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じゃがいも

しょうが　ぶなしめじ　とうもろこし

ごはん　かたくりこ　あぶら　さとう

　　　　　　　　みそしる

小725kｃａl / 中859kcal

小27.6g / 中32.0g 

小2.3g/ 中2.6ｇ

　　ごはん　　きりぼしだいこん

かぶのこんぶづけ
こうやどうふのあげに

小基準2.3g以下/ 中2.7g以下

ドリンクタイム

　　ごはん　　いもにじる

　めだいのしおやき
きりぼしだいこんサラダ

　ごはん　　みそおでん

いかのぴりからやき ししゃもカレーフライ（２）ドライカレー

　ごはん　　だいこんの

ごもくきんぴら ほうれんそうとチーズのサラダ

だいこん　キャベツ　れんこん　ルレクチェ

小2.5g/中3.1g

たまご　のり　あつあげ

にんにく　しょうが　しめじ　マッシュルーム

じゃがいも　あぶら　さとう　バター

こまつな　たまねぎ　にんじんごぼう　だいこん　ねぎ　はくさい

ぶなしめじ　

ごはん　ごま　あぶら　さとう

小27.0g / 中31.4g 

小2.5g/ 中2.8ｇ

き

み
ど
り

体を成長させるもとになる食品
あ
か

体のちょうしをととのえる食品

ハヤシライス（むぎごはん）　　ごはん　　　しるもの

小22.6g / 中32.6g 

小3.3g/ 中3.8g

小676kｃａl / 中796kcal

小2.6g/ 中2.9g

小759kｃａl / 中884kcal

小2.1g/ 中2.6ｇ

ごはん　バター　じゃがいも　
あぶら

小2.6g/ 中3.2g

だいず　ぎゅうにゅう　ベーコン

にんじん　ごぼう　さやいんげん　みかん

ししゃも　だいず　さつまあげ　ぶたにく　ぎゅうにゅう

ぎゅうにゅう　
いか　ツナ　ぶたにく　なまあげ

にんじん　だいこん　

だいこん　にんじん　チンゲンサイ さやいんげん

こんぶ　さつまあげ　がんもどき　うずらたまご　チーズ

きゅうり　もやし　にんじん　きりぼしだいこん

さとう　
ごはん　さといも　あぶら　さとう　

ハム　チーズ　ぶたにく

み
ど
り

小609kｃａl / 中813kcal

小32.7g / 中38.2g 

小689kｃａl / 中808kcal

小28.2g / 中32.9g 

ねぎ　こまつな　しめじ　だいこん

ぎゅうにゅう

ひじきのごもくに

小593kcal/中705kcal

ぶたにく　ハム　

さといも

小18.8g/中21g

ぶたにく　ちりめんじゃこ　ぎゅうにゅう

ほうれんそう　もやし　にんじん

ぎゅうにゅう

金

ふゆやさいフレンチサラダ
ル　レクチェ

副菜（ふくさい） いそかあえ
あつやきたまご

じゃこのりふりかけ

月 火 水 木

主菜（しゅさい）

　ごはん　　だいこんの
　　　　　　　　みそしる コンソメスープ

しょうが　たまねぎ　にんじん　

しいたけ　きぬさや　かぶ　キャベツ

たまねぎ　にんじん　しょうが　にんにく　

オイスターソースに

小681kｃａl / 中802kcal

体をうごかすエネルギー
のもとになる食品

あ
か

めだい　さつまあげ　ぶたにく

にんにく　しょうが　きくらげ

とりにく　こうやどうふ　こんぶ

ぶなしめじ　とうもろこし　パセリ

ほうれんそう　キャベツ　セロリー

あぶらあげ　ぎゅうにゅう

き ごはん　あぶら　ごま　ごはん　あぶら　じゃがいも　

小基準623kｃａl / 中801kcal

小基準23.4g / 中30.0g 

キャベツ　もやし　たまねぎ　ねぎ

　ごはん　　　どさんこ

小28.2g / 中32.9g 

12月 給食だより ① 

井栗学校給食共同調理場 

ＴＥＬ （38）3898 

ＦＡＸ （38）4466 

旬を味わいましょう 
 季節の海・山・野・川の多
くの食材を取り入れ，旬の味
を楽しみましょう。旬の食材
は味もよく，栄養価も高いで
す。 

 主食・主菜・副菜・汁

物はそれぞれ大切な働

きをしています。 

 おぜんの形でしっかり

食べましょう。 

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 

 昔ながらの日本の食事は、一汁三菜が基本になっています。一汁三菜とは、ご飯

に 汁もの、おかず３種（主菜１品、副菜２品）で構成された献立のことです。ご

飯でエネルギー源となる 炭水化物を、汁もので水分を、おかずでその他の栄養を

バランスよくとることができます。洋風化されている私たちの食生活を「日本型食

生活」に見直したいものです。 

 

