
２０１７年

例 7
こ
ん
だ
て

エネルギー

たんぱく質

塩分
ドリンクタイム

10 チーズ（中のみ） 11 ヨーグルト 12 おいわいデザート 13 14

こ
ん
だ

て

エネルギー

たんぱく質

塩分
ドリンクタイム

にんじん　たまねぎ　セロリ

こめ　さとう　じゃがいも　

とうふ　かまぼこ　あぶらあげ　

にんじん　さやいんげん　だいこん　ねぎ れんこん　たけのこ　かんぴょう

ポトフ

705kｃａl / 901kcal

26.0g / 34.7g 

3.1g/ 4.2g

ごはん　はるきゃべつの

いかのてりやき

ごはん　みそかきたまじる ポークカレーライス

きゃべつメンチカツ じゃこときゃべつのサラダ
チーズ（小２こ、中３こ）

ぎんざけのてりやき
ほうれんそうサラダ
ハンバーグケチャップソースかけ

ごしょくあえ

とうもろこし　きゃべつ　きゅうり　にんじん

3.5g/ 4.1g

ひじきのいりに かんきつくだもの

こめ　かたくりこ　こむぎこ　あぶら　
じゃがいも　バター　マーマレードジャム

たまねぎ　しめじ　ブロッコリー　

体を成長させるもとになる食品

き

み
ど
り

あ
か

体のちょうしをととのえる食品

コーンライス　クリーム　

19.9g / 24.8g

3.5g/ 4.2g 2.6g/ 3.0g 3.5g/ 4.3g

　　ごはん　　　しるもの

にゅうがくおいわいこんだて

こめ　じゃがいも　ごま　あぶら　
さとう

かんきつくだもの

ぶたにく　だいず　ちりめんじゃこ　チーズ

ちくわ　ぶたにく　とうふ　たまご　みそ
ぎゅうにゅう　ひじき　だいず　さけ

にんじん　たまねぎ　グリンピース

ほうれんそう　ねぎ　のざわな　 りんご　きゃべつ　こまつな　とうもろこし

きゃべつ　たまねぎ　にんじん　

こめ　むぎ　じゃがいも　あぶら
ごま　パンこ　こむぎこ

620kｃａl / 711kcal

32.6g / 37.5g

2.6g/ 2.9g

ぎゅうにゅう　さけ　かまぼこ　わかめ

（むぎごはん）

み
ど
り

608kｃａl / 775kcal

27.9g / 32.6g

671kｃａl / 778kcal

27.0g / 31.6g

669kｃａl / 801kcal

シチュ―

とりにく　ひじき　ハム　ベーコン

22.2g / 26.6g 

チーズ　ぎゅうにゅう　生クリーム

月 火 水 木 金

ひじきマリネ
マーマレードチキン

副菜（ふくさい）
主菜（しゅさい）

ちらしずし　すましじる
さけのふりかけ

711kｃａl / 840kcal

体をうごかすエネルギー
のもとになる食品

だいずペースト　みそ　ヨーグルト

あ
か

ぎゅうにゅう　いか　ぶたにく　なまあげ

さやいんげん

ぎゅうにゅう　ハム　ウィンナー　チーズ

とうもろこし　えのきたけ　しらたき　もも　

ほうれんそう　きゃべつ　にんじん

とりにく　ぶたにく

ほうれんそう　きゃべつ　とうもろこし

き こめ　あぶら　さとう　じゃがいもこめ　さとう　

小基準623kｃａl / 中801kcal

小基準23.4g / 中30.0g 

小基準2.3g以下/ 中2.7g以下

ドリンクタイム

しめじ　こんにゃく

ごはん　　ごじる

かわりきんぴら

４月 給食だより ①

嵐南小学校調理場

ＴＥＬ （33）2124

ＦＡＸ （33）2125

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

★小学校

７日（金）・・・・２～６年給食開始

１２日（水）・・・１年生給食開始

２３日（日）・・・学習参観のため給食あり

★中学校

７日（金）・・・・２～３年給食開始

１０日（月）・・・１年給食開始

２４（月）～２６（水）・・３年生給食なし

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。

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。

三条市の学校給食は、主食をご飯とする主菜・副菜がそろった
「お膳のかたち」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。

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。

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
もよい上、生産者の方を身近に感じることで
「感謝の心」が育ちます。

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。

　 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

小学１年生のみ、
4・5月の2か月間のド
リンクタイム（給食と
ば別に牛乳を飲む時
間）は100㏄の牛乳に
なります。なお、毎週
金曜日は、給食にお茶
が付くためドリンクタ
イムはありません。

○職員数
栄養士・・・・・１名
調理士・・・・２０名

○食数
嵐南小学校・・・９５０食
第一中学校・・・５３０食

○総食数 約1,４８０食

都合により、献立の一
部が変更になる場合があ
ります。

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
人間性を育み、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。



