
  

こ

ん

だ

て

ドリンクタイム

エネルギー

たんぱく質

塩分

3 4 5 6 7
こ かふうあえ にんじんとごぼうのしりしり たくあんあえ ツナサラダ ひじきのごもくに 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

27.9g/32.3g 25.3/29.8 29.3g/34.8g 19.9g/24.9

3.0g/3.6g 2.0g/2.5g 2.2g/2.5g 3.1g/3.6g 1.8g/2.2g

小基準23.4 / 中30.0g 

小基準2.3g↓/ 中2.7g↓

696kcal/850kcal 655kcal/816kcal 726kcal/892kcal

あつあげのプルコギふう
れいとうパイン

木 金

 

月 火 水

あ
か

み
ど
り

わかめごはん
たなばたデザート

オムレツ

き

あ
か

減塩献立

686kcal/847kcal

26.1g/30.8g

ごはん

ほしがたメンチカツさばのごまみそだれ とりにくのパワふルに

ぎゅうにゅう　ぶたにく　あつあげ　たま
ご　とうふ

640kcal/818kcal

ごはん ごはん 　ごはん

み
ど
り

き

しょうが　えだまめ　キャベツ　きゅうり
にんじん　たくあん　だいこん　にんにく

キャベツ　きゅうり　にんじん　たまねぎ
かぼちゃ　なす　にんにく　トマト

たまねぎ　にら　しょうが　にんにく　キャベツ
きゅうり　にんじん　ほうれんそう　えのきたけ
コーン　パイン

小基準623kｃａl / 中800kcal

ちゅうかコーンスープ とうがんのすましじる

　　　★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。　　　　　　

しょうが　にんじん　ごぼう　とうがん　た
まねぎ　ほししいたけ

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

ぎゅうにゅう　さば　みそ　ツナ　わかめ
とうふ　とりにく

ぎゅうにゅう　とりにく　かつおぶし　ぶた
にく　あぶらあげ　みそ

ぎゅうにゅう　わかめ　たまご　ツナ　ぶ
たにく　だいず

ぶたひきにく　ひじき　だいず　とうふ
かまぼこ

なつやさいのポークビーンズ たなばたじるピリからとんじる

にんじん　いんげん　えのきたけ　たまねぎ

ごはん　あぶら　さとう　ごま　かたくりこ
ごまあぶら

ごはん　さとう　ごま　かたくりこ　あぶら
ごはん　かたくりこ　こめこ　あぶら　くるまふ
さとう　じゃがいも　ごまあぶら　ごま

ごはん　あぶら　さとう
ごはん　こむぎこ　パンこ　あぶら　さとう
ふ　そうめん

井栗学校給食共同調理場
Tel  （38）3898
Fax （38）4466

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。

ごはん しるもの

主菜（しゅさい）

副菜（ふくさい）

7月 きゅうしょくだより ①

7月 きゅうしょくだより

201７年

都合により献立の一部が変更に

なる場合があります。

カレー粉や
コチュジャ

ンの辛味や
風味で減塩

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

いよいよ本格的な夏が始まります。暑い時こそ栄養バランスのよい食事で体力をつけて、元気に夏を過ごしましょう！
また、熱中症になりやすい季節です。こまめな水分補給を心がけましょう。

偏った食事や間食のとりすぎ、運動不足、夜型生活などの生活習慣の積

み重ねから引き起こされる病気の総称です。具体的には、肥満、高血圧、

動脈硬化、脂質異常症、心臓病、脳卒中などの病気を指します。近年、子

どもにも生活習慣病が増えています。

子どもの頃に身に付いた生活習慣や食習慣は、大人

になって急に変えることは難しいので、早いうちから

望ましい生活習慣を身に付けましょう。

★朝・昼・晩３食
きちんと食べる。

★バランスを考えて、
いろいろなものを食べる。

★野菜や海そう、きのこ等の
食物繊維をたっぷりとる。

★早食いしないで
一口一口よくかむ

★うす味に慣れる
ドレッシングやマヨネー
ズのかけすぎ注意！

規則正しい生活リズムで
ストップ！生活習慣病

★スポーツや外での遊
びを積極的に！

★テレビゲームなどは
時間を決めてやりす
ぎないようにしま
しょう。

★早寝早起きをする

★砂糖、塩分、脂肪
のとりすぎに注意

★食卓を楽しく

★入浴をしてリラックスする

七夕献立

4日（火）・5日（水）

第四中学校なし

10日（月）

井栗小学校・旭小学校・

保内小学校・第四中学校なし

11日（火）

井栗小学校5･6年・学習室なし

保内小学校おおぞらなし

20日（木）

旭小学校・保内小学校給食最終日

21日（金）

井栗小学校・第四中学校給食最終日



11 12 13 14
こ ちゅうかサラダ ゆかりあえ かいそうサラダ すいか 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

17 18 19 20 21
こ しらたきのツルツルいため こんぶあえ しょうゆフレンチサラダ アーモンドサラダ 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