 
6日（火）保内小4年なし      20日（火）旭小・保内小 
9日（金）井栗小4年なし            休業前最終日 
12日（月）井栗小5・6年なし   21日（水）井栗小最終日 
15日（木）保内小5年なし      22日（木）第四中最終日              
16日（金）保内小5年なし 
 

和食の良さを知ろう①  

副菜 主菜 

主食 汁物 

副菜 

動物性の脂肪を上手に 
 バター，ラードなど動物性の
脂肪を使う量を減らし，脂肪の
多い肉類は蒸す・焼くなどの調
理法で余分な油をとらないよう
工夫しましょう。 

食物せんいを摂りましょう 
 食物せんいには，便通をよくす
る・食べすぎを防ぐ・体の害になる
ものを吸収させないなどの働きがあ
ります。ごぼう・こんにゃく・いも
などに多く含まれます。 

かみごたえのあるものを 
 大豆・小魚・こんにゃく・海藻
などかみごたえもあるものは，血
液をサラサラにする・食べすぎや
歯周病を予防する・脳を活性化す
るなどの効果があります。 

あいさつ 

正しい姿勢 

口中調味 

「いただきます」は「食べ物の命をい
ただく」こと、食べ物への感謝の言葉。
「御馳走さま」は作ってくれた人たち
への感謝。どちらも外国語では訳せな
い、日本が誇る食文化です。 

 体を食卓の端からこぶし1個分離し

て背筋を伸ばして座り、器を手で持っ

て食べるのが基本です。器の内側に親

指が入らないように、器の縁をおさえ

るように持ちます。 

 ごはんとおかずを交互に食べて、口の

中で味の「調和」を楽しむことです。口

に食べ物を入れたままの会話は禁物です。

しっかり飲みこんでから食事の場に合う

会話をしましょう。 

 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
います。 

 今年も残すところあと１か月になりました。毎日寒い日が続き、体調をくずしやすい季節です。かぜをひかないように規則正しい生
活を送り、年末・年始を元気に過ごしましょう。 



２０１６年
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こ
ん
だ
て

エネルギー

たんぱく質

塩分
ドリンクタイム
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こ
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だ
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塩分
ドリンクタイム

ごまあぶら　さとう

れんこん　たまねぎ　にんじん　きゅうり

キャベツ　だいこん　ねぎ　まいたけ

とりにく　たまご　ハム　ベーコン
ぎゅうにゅう

セロリー　たまねぎ　にんじん

てりやきチキン

小688kｃａl / 中813kcal

　　ごはん　やさいたっぷり

食育の日こんだて

ミモザサラダ

たまごじる

ごはん　さといも　バター　さとう

小2.2g/ 中2.5ｇ

キャベツ　きゅうり　ほうれんそう

　　　　　　　　とんじる

火

ほうれんそう　キャベツ　もやし

チキンライス　コーンスープ

にら　ほししいたけ　りんご

月

さけのあまみそやき

小608kｃａl / 中716kcal

き ごはん　あぶら　さとう　ごま　

み
ど
り

こまつな　にんじん　のざわな　だいこん　

さといも

ほししいたけ　きぬさや　

あ
か

さば　なっとう　とりにく　
ほたてかいばしら　ぎゅうにゅう

小2.3g/ 中2.8ｇ

小28.7g / 中33.4g 

　ごはん　　　のっぺいじる

小718kｃａl / 中853kcal

なっとうあえ

小815kｃａl / 中954kcal

き ごはん　あぶら　さとう　ごまあぶら

さばのごまあげ

み
ど
り

キャベツ　きゅうり　にんじん　ねぎ

　はくさい　ほししいたけ

しょうが　

あ
か

にんじん　ねぎ　ぶなしめじ　きぬさや

さけ　ハム　とうふ　とりにく
たまご　ぎゅうにゅう

小29.0g / 中34.4g 

ぎゅうにゅう　かつおぶし

こんにゃくサラダ
ハンバーグケチャップソース

木

　　　　　　　スープ
保内小リクエストこんだて

やさいのごまあえ ひじきとだいずのサラダ
チーズオムレツチキンみそかつ

はるさめサラダ

水

小2.8g/ 中3.3ｇ 小2.5g / 中2.8g 

　　ごはん　　　ごじる

金

ポテトのうめドレサラダ

アーモンドあえ
たらのおろしソース

　　ごはん　　ワンタン

小655kｃａl / 中771kcal

ぶたにく　ハム　ぎゅうにゅう

　　　　 　　　　　　　　

