
 

 

 

 

 長い夏休みが終わり、日に焼けた元気な子供たちが登校してきました。９月はまだまだ暑さが残り

ますが、暦の上では「秋」になります。「食欲の秋」というように、秋は食べ物の美味しい季節です。

給食でも旬の食材を取り入れていきたいと思います。しっかり食べ、元気に学校生活を送りましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２９年９月１日  

練馬区立練馬第三小学校 

校長  中村 直人 

栄養士  工藤 歩 

 

学校給食費の徴収にご協力をお願いいたします。 

  ９月の口座振替日は、 ８日（金） です。 
※再振替日は１９日（火）です。振替日前日までにご入金ください。 

※１０円の手数料がかかります。口座残高のご確認をお願いいたします。 

～今月の献立より～ 

秋の味覚を楽しもう 

６日   秋の山路ご飯 

１２日  こぎつねご飯 

２８日  さつまいもご飯 

  

 

～今月の給食目標～ 

 楽
たの

しい話題
わ だ い

で仲良
な か よ

く食
た

べよう 

楽しい雰囲気で食事をすると、食

事の美味しさがより増します。み

んなが楽しい気持ちになるような

話題作りを考えましょう。 

秋に旬をむかえる食材をたくさん 

取り入れました。 

米飯給食の回数を増やしています。 

夏休みが終わり、２学期が始まりました。休み明けは、朝起き

られなかったり、何となく体がだるかったり、食欲がわかなかっ

たりと、体の不調を訴える人が多くなります。これは、生活リズ

ムの乱れや、夏の疲れが主な原因です。体調を整えるには、朝起

きたら太陽の光を浴びて、朝ごはんをしっかり食べることが大切

です。夜は夜ふかししないで、早めに寝るように心がけましょう。 

寝る前は、テレビやゲーム機、スマー

トフォンの使用はやめて、ゆったりし

た気持ちで過ごしましょう。 

地震や台風などによる大規模災害が起きたときに備え、最低３日

分、できれば１週間分程度の食料品を備蓄しておくと安心です。９月

１日の防災の日に合わせ、家庭での備蓄品を見直すとともに、災害時

を想定して、非常食や防災食を実際に作って食べる体験をしてみては

いかがでしょうか。 

熱源が不要なものを

中心に、避難する際

に持ち出せるよう防

災袋などにまとめて

おきましょう。 

★日頃から日持ちのする食品を買い置きするようにし、使ったらその都度買い足

すようにすると無駄がありません。 

飲料水として１人当たり１

日１ℓ、調理などに使う水

を含めて３ℓ程度備えてお

きましょう。 

精米・無洗米、レトルトのご

飯・おかゆ、アルファ米、小

麦粉、もち、乾めん、即席め

ん・カップめん、パン、乾パ

ンなど。 

肉・魚・大豆などの缶詰、

カレーなどのレトルト食

品、乾物（煮干し、カツオ

節、桜エビなど）、ロング

ライフ牛乳など。 

野菜・果物の缶詰やジュー

ス、乾物（切り干し大根、ひじ

き、わかめ、きのこなど）、日

持ちのする野菜や果物類、

即席の汁物、果物の缶詰、

調味料、お菓子など。 

 ★電気・ガス・水道が使えないことを想定し、カ

セットコンロなどの熱源と燃料、鍋、ラップ、

アルミホイル、ビニール袋、使い捨て手袋、除

菌スプレーなども備えておくと安心です。 

★高齢者、乳幼児、食物アレルギーのある人、食

事療養が必要な人がいる場合など、家族の状況

に合わせて、食品を備えておきましょう。 



平成 29 年
赤の食品 黄色の食品 緑の食品

血や肉になる 働く力になる 体の調子を整える

1 金
☆チキンカレーライス
☆パプリカ入りサラダ

鶏モモ肉 牛乳 精白米 おおむぎ じゃがいも
薄力粉 中ざら糖 上白糖
ひまわり油

にんじん 赤ピーマン しょうが
にんにく 玉葱 セロリー
キャベツ 黄ピーマン きゅうり

4 月
☆ごはん ☆ひじきのふりかけ
☆味噌ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞｻﾗﾀﾞ ☆肉じゃが

