
 
★11 月 6 日  「いい歯の日献立」 

11 月 8 日は「いい歯の日」です。学校はお休みなので、金曜日の 6 日に噛みごたえがよい 

「五穀かみかみご飯」「かみかみサラダ」「根菜のみそ汁」を献立に取り入れました。 

よく噛んで食べることで体によい働きがあり、健康な歯を目指します。 

★11 月 11 日 「練馬産キャベツ一斉献立」 

練馬区の小・中学校が練馬産のキャベツを使用した給食を作ります。練三小ではキャベツたっぷ

りポトフを作ります。 

★11 月 19 日 「食育の日」秋に旬を迎える食材 

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、秋に旬を迎える秋刀魚を使った「秋刀魚のつみれ汁」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。 

★11 月 24 日「和食献立」 

11 月 24 日は和食の日です。「和食：日本人の伝統的な食文化」は 2013 年にユネスコ無形文

化遺産に登録されました。和食は日本人にとって大切なものです。 

 

 

 

 

 

 

日が暮れるのが早くなり、だんだんと寒さも増してきました。新型コロナウイルスに加え、風邪

やインフルエンザなどの感染症の流行も心配な季節です。しっかりと体調を整えて、本格的な冬に

備えましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人参（北海道） ねぎ（山形） ごぼう（青森） 大根（北海道） じゃがいも（北海道） 

もやし（栃木） いんげん（岩手） かぼちゃ（北海道） たまねぎ（北海道） しめじ（長野） 

えのき（長野） 小松菜（東京） キャベツ（群馬） セロリ（長野） 生姜（高知） 

里芋（愛媛） きゅうり（群馬） ピーマン（茨城） にんにく（青森） 赤ピーマン（茨城） 

みつば(青森) 白菜（長野） パセリ（長野） みつば（静岡） 米（青森・秋田・千葉） 

 

令和２年１０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。 

  11 月の口座振替日は、 9 日（月） です。 
※再振替日は１８日（水）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。 

～今月の給食目標～ 
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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。 

☆給食の献立のお話☆ 

★10 月使用農作物産地★ 10 月 2 日から 10 月 31 日までの使用食材の産地です。  単
た ん

なる挨拶
あ い さつ

としてではなく、 

 意味
い み

を考
かんが

え、心
こころ

を込
こ

めて言
い

えるといいですね。 



令和2年度

(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19回

エネルギー たんぱく質

(kcal) (％)

