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たくあん　しそのみ　だいこん

キャベツ　こまつな　にんじん

ねぎ　えのきだけ　

はくさい　ねぎ　にら　

　　ごはん　　はくさいなべ

じゃがいも　マカロニ

ー/782kcal

き こめ　あぶら　ごま　じゃがいもこめ　あぶら　かたくりこ

にんじん　ごぼう　はくさい　しめじ

にら　たけのこ　

だいず　ぎゅうにゅう

あ
か

たまご　ぶたにく　とうふ　とりにく　わかめ　いとかまぼこ　

にんじん　だいこん　ねぎ

　　　　　　　　みそしる

ごはん　　七草しらたま

しゃきしゃきあえ

　　ごはん　　　わかめの
　　　　　　　　みそしる

ほししいたけ

こめ　ごま　さとう　バター

さけ　ぎゅうにゅう

じゃこのりふりかけ

かいそうサラダ
　とりにくのたつたあげ

ぞうに

ー / 30.9g 

725kcal/842kcal

29.1g / 33,6g

ごもくごはん　とんじる

カッテージチーズサラダ
　　　　　　　りんごさけのしおやき

月 火 水 木 金

ちぐさあえ（祝）成人の日
リヨネーズソテー

くきわかめのきんぴら ひじきとだいずのサラダ

（麦ごはん）

ぶたにく　だいず　ハム

18.0g / 20.5g

2.6g/ 3.0g

とりにく　わかめ　いとかまぼこ
カッテージチーズ　ぎゅうにゅう

シチュー

キャベツ　きゅうり　にんじん　ねぎ にんじん　たまねぎ　りんご

こめ　むぎ　さとう　あぶら
じゃがいも

み
ど
り

575kcal/748kcal689kcal/821kcal640kcal/756kcal

26.2g /28.5 g

2.4g/2.8g 2.1g/2.5g

いか　ぶたにく　とうふ　

こめ　さとう　バター　じゃがいも
さとう

こめ　ごま　あぶら　さとう
さつまいも

ぶたにく　とりにく　ひじき　ハム
あぶらあげ　ぎゅうにゅう
あじ　ぶたにく　くきわかめ　たまご

たまねぎ　しめじ　ほうれんそう　

ねぎ　 にんじん　きゅうり　とうもろこし

とりにく　ベーコン　ぎゅうにゅう

26.9g / 33.6g

604kcal/731kcal

カレーライス

679kcal/842kcal

2.7g/ 3.4g 2.5g/ 3.0g

27.5g / 32.9g 24.5g / 29.0g

き こめ　さとう　あぶら

み
ど
り

20.6g /27.0g

2.1g/ 2.4g

あ
か

キャベツ　もやし　だいこん　かぶ

ちりめんじゃこ　ぎゅうにゅう

にんじん　ねぎ　こまつな　せり

ー/ 2.9g

ぶたにく　わかめ　とうふ　のり たまご　とりにく　あぶらあげ

664kcal/785kcal

かぶ　きゅうり　キャベツ

ぶたにく　とうふ　ヨーグルト

じゃがいも　

わかめサラダ
とりにくとさつまいものアーモンドがらめ

てっかみそ

やさいのごまあえ ごぼうサラダ

　　ごはん　　はるさめ

だしまきたまご

ごはん　　かきたま コーンライス　マカロニ

あじのてりやき ハンバーグオニオンソース

ごはん　さつまじる

いかのかりんあげ（２）

2.7g/ 3.3g

だいこん　

こめ　かたくりこ　あぶら　ごま

井栗小リクエスト献立

　　　　　　　　スープ

692kcal/826kcal

23.6g /27.1g

2.5g/3.1g

ぶたにく　なると　ぎゅうにゅう

しょうが　にんにく　キャベツ

きゅうり　ほししいたけ　もやし

こめ　あぶら　かたくりこ

ぎゅうにゅう

ほうれんそう　キャベツ　もやし　 ごぼう　きゅうり　キャベツ　

ごま　はるさめ

 １月 給食だより ① 

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 

新しい年がスタートします。今年も子どもたちの健やかな成長と健康を願いながら、「おいしい給食」
「安全な給食」を作るために、職員一同力を合わせてがんばります。どうぞよろしくお願いいたします。 

