
 

 

 

 

 少しずつ秋も深まり、朝晩が冷え込むようになってきました。好き嫌いをせずしっかり食べ、 

元気に活動し、風邪に負けない元気な身体を作りましょう！！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★１０月使用農作物産地★１０月２日から１０月２６日までの使用食材の産地です 

 

 

 

 

 

にんじん（北海道） 玉葱（北海道） じゃがいも（北海道） 生姜（高知） にんにく（青森） 

きゅうり（群馬） もやし（栃木） 赤ピーマン（宮崎） ニラ（栃木） えのき茸（長野） 

しめじ（長野） かぶ（千葉） ピーマン（茨城） 里芋（埼玉） 干し椎茸（九州） 

小松菜（東京） 大根（北海道） キャベツ（群馬） 白菜（長野） さつまいも（茨城） 

なめこ（山形） ほうれん草（千葉） 青梗菜（長野） さやいんげん（鹿児島） 

かぼちゃ（北海道） ごぼう（青森） セロリ（長野） 米（青森・秋田・千葉） 

れんこん（茨城） 葉ねぎ（群馬） ブロッコリー（群馬） 水菜（茨城） 

パセリ（長野） 柿（和歌山） 長ねぎ（山形・青森・群馬・新潟） 

 

平成３０年１０月３０日  

練馬区立練馬第三小学校 

校長   中村 直人 

栄養士   野中 歩 

学校給食費の徴収にご協力をお願いいたします。 

  １１月の口座振替日は、 ８日(木)です。 
※再振替日は２０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～ 

９日  もみじご飯・秋刀魚のつみれ汁  １３日  ししゃもの紅葉揚げ   

学校横の銀杏並木も黄色く色づく季節になりました。紅葉の季節にちなみ、給食では「紅葉ご飯」

や「ししゃもの紅葉揚げ」や秋に旬を迎える秋刀魚を使った献立を予定しています。給食でも季節

を感じてほしいと思います。 

 

１５日  練馬キャベツの回鍋肉    

１５日は、練馬区の小中学校で一斉に練馬産のキャベツを使った給食を出す日です。練馬第三小学校

ではキャベツたっぷりの「回鍋肉」を作ります。たっぷりのキャベツを入れて作りますので、キャベツ

の甘さを味わってほしいと思います。 

 

～今月の給食目標～ 

感謝
かんしゃ

の気持
き も

ちで食事
しょくじ

しよう 

心を込めて 

「いただきます」 

「ごちそうさまでした」 

のご挨拶をしましょう。 

子供 



平成 30 年 練馬区立練馬第三小学校                                       
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 木
☆ごぼう入りドライカレー ☆ハニーサラダ

