
２０１６年

例 1 2 　　てまきのり　 4 　　（中）こざかな　　

こ
ん
だ
て

エネルギー

たんぱく質

塩分
ドリンクタイム

7 8 　みかん 9 　　　チーズ 10 11

こ
ん
だ

て

エネルギー

たんぱく質

塩分
ドリンクタイム

えだまめ　ぎゅうにゅう

たまねぎ　たくあん　キャベツ

こめ　あぶら　さとう　ごま

ベーコン　チーズ

キャベツ　きゅうり　たまねぎ　はくさい キャベツ　きゅうり　にんじん　しょうが

ぶたにく　とりにく　とうふ　あぶらあげ

　（ごはん）

683kcal　/　790kcal

25.0g　/　29.3g

2.9g　/　3.4g

　　　　　　　　　コーヒーパウダー

きゅうり　なめこ　だいこん　こまつな

そぼろどん　　なめこじる 　ごはん　とりごぼうじる 　　　さつまいもカレー

ししゃもフライ（2） りんご
　そぼろたまご

559kcal　/　672kcal

じゃがいもきんぴら

26.2g　/　30.2g

★てまきずしにしましょう★

　にしんのてりに チリコンカーネ
たくあんあえ

そぼろどんのぐ
おからサラダ ひじきサラダ

てまきずしのぐ（ツナサラダ）

2,2g　/　2.7g

2.4g　/　2.8g

キャベツ　きゅうり　にんじん　とうもろこし

ノンエッグマヨネーズ　はるさめ

体を成長させるもとになる食品

ほうれんそう

こめ　あぶら　さとう　
こむぎこ　バター

かぼちゃ　たまねぎ　しめじ　とうもろこし　こまつな　ねぎ　

えのきだけ　しいたけ　

　　ごはん　　　しるもの

さんま　あぶらあげ　だいずペースト さつまあげ　ツナ　とりにく　ぶたにく

690kcal　/　814kcal

　　　　スティックなっとう

き こめ　じゃがいも　あぶら　

み
ど
り

2.6g　/　2.9g

あ
か

体のちょうしをととのえる食品

16.3g　/　18.9g

2.9g　/　3.6g 2.3g　/　2.8g 3.0g　/　3.6g

わかめ　いとかまぼこ　ぶたにく
とうふ　ぎゅうにゅう
ししゃも　なっとう　とりにく

キャベツ　きゅうり　たまねぎ　にんじん

にんじん　ごぼう　だいこん　しめじ しょうが　にんにく　りんご

ぎゅうにゅう　

こめ　むぎ　ごま　さつまいも
あぶら　

こめ　さとう　あぶら　

32.3g　/　37.9g

709kcal　/　840kcal

27.2g　/  31.0g

　　　（むぎごはん）

703kcal　/　845kcal

29.2g　/　34.0g

なっとうきりざい わかめサラダ

チリコンカーネ　　ポテトスープ

ライス（むぎごはん）

606kcal　/　742kcal

　　　　シチュー

だいず　ハム　ベーコン　とりにく

だいずいりフレンチサラダ
プレーンオムレツ

15.1 g　/　18.9g

カレーピラフ　パンプキン

こざかな　ぎゅうにゅう

月 火 水 木 金

主菜（しゅさい）

　（すしめし）　スープ

2.9g　/　3.3g

695kcal　/　871kcal

しょうが　かぶ　キャベツ　きゅうり

だいこん　ねぎ　にんじん　ごぼう

にんじん　きぬさや　たまねぎ　きゅうり

685kcal　/　861kcal

　てまきずし　にくだんご

なると　なっとう　のり　ぎゅうにゅうぎゅうにゅう　

28.1g　/　33.8g

副菜（ふくさい）

ひじき　ハム　ぶたにく　だいず

ノンエッグマヨネーズ

み
ど
り

にんにく　セロリー　たまねぎ　しめじ

き こめ　ごま　パンこ

のざわなづけ　たくあん　こまつな

ねぎ

とうふ　くるまふ　ぎゅうにゅう

あ
か

にしん　おから　ツナ　ぶたにく

ねぎ　

こめ　あぶら　じゃがいも　さとう

小基準623kｃａl / 中801kcal

小基準23.4g / 中30.0g 

小基準2.3g以下/ 中2.7g以下

ドリンクタイム

ごま　さとう
体をうごかすエネルギー
のもとになる食品

かぶのこんぶづけ
　　さんまのごまがらめ

    ごはん　 　ごじる

こめ　かたくりこ　あぶら　

きぬさや　

ねぎ　にんじん　みかん

　　ごはん　　すきやきふうに

 11月 給食だより ① 
井栗学校給食共同調理場 

ＴＥＬ （3８）３８９８ 
ＦＡＸ （3８）４４６６ 

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。 

おちゃ 

おちゃ 

 １５日（火） 
１６日（水） 

 普段の状態を把握する

ためのもので、競ったり、

無理をするものではありま

せん。1人ひとりが自身の

健康を考えしっかり食べる

よい機会にしましょう。 

実施日は、15日・16日で

す。 

対象は、小学校３・４年生 

中学校１・２年生です。 

収穫の喜びを味わおう！ 
 三条市の給食では、ＪＡ・農業普及指導員・青果物納入業者・商工会と連携して、地元産の農産物を多く取り入
れています。 
  地元でとれた旬の農作物は、栄養価が高くおいしいです。スーパーなどにも地場農産物のコーナーがありますね。
ご家庭でも、近所の直売所やしみん市などを利用して、安心・安全・新鮮な食材をもっと食卓に並べてみてはいか
がでしょうか？ 