２０１７年

17 18 （中のみ）こざかな 19 20 21

こ
ん
だ
て

エネルギー

たんぱく質

塩分
ドリンクタイム

23 (日）小学校給食あり 25 26 27 （中のみ）ヨーグルト 28

こ
ん
だ
て

エネルギー

たんぱく質

塩分
ドリンクタイム

こんにゃく　ゆかり

638kｃａl / 780kcal

25.9g / 31.4g

2.1g/ 2.4g

こめ　さとう　かたくりこ　あぶら

そぼろに

あぶら　アーモンド

じゃがいも　ごま

とりにく　ツナ　のり　がんもどき
ちりめんじゃこ

ほうれんそう　きゃべつ　にんじん

たけのこ　たまねぎ　さやえんどう

589kｃａl / 700kcal

のりずあえ
とりにくのからあげ

ゆかりちりめん
ごはん　はるやさいの

にもの

こめ　むぎ　あぶら　さとう　ごま
ごまあぶら

ぎゅうにゅう　わかめ　ししゃも
ツナ　なまあげ　みそ

とうもろこし　なめこ　ねぎ　えのきたけ

わかめごはん　さんさい

もやし　たまねぎ　かんきつくだもの

きゃべつ　ほうれんそう　にんじん

スープ

ごはん　　とんじる

コーンひたし
ししゃもフライ（２ほん）

火

にんじん　キムチ　もやし　きゅうり

2.2g/ 2.6g

月

かつおのいそべたつたあげ

642kｃａl / 761kcal

き こめ　むぎ　あぶら　さとう　

み
ど
り

たまねぎ　にんじん　セロリ　マッシュルーム

とうもろこし　りんご　みかん　もも

きゃべつ　きゅうり　わかめ　こんぶ　とさかのり

あ
か

ぶたにく　とりにく　だいず　わかめ
かまぼこ　ヨーグルト

2.8g/ ー

20.4g / ー

キーマカレー

640kｃａl / ー

かいそうサラダ

667kｃａl / 821kcal

き こめ　あぶら　じゃがいも　さとう

（むぎごはん）

フルーツのヨーグルトあえ

み
ど
り

きゃべつ　もやし　きゅうり　だいこん

にんじん　ごぼう　ねぎ　こんにゃく

あ
か

たけのこ　えのきたけ　ほうれんそう

ぎゅうにゅう　かつお　ぶたにく　とうふ　
みそ　あさり　かつおぶし　あおのり　

26.6g / 34.5g

2.3g/ 3.0g

32.2g / 38.1g

とうふ　たまご　ちりめんじゃこ

木

あさりのつくだに

ゆかりあえ もやしのちゅうかあえ ごまずあえ
あつやきたまごぎょうざ（２こ）

じゃこふりかけ

はるきゃべつのこんぶあえ

水

ごはん　じゃがいもの

ごもくきんぴら
さわらのてりやき

ごはん　あおなとうちまめの

なのはなあえ

金

なめこ　だいこん　ねぎ　こまつな

ぶたにくとくるまふのあげに

ひじきふりかけ
ごはん　なめこじる

　　　　 　　　　　　　　

こまつな　もやし　にんじん　だいこん

ごぼう　しめじ　こんにゃくきりぼしだいこん　ほうれんそう　にんじん

2.2g/ 2.6g

ごはん　けんちんじる

ぎゅうにゅう　さば　みそ　たまご
かまぼこ　あぶらあげ　とうふ　とりにく　ヨーグルト

631kｃａl / 800kcal

28.3g / 37.0g

こめ　かたくりこ　くるまふ　あぶら
さとう　

さばのみそだれかけ
ビビンバのぐ（ナムル）

きゃべつ　きゅうり　にんじん　たくあん

658kｃａl / 779kcal

26.0g / 29.8g

2.7g/ 3.2g

ぎゅうにゅう　ぶたにく　だいず
こんぶ　とうふ　みそ　ひじき　かつおぶし

みそしる

きゃべつ　えのきたけ　たまねぎ

こんにゃく

580kｃａl / 700kcal

22.0g / 26.9g

2.5g/ 2.9g

グリンピース　しらたき

25.1g / 29.5g

じゃがいも

あぶらあげ　だいず　

ぎゅうにゅう　ぶたにく　わかめ　なると
えび　ほたて　

こまつな　わらび　みずな　うど　たけのこ　えのきたけ

ぜんまい　たけのこ　しいたけ　

3.1g/ 3.7g 2.5g/ 2.8g

こめ　あぶら　さとう　ごま

1.9g/ 2.1g

こめ　あぶら　さとう　じゃがいも

ビビンバのぐ（にくいため）
かんきつくだもの
むぎごはん　うみのさち

27.6g / 31.8g

きりぼしだいこん　もやし　ほうれんそう

にんじん　たまねぎ　しいたけ

たまご　ツナ　ぶたにく　ちりめんじゃこ

キムチチャーハン

ねぎ　

こめ　あぶら　はるさめ　さとう

633kｃａl / 806kcal

ごまあぶら　ごま　かたくりこ　こむぎこ

ぎゅうにゅう　ぶたにく　とりにく　ハム

じる

24.7g / 28.7g

こめ　さとう

サンラータン

ぎゅうにゅう　さわら　さつまあげ　ぶたにく　

さやいんげん　ごぼう　にんじん　こまつな

604kｃａl / 715kcal

こめ　ごま　さとう　じゃがいも

４月 給食だより ②

嵐南小学校調理場

ＴＥＬ （33）2124
ＦＡＸ （33）2125

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

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。

○×

白衣はボタ
ンをしめ、エ
プロンはひも
を結びましょ
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！！

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！

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。

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」

心を込めて
あいさつをします。

お

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。

おちゃ

おちゃ


