
 

 

 

 

 

だんだんと秋が深まってきました。10月は暑さがやわらぎ、１年の中でも過ごしやすい気候で

すが、日中と朝晩の気温差が大きく、体調管理には注意が必要です。食事から栄養をしっかり取っ

て、風邪をひかない体をつくりましょう。 

さて、秋といえば、十五夜と十三夜のお月見があります。季節の野菜や果物、月見団子などをお

供えし、美しい月を鑑賞しながら、農作物の収穫に感謝します。旧暦（昔の暦）で行うため、現在

では毎年違う日になりますが、昔から秋の行事として親しまれてきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

にんじん（北海道） 玉葱（北海道） じゃがいも（北海道） 生姜（高知） 

きゅうり（群馬） もやし（栃木） 赤ピーマン（茨城） ニラ（茨城） 

しめじ（長野） 長ねぎ（山形） ピーマン（茨城） なす（茨城） 

トマト（青森） 大根（北海道） キャベツ（群馬） 白菜（長野） 

なめこ（山形） 小松菜（群馬） ほうれん草（東京） 青梗菜（長野） 

かぼちゃ（北海道） ごぼう（青森） セロリ（長野） りんご（青森） 

 

令和２年９月３０日  

練馬区立練馬第三小学校 

校長  城﨑 真 

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。 

  １０月の口座振替日は、 ８日（木） です。 
※再振替日は１９日（月）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。 

★10月 1日 「十五夜献立」 

10 月 1 日の十五夜にちなんで里芋ご飯を出します。月見団子をイメージする方が多い

かと思いますが、十五夜は別名「芋名月」といい芋類の収穫を祝う行事でもあります。 

★10月 7日 キーマアルビカレー 

ひき肉と里芋を使ったカレーです。インドでは、里芋のことを「アルビ」と呼ぶそうです。 

★10月 12日 「目の愛護デー献立」 

10月 10日は数字の 10と 10を横にすると、人の顔の目と眉にみえるところから目の

愛護デーと決められたそうです。目によいビタミン A が多く入ったかぼちゃの煮物やブルー

ベリーマフィンを給食で出します。 

 ★10月 19日 「食育の日」 

毎月 19日は食育の日です。今月は宮崎の郷土料理「おび天」を出します。 

★10月 29日 「十三夜（後の名月）献立」 

十五夜と一緒に十三夜も名月として月見をする楽しみがあります。栗や大豆をお供えす

ることから栗名月、豆名月ともいい、給食ではお月見きなこ団子を出します。 

★10月 30日 「ハロウィン」 

ハロウィンといえば、「ジャックオーランタン」と呼ばれるオバケかぼちゃ 

が有名です。給食室でかぼちゃを使ったグラタンを作ります。 

～今月の給食目標～ 

食後
しょくご

の過
す

ごし方
かた

を工夫
く ふ う

しよう 

  

食後の休息の大切さは、昔から

様々なことわざがあることから

も分かります。食後５分ほどは

ゆっくり過ごしてから遊ぶよう

にしましょう。 

また体調が悪くなったときは無

理せず休憩しましょう。 

☆給食の献立のお話☆ 

★９月使用農作物産地★ 

 



(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22回

エネルギー たんぱく質

(kcal) (％)

633 15.4

650
エネルギーの

13～20%

令和2年度 練馬区立練馬第三小学校
栄　　養　　量

2.738.814.0634

2.5724 14.8 25.0

金 卵 焼き豚 牛乳 鶏ひき肉 わかめ 豆腐

13 火

15 木

牛乳 卵 ベーコン 豚肉 いんげん豆 クリーム
フレンチトースト 牛乳 野菜ソテー

ポークシチュー

ごはん 牛乳 鉄火みそ ぎせい豆腐

野菜たっぷりみそ汁

チャーハン 牛乳 春巻き わかめスープ

たんぱく質


98 2.5 249 0.37 27

セロリー かぼちゃ たまねぎ マッシュルーム

ほうれん草 にんじん ピーマン トマト缶

トマトピューレ パセリ

ミルクパン ひまわり油 小麦粉 じゃが芋

マカロニ
牛乳 鶏むね クリーム チーズ ベーコン 大豆

ミルクパン 牛乳 かぼちゃグラタン

ミネストローネ

(g)

