
２０１７年

例 7

こ
ん
だ
て

ドリンクタイム

エネルギー

たんぱく質

塩分

10 （中）ヨーグルト　 11 12 おいわいデザート 13 14 ※二中３年なし
こ
ん
だ
て

ドリンクタイム

エネルギー

たんぱく質

塩分

　むぎごはん　なめこじる

26.8g/31.7g

副菜（ふくさい）
主菜（しゅさい）

すずきしおやき ハンバーグﾊﾞｰﾍﾞｷｭｰｿｰｽ

　　ごはん　　　しるもの

ほうれんそうサラダ もやしのちゅうかあえ

ドリンクタイム

おかかあえ こまツナサラダ

金

そくせきづけ
やきにくどんのぐ

月 火 水 木

み
ど
り

605kcal/733kcal

小基準2.3g以下/ 中2.7g以下 2.9g/3.4g
あ
か

小基準23.4g / 中30.0g 

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

だいず　　ジョア
ぶたにく　　こんぶ　　　あつあげ

こめ　　むぎ　　こめあぶら　　さとう

     （中）こざかな

小基準623kｃａl / 中801kcal

のもとになる食品

とりのからあげ

にら　　　エリンギ　　しょうが　　にんにく

にんじん　　たまねぎ　　ごぼう

ごま　　ごまあぶら　　じゃがいも

こまつな　　キャベツ　　なめこ　　ほうれんそう

かいそうサラダ

ひじきふりかけ

き 体をうごかすエネルギー

キャベツメンチカツ ぶたにくとあつあげにプルコギふう

　ごはん　　　　　じる 　　ごはん　　　コーン　 　ずし　　　　すましじる 　　ごはん　　　ポトフ 　ライス　　　　シチュー
　ゆかり　　　どさんこ 　　　　　　　ちゅうか 　ちらし　　　　ゆばいり 　コーン　　　　クリーム

スープ 　　　　　　　　　じる

695kcal/906kcal 672kcal/786kcal 615kcal/706kcal 694kcal/833kcal 710kcal/832kcal

24.5g/31.0g 26.4g/30.6g 27.0g/31.7g 25.2g/30.0g 23.5g/30.7g

2.9g/3.4g 2.3g/2.8g 2.8g/3.4g 2.8g/3.4g 3.6g/4.5g
あ
か

ぶたにく　　チーズ　　ハム　　 あつあげ　　ぶたにく　　　ハム すずき　　かまぼこ　　　かつおぶし ぶたにく　　とりにく　　ツナ　ベーコン とりにく　わかめ　かまぼこ　　チーズ
なると　（中）ヨーグルト　　ぎゅうにゅう とりにく　　ぎゅうにゅう ゆば　　ぎゅうにゅう ひじき　　かつおぶし　ぎゅうにゅう　　 ベーコン　　とりにく　　ぎゅうにゅう　こざかな

み
ど
り

ほうれんそう　　　キャベツ　　にんじん たまねぎ　　ピーマン　　にんにく れんこん　　にんじん　　ほうれんそう たまねぎ　　　にんにく　　りんご　レモン とうもろこし　　キャベツ　　こまつな

たまねぎ　　こまつな　　とうもろこし しょうが　　もやし　　にんじん　きくらげ キャベツ　　　もやし　　とうもろこし キャベツ　　にんじん　　こまつな にんじん　　　ほうれんそう

にんにく　 こまつな　　とうもろこし　　しいたけ　チンゲンサイ ごぼう　　ねぎ　　しいたけ　きぬさや だいこん　ほうれんそう　　セロリ しめじ

こめ　　さとう　　　 こめ　　さとう　　こめあぶら　　 こめ　　かたくりこ　　こめあぶら
さとう　　　バター ごま ごま　　 さとう　　じゃがいも

き こめ　　こむぎこ　　こめあぶら こめ　　ごまあぶら　　さとう　　

コーヒーパウダー

 

一ノ木戸小 ２～６年 ７日 

           １年 １２日 

第二中     ２～３年 ７日 

          １年 １０日 

 

 給食のお米は、三条産コシヒカリ七分つき米を使用しております。都合により、献立の一部が変更になる場合があります。 

 ４月給食だより① 

 
 
 