 身土丌二（しんどふじ）には、「からだ（身）と環境（土）は切りはなせない」という
意味があります。自分の身近なところで育った物を食べ、生活するのが一番体に合ってい
るという考えです。自分の地方、風土を見直し、食生活を考え直してみましょう。 

地場農産物に期待される効果 
 地元の農業を身

近に感じることで

感謝の心が育ちま

す。 

 子どもたちが、地
元の自然や食文化、
産業について理解を
深めることができま
す。 

 新鮮で安全、その
時期に必要な栄養が
たっぷりの旬の食材
を食べることで毎日
元気に過ごせます。 

 生産者を通じて、
学校、地域が様々
な場面で協力しあ
う関係を築くこと
ができます。 



２０１６年

14 15 16 17    チーズ小２中３ 18
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だ
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21 22 　　 （中）ミルクゼリー 23 24 25

こ
ん
だ
て

エネルギー

たんぱく質

塩分
ドリンクタイム

28 　　　ヨーグルト 29 30

こ
ん
だ
て

エネルギー

たんぱく質

塩分
ドリンクタイム

こめ　あぶら　さとう　ノンエッグマヨネーズ

ごま　じゃがいも

ぶり　ぶたにく　あぶらあげ　ぎゅうにゅう

きゅうり　にんじん　ねぎ　はくさい
たくあん　しそのみ　だいこん　キャベツ

　　　　　　　　　じる

726kcal　/　858kcal

ごもくちゅうかいため とりにくとさつまいものあげに

　　ごはん　　さといもの

　　ごはん　みそかきたま
　　　　　　　　　　じる

にんじん　ねぎ　えのきだけ　しょうが

月

れんこんきんぴら

666kcal　/　744kcal

2.9g　/　3.3g2.7g　/　2.9g 2.5g　/　2.8g

べにます　たまご　とりにく　ぎゅうにゅう たまご　ハム　ちりめんじゃこ
ぶたにく　あおのり

き こめ　あぶら　さとう　ごまあぶら

み
ど
り

にんじん　にら　もやし　こまつな　

さといも　

ねぎ　しめじ　きぬさや　だいこん

あ
か

ぶたにく　あつあげ　いとかまぼこ
あぶらあげ　ぎゅうにゅう　ヨーグルト

3.1g　/　3.8g

25.1 g　/　29.2g

　　　　　　　ごまみそしる

やさいのしゃきしゃきあえ
おかずセレクト

ぶりかつ　か　とんかつ
むぎごはん　　くるまふの

665kcal　/　785kcal

み
ど
り

にんじん　にら　にんにく　しょうが

たけのこ　きくらげ　キャベツ

こまつな　もやし　ねぎ　えのきだけ

こまつなとはるさめのあまずあえ

き こめ　はるさめ　あぶら　さとう
じゃがいも

あ
か

ぶたにく　たまご　かつおぶし　
あぶらあげ　とうふ　ぎゅうにゅう

22.5g　/　26.4g

3.2g　/　3.6g

28.9g　/　33.6g

2.3g　/　2.6g

しょうが　

じゃがいも

おかかあえ ごまあえ ダブルポテトサラダ
れんこんハンバーグオニオンソース

にんじん　しいたけ　きぬさや はくさい　だいこん　しめじ　さやいんげん

ほうれんそう　もやし　にんじん

27.0g　/　30.1g 28.6g　/　32.7g 28.3g　/　32.7g 19.8g　/　23.8g

2.1g　/　2.4g

ひじき　さば　だいず　さつまあげ

食育の日こんだて
　　　　　　ごまみそに

692kcal　/　784kcal 632kcal　/　745kcal 628kcal　/　738kcal 560kcal　/　685kcal

残量調査① 残量調査②

　　　まめコロッケ さばのみそづけやき ごもくあつやきたまごべにますのしおやき
じゃこのりふりかけ

ポパイサラダ ひじきのごもくに やさいのそぼろたまごあえ しょうゆフレンチ

あ
か

み
ど
り

ほうれんそう　キャベツ　とうもろこし さやいんげん　だいこん　にんじん ほうれんそう　キャベツ　だいこん　

ベーコン　あつあげ　あさり　かつおぶし とうふ　とりにく　ぎゅうにゅう ほたてがい　かまぼこ　チーズ

きぬさや

だいず　ハム　チーズ　わかめ　ぎゅうにゅう

き こめ　あぶら　ぱんこ　さとう こめ　さとう　あぶら こめ　あぶら　さとう　さといも

きぬさや

こめ　かたくりこ　あぶら　ごま こめ　ごま　さとう　あぶら

火 水 木 金

　　ごはん　　のっぺいじる 　　ごはん　　さといもの

　　　　 　　　　　　　　

