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月 火 水 木 金

きりぼしのごまドレサラダ マカロニサラダ やさいのしゃきしゃきあえ

さんましょうがに チリコンカーネ いわしのかばやき

　　ごはん　　　ゆばの チリコンカーネ　キャベツの 　　ごはん　　かきたま

せつぶんこんだて
ぎゅうにゅう　 ぎゅうにゅう　

　　　　　　　　　すましじる 　　ライス　　　コンソメスープ 　　　　　　　　みそしる

629kcal　/　741kcal 671kcal　/　779kcal 646　kcal　/778　kcal
23.5g　/　27.4g 24.4　g　/　28.0g 26.3g　/　32.1g 
2.0　g　/　2.4ｇ 2.8　g　/　3.1ｇ 2.8　g　/　3.2ｇ

あ
か

さんま　ツナ　ゆば　なると ぶたにく　だいず　ツナ　とりにく いわし　あぶらあげ　たまご　だいず
ぎゅうにゅう　 ぎゅうにゅう　 ぎゅうにゅう

み
ど
り

きりぼしだいこん　にんじん　こまつな しょうが　にんにく　セロリー　キャベツ たくあん　しそのみ　もやし　キャベツ
もやし　ねぎ　ほうれんそう　 きゅうり　にんじん　たまねぎ　しめじ こまつな　たまねぎ　にんじん　

とうもろこし

き ごはん　さとう　あぶら　ごま ごはん　じゃがいも　あぶら　さとう ごはん　じゃがいも　あぶら　ごま
くずきり さとう

　　おひたし フレンチサラダ はるさめサラダ なっとうきりざい いかとわかめのサラダ

さばのカレーたつたあげ ハンバーグバーベキューソース あつあげのそぼろいため ししゃもフライ（2） 　　　　りんご
てっかみそ

　　ごはん　　　きのこ 　　ごはん　　とうにゅう 　　ごはん　　　わかめ 　　ごはん　　　くきな ビーンズカレー
　　　　　　　けんちんじる　 　　　　　クラムチャウダー 　　　　　　　　　みそしる 　　　　　　　　　　じる 　　　（むぎごはん）

ぎゅうにゅう　 ぎゅうにゅう　 ぎゅうにゅう　 ぎゅうにゅう　

718kcal　/　898kcal 759kcal　/　886kcal 651kcal　/　801kcal 726kcal　/　866kcal 600kcal　/　713kcal
28.6g　/　33.3g 30.5g　/　36.6g 23.8g　/　　30.5g 32.6g　/　　38.7g 20.4g　/　　24.3g 

2.9g　/　3.4ｇ 2.9g　/　3.4ｇ 2.3g　/　3.1ｇ 2.2g　/　2.6ｇ 2.6g　/　3.2ｇ
あ
か

さば　かつおぶし　とうふ　とりにく ぶたにく　とりにく　あさり　チーズ とりにく　あつあげ　とうふ　わかめ ししゃも　なっとう　あぶらあげ いか　わかめ　とりにく　だいず　
ぎゅうにゅう　だいず とうにゅう　ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう　 とうふ　ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう

み
ど
り

ほうれんそう　もやし　キャベツ にんにく　しょうが　キャベツ　こまつな たまねぎ　にんにく　しょうが　もやし しそのみづけ　たくあん　のざわな たまねぎ　にんじん　しょうが　にんにく
にんじん　だいこん　ごぼう　なめこ とうもろこし　たまねぎ　にんじん にんじん　こまつな　ねぎ　えのきだけ だいこん　こまつな　にんじん　たいなづけ

バター

りんご　

えのきだけ　こまつな しめじ　パセリ

き ごはん　あぶら　さとう　 ごはん　さとう　あぶら　じゃがいも ごはん　さとう　あぶら　ごまあぶら　 ごはん　あぶら　パンこ　さといも　ごま ごはん　あぶら　さとう　ごま　じゃがいも

～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。～

 
  
 大豆はそのまま豆の形で食べるほか、加工され様々な食品に変身します。
大豆からできているものをあげてみると、普段の食生活に欠かせない食品
や調味料の味噌やしょうゆやあぶらまでが大豆からできていることがわか
ります。 

２月 きゅうしょくだより ① ２０１７年 

お
ち
ゃ 

お
ち
ゃ 

 ２月４日は「立春」です。暦の上では春を迎えますが、まだまだ寒い日が続きます。かぜやインフルエンザなどの流行にはこれからも注意が
必要です。栄養バランスのとれた食事と規則正しい生活で体調を整え、元気に学校生活を送りましょう。 

井栗学校給食共同調理場 
ＴＥＬ（38）3898 

 ＦＡＸ（38）4466 

 小さい粒の中

にたくさんのパ

ワーがつまって

います！ 

 

