
  

3 4　　　中学校なし 5　　　中学校なし 6 7　たなばたデザート（みかんもち）

バンサンスー ツナサラダ ごしきあえ

ドリンクタイム

エネルギー

たんぱく質

塩分

10 11　　　れいとうパイン 12 13   　　 えだまめ 14

のりずあえ きゅうりのかふうづけ いとうりのちゅうかあえ そくせきづけ

ドリンクタイム

エネルギー

たんぱく質

塩分

なすのケチャップいため きりぼしだいこんサラダ

コーンスープ 　　ごはん　　　みそしる みそしる

アーモンドいりこまつなサラダ

ほうれんそう　きゃべつ　にんじん　
とうもろこし　たまねぎ　ごぼう　しいたけ

オクラ　ゆかり　みかん

こめ　あぶら　さとう　そうめん　ごま

しめじ　えだまめ

こめ　さとう　ごまあぶら　ごま

かれい　こんぶ　あぶらあげ ぶたにく　だいず　ハム　チーズ

にんじん　かぼちゃ　たまねぎ　なす

ピーマン　ズッキーニ　とうもろこし

こまつな　きゃべつ　きゅうり　すい
か

チーズ

619kcal　/　771kcal

（むぎごはん）

19.4g　/　24.1g

かぼちゃ　たまねぎ

あぶらあげ　ひじき　かつおぶし　ぎゅうにゅう

ぶたにく　なまあげ　とりにく　たまご

ぎゅうにゅう

たまねぎ　ピーマン　あかピーマン

655kcal　/　778kcal
26.7g　/　31.6g

とりにく　ハム　とうふ　あぶらあげ

ぎゅうにゅう

2.0g　/　2.6ｇ
26.0g　/　30.6g 26.5g　/　31.2g 26.5g　/　31.0g

こめ　あぶら　さとう　じゃがいも
ごま

2.5g　/　2.9ｇ 2.6g　/　3.1ｇ 3.0g　/　3.9ｇ

きゅうり　きゃべつ　とうもろこし　にんじん

しめじ　ほうれんそう　パイン

こめ　ごまあぶら　さとう　ごま　でんぷん

ししゃも　ツナ　のり　ぶたにく

チーズオムレツ

かれいのレモンソースかけ

28.1g　/　－
2.3g　/　－

20.3g　/　24.4g
2.5g　/　3.1ｇ

572kcal　/　－

しただポークとなつやさいの

とりにくのぴりからやき

さけのしおやき

2.5g　/　－

　　　　　　　　わかめスープごはん　やさいスープ

660kcal　/　776kcal

あつあげの

ひじきふりかけ いため

30.2g　/　35.3g24.5g　/　－
3.0g　/　3.5ｇ

ごはん　じゃがいもの

木 金

 

月 火 水

チンジャオロース

あ
か
み
ど
り

ぶたにく　ハム　ベーコン　ぎゅうにゅう

あげに

さけ　ツナ　とりにく　とうふ ぶたにく　ツナ　わかめ　なると たまご　チーズ　　ツナ　ぶたにく

　　　　　　　トマトいり

プルコギふう
ししゃもカレーフライ（２ほん）

2.7g　/　3.0ｇ

なつやさいカレーライス

すいか

ゆかりちりめん

ほしがたメンチカツ

ぶたにく　かまぼこ　とりにく　あぶらあげ　

ぎゅうにゅう
きゃべつ　きゅうり　にんじん　たくあん

たまねぎ　こまつな　えのきたけ

えだまめ

こめ　あぶら　じゃがいも　さとう
ごま

こめ　むぎ　あぶら　アーモンド　さとう　

23.8g　/　27.5g
689kcal　/　814kcal

2.4g　/　2.9ｇ

712kcal　/　856kcal

ほうれんそう　もやし　にんじん

あ
か

ごはん　たなばたじるわかめ　　　ごもく
ごはん　　　みそしる 　ライス　　　ビーンズ

612kcal　/　－ 730kcal　/　848kcal

ちりめんじゃこ　とうふ

600kcal　/　723kcal

ごはん　ちゅうか コーン　　　ポーク

ごはん　なつとんじる ごはん　　　ちゅうか えだまめ　かぼちゃの

み
ど
り

651kcal　/　770kcal

いとうり　もやし　きゅうり　にんじん

たまねぎ　かぼちゃ　こまつな

こ
ん
だ
て

こ
ん
だ
て

き

き

ぎゅうにゅう とうふ　ぎゅうにゅう ベーコン　だいず  ぎゅうにゅう
かぼちゃ　えだまめ　もやし　にんじん なす　たまねぎ　にんじん　ピーマン たけのこ　ピーマン　パプリカ　しいたけ とうもろこし　きゃべつ　ほうれんそう