おちゃ 
 

一ノ木戸小学校調理場 

ＴＥＬ（33）7253 
 ＦＡＸ（33）7263 

ジョア 
 

 期待に胸をふくらませ、希望に満ちた新年度の始まりです。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、最も重要なのが
毎日の「食事」です。安全でおいしく、栄養満点な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。 
今年度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。 

○職員数 
 栄養教諭・・・・・１名 
 調理士 ・・・・１５名 
○食数 
 一ノ木戸小学校・・約700食 
 第二中学校・・・約350食 
○総食数    約1,050食 

安
全
・安
心
で 

お
い
し
い
給
食
を 

お
と
ど
け
し
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。 
 三条市では、完全米飯給食を実施しています。そして、給食
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。 

　 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。

 

 年間を通じて三条市内で収穫された
新鮮な野菜やくだものが登場します。
地元のものを使うことで、とれたて新鮮
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
になり、地元の農地が荒れるのを防ぐ効
果もあります。給食には、毎月たくさん
の旬が登場します。給食だよりでも紹介
していきます。お楽しみに！ 

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

入学進学お祝いこんだて 

給食開始日 

 給食時間とは別に「ドリンクタ
イム」を設けて牛乳を飲んでいま
す。給食にお茶が提供される日に
はドリンクタイムはありません。
ドリンクタイムの時間は各学校に
より異なります。 

 小学１年生のみ、4・5月の 
2か月間は100㏄の牛乳になります。 

 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。 



２０１６年

17 ※二中３年なし 18 ※二中３年なし 19      いちごゼリー 20 21 　　　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

24 　　　　いちご２こ 25      （中）ミルクゼリー 26 27 28

こ
ん
だ
て

ドリンクタイム

エネルギー

たんぱく質

塩分

じる

わらび　　　せんまい　　　たけのこ

えのきたけ　　こまつな　　ねぎ

こめ　　こむぎこ　　　こめあぶら
じゃがいも

672kcal/839kcal

23.5g/27.9g

2.7g/3.2g

ししゃも　　　だいず　　　ひじき
さつまあげ　　　あつあげ　　ぎゅうにゅう

たくあんあえ 　　　　　　くだもの
さばのみそに ビビンバのぐ しただポークとくるまふのあげに たらのやくみソースかけ ひじきサラダ

くきわかめきんぴら きりぼしだいこんナムル さんじょうやさいのごまあえ

　　　　 　　　　　　　　

月 火 水 木 金

　　　くだもの さんじょうさん

ポークカレー
   ごはん　　　うすくず 　むぎごはん　　わかめ 　ごはん　　　みそしる ごはん　　かきたま （むぎごはん）

キャベツの

じる スープ じる

684kcal/807kcal 601kcal/751kcal 736kcal/873kcal 627kcal/742kcal 658kcal/794kcal

28.2g/32.6g 25.9g/33.9g 30.4g/35.2g 24.8g/29.2g 20.2g/33.5g

3.5g/4.0g 2.3g/3.1g 2.1g/2.4g 2.6g/3.0g 2.8g/3.3g
あ
か

さば　　ぶたにく　　とりにく　　 ぶたにく　わかめ　なると　　とりにく ぶたにく　　　くるまふ　　だいず ほき　　とうふ　　わかめ　 ぶたにく　　　だいず　　　ひじき
くきわかめ　とうふ　　ぎゅうにゅう とうふ　（中）チーズ　　ぎゅうにゅう あつあげ　　ぎゅうにゅう たまご　　　ぎゅうにゅう ハム　　ヨーグルト

み
ど
り

にんじん　　ごぼう　　たけのこ ぜんまい　　たけこの　　　しいたけ こまつな　　もやし　　　にんじん きゃべつ　　　ほうれんそう　　にんじん にんじん　たまねぎ　　マッシュルーム

いんげん　　こまつな　　ねぎ　　しいたけ だいこん　　にんじん　　もやし キャベツ　　ほうれんそう　　 だいこん　　たまねぎ　　　しいたけ にんにく　　しょうが　　りんご

