
  

8/28　ピーチゼリー 29 30 31 9/1　　チーズ
たくあんあえ アスパラガスのサラダ あぶらあげのごまずあえ くきわかめサラダ もやしのちゅうかあえ

ドリンクタイム

エネルギー

たんぱく質

塩分

5 6 7 8

だいずサラダ

ドリンクタイム

エネルギー

たんぱく質

塩分

ねぎ

こめ　さとう　あぶら

ぶたにく　だいず　チーズ　わかめ たまご　ハム　ベーコン　ぎゅうにゅう　

えだまめ　きゅうり　きゃべつ　にんじん

とうもろこし　エリンギ　たまねぎ

620kcal　/　737kcal

えだまめ　コーン

20.0g　/　23.2g

むぎごはん　ポテト
ライス　ポタージュ

ぶたにく　わかめ　ツナ　ベーコン

とうふ　たまご　ぎゅうにゅう

たくあん　キムチ　もやし　きゅうり

688kcal　/　822kcal

25.4g　/　29.5g

さけ　ひじき　さつまあげ　ぶたにく

なまあげ　だいずペースト　ぎゅうにゅう

2.6g　/　3.0ｇ

27.1g　/　ー 24.7g　/　ー 29.0g　/　34.4g

こめ　さとう　あぶら　じゃがいも

2.7g　/　3.1ｇ 3.3g　/　3.8ｇ

たまねぎ　にんじん　しいたけ

こまつな

こめ　ごまあぶら　さとう

だいず　ハム　ベーコン　あさり

たまねぎ　ピーマン　トマト　きゃべつ

ねぎ　きゅうり　もやし　きくらげ
にんじん　たまねぎ　しょうが　にんにく

こめ　じゃがいも　かたくりこ　あぶら
さとう　ごまあぶら

だいずいりドライカレー

ー　/　31.2g

ー　/　3.2ｇ

25.8g　/　31.3g

3.0g　/　3.4ｇー　/　3.5ｇー　/　2.8ｇ

ー　/　28.9gー　/　33.5g

ー　/　841kcal

さけのコーンマヨネーズやき

とりごもく　　なつやさいの

さけのてりやき

701kcal　/　ー 609kcal　/　ー

コーンしゅうまい（２こ）

ごはん　あさりいり

木 金

 

月 火 水

とりのからあげレモンふうみ ぶたにくのしょうがいためさばのカレーてりやき

あ
か
み
ど
り

とりにく　さけ　とうふ　あぶらあげ

ハンバーグ　トマトソースかけ

ピーチゼリー

2.5g　/　ー 3.1g　/　ー

オムレツ　ケチャップソース

小６　給食開始

とりにくとポテトのチリソース

とりにく　ハム　わかめ　なると　えび

ベーコン　ぎゅうにゅう
たまねぎ　にんじん　こまつな　きゃべつ

とうもろこし　しめじ

さとう　バター
こめ　おおむぎ　あぶら　ごま　さとう
じゃがいも

こめ　じゃがいも　こむぎこ　あぶら　

ごはん　みそしる

中学校のみ給食開始

ー　/　31.9g

ー　/　752kcal

ー　/　3.5ｇ

にんじん　きゅうり　セロリ－　しめじ

ぎゅうにゅう

み
ど
り

あ
か

ごはん　うみのさち
じゃこなふりかけ
ごはん　トマトとたまごの

スープ スープ

ー　/　778kcal ー　/　748kcal

とうふ　ほたて　チーズ

592kcal　/　730kcal

ごはん　さわにわん ごはん　はるさめ

やさいスープ キムたく　ちゅうか ごはん　なつやさいの

小１～5年給食開始

627kcal　/　741kcal

ごぼう　にんじん　しいたけ　さやいんげん

かぼちゃ　とうがん　なす　しめじ

こ
ん
だ
て

こ
ん
だ
て

き

き

ぎゅうにゅう ちりめんじゃこ　かつおぶし　ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう なると　ぎゅうにゅう

