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こ わかめとツナのあえもの おちゃ

ん

だ

て

ドリンクタイム

エネルギー

たんぱく質

塩分
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こ しょうゆフレンチ ゆかりあえ わかめのちゅうかあえ なのはなあえ かんきつくだもの おちゃ

ん

だ

て

ドリンクタイム

エネルギー

たんぱく質

塩分

こめ　ごま　かたくりこ　さとう　しらたき

ぶたにく　だいず　ひじき　ツナ　チーズ

ぎゅうにゅう

にんじん　たまねぎ　りんご　きゅうり　

キャベツ　かんきつくだもの 

こめ　おおむぎ　じゃがいも　あぶら　さとう

キャベツ　もやし　にんじん　しそ　ねぎ　えのきたけ

こめ　さとう　あぶら

ぶたにく　わかめ　なると　ぎゅうにゅう

もやし　きゅうり　にんじん　にら　ねぎ

もやし　たけのこ　しいたけ

こめ　あぶら　ごまあぶら　さとう　ごま

たら　ハム　ベーコン　なまクリーム

ちりめんじゃこ　かつおぶし　ぎゅうにゅう

ほうれんそう　もやし　にんじん　キャベツ

たまねぎ　しめじ

こめ　あぶら　さとう　じゃがいも　ごま

すましじる ポークカレー

さわら　みそ　かまぼこ　わかめ　とうふ　

ぎゅうにゅう

キャベツ　ほうれんそう　もやし　とうもろこし

2.9g/3.3g 3.2g/3.7g

こまつな　えのきたけ　ねぎ　にんじん

はるキャベツのクリームスープ もずくのみそしる
むぎごはん

み
ど
り

き

ぶたにく　とりにく　もずく　あぶらあげ

とうふ　なると　みそ　ぎゅうにゅう

きりぼしだいこん　たまねぎ　しょうが　いんげん

小基準623kｃａl / 中800kcal

入学・進級お祝い献立

600kcal/718kcal701kcal/830kcal 658kcal/811kcal

2.3g/2.8g 2.0g/2.6g

ちらしずし
おいわいデザート

19.3g/22.8g

604kcal/747kcal

ワンタンスープ

チーズ

み
ど
り

さわらのごまだれかけ

き

シャキシャキそぼろどんのぐ はるまき

ごはん ごはん ごはん

しろみさかなフライ・ごまケチャップソース

じゃこなふりかけ

あ
か

小基準23.4 / 中30.0g 

てづくりコーンしゅうまい

かきたまじる

 

月 火 水 木

　　　★エネルギー・たんぱく質・塩分の表示は、左側が小学校、右側が中学校です。　　　　　　

小基準2.3g↓/ 中2.7g↓

あ
か

25.3ｇ/29.9ｇ 24.2ｇ/28.8g 26.3g/31.1g

674kcal/826kcal

18.2g/22.3g

2.1g/2.7g

金

ごはん

23.2g/ー

2.3g/ー

ひじきサラダ

635kcal/－

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

体をうごかすエネルギーのもとになる食品

とりにく　ぶたにく　わかめ　ツナ

かまぼこ　とうふ　たまご　

ねぎ　とうもろこし　たけのこ　もやし

にんじん　きゅうり

こめ　さとう　ごまあぶら　かたくりこ

下田学校給食共同調理場
Tel  （46）4615

Fax （46）4615

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。
都合により献立の一部が変更に

なる場合があります。

給食のお米
は下田産コシ
ヒカリの「七
分搗き米」を
使用していま
す。

2017年

ごはん しるもの

主菜（しゅさい）

副菜（ふくさい）

小学校に入学したばかりの1年生については、給食の量にな

れるため、4～5月までの2か月間、100㏄入りの牛乳が届きま

す。

新年度が始まりました。心も体も大きく成長するためには健康が第一です。その健康を保つためにも、子どもたちが豊
かな人間性をはぐくみ、生きる力を身に付けていくためにも毎日の食事はとても大切です。安心安全で栄養バランスのよ
い、おいしい給食を子どもたちに届けられるよう、調理場職員一同、力を合わせて頑張っていきます。今年も学校給食に
ご理解ご協力をどうぞよろしくお願いいたします。

