
 給食費は、給食食材の購入費にあてられ、

子供たちへ安全なおいしい給食を提供する

ために使っています。保護者の皆様には、ご

理解とご協力をお願いいたします。 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成３１年４月８日  

練馬区立練馬第三小学校 

学 校長  中村 直人 

栄養士  野中  歩  

 佐藤 優華 

～今月の給食目標～ 

給 食
きゅうしょく

のきまりを知
し

ろう 

～今月の献立より～ 

19日 たけのこご飯 ・ 鰆の石垣フライ (食育の日) 

 春に旬を迎える「たけのこ」や「鰆 -さわら- 」を使った献立です。 

季節ならではの旬の味覚を楽しみにしていてください。 

 

 ４時間目が終わったら、手を洗い、ラン
チクロスを敷きます。毎日きれいなラン

チクロスをご用意くださいますよう、ご

協力お願いします。 



平成31年度 練馬第三小学校

(kcal) (％) (％) (g)

※ ⾷材料購⼊の都合により献⽴を変更する場合がありますので、ご了承ください。   ※給⾷回数14回

エネルギー たんぱく質
(kcal) (％)

649 14.0

650
エネルギーの
13〜20%

実施日

594 15.9 28.0 2.410 水

しょうが にんにく にんじん たま
ねぎ セロリー アスパラガス キャ
ベツ

干ししいたけ たまねぎ にんじん
グリンピース だいこん えのきたけ
根深ねぎ こまつな

9

 脂質  塩分

普通牛乳 ほしのり ひじき ぶたひ
き⾁ 鶏卵 油揚げ ⽊綿⾖腐

精白米 三温糖 ひまわり油

献  ⽴  名

☆チキンカレーライス ☆牛乳
☆アスパラサラダ

24.2 2.1

☆ごはん ☆牛乳 ☆のりの佃煮
☆厚焼き卵 ☆沢煮椀

日 曜

620 14.3 32.8 2.9

628

たまねぎ にんじん マッシュルーム
グリンピース スイートコーン 切⼲
しだいこん きゅうり セロリー
キャベツ トマトピューレー

13.5 26.5 1.9

27.0

☆ジャージャー麺 ☆牛乳
☆カラメルポテト ☆即席漬け

☆あわごはん ☆牛乳 ☆ハンバーグ
☆のりあえ ☆みそけんちん汁

2.3

15

12 ⾦

月

普通牛乳 豚ひき肉 木綿豆腐 レン
ズまめ 鶏卵 刻み昆布 若鶏もも 油
揚げ 淡色辛みそ 赤色辛みそ

普通牛乳 さば 淡色辛みそ 油揚げ
豚もも 赤色辛みそ 木綿豆腐

たまねぎ にんじん キャベツ 緑豆
もやし ごぼう だいこん 根深ねぎ

切⼲しだいこん にんじん さやいん
げん ごぼう だいこん 根深ねぎ

精⽩⽶ ひまわり油 薄⼒粉 上⽩糖
ざらめ糖 じゃがいも 揚げ油 はち
みつ

16 703 11.6 28.8

30.6 3.4

2.8

685 16.8

692 12.4

3.0

37.0

617 14.9 29.9

3.6

精白米 おおむぎ ひまわり油 三温
糖 薄⼒粉 パン粉 ごま 揚げ油 ⽚栗
粉

1.9

精白米 あわ パン粉 上白糖 ひまわ
り油 こんにゃく じゃがいも

15.1 26.4

608 14.3 41.9

30.1

たけのこ さやえんどう 乾しいたけ
根深ねぎ チンゲンサイ

2.6

こまつな キャベツ きゅうり にん
じん たまねぎ セロリー ほうれん
そう

精白米 三温糖 ひまわり油 上白糖
こんにゃく じゃがいも

スパゲッティ オリーブ油 ひまわり
油 三温糖 有塩バター ひまわり油

ミルクパン 三温糖 揚げ油 ごま油
ひまわり油 ABCマカロニ

しょうが にんにく にんじん たま
ねぎ マッシュルーム トマトピュー
レ パセリ キャベツ スイートコー
ン りんご

にんにく たまねぎ にんじん マッ
