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こ カレードレッシングサラダ 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

28 29 30 31 ９/1
こ えだまめサラダ ツナサラダ きりぼしだいこんのそくせきづけ かぼちゃのガーリックソテー こんぶあえ 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

4 5 6 7 8
こ チキンサラダ こんにゃくサラダ ひじきのちゅうかソテー のりずあえ そくせきづけ 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

き 体をうごかすエネルギーのもとになる食品
こめ　かたくりこ　さとう　ごまあぶら
しゅまいのかわ　ごま

み
ど
り

体のちょうしをととのえる食品
ねぎ　なす　にんじん　しょうが
グリンピース　もやし　きゅうり　たまねぎ
ほししいたけ　ほうれんそう

あ
か

体を成長させるもとになる食品 とりひきにく　ぶたひきにく　いか　のり　とうふ
ひじき　かつおぶし

小基準23.4 / 中30.0g －　/27.9ｇ

小基準2.3g↓/ 中2.7g↓ －　/4.6g

小基準623kｃａl / 中800kcal －　/793kcal

ほうれんそうとのりのスープ
ごはん

てづくりしゅうまい

ひじきふりかけ

27.8g/32.9g 22.7g/26.8g 27.6g/32.6g

3.0g/3.2g 2.7g/3.1g 2.5g/2.7g 2.4g/2.9g 2.1g/2.3g

－　/27.0g －　/28.1g

－　/3.2g－　/4.6g

18.1g/22.5g

ごはん

さかなのわふうピザ
きょほう（２こ）

－　/35.9g

－　/2.8g

－　/25.2g

－　/2.9g

ごはん

576kcal/713kcal 697kcal/860kcal

わかめごはんごはん

ぎゅうにゅう　たら　チーズ　とりにく
ぎゅうにゅう　わかめ　ぶたひきにく　チーズ
ツナ　ベーコン　うずらのたまご

れいとうりんご

 