とりにく　たまご　とうふ　
だいず

小29.9g / 中34.8g

ツナとわかめのあえもの
かれいのレモンバターソース

ねぎ　だいこん　ごぼう　

 中3.4ｇ

　ごはん　　　　きのこ
　　　　　　けんちんじる

たら　あぶらあげ　チーズ

だいこん　ほうれんそう　もやし

 中954kcal

 中36.9

ごはん　ワンタン　はるさめ　
あぶら　さとう

れんこんのつくねむし

小723kｃａl / 中863kcal

小28.3g / 中33.3 g 

　コーンライス　　シーフード

　　　シチュー

キャベツ　にんじん　ねぎ　きぬさや

小720kｃａl / 中971kcal

小32.4g / 中37.8g 

小2.9g / 中3.5g 

キャベツ　きゅうり　にんじん　たまねぎ

マッシュルーム　

チーズ　たまご　ひじき　だいず　いか
ハム　エビ　あさり　ベーコン　ぎゅうにゅう

こむぎこ

アーモンド　かたくりこ

ぎゅうにゅう　だいずペースト

カレイ　ツナ　わかめ　ぶたにく　
とうふ　ぎゅうにゅう

とうもろこし

きゅうり　もやし　ぶなしめじ

小2.9g/ 中3.4ｇ 小2.8g/ 中3.3ｇ

ごはん　あぶら　さとう　じゃがいも
バター

ごはん　さといも　あぶら　ごま　ごはん　パンこ　あぶら　すりごま

ごはん　バター　じゃがいも　

クリスマスこんだて

小32.0g / 中36.9

えのきだけ　なめこ

ごはん　ぱんこ　かたくりこ　

　ごはん　　　さといも

あさりのつくだに

　　ごはん　　すましじる

しょうが　

とりにく　あさり　かまぼこ　とうふ

きゅうり　にんじん　もやし　ねぎ　

小29.1g / 中26.5g 

小2.3g/ 中2.8ｇ

小654kｃａl / 中800kcal

小25.3g / 中37.8g 

ねりごま　さとう　

12月 給食だより ② 

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 

 都合により、献立の
一部が変更になる場合
があります。 

 12月２日（金）のくだものは、
三条産のルレクチェです。１０月
頃、まだ果皮が緑色のうちに収
穫します。 
 その後４０日間ほど、冷暗所
に保存し、追熟させます。農家
の方の想いがこもったルレク
チェの香りや甘味、舌触りを味
わいましょう。 

和食の良さを知ろう ② 

  
 
  
  
 ごはんは、和・洋・中どのよう
なおかずにも相性が良く、自然と
栄養バランスのとれた献立を作る
ことができます。また、ごはんが
中心の食事は、脂肪の取り過ぎを
防ぎ、生活習慣病の予防につなが
ります。 

  
 
  
  
 ごはんはパンと違い、粒のまま 
食べるので、ゆるやかに消化・吸 
収されます。そのため腹持ちがよ 
く、血糖値もゆるやかに上昇する 
のでインスリン(体の中で脂肪を合
成するホルモン)の分泌を抑えます。
つまり太りにくい食べ物です。 

  

 
  
  
  腸の働きを調える難消化性でん 
ぷんを含んでおり、便秘を防ぎます。

  

 
  
 粒状のため、よくかむ習慣がつき、
だ液がたくさん出ます。だ液がむし
歯を予防します。 

  

 
  
  
 ごはんには、体や脳のエネルギー
源として欠かせない炭水化物が豊富
です。ごはんを食べると、勉強や運
動に集中できる状態になります。炭
水化物の他にも、たんぱく質や無機
質などが、バランスよく含まれてい
ます。 

 新潟の気候風土は米作りに適して います。そのため、日本一と言わ

れるおいしいお米ができるのです。いつもおいしいごはんが食べられ

る わたしたちは幸せですね。ごはんを主食とした食事で健康に過ごし

ましょう。 

 

特別栽培米とは、農薬・ 

化学肥料を通常より 

5割以上減らし、環境 

や食べる人の健康に 

配慮して生産され 

たお米です。 

 給食のお米は、
三条産コシヒカリ
を特別栽培した七
分づき米です。 

 年末年始は、行事食や
郷土料理などを食べる機
会が多くあります。食文
化に目を向け、家族で食
事の時間を楽しみましょ
う。 

井栗学校給食共同調理場 

ＴＥＬ （38）3898 

ＦＡＸ （38）4466 