給食は、お膳のかたち（和食）を基本とし、主
食のごはんは、三条産のコシヒカリ（特別栽培
米）を胚芽やぬかを少し残した「七分つき米」に
して使用しています。「七分つき米」にすること
により、現代の食事で不足しがちな鉄分や食物繊
維を、通常の精白米よりも多く摂取することがで
きます。

新鮮でおい
しいよ！！

三条市の給食は、できるだけ三条で収穫さ
れた食材を使って地産地消に取り組んでいま
す。地元で生産されたものをその地域で消費
することを「地産地消」といいます。地元で
とれたものを使うことで、とれたての新鮮で
安全なものを食べることができ、わたしたち
の健康にも、自然環境にもよいうえ、作る人
を身近に感じることで「感謝の心」も育ちま
す。
給食では、たくさんの三条産の野菜や果物

が登場します。楽しみにしていてくださいね。

三条市では、ごはんを飲み物で流し込むよ
うな食べ方ではなく、お膳のかたちでしっか
り食事がとれるよう、給食とは別に牛乳を飲
む時間として「ドリンクタイム」を設けてお
ります。
給食でお茶が提供される日

には「ドリンクタイム」はあ
りません。また、ドリンクタ
イムの時間は各学校により異
なります。

　 給食費は、原則として８月・３月
を除く１０か月に分けて集めていま
す。なお、２月の給食費は、年間給食
回数により、金額を調整します。入院
などで長期欠食する時は、給食費を返
金できる場合がありますので学校にご
相談ください。

徴収額 一食単価 月　額

小学校 276円 5,170円

中学校 322円 5,970円

下田学校給食共同調理場は下田中学校の隣に
あります。下田地区の小学校５校・中学校１
校の給食、約８００食を作っています。
安全でおいしい給食が子どもたちのもとへ

届くよう、職員一同がんばります。よろしく
お願いします。

三条市では、学校給食を「生きた教
材として食育に取り組んでいます。
ゆたかでおいしい給食、子どもたちが生
涯を健康に生きるための「食べる力」を
育む給食として、地産地消の完全米飯
給食を実施しています。

学校給食では、エネル
ギー・たんぱく質・カルシ
ウム・塩分など、１３項目
の栄養素を満たすような献
立を立てています。また、
肉類・魚介類・野菜類・豆
類など、多くの種類の食品
をバランスよくとれるよう
な工夫をしています。

４月 きゅうしょくだより ①

７日（金） 長沢小２年以上給食開始
　（１年は11日（火）から開始）
笹岡小２年以上給食開始
　（１年は10日（月）から開始）
大浦小２年以上給食開始
　（１年は10日（月）から開始）
森町小なし
飯田小なし
下田中なし

10日（月） 長沢1年なし
森町小２年以上給食開始
　（１年は12日（水）から開始）
飯田小２年以上給食開始
　（１年は11日（火）から開始）
下田中３年なし

11日（火） 森町小１年なし
下田中３年なし

12日（水） 下田中３年なし

17日（月） 長沢小なし
飯田小なし

21日（金） 森町小なし

24日（月） 大浦小なし

16日（金） 笹岡小4年なし
森町小4年なし
飯田小4年なし
下田中なし

20日（火） 飯田小1～4年なし

21日（水） 笹岡小なし
大浦小なし
飯田小1～4年なし

23日（金） 大浦小なし

26日（月） 飯田小なし

2８日（水） 下田中なし

７日（金） 長沢小２年以上給食開始
　（１年は11日（火）から開始）
笹岡小２年以上給食開始
　（１年は10日（月）から開始）
大浦小２年以上給食開始
　（１年は10日（月）から開始）
森町小なし
飯田小なし
下田中なし