とうもろこし　たまねぎ　トマト

しいたけ　にんじん　ごぼう　とうもろこし アスパラガス　きゃべつ　きゅうり　にんじん もやし　こまつな　にんじん　えのき
たけ

たまねぎ　ピーマン　もやし　きゅうり

きゃべつ　きゅうり　たくあん　かぼちゃ

なす　とうがん　さやえんどう　ねぎ にんじん　えのきたけ

こめ　さとう　ごま　ごまあぶら　はるさめ こめ　あぶら　さとう　ごまこめ　さとう　マヨネーズ　ごま こめ　かたくりこ　あぶら　さとう　ごま

ごぼう　たけのこ　ねぎ とうもろこし　チンゲンサイ　ねぎ

ぶたにく　くきわかめ　ハム　ベーコン

スープ

ごはん　たまごスープ

ツナとわかめのあえもの ひじきのそぼろいため

とりにく　ハム　ベーコン　たまご さば　あぶらあげ　ぶたにく　かまぼこ

みそしる

やさいごまドレッシングサラダ

スープ

ハムのマリネ
4　　小学校のみ（～5日）

嵐南小学校調理場
Tel  （３３）２１２４
Fax （３３）２１２５

2017年 ８,９月 給食だより ①

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。

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。

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。

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。

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。

主食・主菜・副菜・汁物 が

そろったおぜんの形で食べ

るとバランスのよい食事に

なります。さらに、成長期

の子どもたちには、牛乳や
果物 を加えると、バランス

がよりよくなります。

野菜のおかず 肉・魚・たまご・大豆製品のおかず

ごはん、パン、めんなど

野菜・海藻・きのこなどが中心となるおかずで
す。体の調子を整えるビタミン・ミネラルがたく
さん含まれています。

ごはんやパン、めんなどは、脳や体のエネルギー
となる炭水化物をたくさん含んでいます。

みそ汁、スープなど

魚、肉、たまご、大豆や大豆製品を中心にし
たおかずです。体温を上げるためのたんぱく質
や長時間のスタミナ源となる脂肪を含みます。

野菜を多く使うことで、副菜と同じ働きを
します。水分を取るためにも必要です。

★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。

おちゃ

おちゃ



11　　　きょほう（２つぶ） 12　6年生給食なし 13 14　6年生給食なし 15
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しらたま

25

のりずあえ
26　　中学校のみ
きんぴらごぼう

27　　小学校のみ
しょうゆフレンチ

28
ビビンバのぐ（ナムル）

29　　　ジョア（ピーチあじ）

き こめ　さとう　はるさめ　かたくりこ こめ　あぶら　さとう　さつまいも こめ　さとう　あぶら　じゃがいも こめ　おおむぎ　あぶら　さとう こめ　あぶら　さとう　ごまあぶら
バター ごま　はるさめ　ごまあぶら　じゃがいも

きりぼしだいこん　ほうれんそう　にんじん だいこん　こまつな　ごぼう　しいたけ

ねぎ しょうが　にんにく もやし　きゃべつ　えのきたけ　なし

あぶらあげ　ジョア

み
ど
り

ほうれんそう　にんじん　もやし　 れんこん　ごぼう　にんじん　だいこん とうもろこし　ほうれんそう　もやし ぜんまい　たけのこ　しいたけ　 ねぎ　ほうれんそう　もやし　にんじん

えのきたけ　ごぼう　たけのこ ねぎ　しめじ にんじん　しめじ　たまねぎ

あ
か

わかめ　たまご　ツナ　のり　ぶたにく さんま　さつまあげ　とりにく　とうふ　 とりにく　ハム　あさり　ベーコン ぶたにく　なると　とうふ　ぎゅうにゅう かれい　かまぼこ　のり　とりにく　