きゅうり　きゃべつ　たまねぎ　 だいこん　しめじ　ねぎ　ごぼう きりぼしだいこん　ほうれんそう　にんじん にんじん　たまねぎ

トマト　とうもろこし こまつな とうもろこし　もやし　たまねぎ

こめ　でんぷん　ふ　あぶら　さとう こめ　あぶら　でんぷん こめ　あぶら　さとう　ごまあぶら こめ　あぶら　じゃがいも　さとう
はるさめ　ごま　ごまあぶら でんぷん しろいんげんまめ

嵐南小学校調理場
Tel  （３３）２１２４
Fax （３３）２１２５

2017年

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。

７月 給食だより ①

★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！)

★砂糖、塩分、
脂肪のとりすぎに
注意

★食卓を楽しく

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

たなばたこんだて

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。

減塩の日こんだて

★入浴をしてリラックスする

食塩以外のピ

リ辛調味料を生

かしています。

減塩ポイント

おちゃ

おちゃ

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。



17 18 19 20　　セレクトデザート 21　　中学校のみ

カレーきんぴら ほうれんそうサラダ かいそうサラダ こまつナムル

ドリンクタイム

エネルギー

たんぱく質

塩分

24　　中学校のみ

ひじきナッツあえ

ドリンクタイム

エネルギー

たんぱく質

塩分

　　　ミルクゼリー

金

み
ど
り

き

み
ど
り

ー　/　757kcal
ー　/　24.9g

ごはん　スパイシー

き

あ
か

ハンバーグピザやき

あ
か

つつみあげ

こめ　さとう　あぶら　アーモンド　
じゃがいも

体をうごかすエネルギーのもとになる食品

ウィンナーとチーズのとりにくのしおこうじやきいかとポテトのチリソース

ふわふわスープ
ごはん　マーボーごはん　　なつのっぺい

月 火 水 木

ベーコン　たまご　チーズ　ぎゅうにゅう

ー　/　27.6g

ー　/　3.3ｇ 小基準2.3g↓/ 中2.7g↓
小基準23.4 / 中30.0g 

あつあげ

かまぼこ　ほたて　ぎゅうにゅう

とうもろこし　たまねぎ　しめじ

3.2g　/　3.7ｇ

ー　/　732kcal
25.5g　/　29.6g

2.8g　/　3.2ｇ
28.0g　/　32.9g

とりにく　わかめ　とさかのり　かまぼこいわし　さつまあげ　とりにく　なまあげ

ー　/　3.0ｇ
29.5g　/　34.4g

3.1g　/　3.6ｇ
ぶたにく　ハム　なまあげ

　　みそしるじる

642kcal　/　768kcal648kcal　/　764kcal

ごはん　くるまふの カレーピラフ　たまごとチーズの

きゃべつ　きゅうり　にんじん

体のちょうしをととのえる食品

小基準623kｃａl / 中800kcal

きゃべつ　きゅうり　にんじん　

とうもろこし　たまねぎ　こまつな

いわしのオレンジに

スープ

669kcal　/　788kcal

こ
ん
だ
て

こ
ん
だ
て

さやえんどう　さやいんげん　オレンジ

こめ　さとう　こんにゃく　あぶら

ねぎ　ほうれんそう　きゃべつ　

とうもろこし　たまねぎ　にんじん

こまつな　しめじ

ごぼう　にんじん　とうがん　しいたけ

ウインナー　チーズ

きゃべつ　にら　こまつな　もやし

にんじん　ねぎ　しいたけ　たけのこ

こめ　ごまあぶら　あぶら　さとう
ごま　でんぷん　はるまきのかわ

ぶたにく　とりにく　チーズ　ひじき

ベーコン　ぎゅうにゅう
体を成長させるもとになる食品

こめ　さとう　あぶら　ごま　じゃがいも

いか　ハム　とうふ　ぎゅうにゅう

ぱんこ
こめ　じゃがいも　でんぷん　あぶら
さとう　ふ

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。

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。

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

・血液検査（小学５年・中学１年）
・個別指導会

生涯の健康へ

・食育講演会・講話
・食育授業

子どもの食習慣の改善は、
家族の健康につながります。
食と健康について、家族で

話し合う機会にしましょう！

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。また、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。今月の食育の日には、
三条産トマトのケチャップを使った料
理が登場する予定です！！

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。

７月 給食だより ②

・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

望ましい食生活について学ぶ・実践する自分の健康について知る

（祝）海の日

２０日（木）は、自分で食べたいデザートを選ぶ「セレクトデザート」の日です。みな
さんは、どれを選びますか?お楽しみに!!

新潟県産いちごタルト
瀬戸内レモンのムース この３種類の中から選んでもらいます！
ぶどうゼリー

ごはん しるもの

主菜（しゅさい）

副菜（ふくさい） 今月の三条産品
小学校

２０日・・・給食最終日

中学校
４、５日・・地区大会のため

給食なし
２４日・・・給食最終日

給食だよりに赤・黄・緑の
食べ物をグループ分けして表
示しています。給食だよりを
参考にしてバランスよく食べ
ましょう。

食育の日こんだて

～旬を食べよう！～

おちゃ

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

たっぷり摂りたい野菜です。