淡色辛みそ 豚モモ肉 牛乳
しらす干し ひじき

精白米 三温糖 しらたき
じゃがいも ごま ひまわり油
ごま油

にんじん さやいんげん
キャベツ もやし しょうが
玉葱 干し椎茸

5 火 ☆ジャージャー麺 ☆フライドベジ

豚ひき肉 鶏ひき肉
いんげんまめ 赤色辛みそ
牛乳

蒸し中華めん 三温糖
かたくり粉 さつまいも
ひまわり油 ごま油

にんじん チンゲンサイ にんにく
さやいんげん 西洋かぼちゃ しょうが
干し椎茸 もやし たけのこ 玉葱
セロリー ねぎ

6 水
☆秋の山路ご飯 ☆鮭の照り焼き
☆野菜たっぷりみそ汁

鶏胸肉 しろさけ 油揚げ
木綿豆腐 赤色辛みそ
淡色辛みそ 牛乳 こんぶ

精白米 もちごめ 三温糖
こんにゃく じゃがいも
くり ひまわり油

にんじん 干し椎茸 ほんしめじ
しょうが ごぼう だいこん
もやし

7 木
☆きびご飯 ☆なす入りマーボ豆腐
☆中華サラダ

豚ひき肉 赤色辛みそ
淡色辛みそ 木綿豆腐 牛乳

精白米 きび 三温糖
かたくり粉 緑豆はるさめ
ひまわり油 ごま油

にんじん にら しょうが
干し椎茸 たけのこ にんにく なす
ねぎ キャベツ きゅうり もやし

8 金
☆ごまごはん ☆厚焼き卵
☆切り干し大根の含め煮 ☆沢煮椀

鶏ひき肉 たまご 油揚げ 昆布
木綿豆腐 牛乳 ひじき

精白米 三温糖 上白糖 ごま
ひまわり油

にんじん さやいんげん ねぎ
こまつな 干し椎茸 玉葱 グリンピース
切干しだいこん だいこん
えのきたけ

11 月
☆フレンチトースト ☆パリパリサラダ
☆ﾌﾞﾛｯｺﾘｰのｼﾁｭｰ

たまご 鶏モモ肉
いんげんまめ 牛乳 クリーム

食パン 三温糖 はちみつ
じゃがいも 薄力粉
有塩バター ひまわり油

にんじん ブロッコリー
キャベツ きゅうり セロリー
にんにく マッシュルーム 玉葱

12 火
☆こぎつねごはん ☆筑前煮
☆野菜の生姜醤油あえ

鶏ひき肉 油揚げ 鶏モモ肉
焼き竹輪 大豆 牛乳

精白米 もちごめ 三温糖
こんにゃく じゃがいも
ひまわり油

にんじん さやいんげん　しょうが
こまつな ごぼう もやし もやし
グリンピース たけのこ キャベツ

13 水
☆麦ごはん ☆大豆とちりめんの甘辛煮
☆白身魚の南蛮漬 ☆のっぺい汁

大豆 ホキ 油揚げ 牛乳
しらす干し あおのり こんぶ

精白米 おおむぎ 三温糖
さつまいも こんにゃく
かたくり粉 ごま

とうがらし にんじん こまつな
レモン だいこん ねぎ

14 木
☆ねぎキムチチャーハン
☆わかめスープ ☆UFOゼリー

焼き豚 たまご 木綿豆腐
寒天粉 牛乳 カットわかめ

精白米 おおむぎ じゃがいも
三温糖 もち ごま油 ごま
ひまわり油

にんじん 青ピーマン しょうが
たけのこ 干し椎茸 キムチ漬け
ねぎ セロリー えのきたけ もやし
パイン缶詰

15 金
☆ごはん ☆さばの味噌幽庵焼き
☆ごま和え ☆大根のみそ汁

まさば 淡色辛みそ 昆布
木綿豆腐 米みそ 牛乳

精白米 三温糖 ごま にんじん こまつな もやし
だいこん 玉葱

19 火
☆あわごはん ☆家常豆腐
☆茎わかめのサラダ

豚こま肉 赤色辛みそ 生揚げ
牛乳 くきわかめ

精白米 あわ かたくり粉
三温糖 ごま油 ひまわり油

にんじん 干し椎茸 たけのこ ねぎ
セロリー にんにく しょうが
キャベツ 玉葱 きゅうり もやし

20 水
☆黒砂糖パン ☆鶏肉のマスタード焼き
☆白いんげんのﾄﾏﾄｽｰﾌﾟ

鶏モモ肉 豚モモ肉
いんげんまめ 牛乳 ｸﾘ-ﾑ

黒砂糖パン パン粉
じゃがいも 薄力粉 三温糖
ひまわり油 米油

にんじん セロリー 玉葱
キャベツ

21 木
☆きびご飯 ☆豚肉のしぐれ煮
☆ボイルキャベツ ☆畑汁

豚モモ肉 昆布 淡色辛みそ
赤色辛みそ 牛乳

精白米 きび 三温糖
じゃがいも ひまわり油

にんじん こまつな しょうが
たけのこ ごぼう キャベツ
