
 

 寒い時季や空気が乾燥している時には、かぜやインフルエンザ、ノロウイルスなどにかか

りやすくなります。かぜなどを予防するには、どうすればよいのでしょうか？ 生活習慣を

整のえて、冬を元気にすごしましょう。 

石けんを使って手を洗おう 
 手洗いは手軽にできる感染症予防の一つです。手洗いで洗い

残しが多い部分は、指先やつめの間、指の間、親指、手首など

です。石けんやハンドソープを使って、手のひら、手の甲、指

先とつめの間、指の間、親指、手首をしっかりと洗う習慣を身

に付けることが大切です。 

冬至って何？ 
 冬至とは、１年の中でもっとも昼が短く、夜が長い

日です。次第に短くなっていた日が、冬至をすぎると

長くなることから、「太陽がよみがえる日」と考えられ

ていました。冬至にかぼちゃを食べたりゆず湯に入っ

たりする風習があります。冬至にかぼちゃを食べると

脳の血管の病気やかぜを予防すると言われています。 

大みそかはそばで年越し 

 大みそかに食べるそばを「年越しそば」と

呼んでいます。年越しそばを食べる理由は、

細長い形から寿命が細く長くありますよう

にと願って食べるからなど、いろいろな説 

があります。地域によってはそば以外 

のものを食べることもあります。 
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今月の給食献立より 

★12 月 5 日 「練馬大根一斉献立」 

練馬区の小・中学校が練馬産の大根を使用した給食を作ります。12 月 4 日に練馬大根引っこ抜

き大会で引き抜かれた大根を使用して給食室の大きな釜で煮込み、みんなに人気の練馬スパゲティ

を作ります。貴重な練馬区の伝統野菜を味わってください。 

★12 月 22 日 「冬至献立」 

１２月 22 日は冬至です。1 年のうちで最も太陽が出ている時間が短い日で夜がもっとも 

長い日です。この日に、かぼちゃを食べて、ゆず湯につかると風邪を引かないと言われて 

います。冬至にちなみ給食ではブリのゆず香焼きをだします。 

 

 

生姜(高知) 長ネギ(秋田) もやし(栃木)

もやし(栃木) 青梗菜(千葉) れんこん(茨城)

人参(北海道) キャベツ(練馬) ごぼう(宮崎)

玉ねぎ(北海道) きゅうり(群馬) 大根(千葉)

セロリー(静岡) 小松菜(埼玉) じゃが芋(北海道)

にんにく(青森) 里芋(練馬) パセリ(茨城)

★野菜産地★ 学校給食費の徴収に 

ご協力をお願いいたします。 

12 月の口座振替日は、 

 8 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。 

口座残高のご確認をお願いいたします。 



令和4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17回

エネルギー たんぱく質

(kcal) (％)