シュルーム セロリー トマト加工品
グリンピース キャベツ きゅうり

650 16.1

にんじん たまねぎ 干ししいたけ
にんにく しょうが はくさい りん
ご

13.3 26.4 2.4

30.2 2.622 月
鶏もも 普通牛乳 カットわかめ 木
綿豆腐

普通牛乳 ホキ 油揚げ カットわか
め 赤色辛みそ 淡色辛みそ

たまねぎ にんじん マッシュルーム
グリンピース セロリー えのきたけ
根深ねぎ パセリ

しょうが にんにく 根深ねぎ りん
ご こまつな はくさい 緑豆もやし
にんじん たまねぎ

精白米 ひまわり油 じゃがいも 揚
げ油

精⽩⽶ きび 薄⼒粉 揚げ油 上⽩糖
じゃがいも

10.5

☆きびごはん ☆牛乳
☆魚のバーベキューソース
☆おひたし ☆じゃがいもの味噌汁

2.2

615

体を動かす熱や⼒になる 体の調子を整える

鶏もも 普通牛乳 687 11.4

ｴﾈﾙｷﾞｰ

丸パン ひまわり油 パン粉 薄⼒粉
パン粉 三温糖 ごま じゃがいも

にんじん たまねぎ 緑豆もやし
きゅうり コーンクリーム スイート
コーン セロリー パセリ

626

627

732 16.2

豚ひき肉 レンズまめ 粉チーズ 普
通牛乳

きな粉 普通牛乳 まぐろフレーク
鶏もも いんげんまめ

豚モモ クリーム 普通牛乳

豚ひき肉 鶏ひき肉 赤色辛みそ 普
通牛乳

ひまわり油 蒸し中華めん 三温糖
⽚栗粉 ごま油 さつまいも 揚げ油
有塩バター

しょうが 干ししいたけ 緑豆もやし
たけのこ にんじん たまねぎ セロ
リー にんにく 根深ねぎ チンゲン
サイ きゅうり キャベツ

精白米 おおむぎ ひまわり油
じゃがいも 薄⼒粉 ざらめ糖 三温
糖

26 ⾦

精白米 おおむぎ ひまわり油 三温
糖 ⽚栗粉 ごま油 ビーフン

24

精白米 おおむぎ ひまわり油 有塩
バター
三温糖 ごま油 じゃがいも 薄⼒粉

25 木

豚ひき⾁ だいず 鶏卵 普通⽜乳
ベーコン

鶏もも 普通牛乳 ひじき 白いんげ
ん豆 クリーム

☆コーンピラフ ☆牛乳
☆ファイバーサラダ
☆白インゲンのトマトスープ

☆焼きカレーパン ☆牛乳
☆ごまﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞｻﾗﾀﾞ
☆コーンポテトスープ

19 ⾦

23 火

鶏むね 油揚げ 普通牛乳 さわら 鶏
卵 あおのり 若鶏もも ⽊綿⾖腐

☆たけのこごはん ☆牛乳
☆鰆の石垣フライ ☆むらくも汁

☆チキンライス ☆牛乳
☆わかめスープ
☆ポテトフライ

☆豆腐とひき肉のあんかけ丼
☆牛乳
☆ビーフンスープ ☆りんご

 たんぱく質

木

☆ごはん ☆牛乳
☆さばの味噌幽庵焼き
☆切り⼲し⼤根の含め煮 ☆豚汁

☆ハッシュドポーク ☆牛乳
☆ハニーサラダ

☆スパゲティミートビーンズ
☆牛乳
☆キャベツのマリネ

☆揚げパン ☆牛乳
☆練馬野菜のツナあえ
☆ＡＢＣスープ

18

17 水

火

11 木

火

水
豚ひき肉  押し豆腐 普通牛乳 鶏も
も

⾎や⾁、⾻や⻭になる

４月
脂質 ⾷塩相当量 カルシウム マグネシウム

栄  養  量緑の食品⻩⾊の⾷品赤の食品

食物繊維
(％) (g) (mg) (mg) (mg) (ugRAE) (mg) (mg) (mg) (g)

鉄 ビタミンA ビタミンB1 ビタミンB2 ビタミンC

5.5

基準値
エネルギーの
20〜30%

2未満 350 50 3.0 200 0.40 0.40 20 5以上

2.1 235 0.34 0.49 28平均値 30.0 2.6 316 98

＊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。