マグネシウム 鉄 ビタミンA ビタミンB1 ビタミンB2 ビタミンC

4.5

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

平均値 29.4 2.3 0.53332

(％) (g) (mg) (mg) (mg) (ugRAE) (mg) (mg) (mg)

米 ひまわり油 小麦粉 砂糖 ざらめ ごま

ひじきのピラフ 牛乳 のりポテト

肉団子スープ

ごまごはん 牛乳

鮭のオイスターソース炒め

さつまいもの豆乳汁

23 金 豚ひき肉 ひじき 牛乳 青のり 豆腐

牛乳 鮭 豆乳 油揚げ みそ

米 大麦 ひまわり油 バター じゃが芋 片栗粉

春雨 ごま油

食物繊維

29 木
栗ごはん 牛乳 鶏の照り焼き

キャベツと卵のスープ きなこもち
牛乳 とり肉 卵 きな粉

米 もち米 栗 ごま ひまわり油 片栗粉 もち

砂糖

生姜 セロリー たまねぎ キャベツ にんじん

コーン

12

9

5 月

ごはん 牛乳 えびシュウマイ

のりの佃煮 けんちん汁

クリームスパゲティ 牛乳

キャベツのマリネ

米 大麦 ひまわり油 里芋 油 小麦粉 砂糖

月

月
脂質 食塩相当量 カルシウム

米 きび 片栗粉 黒砂糖 油 ひまわり油

こんにゃく 里芋
19 月

とり肉 卵 牛乳 豆腐 みそ

牛乳 豆腐 とびうお みそ 鶏もも 油揚げ
きびごはん 牛乳 おび天(宮崎郷土料理)

