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8 9 　　　　　　くだもの 10 11 12 ヨーグルト

こ
ん
だ
て

ドリンクタイム
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たんぱく質
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2.4g　/　2.9g
ししゃも　　あぶらあげ　　ぶたにく
ひじき　　かつおぶし　　ぎゅうにゅう

まっちゃ　　もやし　　こまつな
にんじん　　ごぼう　　　だいこん

こめ　　　こむぎこ　　あぶら　　

26.8g　/　31.6g

あぶらあげのごますあえ
ししゃものこなちゃあげ
（小1･2年1本、３年～２本）

ひじきふりかけ
　ごはん　　　さわにじる

はくさい　　

3.2g　/　3.5g

もやし　　にんじん　　えのきたけ

木 金

たけのこ

たけのこ　　ほうれんそう　　キャベツ

月 火 水

　ちぐさあえ

み
ど
り

635kcal　/　751kcal

あ
か

こめ　　さとう　　あぶら　　こむぎこ

みずな　　えのきたけ　　しいたけ

さとう　　ごま　　

　ごはん　　　すましじる

にんじん　　　たまねぎ　　マッシュルーム

さとう　　

ねぎ　　 きゅうり　　とうもろこし　　くだもの

み
ど
り

しょうが　　キャベツ　　こまつな

き
アーモンド　　ごま

～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。～

　　　　　　とりのてりやき

ぶたレバー　　とりにく　かつおぶし　　とうふ ぶたにく　　　だいず　　　ぎゅうにゅう
あぶらあげ　　あさり　　ちりめんじゃこ　　ぎゅうにゅう　

724kcal　/　851kcal

あぶらあげ　　とりにく　　たまご

676kcal　/　828kcal
27.4g　/　32.4g

はるさめサラダ

ポークカレー

あ
か ツナ　　ヨーグルト　

わかめ　　とうふ　　かまぼこ　　ぎゅうにゅう

き

19.8g　/　23.1g
2.4g　/　3.0g2.9g　/　3.4ｇ

620kcal　/　804kcal

くだもの
キャベツとツナのサラダ

 

コーンおひたしだいずのいそに

（むぎごはん）

　　　　　たいやきアイス

　ゆかりちりめん

　　ごはん　　あさりいり
　　　　みそしる

こめ　　かたくりこ　　あぶら　　じゃがいも

しょうが　　にんにく　　キャベツ

30.1g　/　35.2g

にんじん　　とうもろこし　　だいこん

こめ　　じゃがいも　　あぶら　　

ツナとわかめのあえもの

　　ごはん　　うちまめいり

ますのしおやき

　　ごはん　　けんちんじる

みそしる

こまつな　　だいこん　　ねぎ

こめ　　さとう　　あぶら　　ごま
じゃがいも

にんじん　　ごぼう　　　だいこんたまねぎ　　　ピーマン　　しょうが

28.3g　/　32.7g 29.9g　/　35.1g
2.2g　/　2.6g

ます　　だいず　　　ひじき　　さつまあげ

とうふ　　とりにく　　ぎゅうにゅう

にんにく　　もやし　　きゅうり　　にんじん

ぶたにくのとくせいソースいため

647kcal　/　767cal

ねぎ　　しいたけ　

くだもの

こめ　　さとう　　あぶら　　ごまあぶら

2.6g　/　3.0g
ぶたにく　　わかめ　　　ツナ　　だいず
とうふ　　あぶらあげ　　ぎゅうにゅう

660kcal　/　781kcal

じゃがいも

いかのてりやき

　　ごはん　　マーボー
　　　　あつあげ

706kcal　/　832kcal
35.1g　/　41.1g

こめ　　　ごまあぶら　　　さとう
あぶら　　かたくりこ

レバーとポテトのアーモンドあえ

2.5g　/　2.9g
いか　　ハム　　　あつあげ　　　ぶたにく

ぎゅうにゅう

たまねぎ　　　にら　　ねぎ　　しいたけ
ほうれんそう　　　にんじん　　　キャベツ

もやし　　しょうが　　にんにく　　たけのこ

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。

2017年
一ノ木戸小学校調理場
ＴＥＬ（33）7253
ＦＡＸ（33）7263

おちゃ

八十八夜こんだて

５月給食だより①

こどもの日こんだて

新緑がまぶしい季節になりました。新しい学年での学校生活には慣れましたか？いろいろな行事が本格的に始まり、
つかれもたまってくる頃です。好き嫌いしないで何でも食べて、元気な体で毎日を過ごせるようにしましょう。

