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5 　　　こざかな 6 7 8 9 　　　アップルシャーベット

こ
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～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。～

にんじん　　えのきたけ　　

21.8g　/　－

こめ　　あぶら　　ごまあぶら　　ごま
こむぎこ　　じゃがいも

3.1g　/　－
ぶたにく　　わかめ　　　なると
とりにく　　とうふ　　ぎゅうにゅう

ねぎ　　にんにく　　はくさい　　だいこん
にんじん　　　たまねぎ　　　にんにく

かぶ　　こまつな　　　トマト

とりにく　　　わかめ　　かまぼこ　　チーズ

ベーコン　　　あさり　　　ぎゅうにゅう

みかん　　キャベツ　　　きゅうり

はるまき

　キムタク　　わかめ
　　ごはん　　　スープ

691kcal　/　－

きんぴらどんにして食べよう！

にんじん　　　ごぼう　　　ねぎ　　しょうが

こめ　　　かたくりこ　　　　あぶら

745kcal　/　880cal
28.6g　/　30.6g

マーマレードチキン

　　ごはん　　あさりいり

28.5g　/　32.7g 
3.2g　/　3.7g

だいこん　　きゅうり　　　キャベツ

ほうれんそう

むぎ　　こめ　　あぶら　　　さとう
ごま　　さとう　　じゃがいも

そくせきづけ

　むぎ　　ほうれんそうの
　　ごはん　　　みそしる

　　　ふ～スープ
　　ライス　　クリームに

わらび　　たけのこ　　ほうれんそう

きんぴらどんのぐ

23.3g　/　29.0g
3.2g　/　4.0g3.1g　/　-

27.8g　/　-

パセリ　こまつな　　キャベツ　　しめじ

3.0g　/　3.4g
ぶたにく　　　こんぶ　　とうふ
あぶらあげ　　ちりめんじゃこ　　ぎゅうにゅう

ほうれんそうサラダ

アジフライトマトソース

　　コーン　　えだまめ

だいずとひじきのチーズやき

　ごはん　　しおちゃんこ

あ
か ぎゅうにゅう

ぶたにく　　なると　　ちりめんじゃこ

き

 