10日（月） 長沢1年なし
森町小２年以上給食開始
　（１年は12日（水）から開始）
飯田小２年以上給食開始
　（１年は11日（火）から開始）
下田中1・2年開始
　（3年は13日（木）から開始）

11日（火） 森町小１年なし
下田中３年なし

12日（水） 下田中３年なし

17日（月） 長沢小なし
飯田小なし

21日（金） 森町小なし

24日（月） 大浦小なし

16日（金） 笹岡小4年なし
森町小4年なし
飯田小4年なし
下田中なし

20日（火） 飯田小1～4年なし

21日（水） 笹岡小なし
大浦小なし
飯田小1～4年なし

23日（金） 大浦小なし

26日（月） 飯田小なし

2８日（水） 下田中なし

４月 きゅうしょくだより

○職員 １３名

場長(兼務) 1名

栄養教諭 1名

調理員

(株)オーシャンシステム

11名

うさぎや星、ハートに型抜きし

たにんじんがお汁に入っていま

すよ！楽しみにしてくださいね。
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こ こまつなソテー きりぼしだいこんサラダ とうなのごまずあえ かいそうサラダ こんぶづけ おちゃ

ん

だ
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ドリンクタイム
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たんぱく質
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24 25 26 27 28
こ こまつなのおかかあえ ごしきあえ ビビンバのぐ（ナムル） ひじきのごもくに ごまあえ おちゃ

