
学校給食費の徴収にご協力をお願いいたします。 

  ７月の口座振替日は、 ８日（金） です。 
※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。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ねぎ(茨城) 人参 (千葉) 生姜 (高知) もやし (栃木) キャベツ (練馬) 

セロリ(長野) じゃが芋 (長崎) えのき (長野) 青ピーマン (茨城) 白菜 (長野) 

でこぽん(熊本) パセリ(長野) じゃが芋 (長崎) 玉ねぎ(兵庫) 鞘えんどう(静岡) 

ほうれん草(群馬) 小松菜(東京) 大根(千葉) にら(群馬) キャベツ(神奈川) 

 いよいよ夏本番です。暑い日が続くので熱中症に気をつけましょう。

子供は、体温調節機能や水分の代謝機能が未熟なため、脱水になりや

すいといわれています。熱中症予防には、適切な水分補給を行うこと

が大切です。 

熱中症を予防する 水分補給のポイント 

 普段は、水や麦茶で水分

補給をしましょう。大量に

汗をかいた時は、スポーツ

ドリンクを利用しましょ

う。甘いジュースや炭酸飲

料は避けましょう。 

 のどがかわいたと感じる

前に、こまめに水分をとる

ことが重要です。運動する

時は、運動前、運動中、運

動後にも水分をしっかりと

とりましょう。 

 運動をする 30 分前は、

250～500mL の水分を摂

取し、運動中は 200～

250mL を１時間に２～４

回飲むことがすすめられ

ています。 

何を飲む？ いつ飲む？ 飲む量は？ 

砂糖の量はどのくらい？ 

炭酸飲料 

約 56g 

乳酸菌飲料 

約 55g 

果汁入り飲料 

約 53g 

スポーツ飲料 

約 31g 

麦茶 

０g 
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飲み残しのペットボトルに注意！ 
 ペットボトル飲料を飲む時に、直接口をつけて飲

むと、飲み物の中に口の中の細菌が入ります。そし

て、飲み残した場合は時間が経つと、飲み物に含ま

れる栄養を利用して細菌が増えます。特に糖分の多

い炭酸飲料や乳酸菌飲料、果実飲料は細菌の栄養に

なるものが多いので注意が必要です。ペットボトル

飲料は、開けたら早めに飲み切りましょう。 

甘い飲み物のとりすぎ注意 

気を付けて！ ペットボトル症候群 

 冷たい物は、甘味を感じにく

くなります。そのため、たくさ

んの砂糖などが使われていても

気付きません。飲みすぎないよ

うにしましょう。 

 甘い清涼飲料をたくさん飲む

と、過剰な糖が尿で排出されて

脱水気味になり、のどがかわき

ます。それでも飲み続けると、

体のだるさや吐き気、意識障害

が生じるペットボトル症候群に

なる危険性があります。水分補

給は水や麦茶にしましょう。 

 
令和４年６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 

今月の給食献立より 

★7 月 7 日「七夕献立」 

７月 7 日の七夕にちなんだ給食です。星形のマカロニをいれたお星様

スープを給食で出します。 

★7 月 15 日「お楽しみ給食」 

子供たちが大好きなフィッシュハンバーガーや ABC マカロニを入れた

「ABC スープ」を給食で出します。 

★7 月 19 日「食育の日 沖縄料理」 

沖縄の夏野菜ゴーヤは旬の野菜でビタミンＣが豊富なので、夏バテ予

防に役立ちます。また苦味成分は「モモルデシン」と言って、胃腸を刺

激して食欲を増進させる効果があると言われています。 

 

★6 月の野菜産地(6/1～24)★ 



(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13回

エネルギー たんぱく質

(kcal) (％)