エネルギーとして、体を動か
すもとになります。
黄色のなかまには、ごはん、

パン、めんなどがあります。

・頭がはたらかない。

・力が出ない。

・体温が上がらない。

筋肉や骨、血液など体をつくる
もとになります。
赤色のなかまには、魚、肉、卵、
大豆などがあります。

・骨がよわくなり、おれやすくなる。
・貧血になったり、つかれやすくなっ
たりする。
・身長や体重が増えにくくなる。

体の調子をととのえ
て、病気やストレスか
らまもってくれます。
緑のなかまには、や
さいやくだものなどが
あります。

・気分がイライラする。

・かぜや病気にかかり

やすくなる。

・べんぴになる。主菜副菜

主食 汁物

　 かんたんに栄養のバランスのとれた
食事をするには、左のようなおぜんの
形で食事をするのがおすすめです。黄
色の食べ物は主食、赤の食べ物は主
菜、緑の食べ物は副菜や汁物の材料
になるからです。ふだんからおぜんの
形で食事をするようにしましょう。

　給食だよりに、黄・赤・緑の食
べ物をグループ分けして表示
してあります。給食だよりを見
て、バランスよく食べましょう。

　給食だよりに、黄・赤・緑の食
べ物をグループ分けして表示して
あります。給食だよりを見て、バ
ランスよく食べましょう。

～旬を食べよう！～

三条では、栄地区の吉野屋が産地として有名で、主

に生産される孟宗竹（もうそうちく）という品種は、

アクが少なく食べやすいと人気です。

たけのこ特有のアミノ酸であるチロシンは、脳を活

性化し活力を増します。整腸

作用のある食物繊維と、血圧

上昇を抑えるカリウムも豊

で、生活習慣病予防にも効果

的です。

いろいろな料理で、旬の味

を楽しく味わってください！

小学校１年生は、今月も100ｃｃ
入りの牛乳が届きます。



15 ※　二中なし 16 17 　れいとうみかん 18 19 　いちごのムース
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29 アップルシャーベット 30 （中）チーズ 31 基準

こ
ん
だ
て

ドリンクタイム

エネルギー

たんぱく質

塩分

こめ　　じゃがいも　　かたくりこ

たまねぎ　　　えのきたけ　　しいたけ

ほしかぶとぜんまいのにもの

　　ごはん　　なめこじる

684kcal　/　807kcal
24.3g　/　28.0g
3.3g　/　3.8g

27.8g　/　36.9g 25.1g　/　29.0g 

ぶたにく　　　ぎゅうにゅう ツナ　　　ベーコン　　　たまご　　ぎゅうにゅう

にんにく　　しょうが　　　もやし　　にんじん

あ
か

そくせきづけ

ぶたにく　　　だいず　　　チーズ

たまねぎ　　　にんじん　　　しょうが

650kcal　/　761kcal

スープ

きゅうり　　　キャベツ　　　にんじん

2.5g　/　3.6g 2.4g　/　2.9g

スープ

　　　　　　　　　トマトと
　ごはん　　　わんたん 　むぎごはん　　たまごの

ごま　　　じゃがいも

えびとあつあげのチリソース だいずいりドライカレー
バンサンスー

－　/　4.5g 2.2g　/　2.6g 3.1g　/　3.6g

だいこんな しめじ　　　マッシュルーム

とうもろこし　　　たまねぎ　　　キャベツ
きゅうり　　　とうもろこし　　　ほうれんそう ねぎ　　　しいたけ　　きぬさや にんじん　　　こまつな　　　アスパラガス

ぶたにく　　　とりにく　　　ツナ
かまぼこ　　ウィンナー　　あさり　　ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう

