
～今月の献立より～ 

2 日   節分献立  

2 月 2 日は節分です。節分にちなみ、給食では大豆を使ったメニューを作ります。好き嫌いをせず、

しっかり食べて、元気に活動してほしいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★１月使用農作物産地★1月 8日から 1月 28 日までの使用食材の産地です。 

 

 

６年生対象に、リクエスト給食のアンケート調査を実施しました。結果を下表にて発表 

します。集計結果が同数の場合、２つのメニューを載せています。 

 
 
 
 
 
 
 

 

選択肢以外では 

☆チリコンカン ☆カレーパン ☆春雨サラダ ☆はりはり漬け ☆練馬野菜のツナ和え 

☆野菜ソテー ☆鶏肉とコーンの揚げ煮 ☆サモサ ☆ナン ☆赤飯 ☆コーヒー牛乳  

☆みかん ☆いちご ☆ぶどうなどのリクエストがありました。なるべく希望を叶えて、小学

校最後の給食を楽しんでもらいたいと思いますが、学校給食には様々な「きまり」があるため

難しい場合もあります。防かび剤が使用されている輸入の果物、調理済み加工済食品など、練

馬区立小中学校の給食で使用を禁止されている食材は使用できません。また、教育の一環とし

て実施していますので、より多くの食材を使用したり、嗜好に偏った昼食にならないよう心が

けています。カレーなどのルーやデザート、調理パンなども給食室でいちから作っており、安

心・安全でおいしい給食を提供できるようにしています。学校給食では、子供たちの成長に必

要な栄養素を満たし、食育を通じて心身の健やかな成長を支えていけるよう考えておりますの

で、ご理解くださいますようお願いいたします。 

 

 

 

 
にんじん（千葉） 玉葱（北海道） 長ねぎ（茨城） 生姜（高知） にんにく（青森） 

きゅうり（群馬） もやし（栃木） 大根（練馬区・千葉） 米（青森・秋田） 里芋（埼玉） 

じゃがいも（長崎） セリ（茨城） かぶ（千葉） 小松菜（練馬区） 干し椎茸（九州） 

パセリ（千葉） セロリ（静岡） キャベツ（愛知） 白菜（茨城） さつまいも（千葉） 

青梗菜（茨城） ごぼう（青森）    

 

令和 3年 1月 29 日  

練馬区立練馬第三小学校 

校長  城﨑 真 

栄養士  野中 歩 

ご飯 パン 麺 スープ おかず デザート

１位 カレーライス ココア揚げパン ジャージャー麺 豚汁 パリパリサラダ
UFOゼリー
チョコケーキ

２位 プルコギ丼 きなこ揚げパン 北海ラーメン コーンスープ 鶏のから揚げ

３位 チャーハン
照り焼きチキ
ンバーガー

練馬スパゲティ ABCスープ 春巻き カラメルポテト

学校給食費の徴収にご協力をお願いいたします。 

  ２月の口座振替日は、 ８日（月） です。 
※再振替日は 18日（木）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。 

※今回が、今年度最終の振替になります。２、３月分の振替となりますの

で、口座残高のご確認をお願いいたします。 

節分は、「季節の分かれ目」を意味しており、もともとは「立春」「立夏」「立秋」

「立冬」の前日をさしていましたが、今では「立春」の前日だけを節分と呼んでいま

す。冬から春へと季節が移り変わる「立春」は、お正月と同じように１年が始まる重

要な日と考えられており、その前日の節分は大みそかのような位置づけで、特に大切

にされてきました。 

節分といえば、「豆まき」です。豆まきに使

うのは、いった大豆です。大豆は、お米と同じ

ように大切な作物であり、特別な力があると考

えられてきました。「鬼は外、福は内」と唱え

ながら家の中や出入り口にまいて、鬼＝邪気を

はらい、自分の年の数（または年の数＋１粒）

の豆を食べ、１年の幸福を祈ります。 

ヒイラギの枝に、焼いたイワシの頭を刺した

もので、ヒイラギイワシともいいます。ヒイラ

ギの葉のトゲトゲや、イワシのにおいを鬼が嫌

うとされ、家の戸口や門に飾って鬼を追い払い

ます。豆がら（大豆を取った後の 

枝）を添えることもあります。 



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18回

エネルギー たんぱく質

(kcal) (％)

629 15.6

650
エネルギーの

13～20%

練馬区立練馬第三小学校
栄　　養　　量

 たんぱく質  脂質  塩分

634

にんにく 生姜 干ししいたけ にんじん

たけのこ セロリー キャベツ たまねぎ ねぎ

きゅうり もやし コーン

2.9

658 32.0 3.0
たまねぎ にんじん セロリー にんにく 生姜

キャベツ

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

豚肉 わかめ みそ 牛乳 乳酸菌飲料 寒天

米 きび ひまわり油 砂糖 米油 じゃが芋

中華めん ひまわり油 バター 砂糖 白玉団子

16.5

26 金 514

月

22.8 2.8

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 29.7 2.5 0.50350 100 2.2 228 0.34 29