月 火 水 木

たらのつぶマスタードやき

金

なすいりけんちんじる サンラータン
ごはん

なすのミートグラタン ぶたにくとやさいのれいしゃぶふう

ミルクゼリー うめぼし
さけのみそマヨネーズやき えびといかのチリソース

こめ　オリーブオイル　あぶら

ちゅうかスープうずらとやさいのスープ

－　/850kcal －　/806kcal

チキンのみそだれカツ

き

あ
か

み
ど
り

ぎゅうにゅう　さけ　しおこんぶ　とりにく　とう
ふ　みそ

たまねぎ　しめじ　きりぼしだいこん　きゅ
うり　にんじん　たくあん　なす　だいこん
ごぼう　ねぎ　こまつな　えのきたけ

こめ　あぶら　マヨネーズ　ごま　さとう

651kcal/801kcal

25.7g/30.5g

ごはん ごはん

578kcal/733kcal

ごはん

たまごやきドライカレー あかうおのみそづけやき

ぎゅうにゅう　たら　みそ　チーズ　とりに
く　わかめ　いとかまぼこ

572kcal/740kcal

ごはん ごはん

き

にんじん　たけのこ　いんげん　しょうが　にん
にく　だいこん　ごぼう　ねぎ　まいたけ

こまつな　もやし　なめこ　はくさい　にんじん
えのきたけ　みつば

キャベツ　きゅうり　にんじん　たくあん
かぼちゃ　たまねぎ　なす　ほししいたけ
たけのこ　いんげん　しょうが

こめ　ごま　さとう　あぶら　かたくりこ

－　/731kcal

チンゲンサイのクリームスープ

－　/35.4g

－　/813kcal

たまねぎ　パセリ　こまつな　キャベツ　にん
じん　もやし　ほししいたけ　ねぎ

－　/2.5g

－　/731kcal

ぎゅうにゅう　ぶたにく　たまご　とうふ

み
ど
り

あ
か

こめ　はるさめ　さとう　ごまあぶら　かた
くりこ

キャベツ　あかピーマン　えだまめ
チンゲンサイ　たまねぎ　にんじん
マッシュルーム

こめ　さとう　オリーブオイル じゃがいも
こむぎこ　　あぶら

もやし　きゅうり　にんじん　しょうが　に
んにく　かぼちゃ　たまねぎ　ねぎ　ほし
しいたけ　メンマ　きくらげ　うめぼし

なす　たまねぎ　マッシュルーム　にん
にく　キャベツ　きゅうり　にんじん　セロ
リ　かぼちゃ

たまねぎ　にんじん　にんにく　しょうが
もやし　きゅうり　コーン　いんげん　きょ
ほう

はるさめスープ ポテトスープ

　　　★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。　　　　　　

こめ　さとう　ごまあぶら　はるさめ　 こめ　あぶら　こむぎこ　さとう　ごま　じゃがいも　 こめ　ごまあぶら　さとう こめ　こめこ　あぶら　さとう　ごま　

えび　いか　しおこんぶ　やきぶた　とう
ふ

しょうが　にんにく　ねぎ　キャベツ　きゅ
うり　にんじん　チンゲンサイ　もやし　た
まねぎ　えのきたけ　りんご

こめ　かたくりこ　あぶら　さとう　

ぎゅうにゅう　ぶたひきにく　だいず　こな
チーズ　いとかまぼこ　ベーコン

ぎゅうにゅう　あかうお　ひじき　とりひき
にく　とうふ　だいず　みそ

ぎゅうにゅう　とりにく　みそ　ツナ　のり
かまぼこ　とうふ

たまご　しおこんぶ　とりひきにく　あつあ
げ

なめこのスープ なつやさいのそぼろにごじる

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。

8・9月 きゅうしょくだより ①

8・9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。

ごはん しるもの

主菜（しゅさい）

副菜（ふくさい）

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。

井栗学校給食共同調理場
ＴＥＬ（38）3898

ＦＡＸ（38）4466

楽しかった夏休みも終わり、新学期が始まりました。暦の上ではもう秋ですが、まだ暑い日が続くようです。また、9月は夏の疲れが出て、体調を崩しやす

い時季でもあります。『早寝・早起き・朝ごはん』で生活のリズムを整え、元気に過ごしましょう。

みなさんは、毎日朝食を食べていますか？朝食は1日を元気に過ごすために欠かせない大

切な食事です。今月は朝食の大切さについて考えてみましょう。

★早ね早起きを心がけましょう。
★毎日なるべく同じ時間に朝食
を食べましょう。

★慣れてきたら少しずつ量を
増やしましょう。

脳は寝ているときも休みなく働いているので、
朝起きた時は脳のエネルギーが不足した状態
です。朝食をしっかり食べないと脳へのエネル
ギー補給ができないので午前中の授業に集中
できません。

朝起きた状態は、体温が低下しています。

朝食を食べることで、血流がよくなり、体が活

動しやすい状態になります。

毎日の排便はとても大切なことです。

朝食を食べることで、排便を促します。

頭 ハッキリ ！！ 元気 バッチリ ！！ お腹 スッキリ ！！

9月から三条の大島地区でと

れた新鮮な「梨」が給食に登場

します。
「幸水」→「豊水」→「秋月」→「新
高」と１１月まで梨のリレーが続
きます。水分をたっぷりと含ん
だとてもジューシーな三条産の
おいしい「梨」を味わって食べて
くださいね。

減塩献立（うまみをいかして減塩！）

８/２５（金） 第四中給食開始

１・２年なし

９/４（月） 小学校給食開始

第四中なし

９/７（木） 旭小１年保護者試食会

保内小１年保護者試食会

９/８（金） 保内小２年なし

９/１２（火） 全小学校６年なし

９/１３（水） 井栗小学習室なし

保内小おおぞらなし

９/１４（木） 全小学校６年なし

９/１５（金） 保内小１年なし

９/１９（火） 保内小１年なし

９/２２（金） 旭小なし

９/２７（水） 第四中なし

９/２９（金） 井栗小なし



11 12 13 14 15
こ コーンおひたし チーズサラダ はるさめのあまずあえ きりぼしだいこんに かふうあえ 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

18 19 20 21 22
こ くきわかめのきんぴら ラタトゥイユ たくあんあえ ミディトマト 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