大豆  
 
 豆をまくのは、悪魔のよ
うな鬼の目【魔目（まめ）】を
めがけて豆をまくと、悪魔
を滅する【魔滅（まめつ）】と考
えられていたからだそうで
す。豆まきの後には、自分
の年の数だけ食べると、そ
の年は、病気をせず無事に
すごせると言われています。 

いわし 
 
  
 ひいらぎの枝に焼いたい
わしの頭を刺したもの（や
いかがし）を玄関に飾る習
慣があります。 
 
★ひいらぎ・・トゲで鬼の
目を刺すため。 
 
★いわし・・・鬼の苦手な
においで、近づけないよう
にするため。  

 昔の人は、病気や災害な
どは鬼がもってくると信じ
ていました。節分は、鬼
（病気、災害など）を追い
払い、福を呼び寄せる行事
です。 

 
  

 大豆には、筋肉や皮ふ、血液など体を作るたんぱく質が

肉や牛乳に負けないほどたくさん含まれています。そのため

大豆は畑の肉と言われています。その他、骨や歯の形成に欠

かせないカルシウムや、血液の材料になり貧血を予防する

鉄分、記憶力や集中力を高めるといわれるレシチンを豊

富に含んでいます。 
 

 
 

 大豆は、腸をきれいにしてくれる食物繊維が豊富です。 

 また、血中のコレステロールを減らして血液の流れをよくし

てくれる成分を豊富に含んでいるので、血管を健康に保ち、生

活習慣病を予防してくれる働きがあります。 

 2月の献立は、「節分」にちなみ、大

豆や大豆の加工食品がたくさん使われて

います。食べながらいろいろ探してみて

くださいね。 

１ 様々な食品に変身！ 

２ 成長に必要な栄養素がたっぷり！ 

３ 生活習慣病を防ぐ！ 

 へぇー！ 
大豆っていろい
ろなはたらきが
あるんだね！ 
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20 　　かんきつくだもの 21 22 23 中のみチーズ 24 中のみこざかな
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27 28 基準
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ひじきのいために だいずもやしのぴりからナムル おからサラダ こまつなのソテー バンバンジー
カレーふうみまめコロッケ ホイコーロー チキンみそかつ しろみさかなのあまからムニエル マーボーあつあげ

　　ごはん　　　ごもく 　　ごはん　　ごもくはるさめ 　　ごはん　　　さといもの 　　ごはん　　　ほうとう 　　ごはん　　かきたま
　　　　　　　　みそしる 　　　　　　　　　スープ 　　　　　　　　　みそしる 　　　　　　　　　　じる 　　　　　　　　　じる

ぎゅうにゅう　 ぎゅうにゅう　 ぎゅうにゅう　 ぎゅうにゅう　

649kcal　/　766kcal 628kcal　/　736kcal 628kcal　/　888kcal 661kcal　/　780kcal 636kcal　/　761kcal
21.8g　/　25.1g 25.3g　/　29.8g 25.3g　/　　33.6g 27.7g　/　　32.2g 32.0g　/　　38.1g 

2.1g　/　2.5ｇ 2.1g　/　2.6ｇ 2.4g　/　2.7ｇ

だいこん　にんじん　はくさい　ごぼう しょうが　にら　しいたけ　もやし　きゅうり　

2.2g　/　2.5ｇ
ぶたにく　なまあげ　とりにく　 とりにく　おから　ツナ　あぶらあげ タラ　ぶたにく　とりにく　あぶらあげ ぶたにく　なまあげ　たまご　とりにく
ぎゅうにゅう　なると ぎゅうにゅう　

ごはん　あぶら　さといも　パンこ ごはん　あぶら　さとう　ほうとう ごはん　かたくりこ　あぶら　ねりごま

ヨーグルト

にんじん　キャベツ　ピーマン　だいずもやし キャベツ　にんじん　たまねぎ　だいこん こまつな　とうもろこし　もやし　かぼちゃ たまねぎ　ねぎ　にんじん　にんにく
こまつな　もやし　ねぎ　にら　しいたけ えのきだけ　ねぎ　こまつな

さんじょうやさいのごまサラダ こまつなのあまずあえ わかめとツナのあえもの なめたけあえ ふゆやさいフレンチサラダ

ねぎ　たまねぎ　 こまつな　

ごはん　はるさめ　ごまあぶら　さとう

こめこのもちもちざくざくハンバーグ さつまいものタンドリーふう カレイのやくみソース さばのさいきょうやき チーズオムレツ

             しおちゃんこふぅ 　  ゆきしたキャベツの 　　ごはん　たんたんふう 　　ごはん　　　ごじる チキンライス　　パンプキン

　　ごはん　　 　スープ 　　　ごはん　　　みそしる 　　　　　　　ワンタンスープ 　　　　　　　　　シチュー

給食甲子園入賞こんだて
ぎゅうにゅう　 ぎゅうにゅう　 ぎゅうにゅう　 ぎゅうにゅう　

701kcal　/　840kcal 695kcal　/　863kcal 703kcal　/　831kcal 682kcal　/　802kcal 638kcal　/　752kcal
26.7g　/　　32.0g 27.1g　/　　31.5g 28.2g　/　　32.9g 28.1g　/　　32.9g 26.5g　/　　30.9g 