585 16.7

※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。

練馬第三小学校

日 曜

実施日

712 11.4 31.6 1.82 金

生姜 干ししいたけ にんじん たけのこ にら

ねぎ 切干大根 きゅうり コーン

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

グリンピース

1 木

34.7 2.9

2.9

640 12.6

575 16.3

29.6 2.4

こめっこハヤシライス 牛乳

おさつチップス

にんじん 大根 白菜 かぼちゃ ねぎ 小松菜

12.6 32.3 2.4

16.7 36.0 2.9

豚肉 油揚げ 牛乳 ひじき 鶏ひき肉 卵 鶏もも

みそ

牛乳 たら みそ とり肉

ごぼう 生姜 にんじん 干ししいたけ

たまねぎ グリンピース 大根 しめじ 白菜

かぶ ねぎ かぶ（葉）

生姜 にんにく たまねぎ ピーマン

赤ピーマン たけのこ セロリー にんじん

しめじ チンゲンサイ

ごぼう入りドライカレー 牛乳

花野菜のサラダ

チンジャオロースー 牛乳

青梗菜としめじのｽｰﾌﾟ

豚肉とごぼうの混ぜごはん 牛乳

厚焼き卵 冬野菜のみそ汁

ごはん 牛乳 鮭のみそマヨ焼き

野菜の生姜醤油あえ せんべい汁

30.3

2.9

579 17.8 26.9 2.9

604

生姜 にんにく にんじん ごぼう たまねぎ

コーン マッシュルーム パセリ もやし

ぶどう

まぐろ缶 のり 牛乳 チーズ
マカロニ・スパゲッティ オリーブ油 砂糖

米ぬか油

大根 レモン キャベツ ほうれん草 にんじん

コーン たまねぎ にんにく みかん

1.8

18.5 30.8 1.9

520

497 35.9 2.8

16.1 24.2 1.9

12

9 金

木 豚肉 牛乳 とり肉 豆腐 卵

5 月

592 21.1

練馬スパゲティ 牛乳 シーザーサラダ

みかん

ごはん 牛乳 ホッケの一夜干し 煮びたし

練馬野菜のみそ汁

7

6 火

水

牛乳 ほっけ 油揚げ 高野豆腐 豆腐 みそ

豚ひき肉 レンズ豆 牛乳 いんげん豆

にんじん 干ししいたけ 白菜 小松菜

たまねぎ キャベツ ねぎ

にんにく 生姜 たまねぎ ごぼう にんじん

レーズン セロリー ピーマン ブロッコリー

カリフラワー キャベツ コーン

米 ひまわり油 砂糖 片栗粉 ごま油8 547 18.8

月

ダイスチーズパン ひまわり油 じゃが芋

小麦粉 ざらめ

2.9

米 こんにゃく 砂糖

19.1 31.2

577 17.7 25.7

30.5

たまねぎ 小松菜 コーン セロリー にんじん

マッシュルーム トマトピューレ
3.9

コーン たまねぎ ピーマン キャベツ

にんじん もやし 小松菜 生姜 ごぼう 大根

えのきたけ 干ししいたけ ねぎ

米 ひまわり油 小麦粉 油 砂糖

米 ひまわり油 しらたき 砂糖 里芋

米 マヨネーズ（エッグフリー） 砂糖

ひまわり油 こんにゃく せんべい

31.9

2.029.5

14 水 牛乳 豚肉 厚揚げ みそ わかめ

鶏ひき肉 大豆 牛乳 豚ひき肉 卵

生姜 ピーマン キャベツ にんじん

干ししいたけ もやし ねぎ

にんにく 生姜 にんじん たまねぎ ピーマン

赤ピーマン セロリー 干ししいたけ 大根

キムチ(ｱﾚﾙｷﾞｰ27品不使用) ねぎ

チンゲンサイ りんご

米 砂糖 でん粉 じゃが芋

米 ひまわり油 砂糖 片栗粉

18.6

ガパオライス 牛乳 コムタン風スープ

果物(りんご)
586 18.5

生姜 キャベツ にんじん ほうれん草

たまねぎ セロリー

米 パン粉 砂糖 じゃが芋 たまねぎ トマトピューレ 大根 にんじん

水 豚肉 牛乳 とり肉 大豆

牛乳 ぶり 刻み昆布 しらす干し 油揚げ みそ

米 ごま油 砂糖 片栗粉 ひまわり油

米 ごま 砂糖

にんにく 生姜 キムチ たまねぎ にんじん

にら ねぎ もやし セロリー キャベツ コーン

小松菜

ゆず たまねぎ にんじん かぼちゃ 小松菜

ねぎ

ごはん 牛乳 ブリの柚子香焼き

小魚のふりかけ かぼちゃのの味噌汁

豚キムチ丼 牛乳 ☆五目野菜スープ

チョコチップパン コーヒー牛乳

鶏の照り焼き 野菜ソテー ＡＢＣスープ
金 コーヒー牛乳 とり肉 ベーコン いんげん豆 チョコチップパン ひまわり油 米油 マカロニ

13 火

15 木

牛乳 ベーコン 牛肉 いんげん豆 クリーム

ダイスチーズパン 牛乳

小松菜とコーンのソテー

ビーフシチュー

ごはん 牛乳

厚揚げと豚肉の味噌炒め

わかめスープ

ほうとう風うどん 牛乳 ちくわ揚げ

 たんぱく質

米 ごま油 砂糖 でん粉

豚肉 牛乳
米 米油 じゃが芋 砂糖 米粉   ざらめ

さつま芋 油 粉糖

うどん 米ぬか油 米粉   油16

献  立  名

麻婆豆腐丼 牛乳 ファイバーサラダ

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 みそ 麦みそ 豆腐 牛乳 ひじき 580 16.6

ｴﾈﾙｷﾞｰ

521

カルシウム

米 ひまわり油 バター 小麦粉 米油 砂糖

白ごま
19 月

牛乳 豚ひき肉 鶏ひき肉 豆腐 レンズ豆 みそ

鶏もも クリーム チーズ 牛乳 わかめ

しらす干し

チキンクリームライス 牛乳

じゃことわかめのサラダ

シャインマスカット

菜飯 牛乳 豆腐ハンバーグ

じゃがいものみそ汁

金 豚肉 油揚げ みそ 牛乳 竹輪 青のり

22 木

20 火

21

23

4.9平均値 31.6 2.5

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

0.41

緑の食品黄色の食品赤の食品

328 90 2.3 194 0.27 13

栄  養  量
 脂質  塩分

555

17.2

2.3

27.1 2.4

617

569

676 17.3 45.0