えのきたけ　だいこん　　くだもの えのきたけ　　ねぎ　　チンゲンサイ しめじ　　ねぎ えのきたけ　　 キャベツ　　こまつな　　くだもの

スープ

キャベツ　　　ほうれんそう　　にんじん

とうもろこし　　　たまねぎ　　　しいたけ

こめ　　むぎ　　じゃがいも
ごま　　かたくりこ ごまあぶら　　ごま こめあぶら　　ごま　　じゃがいも じゃがいも　　　かたくりこ

にんじん　　　ごぼう

だいずのいそに

き こめ　　さとう　　ごまあぶら　　 こめ　　こめあぶら　　さとう こめ　　　かたくりこ　　さとう こめ　　　ごま　　さとう　　

　　ごはん　　　たまご

ししゃもカレーフライ
（小１・２年１本、３年～２本）

　　ごはん　　　さんさい

あ
か

わかめ　　　かまぼこ　　ベーコン
たまご　　（中）ミルクゼリー　ぎゅうにゅう

617kcal/773kcal

19.6g/23.4g

1.8g/2.2g

さわら　　　ぶたにく　　とうふ
ぎゅうにゅう

29.1g/34.6g

きくらげ　　　こまつな

2.8g/3.4g

き こめ　　こめあぶら　　さとう

み
ど
り

こんにゃくサラダ
ぎょうざ２こ

こめあぶら　　さとう　　

じゃこフレンチサラダ
チリコンカーネ

　むぎごはん　　ポテト
スープ

キャベツ　　しめじ　　パセリ

こめ　　むぎ　　　こめあぶら　

キャベツ　　きぬさや

こめ　　　さとう　　　ごま　　ごまあぶら

たまご　　　あぶらあげ　　　とりにく
あつあげ　　　くるまふ　　ちりめんじゃこ

たけのこ　　　しいたけ　　　れんこん

ベーコン　　　ぎゅうにゅう

たまねぎ　　にんじん　　マッシュルーム

はるやさいの
　　ごはん　　　にもの

あぶらあげのごますあえ

あつやきたまご
　カレーふりかけ

じゃがいも　　　アーモンドさとう　　　じゃがいも

25.1g/29.5g

2.7g/3.0g

だいず　　　ぶたにく　　　ちりめんじゃこ

きりぼしだいこんやきそばふう

さわらてりやき

　　ごはん　　　とんじる

にんじん　　　ピーマン　　　もやし

だいこん　　ごぼう　　しめじ

もやし　　　こまつな　　　にんじん

582kcal/710kcal

23.4g/28.4g

2.5g/3.0g

にんにく　　しょうが　　こまつな　　

691kcal/827kcal

こまつな　　いちご

こめ　　　こめあぶら　　じゃがいも

　わかめ　　　ちゅうか

ごま

623kcal/735kcal

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。 

 ４月給食だより② 
一ノ木戸小学校調理場 

ＴＥＬ（33）7253 
 ＦＡＸ（33）7263 

  （中）チーズ 

おちゃ 
 

 給食の時間は、食べ物のことや栄養のことを勉強する時間です。１人１人が給食の
きまりと食事のマナーをしっかりと守り、全員で楽しい給食の時間にしましょう。 
 給食の時間は、食べ物のことや栄養のことを勉強する時間です。１人１人が給食の
きまりと食事のマナーをしっかりと守り、全員で楽しい給食の時間にしましょう。 

帽子をきちん
とかぶろう。 

給食当番以外
もマスクを
しっかりつけ
よう。 

手は石けんをつ
かってしっかり
洗い、きれいな
ハンカチでふき
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。 

 

ごはんは 
手前の左 

お汁は 
手前の右 

副菜は 
おくの左 

主菜は 
おくの右 

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

 栄養たっぷりの具が
たくさん下にあるので、
よく混ぜながら盛って
ね！できるだけ均等に
具が入るようにしよう。 

食器やはしは、みんなが
くりかえし使うものです。 
大切にあつかいましょう。 

× ○ 

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！ 

 給食用白衣・帽子についてのお願い 
 子どもは、学校の白衣・帽子を借りて給食当番を行い、

週末に持って帰ります。持ち帰った白衣等は洗濯後、 
アイロンがけをし、ほころびがあったら補修も 
お願いします。週明けに忘れずに持たせて 
ください。次に使う子どもが困らないよう、 
ご協力をお願いします。 

さんじょうたっぷりこんだて 

おちゃ 
 