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
月

脂質 食塩相当量 カルシウム

米 砂糖 片栗粉18 木

牛乳 さわら 卵 青のり 大豆 豆腐 みそ

牛乳 豚ひき肉 厚揚げ レンズ豆 ひじき のり

鶏もも 卵 豆腐

ごはん 牛乳 れんこんハンバーグ

小松菜ののりあえ ☆むらくも汁

炒り玄米ごはん 牛乳 鰆の石垣フライ

大豆入りおひたし いものこ汁
金

22

麦ごはん 牛乳 家常豆腐 春雨サラダ

コーンピラフ 牛乳 ファイバーサラダ

白いんげんのトマトスープ

きびごはん 牛乳 牛肉のしぐれ煮

ボイルキャベツ 石狩汁

北海ラーメン 牛乳 塩もみ UFOゼリー

25 木 牛乳 牛肉 みそ 鮭

12 金

16 火

わかめ とり肉 油揚げ 牛乳 鶏ひき肉 豆腐 卵
めかぶごはん 牛乳 ぎせい豆腐

みぞれ汁

カレーミートサンド 牛乳 ポトフ

チョコチップケーキ

クリームスパゲティ 牛乳

キャベツのマリネ

15 月 鶏ひき肉 大豆 牛乳 豚肉 いんげん豆

牛乳 さば みそ 昆布 鶏もも 油揚げ 豆腐

17 水
とり肉 ベーコン 牛乳 パルメザンチーズ

クリーム

体の調子を整える

鶏もも 牛乳 ベーコン わかめ 豆腐 586 12.6

ｴﾈﾙｷﾞｰ

生姜 たまねぎ たけのこ ごぼう キャベツ

にんじん コーン ねぎ

セロリー にんにく 生姜 にんじん たまねぎ

白菜 もやし コーン ねぎ きゅうり かぶ

パインアップル缶

米 玄米 小麦粉 パン粉 白ごま 黒ごま 油

里芋 こんにゃく
小松菜 白菜 もやし にんじん 大根 ねぎ

鶏もも 牛乳 ひじき とり肉 いんげん豆

牛乳 豚肉 みそ 厚揚げ

米 大麦 米ぬか油 バター 砂糖 ごま油

ひまわり油 じゃが芋 小麦粉

米 大麦 ひまわり油 砂糖 片栗粉 ごま油 春雨

白ごま

にんじん マッシュルーム たまねぎ コーン

グリンピース 切干大根 きゅうり セロリー

キャベツ トマトピューレ

米 ひまわり油 じゃが芋

鶏もも 大豆 油揚げ 牛乳 みそ

14.6

664

16.7

生姜 ねぎ キャベツ 小松菜 にんじん

たまねぎ 大根

生姜 にんじん 干ししいたけ ねぎ たまねぎ

なめこ えのきたけ 大根 小松菜
2.5

きゅうり キャベツ 生姜 大根 にんじん

えのきたけ ねぎ 小松菜

米 ひまわり油 砂糖 じゃが芋 油 こんにゃく

食パン ワンタンの皮 油 ひまわり油

はちみつ じゃが芋 小麦粉

米 砂糖

22.5

2.530.1

673

610 17.8 31.7
米 ひまわり油 こんにゃく 砂糖 白ごま

片栗粉

米 ごま ひまわり油 しらたき 砂糖 白ごま

3.1

8 654 16.6

水

ベーコン チーズ 牛乳 とり肉 いんげん豆

クリーム

牛乳 はまち 油揚げ 豚肉

たまねぎ マッシュルーム ピーマン

トマトピューレ キャベツ にんじん きゅうり

セロリー にんにく パセリ

たまねぎ ねぎ しめじ さやいんげん 白菜

もやし にんじん

しらす入りわかめごはん 牛乳

生揚げのすきやき煮 野菜のごまあえ

ピザトースト 牛乳 パリパリサラダ

クリームシチュー

菜飯 牛乳 魚の照り焼き 即席漬け

沢煮椀

13.6

599 16.9

月
炊き込みわかめの素 しらす干し 牛乳 豚肉

厚揚げ

3 水

621 18.6

回鍋肉丼 牛乳 広東スープ みかん

ごはん 牛乳 鮭のﾁｬﾝﾁｬﾝ焼き 煮びたし

粕汁

5

4 木

金

牛乳 鮭 みそ 油揚げ 高野豆腐

鶏ひき肉 卵 牛乳 みそ とり肉 豆腐 油揚げ

生姜 キャベツ たまねぎ にんじん ピーマン

干ししいたけ 白菜 小松菜 大根 ねぎ

生姜 さやえんどう ごぼう にんじん 大根

ねぎ

三色ごはん 牛乳 みそじゃが

けんちん汁

米 砂糖 こんにゃく じゃが芋

26.4 1.8

10

9 火

2.4

44.4

28.8

コッペパン ひまわり油 小麦粉 じゃが芋

バター ホットケーキミックス 砂糖

チョコレート

米 大麦 砂糖 片栗粉

14.8

麦ごはん 牛乳 さばの味噌煮

野菜のおかか和え 吉野汁

626

603 17.0 27.0

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

24 水

19

15.0 24.2 2.4

695 31.7 2.9

614

15.0 30.0 2.6

639

れんこん こねぎ 大根 小松菜 もやし

干ししいたけ ねぎ チンゲンサイ

14.4 35.1 2.2

17.9 31.2 2.1

30.2 2.2

3.3

663 14.7

649 14.8豚肉 豆みそ みそ 牛乳 豚肩 豆腐 米 大麦 ひまわり油 砂糖 片栗粉 ごま油

にんにく 生姜 キャベツ にんじん ピーマン

干ししいたけ たまねぎ たけのこ 白菜

もやし チンゲンサイ みかん

2.131.5

日 曜

実施日

617 13.2 28.2 2.12 火

たまねぎ にんじん マッシュルーム コーン

グリンピース にんにく セロリー もやし

えのきたけ ねぎ

にんじん みつば ごぼう 大根 小松菜

1

献　　立　　名

チキンライス  牛乳 ジャーマンポテト

わかめスープ

米 もち米 ひまわり油 砂糖 じゃが芋 油

こんにゃく 白ごま

緑の食品黄色の食品赤の食品

月 24.1 2.7

大豆いり混ぜごはん 牛乳

じゃがいものきんぴら  畑汁

血や肉、骨や歯になる 体を動かす熱や力になる

＊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、京都府産「こしひかり」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