こまつなおかかあえかいそうサラダ

611kcal　/　751kcal

こまつナムル

ゆかり

み
ど
り

にんにく　　たまねぎ　　にんじん

き

カレーふりかけ

ひじき　　　だいず　　　ぶたにく　　チーズ アジ　　チーズ　　ハム　　　ベーコン
ツナ　かつおぶし　とりにく　ふ　ぎゅうにゅう

636kcal　/　-

たまご　　　ハム　　あつあげ

629kcal　/　764kcal

ほうれんそう　　キャベツ　　　こまつな

はくさい　　にら　　しいたけ　　ねぎ えだまめ　　マッシュルーム　　しめじ

こめ　こむぎこ　　あぶら　　さとう

きゅうり　　　キャベツ　　かぶ

651kcal　/　773cal

ごま　　じゃがいも
こめ　　あぶら　　　さとう　　　

とうもろこし　　　トマト　　りんご

じゃがいも　　

ミネストローネ

25.1g　/　30.2g

きゅうりのかふうづけ

　ごはん　　　あつあげ

小基準2.3g↓/ 中2.7g↓

ごもくあつやきたまご

み
ど
り

ちゅうかに

あ
か

あぶら　　アーモンド

こまつな　　もやし　　にんじん
たけのこ　　きくらげ　　ねぎ

こめ　　　さとう　　ごまあぶら　　ごま

　   ごはん　　　　しるもの

月 火 水

副菜（ふくさい）

金

さんさいきんぴら
主菜（しゅさい） さけのあまみそやき

　　ごはん　　いそかじる

木

チンゲンサイ　しょうが　　なると

2.5g　/　2.8g

ごぼう　　にんじん　　いんげん

小基準623kｃａl / 中801kcal

じゃがいも

1.9g　/　2.1ｇ
さけ　　ぶたにく　　　のり　　あつあげ
ぎゅうにゅう

624kcal　/　739kcal
小基準23.4 / 中30.0g 25.6g　/　30.3g

えのきたけ　　ねぎ

体をうごかすエネルギーの こめ　　　あぶら　　　さとう　

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

もとになる食品

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

おちゃ

おちゃ

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

★ 7日（水） ・ ８日（木）

第二中なし

★20日（火）

第二中なし

★２２日（木）・２３日（金）
一ノ木戸小６年なし

★２９日（木）

一ノ木戸小５年なし

★３０日（金）

一ノ木戸小５年なし

一ノ木戸小1年

保護者試食会

６月給食だより①

丈夫な歯を作るには、歯の原料になるカルシウムはもちろん様々な栄養素

の働きが必要です。一番大事なポイントは「バランスのよい食事」です。

歯を丈夫にするおもな栄養素と食べ物

よくかんで食べよう！

頭の血管や神経が刺
激されて、脳の働きが
活発になります。

たんぱく質；歯や歯茎のもとになる
ビタミンC：歯の内部を丈夫にする

カルシウムの吸収をよくする

ビタミンＡ：歯の表面を丈夫にするカルシウム：歯の原料になる

肉（赤身）や魚の干物、食物繊維が豊富な野菜やきのこなどを取り

入れる。

大きく切ったり皮付きのまま使ったりし、自分でかみ切るようにする。

食事をゆっくり、よくかんで食べる時間をつくる。

食べ物をこまかく
するのと同時に、だ
液の分泌を高めて、
消化をよくしてくれ
ます。

脳にある満腹中枢
が刺激されて、満腹
感が得られるので、
食べすぎを防ぎます。

かむことで、だ液がた
くさんでます。だ液の働
きによって、むし歯にな
りにくくなります。また、
あごが発達し歯並びがよ
くなります。

三条のキャベツは信濃川河川
敷にある栗林・石上地区で作ら
れています。生産を支えている
のは「三条園芸振興協議会」の
方々。愛情がたっぷり詰まった
キャベツを、たくさん届けてい
ただきます。

春キャベツは葉がやわらかく

甘みがあり、そして適度に歯ご

たえもあるので、サラダなどに

むいています。
栄養満点の三条キャベツを

たっぷり味わいましょう！

～旬を食べよう！～

６月から１年生の牛乳も

２００ｃｃ
になります。

かみかみこんだて
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19 　　　 あじさいゼリー 20 21 22 23 　　　　ヨーグルト
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26 27 28 　　　さくらんぼ２こ 29 　　（中）チーズ 30
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じゃがチーズ

618kcal　/　728kcal

なすのケチャップいため

　　みそしる 　じる

とりのしおからあげ

みそしる

2.1g　/　2.3g 2.0g　/　2.3g

はるさめオイスターソースいため

634kcal　/　743kcal

さんじょうさんキャベツの ますのみそマヨチーズやき

　　ごはん　　ワンタンスープ

ししゃも　　ハム　　　ぶたにく

月 火 水 木 金

あつあげ　　ひじき　　かつおぶし

じゃがいも　　

じゃがいも　　じゃがいもアーモンド　　じゃがいもさとう　　じゃがいも

642kcal　/　761kcal

　　ごはん　　サンラータン

にんじん　　　たまねぎ　　なす トマト　　ほうれんそう　　もやし

654kcal　/　827kcal 645kcal　/　794kcal
26.3g　/　34.7g 24.9g　/　30.7g
1.5g　/　2.4g 2.6g　/　3.0g