【就学時健診】

豚ひき肉 レンズまめ 牛乳 精白米 おおむぎ 薄力粉
じゃがいも はちみつ
有塩バター ひまわり油

にんじん 青ピーマン 玉葱
にんにく しょうが  セロリー
ごぼう 干しぶどう キャベツ
きゅうり

2 金
☆北海ラーメン ☆塩もみ ☆チョコケーキ 豚モモ 淡色辛みそ 牛乳 わか

め
蒸し中華めん 三温糖 ひまわ
り油 有塩バター

にんじん セロリー にんにく
しょうが 玉葱 はくさい もやし
とうもろこし ねぎ きゅうり か
ぶ

5 月
☆チキンライス ☆五目野菜スープ
☆ポテトフライ

鶏モモ 豚モモ 大豆 牛乳 精白米 じゃがいも バター ひ
まわり油

にんじん こまつな パセリ 玉葱
マッシュルーム とうもろこし グ
リンピース セロリー しょうが
キャベツ

6 火
☆ココア揚げパン ☆ひじきのサラダ
☆チリコンカン

淡色辛みそ 豚ひき肉 いんげ
んまめ 牛乳 ひじき しらす干
し パルメザンチーズ

コッペパン 三温糖 上白糖 ひ
まわり油 ごま油 ごま

にんじん パセリ キャベツ
きゅうり だいずもやし にん
にく 玉葱 セロリー トマト缶
詰

7 水
☆タッカルビ丼 ☆白菜スープ 鶏モモ肉 ベーコン 木綿豆腐

牛乳
精白米 さつまいも 三温糖 か
たくり粉 米油 ごま油

にんじん こまつな にんにく
しょうが 玉葱 キャベツ りんご
ｼﾞｭｰｽ とうもろこし はくさい ね
ぎ

8 木
☆ご飯 ☆かつおとしらすのふりかけ
☆さばの文化干し ☆根菜のみそ汁

かつお節 まさば 昆布 鶏モモ
淡色辛みそ 赤色辛みそ 牛乳
しらす干し あおのり

精白米 上白糖 さつまいも ご
ま

れんこん ごぼう りょくとう
もやし ねぎ

9 金
☆もみじごはん ☆五目きんぴら
☆秋刀魚のつみれ汁

豚ひき肉 昆布 さんま すけと
うだら 淡色辛みそ 木綿豆腐
赤色辛みそ 牛乳

精白米 じゃがいも こんにゃ
く 三温糖 かたくり粉 ごま油
米油 ごま

にんじん さやいんげん こま
つな しょうが ごぼう ねぎ
だいこん はくさい

12 月
☆ガーリックチキンライス
☆キャベツ入りミートローフ
☆わかめスープ

鶏モモ 豚ひき肉 たまご 木綿
豆腐 牛乳 調理用牛乳 わかめ

精白米 パン粉 じゃがいも ひ
まわり油 有塩バター

パセリ にんじん にんにく キャ
ベツ とうもろこし グリンピース
セロリー たけのこ えのきたけ
ねぎ

13 火
☆まめわかごはん ☆ししゃもの紅葉揚げ
☆のっぺい汁

大豆 たまご 油揚げ 牛乳 し
しゃも

精白米 薄力粉 こんにゃく か
たくり粉

にんじん こまつな だいこん
玉葱

14 水
☆麦ごはん ☆回鍋肉 ☆さつま汁

【練馬キャベツの日】

豚モモ 豆みそ 辛みそ 昆布
鶏モモ 油揚げ 淡色辛みそ 牛
乳

精白米 おおむぎ 三温糖 かた
くり粉 こんにゃく さつまい
も ひまわり油 ごま油

にんじん 青ピーマン にんに
く しょうが キャベツ 干し椎
茸 玉葱 ごぼう だいこん ね
ぎ

15 木
☆ご飯 ☆さばの味噌幽庵焼き
☆練馬野菜のツナあえ ☆白菜の味噌汁

まさば 淡色辛みそ まぐろﾌﾚｰ
ｸ 木綿豆腐 赤色辛みそ 牛乳
こんぶ わかめ

精白米 三温糖 ごま油 こまつな にんじん キャベツ
きゅうり 玉葱 はくさい

16 金
☆こぎつねごはん ☆厚焼き卵 ☆呉汁 油揚げ鶏ひき肉 たまご 大豆

豆乳 赤色辛みそ 淡色辛みそ
牛乳 ひじき こんぶ

精白米 三温糖 こんにゃく さ
といも ひまわり油

にんじん グリンピース 干し
椎茸 玉葱 ごぼう だいこん
ねぎ

17 土
☆クリームスパゲティ ☆キャベツのマリネ

【学芸会】

鶏モモ 牛乳 調理用牛乳 パル
メザンチーズ ｸﾘ-ﾑ

スパゲッティ 薄力粉 三温糖
オリーブ油 ひまわり油 有塩
バター

にんじん こまつな にんにく
しょうが 玉葱 マッシュルーム
セロリー とうもろこし キャベツ
りんご

20 火
☆ごはん ☆魚のﾊﾞｰﾍﾞｷｭｰｿｰｽ ☆のりあえ