新年あけまして 
おめでとうございます 

と をたっぷり食べよう！ 

色のこい野菜 色のうすい野菜・果物 

 ビタミンＣが多く、ウイルスの活
動をおさえ、風邪を予防し、回復を
早めます。 

 カロテン（ビタミンＡ）が多く、の
どや鼻の粘まくを強くし、ウイルスの
侵入を防いでくれます。 

なべ、温かい汁物   香辛料など   油 

 体をつくる大切な栄養素です。代謝を
よくし、体をじっくり温める働きがあり
ます。肉、魚、卵、豆製品など色々な食
品から、まんべんなくとることも大切で
す。 

 なべや温かい汁物、香辛料などで体を温め
ましょう。また、油は少ない量でも大きなエ
ネルギーになり、体を温めてくれます。とり
すぎには気をつけ、食事に上手に取り入れま
しょう。 

！ 
をしっかり 

とって体力をつけよう！ 

食事以外でも… 

○栄養バランスのとれた 

 食事はもちろん、適度 

 な運動、十分な睡眠を 

 とって規則正しい生活 

 を送りましょう。 

 

○外から帰った時や、食 

 事の前には泡立てた石 

 けんでの手洗いとうが 

 いをしましょう。 

井栗学校給食共同調理場 

ＴＥＬ （3８）３８９８ 
ＦＡＸ （3８）４４６６ 

 
 
 
★10日（火）第四中開始 
 
★11日（水）小学校開始 
 
★17日（火）・旭小5・６年 
            なし 
        
       ・第四中1・2年 
             なし 
 
★25日（水）旭小4年なし 
 
★31日（火）井栗小3年なし 



２０１７年

23 24 25 26 みかん 27 　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

30 31 例 23

こ
ん
だ
て

ドリンクタイム

エネルギー

たんぱく質

塩分

体を成長させるもとになる食品

体のちょうしをととのえる食品

学校給食週間　　　～和食のよさ再発見！　先人の知恵　いろいろな発酵食品を味わおう！～

きりぼしだいこん　こまつな　もやし

649kcal/762kcal

こめ　でんぷん　あぶら　さとうこめ　さといも　あぶら　さとう

3.2g/ 3.7g

さば　あぶらあげ　うちまめ　

たいなづけ　だいこん　はくさい

ごはん　　すましじる

ねぎ　きぬさや　

こめ　さといも　ごま　あぶら　

こうやどうふ　ぶたにく　えだまめ

　　　　　　　スープ

れんこんサラダ
しろみざかなのやくみソース

たくあん　のざわなづけ　にんじん
こまつな　だいこん　

ししゃも　なっとう　ぶたにく　ヨーグルト
こんぶ　うずらたまご　ちくわ　さつまあげ

30.9g / 36.0g
3.1g/ 3.6

こめ　かたくりこ　あぶら　さとう
ごま　ノンエッグマヨネーズ

ぶたにく　とうふ

たいなづけ　ねぎ　はくさい

2.1g/ 2.7g

小基準23.4g / 中30.0g 

主菜（しゅさい）

ごはん　　おでん
　　　　　　　　　じる

にんじん　ねぎ　ごぼう　えのきだけ

みかん

650kcal/814lｃａｌ
25.4g / 32.2g

689kcal/828kcal

　　　にな
さばしおこうじやき

　　ごはん　　ぽかぽか

　　ごはん　　　しるもの

小基準623kｃａl / 中800kcal

副菜（ふくさい）

ぜんまい　たけのこ　にんにく　しょうが

はくさい　だいこん　ねぎ

こめ　あぶら　さとう　ごま

小基準2.3g以下/ 中2.7g以下

　　　　 　　　　　　　　