えび　　ぶたにく　　　とうふ
たまご　　ぎゅうにゅう

　　ごはん　　かわり
にくじゃが

なすのみそいため しょうゆフレンチ
えびぎょうざ２こ ししゃもかんずりごまソース

ひじきふりかけ

　　ごはん　　　ぴりから

アーモンドあえ
チリコンカーネ

かぶのこんぶづけ 　　　　メロン

2.0g　/　2.4g

ぶたにくなんばんやき いわしのうめに いかのさらさあげ２こめだいのしおやき

656kcal　/　768kcal
29.2g　/　34.1g

ホイコーロー

きゅうりとたくあんのあさづけ

き こめ　　あぶら　　さとう　　ごまあぶら

のりナッツあえ
さばのしおこうじやき

ばいにくあえ

み
ど
り

きゅうり　　にんじん　　とうもろこし にんじん　　もやし　　たまねぎ ピーマン　　エリンギ　　もやし にんじん　　たまねぎ　　　しいたけ

たけのこ　　えのきたけ　　ほうれんそう いんげん　　

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

ごしきあえ
とりにくごまバターやき

カレイ　　　ハム　　　とりにく

たまねぎ　　しめじ　ねぎ　　ごぼう しめじ　　えのきたけ

26.2g　/　30.0g 30.5g　/　35.6g 27.4g　/　31.8g 28.2g　/　33.3g 19.7g　/　23.2g

ねぎ　　　　ほうれんそう　　キャベツ

　　ごはん　　もずくスープ 　　ごはん　こんさいのみそしる （むぎごはん）

25.2g　/　29.6g 28.1g　/　33.9g

ぎゅうにゅう

　ごはん　　　マーボー

きりぼしだいこんナムル

あつあげ

　むぎ　　　　　　ポテト

こまツナサラダ

675kcal　/　806kcal 611kcal　/　742kcal

　ごはん　　　　　スープ　ごはん　　　キャベツの 　　ごはん　　　さんさい

27.6g　/　32.4g 25.5g　/　29.4g 
680kcal　/　797kcal

　ごはん　　　　ごもく

あ
か

めだい　　ぶたにく　　あぶらあげ ぶたにく　　　あつあげ　　　ぎゅうにゅう いわし　　　ツナ　　　とりにく

み
ど
り

しょうが　　にんにく　　　キャベツ

いか　　あつあげ　　ぶたにく

だいこん　　　こまつな　　　にんじん

とうふ　　　ぎゅうにゅう ツナ　　　ベーコン　　 ぎゅうにゅう

3.0g　/　3.5g 2.4g　/　2.7g
だいず　　ぶたにく　　　チーズ

なす　　　たまねぎ　　　にんじん

き こめ　　はるさめ　　ごまあぶら こめ　　　さとう　　　ごま こめ　　　あぶら　　　さとう こめ　　むぎ　　　あぶら　　さとう

たまねぎ　　　にんじん　　　マッシュルーム

たまねぎ　　こまつな こまつな ごぼう　　ねぎ　　　こまつな

にんじん　　　いんげん　　　たけのこ
もやし　　たまねぎ　　にら　　ねぎ

こまつな　　しめじ　　ほうれんそう たけのこ　しいたけ　チンゲンサイ　みかん

にんじん　　　わらび　　　たけのこ ピーマン　　　にんにく　　　だいこん ｾﾛﾘｰ　　しょうが　にんにく　　キャベツ

ごまあぶら　　さとう　　

　　　　ひじきいりフレンチサラダ

698kcal　/　819kcal 757kcal　/　889kcal

ハヤシライス

こめ　　かたくりこ　　あぶら　　ごま

じゃこなふりかけ てっかみそ

あ
か

ぶたにく　　　とりにく　　　ぎゅうにゅう ます　　チーズ　　ぶたにく　　　とうふ とりにく　　　チーズ　　　ベーコン さば　　のり　　かまぼこ　　あぶらあげ

じる

もずく　　とうふ　　しらすぼし　　ぎゅうにゅう

2.3g　/　2.7g 2.7g　/　2.9g 2.2g　/　2.7g 2.4g　/　2.6g

ヨーグルトぎゅうにゅう

2.7g　/　3.2g

