27.2   g

2.8 g　/ 3.4 g 3.3 g　/ 3.9  g 3.7 g　/ 4.8　g 2.1 g　/ 2.7 g 2.6 g　/ 3.1  g
あ
か

さんま、さつまあげ、もずく ぶたにく、かまぼこ、あさり とりにく、だいず、ハム、チーズ さけ、さつまあげ、ぶたにく たまご、ひじき、ハム、さけ
あぶらあげ、とうふ、ぎゅうにゅう とうふ、あぶらあげ、ぎゅうにゅう ぶたにく、ぎゅうにゅう とうふ、ぎゅうにゅう

さつまいも、バター

ベーコン、チーズ、ぎゅうにゅう
み
ど
り

きりぼしだいこん、にんじん、 たまねぎ、ごぼう、にんじん こまつな、きゃべつ、にんじん ごぼう、にんじん、まいたけ ほうれんそう、きゃべつ、しめじ
しいたけ、いんげん、ながねぎ えだまめ、ピーマン、しいたけ だいこん、ねぎ、しめじ、えのきたけ きゅうり、にんじん、たまねぎ
えのきたけ きゅうり、もやし、だいこん　ほか エリンギ、パセリ、とうもろこし

ねぎ、だいこん、しいたけ

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

副菜・汁物 

体の調子を整える 

疲れを回復する 

  

                                 

 体育の日は、スポー
ツの行事に参加したり、
家族でスポーツを楽し
んだりしましょう。 

  

 
  
  

主菜 

筋肉をつくる 

パワーやスピードの向上 

主食 

体や頭のエネル

ギー源 

足りないとスタミ

ナ切れの原因に

なる 

 スポーツに強い体をつ
くるには、食事が重要な
かぎを握っています。体
を作ったり、動かしたり
するためにも食事が大切
です。朝食抜きや食事の
かたよりがあると、スタ
ミナ切れを起こすことも
あります。試合で成果を
出すためには、日ごろの
食生活も大切です。 

 

 

 

 

【乳製品】 
丈夫な骨を作る  

心を落ち着かせる 
【果物】 

疲れやけがの回復 
ストレスを軽くする 

 

            貧血になると、めまい、だるさ、 

疲れなどの症状が現れ、スポーツにも 

影響をきたします。毎食バランスよく食べ

る、鉄分を多く含む食材を食べるなど 

心がけましょう。 

井栗学校給食共同調理場 

ＴＥＬ（38）3898 
 ＦＡＸ（38）4466 

茶 

茶 

茶 



２０１6年 ②

24 25 なし　　 26 27ピピピチーズ3コ（中学のみ）28 ミルクゼリー

こ こまつなのちゅうかあえ ひじきのごもくに もやしのちゅうかあえ かわりきんぴら だいコーンサラダ

ん くるまふとぶたにくのあげに ホッケのしおやき あつあげのプルコギふう いかのてりやき ポークシューマイ

だ

て

ドリンクタイム

エネルギー

たんぱく質

塩分

31

こ
チーズいりしょうゆフレンチ

ん レバーとさつまいものケチャップあえ

だ

て

ドリンクタイム

エネルギー

たんぱく質

塩分

き ごはん、さつまいも、あぶら
ごま、じゃがいも

きぬさや

み
ど
り

ほうれんそう、もやし、とうもろこし
だいこん、ねぎ、にんじん

だいず、ぎゅうにゅう
あ
か

レバー、チーズ、あぶらあげ

24.0 g　/ 28.3 g
5.0 g　/ 6.0  g

739 kcal　/　893 kcal

　　ごはん　　ごじる

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

さとう、ごま、ごまあぶら さといも、ごまあぶら ごまあぶら あぶら、さとう、さつまいも

とうもろこし、はくさい、きぬさや

にんじん、ねぎ チンゲンサイ　 もやし、しいたけ、きくらげ　など

み
ど
り

にんじん、こまつな、きゃべつ にんじん、さやいんげん、ごぼう たまねぎ、ピーマン、にんじん ごぼう、にんじん、さやいんげん だいこん、にんじん、こまつな、
しめじ、えのきたけ、はくさい、 だいこん、しめじ、ねぎ、なし もやし、きゅうり、きくらげ、 だいこん、ねぎ

ぶたにく、ハム、えび、いか
とうふ、ぎゅうにゅう ひじき、あぶらあげ、とうふ　など あさり、とうふ、ぎゅうにゅう とうふ、ぎゅうにゅう うずらたまご

あ
か

ぶたにく、だいず、かまぼこ ほっけ、だいず、さつまあげ あつあげ、ぶたにく、ベーコン いか、ぶたにく、とりにく

29.2 g　/ 34.2   g 29.5 g　/ 35.0  g 26.0 g　/ 30.4 g 30.2 g　/ 35.8 g 23.9 g　/ 31.3  g
2.4 g　/ 2.8 g 3.2 g　/ 3.8  g 2.6 g　/ 3.2 g 2.4 g　/ 2.7 g 1.8 g　/ 2.2 g

667 kcal　/　805 kcal 679 kcal　/　821 kcal 643 kcal　/　776 kcal 656 kcal　/　789 kcal 594 kcal　/　773 kcal

ごはん　はくさいのちゅうかスープ　　 　ごはん　さといもいりけんちんじる ごはん　　チンゲンサイとあさりのスープ 　ごはん　さつまじる 　　ごはん　　はっぽうさい

　　　　 　　１０月 給食だより　　　　　

 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。 

                                                        

                                                        

  

 井栗調理場では、井栗小学校・旭小学校・保内小学校・第四中
学校の４校、約８３０食の給食を９人の調理員さんが作っていま
す。毎日の給食がどのように作られているのか紹介します。 

配送車にコンテナをのせます。 クラスに必要な量を計量し 
届けています。 

ゴミや髪の毛が入らないよ
う、身支度を整え、手を
しっかり洗います。 

野菜の皮をむいたり、洗っ
たりします。ごみや虫を洗
い落とすため、３回洗いま

あげものをしているところです。

 食材が新
鮮かどうか
調べます. 

約50キロ

のサラダを

あえていま

す。 

二つの釜で

汁物を作り

ます。 

ほうれんそう 

こまつな 

井栗学校給食共同調理場 

ＴＥＬ（38）3898 
 ＦＡＸ（38）4466 

                                                        

  １日（月） 井栗小なし 

 14日（金） 保内小なし  

 17日（月） 井栗小なし 

 24日（月） 旭小、保内小、四中なし 

 27日（木） 井栗小 １年、四中３年なし 

 

  

  

茶 