2.2g　/　2.7ｇ 2.4g　/　2.7ｇ 2.4g　/　3.0ｇ 2.9g　/　3.2ｇ 2.9g　/　3.4ｇ
ぶたにく　とりにく　とうにゅう　ひじき とりにく　ツナ　あぶらあげ　ぎゅうにゅう カレイ　ツナ　とりひきにく　わかめ さば　あぶらあげ　だいずペースト たまご　チーズ　とりにく　ぎゅうにゅう
ぎゅうにゅう　 ぎゅうにゅう　 ぎゅうにゅう　中→チーズ なまクリーム

しめじ　れんこん　にんじん　ごぼう もやし　こまつな　にんじん　キャベツ しょうが　にんにく　ねぎ　きゅうり ほうれんそう　キャベツ　にんじん　もやし だいこん　キャベツ　こまつな　にんじん

はくさい　ねぎ　えのきだけ　にんにく とうもろこし もやし　にら　しょうが　 たまねぎ　だいこん　ねぎ　にんじん とうもろこし　たまねぎ　しめじ　グリンピース

しょうが　かんきつくだもの こまつな　 かぼちゃ　中→こざかな

ごはん　あぶら　さとう　くずきり ごはん　さつまいも　あぶら　さとう ごはん　ごまあぶら　さとう　ごま ごはん　あぶら　さとう　

わふうサラダ やさいのこんぶづけ 副菜（ふくさい）

ごはん　バター　こむぎこ
かたくりこ　 ねりごま　ワンタン

　　ごはん　 　すまし 　　ごはん　きりぼしだいこん 　　ごはん　　　しるもの

とりのぴりからやき こうやどうふのあげに 主菜（しゅさい）

　　　　　　　　　　じる 　　　　　　　　　みそしる

とりにく　いとかまぼこ　とうふ　ぎゅうにゅう こうやどうふ　とりにく　こんぶ　あぶらあげ

623kcal　/　753kcal 696kcal　/　822kcal 小基準623kｃａl / 中800kcal
24.2g　/　　29.3g 26.3g　/　30.5g 小基準23.4g / 中30.0g 

かぶ　にんじん　キャベツ　ねぎ　こまつな

ぎゅうにゅう　

にんじん　えのきだけ　ほうれんそう たまねぎ　グリンピース　ほししいたけ

ごはん　ごま　さとう　あぶら ごはん　じゃがいも　ごま　かたくりこ
あぶら

2.2g　/　2.5ｇ
だいず　さつまあげ　ぶたにく　ひじき
ぎゅうにゅう　

あ
か

火 水 木 金

体をうごかすエネルギーのもとになる食品

かたくりこ　 すりごま　かたくりこ

ぎゅうにゅう　

あ
か
み
ど
り

き

体のちょうしをととのえる食品

1

月

あ
か
み
ど
り

き

2.4g　/　2.7ｇ 2.1g　/　2.5ｇ 小基準2.3g以下/ 中2.7g以下

ぎゅうにゅう　 ドリンクタイム：ぎゅうにゅう

み
ど
り

き

キャベツ　もやし　にんじん　にら
たまねぎ　にんにく　しょうが

ごはん　あぶら　さとう　じゃがいも

体を成長させるもとになる食品

もやし

２月 きゅうしょくだより ② 
２０１７年 

お
ち
ゃ 

お
ち
ゃ 

井栗学校給食共同調理場 
ＴＥＬ（38）3898 

 ＦＡＸ（38）4466 

 
 
 
 
★  6日（月）井栗小2年なし 
 
★  8日（水）旭小5年なし 
 
★10日（金）井栗小4年なし   
 
★13日（月）井栗小5年なし 
 
★27日（月）第四中3年 
      卒業セレクト給食 
                       

 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。 

 12月4日、全国学校給食甲子園大会2016の決勝が行われ、出場した2004チー
ムの中から、最終選考で選ばれた12チームが料理の腕やおいしさを競いました。三
条市からも下田調理場チームが出場し入賞を果たしました!! 

 地場産食材がいっぱいの献立には、三条が、
肉も野菜も大豆も果物もある恵まれた地域であ
ることを、みなさんに知ってほしいという思い
が込められています。 

 

20日は給食甲子園で入賞した下田調理場チームの献立!! 

【入賞した献立】 

三条産コシヒカリの七分つき米ご飯 

米粉のもちもちザクザクハンバーグ 

三条産野菜のごまサラダ 

塩ちゃんこ風スープ 果物 