660kcal　/　778kcal

ほうれんそう　　　キャベツ　　　にんじん

636kcal　/　763kcal

だいず　　ぎゅうにゅう
ぶたにく　　ぎゅうにく　　ハム

にんじん　　　たまねぎ　　マッシュルーム

こめ　　ごまあぶら　　さとう

きゅうり　　チンゲンサイ　もやし　　にら ほうれんそう ねぎ　　こまつな

しょうが　　にんにく　　キャベツだいこん　　　れんこん　　　ごぼう

こめ　　　ノンエッグマヨネーズ　　　ごま

パセリ　　にんじん　　だいこん

あぶら　　ワンタン　　 ごまあぶら　　じゃがいも

ねぎ　　しょうが　　にんにく　　かぶ

きゅうり　　メロン

じゃがいも　　ごまあぶら
こめ　　　さとう　　アーモンド こめ　　むぎ　　あぶら　　じゃがいも

み
ど
り

キャベツ　　　ピーマン　　　にんじん とうもろこし　　たまねぎ　　　きゅうり にんにく　　たまねぎ　　とうもろこし

き こめ　　ごま　　ごまあぶら

だいこん　　　にんじん　　　ごぼう

カレイのスタミナソース レバーとポテトのカレーふうみあげ

さんじょうさんキャベツのさっぱりサラダ

　　わかめ
　　ごはん　　　うみのさち 　　ごはん　　　ごじる　　ごはん　　とりごぼうじる

27.7g　/　31.9g 26.6g　/　30.8g
2.0g　/　2.5g 2.2g　/　2.4g

スープ

しょうが　　キャベツ　　きゅうり

647kcal　/　765kcal 679kcal　/　793kcal

えのきたけ　　チンゲンサイ　　こまつな

じゃがいも　　バター　　ごま　 さとう

あ
か

ぶたにく　　ぶたレバー　　えび
2.8g　/　3.3g

24.9g　/　29.4g

ぎゅうにゅう ほたて　　なると　　ぎゅうにゅう

しょうが　　　にんにく　　キャベツ

さくらんぼ

わかめ　　とりにく　　たまご
かまぼこ　　あぶらあげ　　だいず　　ぎゅうにゅう

ほうれんそう　　　にんじん　　もやし
だいこん　　　ごぼう　　ねぎ

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

減塩こんだて

食育の日・旬を食べようこんだて

おちゃ

おちゃ

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。

６月給食だより②
おやつには、三度の食事で不足する栄養を補給したり、勉強や運動などで疲れた体や心をリラックスさせたりする効果があります。しかし間違ったとり方をす

ると、体調をくずしたり、肥満の原因になったりしてしまいます。おやつの望ましい取り方を考えてみましょう。

酢を加え
ることで、
塩味を引
き立てま
す。

減塩ポイント
おちゃ

歯の表面やすき間には、ミュータンス
菌という菌がひそんでいます。ミュー
タンス菌が砂糖を原料として酸をつく
り、この酸が歯を少しずつとかしてむ
し歯になるのです。アメやキャラメル
のように砂糖をふくむ、歯にくっつき
やすいものが、むし歯の原因になりや
すいので気をつけましょう。甘いお菓
子を食べた後は、歯みがきや、ブクブ
クうがいをしましょう。

スナック菓子やチョコ
レートなど、塩分や脂肪分、
食品添加物が多いものは回
数を減らしましょう。果物
や乳製品など、ビタミン類
やカルシウム、鉄分など不
足しがちな栄養を補えるも
のがおすすめです。

おやつの量は１日に150
～200ｋcalくらいまでで
す。おやつを食べ過ぎて食
事が食べられないというこ
とのないように！ 市販の
お菓子などは１回に食べる
量を皿に取り分けて食べる
ようにしましょう。

食事をおいしく、しっかり食
べるためにも、食事の２時間前
はおやつを控えましょう。おや
つを夜おそくに食べることは、
生活リズムを崩す原因になるの
でやめましょう。