かまぼこ　ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう とうにゅう　チーズ　ぎゅうにゅう

23.0g　/　26.3g ー　/　31.3g 27.0g　/　ー 25.0g　/　27.0g 24.2g　/　31.7g

3.0g　/　3.4ｇ ー　/　2.7ｇ 3.5g　/　ー 1.9g　/　2.3ｇ 2.3g　/　2.9ｇ

減塩献立

578kcal　/　700kcal ー　/　807kcal 708kcal　/　ー 620kcal　/　744kcal 634kcal　/　823kcal

わかめ　　　さわにわん ごはん　　さつまじる コーン　　　　とうにゅう むぎごはん　ちゅうか ごはん　しらたまじる
　　　ごはん　 ライス　　チャウダー スープ

こ
ん
だ
て

あつやきたまご さんまのしおやき とりにくのバーベキューソース ビビンバのぐ（にくいため） かれいのやくみソースかけ
なし

チキンみそカツ

み
ど
り

き

み
ど
り

き

あ
か

あ
か

フルーツのゼリーあえとりにくとやさいのあまずソースえびしゅうまい

スープ
だいずいりポークカレー

てっかみそ
ごはん　とりごぼうじる

（２こ）

いそかあえ

くりごはん　うちまめいり あさりのつくだに
ヨーグルト

ふのカツ　ソースがけ

ぐだくさんじる

659kcal　/　773kcal

ごはん　　どさんこじる

728kcal　/　860kcal

30.7g　/　35.6g

ー　/　809kcal

えびのスープ
ごはん　　チンゲンサイと ごはん　ふのたまごとじ

669kcal　/　786kcal

しゃきしゃきそぼろどんのぐ

28.6g　/　32.6g

3.0g　/　3.6ｇ3.2g　/　3.7ｇ

こめ　ふ　ぱんこ　あぶら　さとう

27.6g　/　32.0g ー　/　30.4g

★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。　

（むぎごはん）

とうふハンバーグ　

だいず　ぎゅうにゅう　

さばのしおこうじやき

2.9g　/　3.3ｇ

わふうあんかけ

3.0g　/　3.5ｇ

645kcal　/　787kcal

28.6g　/　34.8g

2.4g　/　2.6ｇ

25.3g　/　29.1g

とりにく　わかめ　えびボール　とうふさんま　さつまあげ　ぶたにく　とりにく　

2.6g　/　3.3ｇ

28.5g　/　33.2g

2.4g　/　2.9ｇ

みそしる どうふ
ごはん　じゃがいもの

644kcal　/　757kcal709kcal　/　839kcal

ごはん　　マーボー ごはん　　えびボール

621kcal　/　736kcal

かぼちゃ　ピーマン　きゅうり　とうもろこし

もやし　きゃべつ　にんじん　チンゲンサイ

ぎゅうにゅう

きゃべつ　ほうれんそう　もやし　

ぶたにく　とりにく　ツナ　たまご

あぶらあげ　とうふ　ぎゅうにゅう

とりにく　かつおぶし　かまぼこ　たまご

さんまのかつおぶしに

662kcal　/　809kcal

きりぼしだいこん　たまねぎ　えだまめ

こ
ん
だ
て

こ
ん
だ
て

1.9g　/　2.2ｇ

28.5g　/　33.2g

こめ　さとう　あぶら　さとう　じゃがいも

ぎゅうにゅう

もやし　にんじん　きゅうり　とうもろこし

ねぎ　にら　しいたけ　たけのこ　

ごぼう　にんじん　たまねぎ　しめじ

こむぎこ　

ヨーグルト
こまつな　きゃべつ　しめじ　にんじん　

ー　/　2.6ｇ

たくあんあえ チャプチェ コーンひたし

とりにく　あさり　かつおぶし　

ぎゅうにゅう

きゃべつ　きゅうり　にんじん　たくあん

もやし　たまねぎ　とうもろこし

ごま　はるさめ

ぶたにく　だいず　チーズ　

にんじん　たまねぎ　りんご　きゃべつ　

じゃがいもごま　じゃがいも　バター

とうふ　とりにく　ベーコン　えび

ちりめんじゃこ　ぎゅうにゅう

たまねぎ　にんじん　チンゲンサイ

さば　ひじき　かつおぶし　あぶらあげ

とうふ　わかめ　だいず　ぎゅうにゅう

しめじのさんかいあえ

にんじん　えのきたけ　たまねぎ　きょほう

こめ　さとう　あぶら　じゃがいも

さやいんげん　ねぎ

とうもろこし　たまねぎ　しいたけ

さやえんどう

こめ　あぶら　さとう　ふ　しらたきこめ　ぱんこ　さとう　かたくりこ

もやし　にら　しいたけ　

きゅうり　とうもろこし　ブロッコリー

こめ　くり　じゃがいも

こめ　かたくりこ　あぶら　さとう　ごまあぶら

えびしゅうまい　とりにく　　とうふ　ぶたにく

ちぐさあえ

月 火 水 木 金

しめじ　ほうれんそう　きゃべつ　にんじん

こめ　ごま　あぶら　さとう　かたくりこ

ごもくきんぴら バンバンジーサラダ わかめサラダ フレンチサラダ

みかん　もも　マスカット

こめ　おおむぎ　じゃがいも　あぶら

17.9g　/　21.8g

だいこん　ねぎ

嵐南小学校調理場
Tel  （３３）２１２４
Fax （３３）２１２５

2017年

自分の健康について知る

８,９月 給食だより

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。

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。

【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

【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。

【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、たまご、ハム、ウインナー、魚の缶

づめなど

【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。

18日は敬老の日です。
日本は世界でも長寿国で、
その秘密は伝統的な食生活
にあります。
長寿食の合言葉は、
「こ・まごはやさしい」です。
こ・・・こめ

ま・・・まめ、豆製品

ご・・・ごま、種実類

は（わ）・・・わかめ、海藻類

や・・・やさい

さ・・・さかな

し・・・しいたけ、きのこ類

い・・・いも

こ・まごはやさしい食を食べ
て、長寿の秘訣を食事から学
びましょう。

こ・まごはやさしい献立

おちゃ

おちゃ

都合により献立の一部が変更になる場合があります。

ピリ辛調味料を使っ
て減塩します。

減塩ポイント