25 26 27 28 29
こ こまつナムル ちゅうかサラダ わかめとツナのサラダ だいこんサラダ ゆかりあえ 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

ひじきのサラダ

み
ど
り

き

み
ど
り

702kcal/816kcal

28.6g/32.6g

き

あ
か

あ
か

しゅうまい（２こ）さんまのしおやきぶたにくのキムチいため

なし

えだまめライス ごはん

月 火 水 木

こざかな

ごはん
とんじる かぼちゃシチュー かきたまみそしる こまつなのみそしる

ごはんごはん
たまごみそ

557kcal/738kcal

ぎゅうにゅう　たまご　チーズ　とりにく

キャベツ　きゅうり　にんじん　たまねぎ
もやし　にら　ほししいたけ　しょうが　に
んにく

20.4g/26.3g24.7g/29.2g

ぎゅうにゅう　ぶたにく　とうふ　みそ　た
まご

ぶたひきにく　とうふ　みそ　かたくちいわし

2.7g/3.1g 3.0g/3.6g

23.0g/27.3g

2.3g/2.8g

26.7g/31.1g

2.4g/2.8g

なめこじる

なし

さばのスタミナやき

こめ　あぶら　こむぎこ　バター こめ　ごまあぶら　はるさめ　さとう

えだまめ　キャベツ　きゅうり　あかピーマン
かぼちゃ　にんじん　たまねぎ　マッシュルー
ム

26.1g/30.8g

628kcal/791kcal

すましじる なつやさいカレーわかめスープ

635kcal/787kcal

ごはん ごはん くりごはん ごはん
ヨーグルト

631kcal/776kcal

ごはん

692kcal/859kcal

くるまふカツ

ささみのレモンソース

26.3g/29.1g

2.8g/3.2g 2.4g/2.6g3.4g/3.7g

24.9g/29.5g 20.6g/25.4g

なめし ごはん

ぶたにくのオニオンソース

きりぼしだいこん　にんじん　ほししいた
け　いんげん　たまねぎ　こまつな　しめ
じ　なし

ぎゅうにゅう　ぶたにく　いとかまぼこ　た
まご　とうふ　みそ

679kcal/841kcal

ぎゅうにゅう　さんま　とりひきにく　わかめ　う
ちまめ　みそ

きのこのさわにわん たこボールスープ

2.3g/2.7g 2.4g/2.9g

き

★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。　　　　　　

572kcal/753kcal

26.7g/31.3g

ぎゅうにゅう　とりにく　いとかまぼこ　ウイ
ンナー　こなチーズ

2.4g/2.9ｇ

あ
か

2.9g/3.2g 3.2g/-

にんにく　しょうが　たまねぎ　だいこん
きゅうり　にんじん　コーン　パセリ　トマト

み
ど
り

ぎゅうにゅう　かれい　とりにく　いとかま
ぼこ　チーズ

ぎゅうにゅう　ぶたにく　たまご　たこ
ぎゅうにゅう　　ささみ　　わかめ　　ツナ
とうふ　　かまぼこ

648kcal/793kcal 643kcal/784kcal 651kcal/- 685kcal/841kcal

こめ　くり　こむぎこ　パンこ　あぶら　ご
ま

さんまのにもの

ミネストローネ とうふのくずに

キャベツ　きゅうり　にんじん　はくさい　たま
ねぎ　まいたけ　たけのこ　いんげん

しょうが　ねぎ　こまつな　もやし　きゅうり　に
んじん　まいたけ　えのきたけ　だいこん　ご
ぼう　みつば

ピーマン　あかピーマン　ほししいたけ　たけ
のこ　しょうが　にんにく　もやし　きゅうり　に
んじん　ねぎ　きぬさや

キャベツ　　きゅうり　にんじん　　はくさ
い　　ほうれんそう　　ほししいたけ　　ね
ぎ

26.0g/30.4g

すましじる

マーボーどうふ