ほうれんそう　もやし　にんじん

ぜんまいにくいため

　ビビンバ　　キムチチゲ

23.5g / 27.1g
677kcal/796kcal
30.9g / 35.9g

2.9g/ 3.3g

ぶたにく　たまご　あつあげ
とりにく　ぎゅうにゅう

　（ごはん）

ナムル
ししゃものかんずりごまソース（2）さといものにくみそがらめ

615kcal/728kcal

水 木 金

たくあんあえ じゃこサラダ きりざい

み
ど
り

にんにく　しょうが　ねぎ　たくあん
キャベツ　きゅうり　だいこん

きぬさや　ほししいたけ　

あ
か

2.5g/3.1g

とりにく　ほたてがい　かまぼこ
ぎゅうにゅう

き こめ　あぶら　さとう　ごま　
さといも　

　　　　　　　みそしる

ぶりとだいこんのうまに

あ
か

ぶり　あぶらあげ　ぎゅうにゅう

659kcal/779kcal

き こめ　あぶら　さとう　かたくりこ

み
ど
り

しょうが　だいこん　にんじん

さとう　さといも

とうもろこし　はくさい　しめじ

きぬさや　こまつな　もやし　
ねぎ　しょうが　にんにく　れんこん

　ごはん　のっぺいじる

火

にんじん　しょうが　にんにく　

27.1g / 32.0g

月

ドリンクタイム

キャベツ　にんじん　とうもろこし

たら　ハム　チーズ　とうふ
たまご　とりにく

とりにくのなんばんやき

ちりめんじゃこ　かまぼこ　とうふ　ぎゅうにゅう

650kcal/765kcal

　ごはん　　ちゅうかにな　　ごはん　　ふゆやさいの

2.5g/ 2.9g
20.6g /23.8g
2.2g/ 2.7g

体をうごかすエネルギーのもとになる食品

かつおぶし・たくあん みそ・しょうゆ・す キムチ・豆板醤 塩麹・たい菜漬け・酒かす 納豆・野沢菜漬け・かんずり・ヨーグルト

23.6g / 27.1g

おひたし

１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 

 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。 

  

 発酵とは、食品が微生物の働きによって、人間にとってよい状態へ変化することです。発酵に
よって、食品のにおいや形、味が変化します。日本や世界にはたくさんの発酵食品があります。
日本には古くから食事に多くの発酵食品を利用してきました。みなさんはどのくらい知っている
でしょうか。この機会に、祖先の生活の知恵や工夫を知り、これからも大切に守り、伝えていき
たいものですね。 

 

 学校給食は、明治時代、山形県鶴岡市で昼食を持参できない子どもたちに、おにぎりと漬物が出されたのが始まりです。そ
の後、給食は全国に広まりましたが、戦争のため中断されました。戦後、子どもたちは、食料が不足していて栄養が足りない
状態でした。こうした日本の様子を見て、外国から食料品などの支援物資がたくさん届けられ、パンと脱脂粉乳の給食が再開
されました。これを記念し、１月２４日が学校給食記念日、その日を含む１週間が「学校給食週間」となりました。給食に感
謝をしたり、給食について学んだり、給食を楽しむ１週間です。 

１ 体によい栄養成分が増える！ 

 食品が発酵すると、その食品の栄養

素が体に吸収されやすくなったり、栄
養素やその機能がそれぞれの微生物の

働きで変化したり、独自の成分が生ま
れたりします。 

２ 味わい深く、風味豊かになる！ 

 食品が発酵すると、グルタミン酸な

どのうま味成分が増加します。また独
特の風味が増し、おいしく感じられる

ようになりますが、食べなれないうち
は苦手だと感じることもあるようです。 

３ 長く保存できるようになる！ 

 発酵作用のある微生物には、他の微生物の繁殖を抑
える作用があります。この作用によって生の状態より

も長い期間保存することができ、熟成といううま味を
増す効果が期待できます。また、発酵食品は塩を使っ

て仕込みをするものが多いのも、長期保存できる理由
の一つです。 

 

 

 だしに使うかつお節は日本

特有の発酵食品です。かつお

を切り身にしてから煮て、熱

で乾かし、日干しをしてかび

をつけて発酵させます。 

 

 
 塩麹は、麹と塩、水を混ぜて発

酵させて作ります。麹とは、米や

麦、大豆などにコウジカビを繁殖

させたものです。食品を漬けると

甘みやうま味が増します。 

  

 
 酒粕は、米と麹と水を発酵させて、液

体（酒）をしぼったかすです。甘酒や漬

物にも使われます。体をあたためたり、

料理の味をまろやかにする効果がありま

す。 

「和食のよさ再発見！ 
先人の知恵  

いろいろな発酵食品を味わおう！」 

23日（月）～27日（金） 

 

 

 キムチはお隣の国、韓国を

代表する発酵食品です。野菜

を塩漬けにした後、唐辛子・

にんにく・果物・魚介の塩辛

を塗って発酵させます。 

 牛乳には骨を強くするカルシウムや貧血予防に役立つたんぱ
く質など、元気に過ごすための栄養がたっぷりです。牛乳を飲む
ことが苦手という人もまずはひと口から始めてみましょう。ひと口
飲んだら、もうひと口と少しづつのみ進めていき、毎日飲める量
を増やしていけるといいですね。 
 牛乳も大切な命をいただいていることを忘れずに手をつけずに
残すことがないようにしましょう。 
 

三条市の 
学校給食 

都合により、献
立の一部が変更
になる場合があ
ります。 

井栗学校給食共同調理場 

ＴＥＬ （3８）３８９８ 
ＦＡＸ （3８）４４６６ 