こめ　　　さとう　　　あぶらこめ　　　ごまあぶら　　　さとう こめ　　　さとう　　　かたくりこ　　　ごまあぶら

トマト

ごま　　　じゃがいも ごま　　　 じゃがいも　　　あぶら　　　こむぎこあぶら　　ごま　

み
ど
り

たまねぎ　　　にんじん　　　キャベツ ふき　　　にんじん　　　ごぼう たけのこ　　にんじん　　　たまねぎ

き こめ　　　あぶら　　　さとう　　　こむぎこ

ピーマン　　　しょうが　　にんにく
こまつな　　もやし　　えのきたけ　　ねぎ

　ライス　　　クリームに

2.9g　/　3.8g

676kcal　/　797kcal

こまつな　　　キャベツ　　　にんじん

607kcal　/　787kcal

たまご　ちりめんじゃこ　かつおぶし　ぎゅうにゅう

2.6g　/　3.1g

ベーコン　　チーズ　　ぎゅうにゅう

あ
か

だいず　　　ぶたにく　　　チーズ　　わかめ あじ　　とりにく　　　ゆば　　　なると ぶたにく　　　いか　　ハム　　わかめ たら　　　だいず　　　わかめ　　とうふ

　ごはん　　　　　ローネ スープ 　　　　　じる

なると　　とりにく　　とうふ　　ぎゅうにゅう

さとう　　　じゃがいも

ハンバーグオニオンソース

604kcal　/　707kcal 617kcal　/　729kcal

こめ　　　こむぎこ　　　あぶら　　　ごま

　むぎごはん　　わかめ 　　ごはん　　　かきたま 　　コーン　　　アスパラ

き せきはん　　　ごま　　　ノンエッグマヨネーズ ごはん　　　かたくりこ　　　じゃがいも こめ　　　はちみつ　　　ノンエッグマヨネーズ こめ　　さとう　　あぶら　　　じゃがいも