だいこん

22 金 ☆五目あんかけそば ☆はちみつケーキ
豚こま肉 むきえび いか
うずら卵 牛乳

蒸し中華めん 三温糖
かたくり粉 はちみつ
ひまわり油 ごま油 有塩バ
ター

にんじん チンゲンサイ もやし
しょうが にんにく たけのこ セロリー
きくらげ 干し椎茸 玉葱 はくさい

25 月
☆麦ごはん ☆鯖の味噌煮
☆五目きんぴら ☆豆腐汁

まさば 淡色辛みそ
さつま揚げ　昆布 鶏モモ肉
木綿豆腐 牛乳 こんぶ

精白米 おおむぎ 三温糖
板こんにゃく ひまわり油

とうがらし にんじん こまつな
しょうが ねぎ ごぼう たけのこ
れんこん えのきたけ だいこん

26 火
☆しらす入り梅ごはん
☆鮭のﾁｬﾝﾁｬﾝ焼き ☆さつま汁

しろさけ 淡色辛みそ 昆布
鶏モモ肉 油揚げ 赤色辛みそ
牛乳 しらす干し

精白米 三温糖 こんにゃく
さつまいも ごま ひまわり油

にんじん 青ピーマン 梅干し
しょうが キャベツ 玉葱
ごぼう だいこん ねぎ

27 水
☆チリビーンズライス
☆ごぼうチップサラダ

豚ひき肉 ベーコン
いんげんまめ 牛乳
パルメザンチーズ

精白米 おおむぎ じゃがいも
薄力粉 三温糖 ひまわり油
有塩バター

にんじん トマト缶詰
にんにく 玉葱 キャベツ
きゅうり ごぼう

28 木
☆さつまいもごはん
☆ししゃもの磯辺揚げ
☆みそけんちん汁

たまご 昆布 鶏モモ肉 あおのり
木綿豆腐 油揚げ 淡色辛みそ
赤色辛みそ 牛乳 ししゃも

精白米 もちごめ さつまいも
薄力粉 こんにゃく さといも
ごま ひまわり油

にんじん ごぼう だいこん ねぎ

29 金 ☆ナン ☆ｶﾚｰﾎﾟｰｸﾋﾞｰﾝｽﾞ ☆サモサ
豚モモ肉 いんげんまめ 大豆
鶏ひき肉 うずら卵 牛乳 ｸﾘ-ﾑ

ナン じゃがいも 薄力粉
ぎょうざの皮 ひまわり油
米油

にんじん にら にんにく 玉葱
セロリー グリンピース
干し椎茸 ねぎ キャベツ しょうが

30 土 ☆ハッシュドポーク ☆白菜サラダ
豚こま肉 牛乳 ｸﾘ-ﾑ わかめ 精白米 薄力粉 三温糖

中ざら糖 ひまわり油
有塩バター 米油 ごま油 ごま

にんじん にんにく 玉葱
マッシュルーム セロリー
グリンピース はくさい ねぎ

607kcal
27.6g

622kcal
25.4g

647kcal
20.9g

628kcal
20.4g

624kcal
28.1g

607kcal
26.7g

577kcal
18.4g

592kcal
22.9g

617kcal
22.8g

604kcal
20.5g

615kcal
26.3g

651kcal
25.4g

曜
日

652kcal
20.2g

日 献　　立　　名
牛
乳

659kcal
24.4g

栄　養　価
エネルギー
たんぱく質

678kcal
18.6g

613kcal
21.6g

623kcal
22.9g

579kcal
28.7g

607kcal
21.9g

592kcal
22.9g

607kcal
21.9g

Kcal ｇ ％ mg mg Ａ(μｇ) Ｂ１(mg) Ｂ2(mg) Ｃ(mg) ｇ ｇ

9月平均 620 23.4 18.2 334 2.1 188 0.25 0.38 14 5.2 2.6

学校給食摂取基準 640 24.0
エネルギー

の
25～30%

350 3.0 186 0.40 0.40 20 5.0 2.5

鉄分 ビタミン 食物繊維 食塩エネルギー たんぱく質 脂質 カルシウム

＊天候など、食材料の購入が難しい場合、献立を変更する場合があります。 

＊サラダ、和えものは衛生を考慮し、トマト以外は加熱してあります。 

＊お米は、秋田県産「ひとめぼれ」と青森県産「つがるロマン」です。 

＊学校給食用牛乳の予定産地は、千葉県、群馬県、岩手県、青森県、宮城県、秋田県、北海道になります。 