☆わかめと大根の味噌汁

ホキ 昆布 木綿豆腐 油揚げ
赤色辛みそ 淡色辛みそ 牛乳
わかめ

精白米 薄力粉 上白糖 じゃが
いも

にんじん しょうが にんにく
ねぎ りんご キャベツ もやし
だいこん

21 水
☆ごはん ☆マーボー豆腐 ☆中華サラダ
☆みかん

豚ひき肉 赤色辛みそ 麦みそ
木綿豆腐 牛乳

精白米 上白糖 かたくり粉 は
るさめ 三温糖 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 セロリー にんにく
ねぎ キャベツ きゅうり もやし
蜜柑

22 木
☆はちみつﾚﾓﾝﾄｰｽﾄ ☆鶏肉のポトフ
☆ツナサラダ

鶏モモ ウィンナー 大豆 まぐ
ろﾌﾚｰｸ 牛乳

食パン給食会 無添加パン はちみ
つ じゃがいも 上白糖 ソフトタ
イプマーガリン 米油 ごま油

にんじん ブロッコリー レモ
ン セロリー にんにく 玉葱
キャベツ もやし

26 月
☆上海焼きそば ☆青のりビーンズポテト
☆キャベツと卵のスープ

むきえび 豚モモ 大豆 たまご
牛乳 あおのり

蒸し中華めん じゃがいも か
たくり粉 ごま油 ひまわり油

チンゲンツァイ にんじん しょう
が たけのこ もやし セロリー 玉
葱 キャベツ とうもろこし

27 火
☆ひじきごはん ☆鶏のパン粉焼き
☆むらくも汁

鶏モモ 油揚げ たまご 木綿豆
腐 牛乳 ひじき

精白米 もちごめ 三温糖 パン
粉 かたくり粉 ひまわり油

にんじん こまつな グリン
ピース ねぎ

28 水
☆ホットドッグ ☆さつまいものシチュー ウィンナー 鶏モモ いんげん

まめ 牛乳 調理用牛乳 ｸﾘ-ﾑ
コッペパン 薄力粉 さつまい
も 有塩バター 米油

にんじん パセリ キャベツ に
んにく しょうが 玉葱 マッ
シュルーム

29 木
☆ハッシュドポーク ☆じゃこと野菜のあえも
の

豚肉 牛乳 ｸﾘ-ﾑ しらす干し 精白米 薄力粉 三温糖 中ざら
糖 ひまわり油 米油 ごま油

にんじん こまつな にんにく
玉葱 マッシュルーム セロ
リー グリンピース キャベツ

30 金
☆コーンピラフ ☆野菜スープ ☆りんごゼリー 鶏モモ 豚モモ 寒天粉 牛乳 精白米 おおむぎ 上白糖 有塩

バター 米油

にんじん チンゲンツァイ マッ
シュルーム 玉葱 とうもろこし
グリンピース キャベツ もやし
ねぎ りんごｼﾞｭｰｽ

684kcal
22.6g

667kcal
21.6g

566kcal
18.0g

602kcal
26.5g

牛
乳

633kcal
22.1g

570kcal
26.3g

605kcal
21.2g

656kcal
28.1g

624kcal
26.0g

586kcal
16.6g

613kcal
17.9g

631kcal
26.2g

574kcal
24.4g

661kcal
24.0g

609kcal
23.0g

635kcal
27.1g

690kcal
18.5g

584kcal
26.9g

612kcal
26.3g

603kcal
22.0g

日 献　　立　　名
栄　養　価
エネルギー
たんぱく質

650kcal
19.5g

曜
日

学校行事・食材料購入等の都合により献立を変更することがあります

＊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。

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

11月平均 622 23.1 20.2 326 2 196 0.36 0.38 15 5.3 2.6

学校給食摂取基準 640 24.0
エネルギー

の

25～30%

350 3.0 200 0.40 0.40 20 5.0 2.0

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