金

かぼちゃのチーズやき

あ
か

み
ど
り

き

み
ど
り

き

あ
か

こまつなとだいずのサラダかれいのおろしソースあじのしょうがやき
ヨーグルト

ごはん

月 火 水 木

ごはん　あぶら　さとう　かたくりこ　ごま
あぶら

振り替え休業日 もずくのスープ なつのっぺいじる みそごもくスープ
ごはん

18.5g/22.3g24.2g/30.2g

ぶたにく　ぎゅうにゅう　だいず　ツナ

2.7g/3.1g

640kcal/820kcal

2.7g/3.1g

25.9g/30.1g

3.0g/3.6g

なつやさいのけんちんじる

チーズ
さけのしおやき

592kcal/760kcal

ぎゅうにゅう　ぶたひきにく　いか　みそ
たまご　もずく　とうふ　いとかまぼこ
ヨーグルト

かぼちゃ　にんじん　なす　たまねぎ
えだまめ　しょうが　にんにく　トマト　こま
つな　キャベツ　すいか

26.4g/31.9g 22.4g/27.0g

ふわふわたまごスープ わかめとあさりのスープ

774kcal/968kcal

くるまふのみそしる

676kcal/837kcal

29.0g/34.2g

555kcal/719kcal

ごはん ごはん コーンピラフ ごしきごはん
えだまめ

669kcal/810kcal

いかのなんばんだれ

だいこん　キャベツ　にんじん　たまね
ぎ　もやし　にら　ねぎ　ほしいしたけ　メ
ンマ　しょうが　にんにく

ぎゅうにゅう　あじ　とりにく　あつあげ
ほしかいばしら

ぎゅうにゅう　かれい　わかめ　いとかま
ぼこ　とりひきにく　みそ

ごはん　かたくりこ　あぶら

食育の日

32.1g/39.3g

3.6g/4.1g2.1g/2.5g 2.7g/3.2g 3.0g/3.6g

ごはん　さとう　あぶら　パンこ　じゃが
いも

ごはん　なつやさいカレー
ごはん

ごはん　かたくりこ　あぶら　さとう　ごま
あぶら　ごま

626kcal/776kcal

25.2g/29.8g

3.3g/3.9g

セレクトデザート

なす　もやし　たまねぎ　にんじん　にら
ねぎ　ほししいたけ　しょうが　にんにく
きゅうり　えのきたけ

キャベツ　きゅうり　にんじん　ゆうがお
ごぼう　オクラ　まいたけ　ほししたけ

マーボーなすどんのぐ

ごはん　あぶら　こむぎこ　さとう

ぎゅうにゅう　さけ　やきぶた　とりにく
とうふ　チーズ

ぎゅうにゅう　いか　しおこんぶ　うちま
め　わかめ　みそ

ぎゅうにゅう　ぶたひきにく　いとかまぼ
こ　たまご　こなチーズ　ベーコン

ぶたひきにく　チーズ　だいず　いか
わかめ　とうふ　あさり

ハンバーグオニオンソース

598kcal/746kcal

もやし　にんじん　にら　なす　とうがん
ごぼう　ねぎ　ほししいたけ　いんげん

ねぎ　しょうが　キャベツ　きゅうり　にん
じん　たまねぎ　まいたけ　えだまめ

たまねぎ　ほうれんそう　もやし　にんじ
ん　パセリ

なす　たまねぎ　マッシュルーム　にんにく
キャベツ　こまつな　コーン　にんじん　メンマ
ねぎ　きゅうり

ごはん　あぶら
ごはん　かたくりこ　こめこ　あぶら　さと
う　くるまふ

ごはん　オリーブオイル　アーモンド　あ
ぶら　さとう　ごまあぶら

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。

7月 きゅうしょくだより ②201７年

都合により献立の一部が変更にな

る場合があります。

★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。

今年度も、三条市の食育の取組のひとつである「食育推進事業」がスタートしました。

この事業では、子どもたちが生涯を健康に暮らせるよう、様々な食教育を計画的に実施し

ていきます。

自分の健康について知る自分の健康について知る自分の健康について知る

・血液検査（小学5年・中学1年）

・個別指導会

生涯の健康へ

子どもの食習慣の改善は、家

族の健康へつながります。

食と健康について、家族で

話し合う機会にしましょう！

望ましい食生活について学ぶ・実践する

・食育講演会・講話

・食育授業

２0日は、3種類のデザートの中から、自分で

食べたいものを選ぶ「セレクトデザート」です。

夏のさっぱりデザートをそろえました。みなさ

んは、どれを選びましたか?お楽しみに!!

井栗学校給食共同調理場
Tel  （38）3898
Fax （38）4466

夏野菜とは、夏に旬を迎える野菜のことです。旬の野

菜はおいしくて栄養価も高くなっています。夏野菜には、

水分やビタミンがたくさん含まれているので、夏の暑い

時期の水分補給にもなります。栄養が豊富で色鮮やかな

夏野菜は、食欲がなくなりバテがちなこの時期にこそ

たっぷりとりたい野菜です。

給食にも太陽をいっぱ

い浴びたおいしい夏野菜

をたくさん取り入れまし

た。

～旬を食べよう！～

夏野菜の代表とも言える

「トマト」
トマトにたくさん含まれるリ
コピンという成分は、活性酸
素から体を守り、動脈硬化の
予防や老化抑制に役立ちます。
美肌効果もあります。
三条市では栄地域でミディ

トマトの生産が盛んです。

・100ｋcal体験教室

・保護者対象の食育講話や

食事作法の講話

・給食交流会

・生産者交流会