ん

だ

て

ドリンクタイム

エネルギー

たんぱく質

塩分

こ

ん

だ

て

ドリンクタイム

エネルギー

たんぱく質

塩分

よい歯（４１８）の日献立 食育の日・三条たっぷり献立

マカロニ　バター

ししゃも　こんぶ　ぶたにく　とりにく

たまねぎ　ピーマン　にんじん　きゅうり

み
ど
り

つきこんにゃくごま　かたくりこ

さけ　かまぼこ　とりにく　たまご

ヨーグルト

キャベツ　ほうれんそう　もやし　にんじん

ふき　たまねぎ　たけのこ　しいたけ　こまつな

こめ　さとう　ごま　じゃがいも　あぶら

ひじき　だいず　さつまあげ　とうふ　

えび　あぶらあげ　だいず　みそ　ぎゅうにゅう

にんじん　いんげん　ごぼう　だいこん

ねぎ　しめじ　たけのこ

こめ　あぶら　しらたき　さとう　じゃがいも

ぶたにく　ベーコン　たまご　ぎゅうにゅう

ぜんまい　しいたけ　たけのこ　ほうれんそう

もやし　にんじん　きりぼしだいこん

とうもろこし　たまねぎ　チンゲンサイ

こめ　おおむぎ　あぶら　さとう　ごまあぶらこめ　かたくりこ　あぶら　ごま

たまご　かまぼこ　とりにく　とうふ

さば　ぎゅうにゅう

ほうれんそう　にんじん　もやし　ごぼう

たまねぎ　こまつな　ねぎ

こめ　さとう　しらたき

キャベツ　たくあん　いんげん　たけのこ

しいたけ

こめ　あぶら　さとう　ごま　じゃがいも

つきこんにゃく

わかめ　かまぼこ　ベーコン　ぎゅうにゅう

とうもろこし　にんじん　きゅうり　キャベツ

たまねぎ　セロリ　マッシュルーム　トマト

こめ　さとう　あぶら　ごまあぶら　ごまこめ　さとう　ごまあぶら　ごま　しらたき

じゃがいも　ごま　あぶら

ぶたにく　あぶらあげ　だいず　みそ

ぎゅうにゅう

とうな　もやし　にんじん　こまつな　えのきたけ

たまねぎ

こめ　かたくりこ　じょうしんこ　ふ　あぶら

さとう　ごま　じゃがいも

とりにく　ハム　ぶたにく　ぎゅうにゅう

もやし　キャベツ　こまつな　しめじ　ピーマン

きりぼしだいこん　にんじん　しいたけ　ごぼう

たけのこ　みずな　きぬさや

たまご　ツナ　ぶたにく　とうふ　みそ　ひじき

かつおぶし　ぎゅうにゅう

きりぼしだいこん　キャベツ　きゅうり　

にんじん　こまつな　だいこん　ねぎ　ごぼう

えびたけのこフライ

687kcal/810kcal

683kcal/799kcal

29g/33.7ｇ

あ
か

き

★エネルギー・たんぱく質・塩分の表示は、左側が小学校、右側が中学校です。　　　　　　

2.2g/2.6g2.5g/2.9g

22.2g/25.6ｇ

2.6g/3.0g 2.5g/2.8g2.2g/2.4g

ごはん むぎごはん ごはん ごはん
ヨーグルト

637kcal/831kcal

ビビンバのぐ（にくいため）

24g/27.7g

27.7g/33.7

ごじる はるやさいのたまごとじに

685kcal/809kcal

ちゅうかコーンスープ

611kcal/730kcal

24.2g/27.9ｇ

661kcal/780kcal

25.7g/29.9g

2.3g/2.7g

25.3ｇ/33.7g

とりごぼうじる

さばのみそに

17.9g/21.2g26.4g/30.5g

2.3ｇ/2.9g 2.1g/2.5g 3.0g/3.3g

こまつなとうちまめのみそしる

ごはん ごはん

615kcal/768kcal

ごはん
じゃがいものそぼろに

665kcal/792kcal617kcal/722kcal

月 火 水 木

とりにくのてりやき

あ
か

金

ししゃものなんばんづけ（２ほん）

き

み
ど
り

686kcal/816kcal

27g/31.6g

わかめじる

とりにく　かまぼこ　かつおぶし　わかめ

なまあげ　みそ　ちりめんじゃこ　ぎゅうにゅう

こまつな　キャベツ　もやし　にんじん　ねぎ

えのきたけ　だいこん

き

あ
か

とりにくのからあげ
ゆかりふりかけ

ごはん

み
ど
り

こめ　あぶら　しらたき

ひじきふりかけ みかんゼリー

ぶたにくとくるまふのあげに

ミネストローネ
コーンライス

だしまきたまご ハンバーグオニオンソース

2.3g/2.8g

ごはん

さけのてりやき

さわにわん とんじる

下田学校給食共同調理場
Tel  （46）4615
Fax （46）4615

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。

2017年

★食器は正しくおきます。
盛り付け表を参考にお膳のかたちにします。

○×

ごはんとおかずを交
互に食べると、それ
ぞれがよりおいしく
なるよ！

食器をきちんと
持って食べま
しょう。

主菜は
おくの右

副菜は
おくの左

ごはんは
手前の左

お汁は
手前の右

「いただきます」
「ごちそうさま」は
心をこめてあいさ
つをしましょう。 背すじを伸ばし

て食べましょう。

白衣はボタ
ンをしめ、
エプロンは
ひもを結び
ましょう。

手は石けんでしっか
り洗い、きれいなハ
ンカチでふきましょ
う。

帽子をきちんとかぶ
ろう。

マスクを
しっかりつ
けよう。

床はホコリやゴミだけ
でなく、目に見えない
キンで汚れているよ！
食器などはきれいにふ
いた配膳台の上に置こ
う！！

栄養たっぷりの具
が、たくさん下にし
ずんでるよ。
よく混ぜながら盛っ
てね！みんなに同じ
量の具が入るように
しよう。

食器やトレー
に食べかすや
ゴミなどがつ
いてないよう
にしましょう。

きまりを守って楽しい給食の時間にしましょう。

食器やはしは、
みんなが使う
ものだから、
大切に使おう。

みんなで協力
して、準備をし
ましょう。

４月 きゅうしょくだより ②