598 15.8

※　平均値は中学年の量をもとに計算されています

＊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、「もえみのり」と青森県産「まっしぐら」です。

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

栄　　養　　量
 脂質  塩分

2.5

31.8 2.6

560

602

711 14.1 34.8

0.35

緑の食品黄色の食品赤の食品

315 87 2.2 208 0.22 12 5.2平均値 31.0 2.3

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脂質 食塩相当量 カルシウム

米 ひまわり油 ごま 米油 トック ごま油20 水 豚肉 とり肉 卵 大豆 牛乳
キムチチャーハン 牛乳

トックスープ 冷凍みかん

火  豚肩 豆腐 卵 鶏もも もずく 牛乳

13 水

15 金

豚肉 レンズ豆 ひじき しらす干し みそ 牛乳夏野菜のカレー 牛乳 ひじきのサラダ

ゆかりごはん 牛乳 ぎせい豆腐

みそけんちん汁

あわごはん 牛乳 ゴーヤチャンプルー

もずくスープ

 たんぱく質

米 大麦 米油 バター 小麦粉 油 砂糖

さば みそ まぐろ缶 豆腐 牛乳 米 砂糖 ごま油

米 あわ 米油 片栗粉19

献　　立　　名

メキシカンライス 牛乳 白身魚のマリネ

五目野菜スープ

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

豚ひき肉 ホキ とり肉 大豆 牛乳 622 15.4

ｴﾈﾙｷﾞｰ

57514 木  鶏ひき肉 豆腐 卵 鶏もも 油揚げ みそ 牛乳

ホキ 卵 とり肉 いんげん豆 牛乳

にんじん 干ししいたけ ねぎ ごぼう 大根

トマトピューレ キャベツ にんじん たまねぎ

セロリー ほうれん草

米 ひまわり油 砂糖 こんにゃく 里芋

丸パン 小麦粉 パン粉 油 砂糖 米油 マカロニ

17.5

ｾﾙﾌﾌｨｯｼｭﾊﾞｰｶﾞｰ 牛乳 ボイルキャベツ

ＡＢＣスープ
570 17.8

12

11 月

金 鶏もも みそ牛乳

5 火

587 15.9

練馬スパゲティ 牛乳 かみかみサラダ

カラメルポテト

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

7

6 水

木

鶏ひき肉 高野豆腐 油揚げ みそ 牛乳

鶏もも とり肉 卵 いんげん豆 寒天 牛乳

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

たまねぎ にんじん マッシュルーム コーン

グリンピース セロリー ほうれん草 みかん缶

パインアップル缶 桃缶

米 砂糖 片栗粉 油 じゃが芋 ひまわり油8 636 12.6

火

529
にんじん キムチ ピーマン セロリー 大根

干ししいたけ ねぎ チンゲンサイ みかん

まぐろ缶 のり いか 牛乳
マカロニ・スパゲッティ オリーブ油 砂糖

ひまわり油 ごま油 さつま芋 油 バター

大根 レモン キャベツ きゅうり もやし

にんじん

2.3

米 大麦 米油 油 小麦粉 ざらめ ひまわり油

砂糖 ごま油 ごま

1.9

米 麦 米油 こんにゃく 砂糖 片栗粉 白ごま

じゃが芋

17.9 33.5

544 16.0 30.1

17.1

にんにく 生姜 たまねぎ にんじん かぼちゃ

なす ズッキーニ セロリー キャベツ

きゅうり もやし

2.0

にんじん 大根 たけのこ 干ししいたけ

さやいんげん 小松菜 もやし

米 ひまわり油 米粉マカロニ 砂糖

米 ひまわり油 砂糖 油 こんにゃく じゃが芋

35.0 2.8

ごはん 牛乳 さばの味噌幽庵焼き

練馬野菜のツナあえ 大根のみそ汁

たまねぎ にんじん ゴーヤ もやし こねぎ

15.0 25.5 1.9

18.0 30.7 1.6

鶏ひき肉 油揚げ まぐろ缶 高野豆腐

みそ 卵 大豆 豆乳 牛乳

まぐろ缶 とり肉 厚揚げ のり 牛乳

にんじん ごぼう グリンピース 小松菜 大根

ねぎ

たまねぎ にんじん コーン さやいんげん

生姜 にんにく ごぼう 大根 小松菜

チキンライス  牛乳

お星様スープ（米粉）

フルーツポンチ

ごはん 牛乳 鶏肉とコーンの揚げ煮

畑汁

こぎつねごはん 牛乳 千草焼き 呉汁

ツナごはん 牛乳 野菜と鶏肉のうま煮

小松菜ののりあえ

40.4

2.7

米 砂糖 米ぬか油 こんにゃく

28.5

2.030.6

練馬第三小学校

日 曜

実施日

553 19.3 31.1 2.74 月

トマト缶 たまねぎ にんじん コーン ピーマン

赤ピーマン セロリー 生姜 キャベツ 小松菜

小松菜 もやし キャベツ きゅうり 大根

たまねぎ にんじん

1 金

33.6 2.5

2.8

630 12.4

651 14.3