みそけんちん汁

親子丼 牛乳 大根のみそ汁

金30

28 水 豚肉 牛乳

27.5 2.8540
生姜 にんにく にんじん たまねぎ キャベツ

もやし セロリー しめじ チンゲンサイ
中華めん ひまわり油 片栗粉27 火 豚肉 牛乳 とり肉 豆腐 卵

ソース焼きそば 牛乳

青梗菜としめじのｽｰﾌﾟ

ハッシュドポーク 牛乳

野菜のごま酢あえ

にんにく たまねぎ にんじん マッシュルーム

セロリー トマトピューレ グリンピース 白菜

もやし

656 12.4 26.3 2.0

18.4

14.5

26 月 644

血や肉、骨や歯になる 体を動かす熱や力になる 体の調子を整える

とり肉 油揚げ 牛乳 たら みそ 焼きのり 豆腐 587 17.7

ｴﾈﾙｷﾞｰ

たまねぎ にんじん コーン セロリー ねぎ

生姜 白菜

生姜 たけのこ 干ししいたけ ブロッコリー

ねぎ 大根（葉） にんじん

米 大麦 砂糖 片栗粉 たまねぎ ねぎ みつば 大根 にんじん 小松菜

水
とり肉 ベーコン 牛乳 パルメザンチーズ

クリーム

牛乳 えび 豚ひき肉 のり とり肉 豆腐 油揚げ

マカロニ・スパゲッティ オリーブ油

ひまわり油 小麦粉 バター 砂糖

米 片栗粉 ごま油 しゅうまいの皮 砂糖

こんにゃく

米 大麦 米ぬか油 里芋 砂糖 ごま油 焼きふ木

たまねぎ 生姜 ごぼう にんじん 大根 ねぎ

米 白ごま 黒ごま じゃが芋 片栗粉 油

ひまわり油 砂糖 ごま油 さつま芋

14 水 牛乳 みそ 大豆 鶏ひき肉 豆腐 卵 豚肉

鶏ひき肉 油揚げ 牛乳 ししゃも 卵 とり肉

豆腐

にんじん 干ししいたけ ねぎ ごぼう 大根

もやし

にんじん ごぼう グリンピース えのきたけ

大根 ねぎ

米 ひまわり油 砂糖 こんにゃく じゃが芋

米 ひまわり油 砂糖 小麦粉 油

たけのこ にんじん 干ししいたけ ねぎ

グリンピース 生姜 キャベツ セロリー

えのきたけ

たけのこ 生姜 ごぼう にんじん 大根 ねぎ

22 木

20 火

米 ごま油 ひまわり油 砂糖 春雨 春巻きの皮

小麦粉 油 じゃが芋
16

21

金

木 豚ひき肉 みそ 牛乳 しらす干し

638

16.1

こぎつねごはん 牛乳

ししゃもの紅葉揚げ 豆腐汁
654 18.8 33.6

17.0 31.6

713 12.9 22.8

620 26.7

キャベツ にんじん ほうれん草 セロリー

たまねぎ マッシュルーム トマトピューレ

にんじん ごぼう さやいんげん かぼちゃ

たまねぎ ねぎ

米 大麦 砂糖 米ぬか油 白ごま ごま油 片栗粉

米 大麦 ひまわり油 砂糖

ホットケーキミックス バター

ブルーベリージャム

牛乳 さば みそ 油揚げ 刻み昆布 卵

とり肉 高野豆腐 かつお節 牛乳 みそ わかめ

ねぎ 大根 にんじん しめじ えのきたけ

干ししいたけ 小松菜

食パン バター 砂糖 ひまわり油 じゃが芋

小麦粉

7

6 火

水

炊き込みわかめの素 しらす干し 牛乳

刻み昆布 豚ひき肉

豚ひき肉 レンズ豆 牛乳 わかめ

切干大根 にんじん とうがらし 生姜

たまねぎ グリンピース

にんにく 生姜 たまねぎ にんじん

マッシュルーム トマトピューレ セロリー

グリンピース キャベツ きゅうり コーン

うどん 砂糖 片栗粉 ごま油8
にんじん たまねぎ 干ししいたけ もやし

グリンピース キャベツ りんご

キーマアルビカレー 牛乳 わかめサラダ

肉みそうどん 牛乳

じゃこと野菜のあえもの 果物(りんご)

米 ごま 砂糖 ひまわり油 じゃが芋 片栗粉

16.8 27.0 2.2

626

27.7 2.415.7

633 26.7 2.9

647

にんにく 生姜 にんじん たまねぎ

マッシュルーム セロリー コーン 小松菜

キャベツ りんご

607 16.3豚肉 牛乳 ベーコン 豆腐
米 ひまわり油 砂糖 片栗粉 ごま油 白ごま

米油

生姜 にんにく たまねぎ ピーマン

赤ピーマン たけのこ もやし にんじん

ほうれん草 白菜 コーン 小松菜 ねぎ

2.2

16.5 31.6 2.4

14.4 35.1 2.2

582 16.8 25.4 2.9

633

633 14.7 38.5

2.5616 18.2

635 12.9 20.7

チンジャオロース丼 牛乳

やさいのナムル 白菜スープ

しらす入りわかめごはん 牛乳

はりはり漬 じゃがいものそぼろ煮

26.8 2.6

里芋ご飯 牛乳 魚の西京焼き

梅海苔和え すまし汁

14.3 31.6 2.7603

28.5

2.5

656 12.1 26.5

麦ご飯 牛乳 さばのねぎみそがけ

大根のきんぴら かきたまきのこ汁

高野飯 牛乳 かぼちゃの甘煮

玉ねぎとわかめのみそ汁

ブルーベリーケーキ

3.0

3.1

2.5

2.2

2.4

日 曜

実施日

634 13.7 46.7 2.52 金

にんじん ごぼう 干ししいたけ 小松菜

キャベツ 練り梅 ねぎ みつば

たまねぎ コーン ピーマン キャベツ

にんじん ほうれん草 セロリー パセリ

1

献　　立　　名
緑の食品黄色の食品赤の食品

脂質
塩分


21.6 3.2

ツナトースト 牛乳 野菜ソテー

コーンチャウダー
まぐろ缶 チーズ 牛乳 ベーコン クリーム

食パン ひまわり油

マヨネーズ（エッグフリー） じゃが芋

小麦粉