こめ　かたくりこ　あぶら　さとう　

とりにくのバーベキューソースカレイのやくみソースがけ チンジャオロースー

ごはん ごはん
チーズ

22.9g/27.9g

3.1g/3.4g 2.9g/3.2g

こめ　さとう　ごまあぶら　かたくりこ

たまねぎ　にんじん　もやし　にら　はくさ
いキムチ　しょうが　にんにく　こまつな
きゅうり　だいこん　きぬさや　えのきた
け

こめ　あぶら　さとう

トマトオムレツ

658kcal/814kcal

24.8g/29.8g

こめ　くるまふ　パンこ　あぶら　さとう
じゃがいも

ぎゅうにゅう　さば　くきわかめ　さつまあ
げ　あつあげ　みそ

ぎゅうにゅう　ぶたにく　わかめ　とうふ
なると

ぎゅうにゅう　えび　かつおぶし　とうふ
かまぼこ

2.9g/3.2g

こまつな　もやし　コーン　だいこん　に
んじん　ねぎ

ぶたにく　ぎゅうにゅう　ひじき　だいず
ツナ　ヨーグルト

えびカツ

食育の日

696kcal/859kcal 606kcal/779kcal

26.4g/-

にんじん　ごぼう　たけのこ　なめこ　だ
いこん　こまつな　まいたけ　ねぎ　なし

たまねぎ　にんにく　しょうが　きピーマン
なす　ズッキーニ　トマト　はくさい　えの
きたけ

だいこん　きゅうり　にんじん　たくあん
たまねぎ　ほうれんそう　しめじ

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　もやし　きゅうり　ミ
ディトマト

こめ　ごまあぶら　さとう　ごま
こめ　いんげんまめ　さとう　オリーブオ
イル

こめ　あぶら　こむぎこ　さとう

こめ　あぶら　かたくりこ　さとう　はるさめ
こめ　　かたくりこ　　こめこ　　あぶら
さとう

こめ　あぶら　さとう　じゃがいも こめ　あぶら　さとう　かたくりこ

さんま　とうふ　ぶたにく

27.0g/31.2g

8・9月 きゅうしょくだより ②2017年

主菜

主食

副菜

体温を上げ、体を

目覚めさせる

肉、魚、卵、

大豆製品のおかず

体の調子を整え、

排便をうながす
野菜、きのこ、

海そうのおかず

脳や体の

エネルギー源

ごはん･パン

おぜんの形

体の調子を整
える。のど通
りをよくする。
野菜などを
たっぷり使っ
た汁物

副菜（汁物）

主食・主菜・副菜・汁物をそろえると栄養のバランスがよくなります。

井栗学校給食共同調理場

ＴＥＬ（38）3898

【材料】２人分
ごはん・・・・・茶碗２杯
しょうゆ・・・・小さじ２
青ねぎ・・・・・２本
しめじ・・・・・１/２パック

ハム・・・・・・４枚
バター・・・・・２０ｇ
ちりめんじゃこ・大さじ２

【作り方】

①青ねぎとハムを細かく切る。

②クッキングシートにご飯を広

げ、具とバターをのせ、しょ

うゆをかける。

③キャンディー包みにして耐熱

皿にのせ、レンジで３～４分

ほど温める。

【材料】4人分

レタス・・・１００ｇ

ツナ・・・・小1缶

のり・・・・１枚

しょうゆ・・大さじ1

酢・・・・・大さじ２

【作り方】

①のりをちぎる。

②レタスをちぎって洗う。

③しょうゆと酢を混ぜ合わせ、

その中心にレタス、ツナ、のり

を入れ少ししんなりするまでも

みこむ。

ポイント① 手軽に食べられる食材を
常備する。

【主 菜】→  納豆、卵、ハム、ウインナー、

魚の缶詰など

【副 菜】→ きゅうり、レタス、トマト、コーン缶、

常備菜（日持ちがして、作り置き

できるおかず）など

【その他】→ 牛乳、ヨーグルト、くだものなど

ポイント② 下ごしらえは前の晩に。
夕食準備の時に、朝食用の野菜も切って

おき、朝は炒める、ゆでるだけにしておくなど、で

きることをすませておく。

ポイント③ みそ汁やスープは具だくさんに。
栄養のバランスが整いやすくなる。