ほうれんそう　　　もやし　　にんじん

きぬさや　　　たけのこ　　えのきたけ とうもろこし　　　しいたけ　　こまつな えのきたけ　　ほうれんそう　　みかん

たまねぎ　　　ほうれんそう　　　だいこんみ
ど
り

ぜんまい　　　にんじん　　　しいたけ キャベツ　　　　きゅうり　　　にんじん にんじん　　　こまつな　　　ねぎ

あつあげ　　　

こまつな　　　キャベツ　　　しめじ

もずく　　あぶらあげ　　とうふ　　ぎゅうにゅう ベーコン　　ちりめんじゃこ　　ぎゅうにゅう

だいこん　　キャベツ　　きゅうり

　　ごはん　　　　たまご

27.9g　/　- 30.4g　/　35.4g 

スープ

あ
か

さけ　　さつまあげ　　　わかめ　　とうふ とりにく　　ふ　　　ひじき　　　だいず

626kcal　/　754kcal

　　　　　　　　ポトフ

　わかめ　　　ちくぜんに
　　　　　　　　　　じる 　　ごはん　　　はるやさいの

月

　　　　　　ちゅうか   ごはん　　　　もずく
　せきはん　　わかたけじる

－　/　30.6g 25.8g　/　30.1g 28.0g　/　32.7g 28.9g　/　33.7g 21.2g　/　29.5g

しょうが　　　にんにく　　　ねぎ
にんじん　　　ごぼう　　　たけのこ

しめじ　　セロリ　　　 きぬさや　　　とうもろこし

たまねぎ　　　キャベツ　　　かぶ

22.0g　/　29.5g

ぎゅうにゅう ツナ　　ベーコン　　たまご　　ぎゅうにゅう

2.5g　/　- 2.8g　/　3.1g
わかめ　　　かつお　　　ツナ　　とりにくとりにく　　　ちりめんじゃこ　　　ツナ

2.0g　/　2.4g 3.1g　/　3.6g
オムレツ　　ハム　　　ウィンナー

ごま　　　わんたん

えび　　あつあげ　　　ハム　　

にら　　ねぎ　　しいたけ　きくらげ　　りんご　 キャベツ　　　トマト　　マッシュルーム　　ほうれんそう

～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。～

だいこん　　　なめこ　　　こまつな

ねぎ　　　

こめ　　さとう　　　ごま　　　じゃがいも

だいずのスパイシーまき

　　ゆかり　　　ミネスト 　　ごはん　　すましじる

き こめ　　　さとう　　　あぶら　　ごまあぶら

ごまあえ
たらとだいずのレモンあえ

しゃきしゃきポテトサラダ

み
ど
り

きゅうり　　　チンゲンサイ　　はくさい にんにく　　きゅうり　　　とうもろこし

あじのさいきょうやき

こめ　　あぶら　　　さとう　　　じゃがいも

こまツナサラダ

1.9g　/　2.1g

くるまふのねぎソース とりにくしおこうじ かつおごまソースさけのわかくさやき

626kcal　/　-
26.8g　/　30.9g

ふきのいりに こまつナムル

　　ゆばいり

22.8g　/　26.2g

717kcal　/　915kcal

たけのこあんかけどんのぐ

－　/　867kcal

副菜（ふくさい）
主菜（しゅさい）

ひじきサラダ

　　　　　こざかな

じゃこなふりかけ

ごま　　　アーモンドさとう　　ごまあぶら　　じゃがいもあぶら　　さとうさとう　　　

　ごはん　　　（がめに）

690kcal　/　819kcal 636kcal　/　752kcal

金

カレーふりかけ　　　カレーやき

こまつなおかかあえじゃこサラダ
オムレツケチャップソース
　しょうゆフレンチ

ごましお

かいそうサラダ

751kcal　/　886kcal

火

のもとになる食品

　　ごはん　　　しるもの

とりにく　　　こんぶ　　　とうふ

小基準623kｃａl / 中801kcal

小基準2.3g↓/ 中2.7g↓

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

あぶらあげ　　　ぎゅうにゅう

小基準23.4 / 中30.0g 

水 木

チキンカツみそだれかけ

２０１7年
一ノ木戸小学校調理場
ＴＥＬ（33）7253
ＦＡＸ（33）7263

三条まつりこんだて 食育の日・旬を食べようこんだて

おちゃ

おちゃ

５月給食だより②
好き嫌いなくバランスよく食べることが健康のために大事だとわかっていても、人にはそれぞれ苦手な食

べ物があるかと思います。しかし、苦手だからといってかたよった食べ方を長い間続けていれば、体に不調
がおこってしまいます。体に不調がおこる前に、今から少しずつ好き嫌いをなおしていきましょう。

かたよった食事を続けると困ったことが・・・

油や肉製品のとりすぎは、肥満やド
ロドロ血の原因になり、様々な生活習
慣病を引き起こします。

生活習慣病
小魚や乳製品を食べずにいると、カ

ルシウムや鉄分などのミネラルが不
足し、骨折しやすくなったり、貧血に
なったりします。

ミネラルの不足

野菜やいも類を食べずにいると、
食物繊維が不足し、便秘になり、腸
に汚れがたまり、大腸がんなどを引
き起こします。

食物繊維の不足

野菜や果物を食べずにいると、ビタ
ミン類が不足し、かぜや病気にかか
りやすくなったり、皮膚が弱くなったり
します。

ビタミンの不足 主食とおかずを交互に食べよう
最近、食事の時に、ごはんならごはんだけ、おかずならおかずだけ、お汁ならお汁だ
けと同じものをたて続けに食べる「ばっかり食べ」をしている子が目立ちます。これで
は、日本独特の「口中調味」ができず、食べ残しにもつながります。主食とおかずを交
互に食べると、口の中で味を調和させることができ、味のない白いごはんとも味のバラ
ンスがとれて、おいしく食べることができます。

減塩こんだて

もずくや
じゃこ等の
素材の塩味
をいかそ

減塩ポイント

“減塩献立の日”
始めます

子どもの頃から薄味の習慣
を身につけることは、将来の高
血圧症などの予防につながり
ます。

三条市の学校給食は、これ
までも素材をいかした薄味を心
がけてきましたが、今月から、
その月で最も塩分の少ない日
を“減塩献立の日”として紹介
します。

減塩ワンポイントもあわせて
紹介しますので、ぜひご家庭で
も参考にしてください！