いかかりんあげ（2）

　　ごはん　　けんちんじる
　　　　　　　　みそしる

あさりのつくだに　　　　しらすふりかけ

　　ごはん　　とうにゅうなべ

まいたけ　ごぼう　ねぎ　きぬさや

しょうが　こまつな　キャベツ　もやし

にんじん　はくさい　きぬさや　ねぎ

2.3g　/　2.7g 2.1g　/　2.5g

とりにくのごまバターやき
　　　ゆかりちりめんふりかけ

　　ごはん　　にらたま

旭小リクエストこんだて
746kcal　/　882kcal

33.9g　/　39.8g

かいそうサラダ
とりにくのからあげ

　　ごはん　　　ちゅうかコーン 　　コーン　　　はくさい
　　ライス　　クリームに　　　　　　　　　スープ

にんじん　こまつな　えのきだけ

651kcal　/　818kcal

21.0g　/　26.8g

2.6g　/　3.0g2.8g　/　3.3g

こめ　むぎ　あぶら　さとう　ごま
ぱんこ

かたくりこ

とうふ　ヨーグルト

とりにく　とうふ　たまご　ちりめんじゃこ

きぬさや　

もやし　キャベツ　にんじん　きゅうり

31.6g　/　36.8g

ゴマネーズサラダ

ぶたにく　ハム　チーズ　ベーコン
ぎゅうにゅう

キャベツ　きゅうり　たまねぎ

こめ　バター　ノンエッグマヨネーズ
さとう　じゃがいも　さつまいも

こめ　あぶら　さとう　ごまあぶら　

★のむヨーグルト★

とりにく　わかめ　かいそう　とりにく　

きゅうり　たまねぎ　はくさい

にんじん　しめじ　グリンピース

たまねぎ　にら　しめじ　

659kcal　/　773kcal

29.0g　/　32.1g

684kcal　/　794kcal

えのきだけ　

おたのしみセレクト給食

こめ　さとう　かたくりこ　さとう　

636kcal　/　758kcal

　 ごはん　　はくさいなべ

　　ごはん　　わかめの

すりごま　ねりごま

とりにく　だいず　ぶたにく　とうふ
ぎゅうにゅう

24.7g　/　28.3g

2.5g　/　2.7g

いか　ぶたにく　とりにく　とうふ
ちりめんじゃこ　ぎゅうにゅう

れんこん　にんじん　さやいんげん
はくさい　えのきだけ　みずな　

　　　　　　　　みそしる

あつあげとぶたにくのキムチいため

 11月 給食だより ② 

 都合により、献立の一部が変更になる場
合があります。 

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。 

おちゃ 

おちゃ 

 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。 

 実りの秋を迎え、今年も

市内の生産者の方々が、子

どもたちのためにおいしい

「コシヒカリ」の「特別栽

培米」を作ってくださいま

した。今月の給食から登場

しますので、楽しみにして

いてくださいね。 

考えよう！！地産地消 
 「地産地消」とは、「地元で生産された物をその地域で消費する」ことをいいます。地元
の食材を使うことで、とれたての新鮮なものを食べることができるのはもちろん、輸送距離
が短くなるので、資源の節約にもなり、地元の農地が荒れるのを防ぐ効果もあります。また、
生産者のみなさんの顔が見えるので、安全なものを安心して食べることができます。生産者
と消費者、お互いの顔が見えるということは、素晴らしいことです。 

ほうれん草・・・大島、栗林 
小松菜・・・大島、井栗、岩淵 
人参・・・東本成寺、鹿峠 
かぶ・・・栗林 
椎茸・・・栄地区 
里芋・・・栄地区 
ねぎ・・・三貫地 
はくさい、キャベツ・・・石上地区 

梨・・・大島地区 
さつまいも・・・下田地区 
車麩・・・四日町地区 
卵・・・柳場新田 
豚肉・・・下田地区 
大豆・・・栄地区 
お米・・・三条市全体 

★   １日（火） 第四中１年生なし 

★ ４日（金） 保内小保育所交流給食 
★ ７日（月） 旭小６年生なし 
★ ９日（水） 井栗小・旭小保育所交流給食 
★１４日（月） 保内小なし 
★２８日（月） 生産者交流給食 

井栗学校給食共同調理場 

ＴＥＬ （3８）３８９８ 
ＦＡＸ （3８）４４６６ 

 11月29日セレクト給食です。ぶりか
つかとんかつかを選んで食べる楽しい給
食です！ 

 たくさんの三条食材を
使って、おいしい給食を作
ります。この機会にわたし
たちの住む三条市でとれる
食材や生産者の皆さんのこ
とを学びましょう。  