627 15.4

650
エネルギーの

13～20%

練馬第三小学校

日 曜

実施日

607 14.9 28.6 2.14 水

にんにく パセリ キャベツ にんじん コーン

グリンピース もやし ねぎ

にんじん たまねぎ 干ししいたけ にんにく

生姜 白菜

2

にんじん ごぼう さやいんげん 生姜 ねぎ

大根 白菜 小松菜

14.1 23.7 2.3

月

33.2 2.4

2.5

669 18.3豚肉 豆腐 牛乳 とり肉 卵 青のり ベーコン
うどん こんにゃく 小麦粉 片栗粉 油

ひまわり油

ごぼう にんじん 大根 干ししいたけ 小松菜

ねぎ 生姜 にんにく キャベツ ほうれん草

1.8

30.6 3.1米 ひまわり油 バター パン粉

豚ひき肉 豆腐 牛乳 鶏もも
米 大麦 ひまわり油 砂糖 片栗粉 ごま油 米油

ビーフン

豆腐とひき肉のあんかけ丼 牛乳

ビーフンスープ

13.4 28.8 3.1

15.5 31.4 2.6

617 15.5 35.7 2.7

643

603 18.3 27.3

具だくさん塩うどん 牛乳

かしわいそべ天 野菜ソテー

五穀かみかみご飯 牛乳 魚の紅葉焼き

かみかみサラダ 根菜のみそ汁

2.4618 14.8 27.1

28.4

22.3

生姜 干ししいたけ もやし たけのこ

にんじん たまねぎ セロリー にんにく ねぎ

チンゲンサイ みかん缶 パインアップル缶

桃缶

15.8 29.9 1.9

611

25.0 2.614.3

689 47.4 2.8

9

6 金

月

牛乳 たら さきいか とり肉 油揚げ みそ

牛乳 豚肉 厚揚げ

たまねぎ にんじん キャベツ きゅうり

もやし ごぼう 大根 小松菜

小松菜 キャベツ にんじん もやし 生姜

たまねぎ 干ししいたけ コーン さやいんげん

米 大麦 砂糖 白すりごま ひまわり油

こんにゃく じゃが芋
10

米 もち米 赤米 黒米 きび

マヨネーズ（エッグフリー） ひまわり油

砂糖 ごま油 米ぬか油 こんにゃく 里芋

3.0

セロリー にんにく 生姜 干ししいたけ

にんじん たけのこ 白菜 もやし ほうれん草

米 ごま油 砂糖 ひまわり油 こんにゃく

じゃが芋

食パン マーガリン はちみつ ひまわり油

ごま油 砂糖 じゃが芋

米 砂糖 ひまわり油 片栗粉 ごま油 白ごま木

牛乳 まぐろ缶 とり肉 ソーセージ 大豆

まぐろ缶 牛乳 豚肉 えび うずら卵 豆腐

レモン キャベツ コーン もやし にんじん

にんにく たまねぎ

生姜 ごぼう にんじん れんこん 大根 小松菜

菜飯 牛乳 野菜の生姜醤油あえ

五色煮

麦ご飯 牛乳 豚肉の甘みそかけ

れんこんのきんぴら 畑汁

【1・6年生遠足】

はちみつレモントースト 牛乳

ツナサラダ キャベツたっぷりポトフ

ツナごはん 牛乳 豆腐の中華煮

やさいのナムル

【3・5年生遠足】

水

火 牛乳 豚肉 みそ

2.5

40.8

590 14.0

米 麦 米油 こんにゃく 砂糖 片栗粉 白ごま

じゃが芋

米 砂糖 ごま ひまわり油 白ごま しらたき

じゃが芋

14.9

ごはん 牛乳 大豆とちりめんの甘辛煮

野菜のごま酢あえ カレー肉じゃが

589

618

661 13.9

600 14.8

ひまわり油 中華めん 砂糖 片栗粉 ごま油

白玉団子

14.9

633 19.8

にんにく 生姜 たまねぎ にんじん たけのこ

もやし きくらげ 白菜 チンゲンサイ

きゅうり コーン

ジャージャー麺 牛乳 フルーツ白玉

高野豆腐のそぼろ丼 牛乳 コーンサラダ

じゃがいもの味噌汁

中華丼 牛乳 春雨サラダ

献　　立　　名

ガーリックチキンライス 牛乳

キャベツ入りミートローフ

野菜とわかめスープ

【2・4年生遠足】

15.1

13.2

27 金 619

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 牛乳 豚ひき肉 卵 豆腐 わかめ 671 16.7

ｴﾈﾙｷﾞｰ

キャベツ にんにく 生姜 たまねぎ にんじん

マッシュルーム パセリ

にんにく 生姜 セロリー たまねぎ にんじん

マッシュルーム トマトピューレ

トマトジュース キャベツ きゅうり コーン

ねじりパン グラニュー糖 油 ひまわり油

砂糖 ごま油 白ごま

キャベツ きゅうり もやし にんじん

にんにく たまねぎ セロリー トマト缶 パセリ

火 小豆 牛乳 さば 豆腐

豚肉 卵 牛乳 わかめ 豆腐

米 もち米 さつま芋 ごま 砂糖 焼きふ

米 大麦 米ぬか油 砂糖 ごま油 白ごま

じゃが芋

キャベツ 小松菜 にんじん たまねぎ

干ししいたけ ねぎ みつば

638
生姜 キャベツ 小松菜 にんじん もやし

ごぼう 大根

米 大麦 片栗粉 油 砂糖 白ごま ひまわり油

こんにゃく じゃが芋
30 月 いわし 牛乳 豚肉 豆腐 みそ

いわしのかばやき丼 牛乳

ｷｬﾍﾞﾂのごましょうゆ和え

野菜たっぷりみそ汁

米 大麦 米ぬか油 片栗粉 ごま油 春雨

ひまわり油 砂糖 白ごま
18

24

16 月 鶏ひき肉 高野豆腐 牛乳 油揚げ みそ

牛乳 大豆 しらす干し 青のり 豚肉

にんにく 生姜 ぜんまい 干ししいたけ

もやし にんじん 小松菜 セロリー

えのきたけ ねぎ みかん

ビビンバ 牛乳 わかめスープ  みかん

いも入り赤飯 牛乳 さばの文化干し

野菜のおかか和え

麩と三つ葉のすまし汁

ホットドック 牛乳

さつまいものシチュー

チリビーンズライス 牛乳 海藻サラダ

26 木
ウインナー　 牛乳 とり肉 クリーム

いんげん豆

豚ひき肉 大豆 牛乳 海藻 わかめ

コッペパン バター 米油 小麦粉 ひまわり油

さつま芋

米 大麦 ひまわり油 砂糖 ごま油

25 水

生姜 にんじん たけのこ キャベツ きゅうり

コーン たまねぎ 小松菜

白菜 もやし にんじん 生姜 たまねぎ

干ししいたけ さやえんどう

月
脂質 食塩相当量 カルシウム

米 ごま油 ごま じゃが芋 ひまわり油

こんにゃく 砂糖 白ごま 片栗粉
19 木

牛乳 ひじき しらす干し みそ 豚ひき肉

いんげん豆

牛乳 豚ひき肉 さんま すり身 みそ 豆腐
もみじごはん 牛乳 五目きんぴら

秋刀魚のつみれ汁

ココア揚げパン 牛乳 ひじきのサラダ

チリコンカン
20 金

食物繊維

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

5.0

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 2.5 0.50324 100 2.4 255 0.39 28

緑の食品黄色の食品赤の食品

12

11

5 木

水 豚肉 いか　 なると うずら卵 牛乳

13 金

17 火

豚ひき肉 鶏ひき肉 レンズ豆 みそ 牛乳

栄　　養　　量
 たんぱく質  脂質  塩分

26.2 2.5

600

2.0

629 26.8 2.7

22.6

20.1

2.8

＊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、加熱してあります。

＊学校給食用牛乳の予定産地は、東京都、群馬県、岩手県、青森県、秋田県、宮城県、北海道、山梨県になりま


