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７ 食物アレルギーのある児童一覧表 

８ 食物アレルギーのある生徒一覧表 

９ 給食アレルギー対象児童一覧表 

10 給食アレルギー対象生徒一覧表 

11 アレルギー対応カード 

12 アレルギー食対応表 

13 詳細献立 

14 学校別アレルギー対応チェック表 

15 小学校 食物アレルギー事故を 100%防止するために 

16 中学校 食物アレルギー事故を 100%防止するために 

17 食物アレルギー面談時確認表（緊急性の高い症状用） 

18 食物アレルギー面談時確認表（解除用） 
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１ 児童・生徒の食物アレルギー情報の把握から対応の決定まで 

   

（１）食物アレルギー情報の把握 

  ア 新入生 

  ・教育委員会事務局教育部学務課（以下、「学務課」という。）及び教育委員会事務局教育部

学校給食課（以下、「学校給食課」という。）は、新たに市立小学校及び中学校に進学する

児童・生徒（以下、「新入生」という。）の保護者に対して、「立川市学校給食における食物

アレルギー対応方針」（以下、「対応方針」という。）に基づく学校給食における食物アレル

ギー対応（以下、「食物アレルギー対応」という。）について案内します。 

  ・学校は、就学時健康診断や保護者説明会の機会をとらえ、全ての新入生の保護者に対して、

「食物アレルギー確認書」（様式１）を配付し、新入生の食物アレルギーの有無を確認しま

す。 

  イ 在校生 

  （ａ）進級時 

   ・学校は、毎年度の３学期に、次年度在校する全ての児童・生徒の保護者に対して「食物

アレルギー確認書」（様式１）を配付し、児童・生徒の食物アレルギーの有無について確

認します。食物アレルギー対応を実施している児童・生徒に対しては、「学校生活管理指

導表」（様式２）の更新について案内し、３学期中に次年度の食物アレルギー対応の更新

が円滑に行えるようにします。 

   ・学校は、進級時の調査で新規発症を把握した場合は、３学期中に次年度の食物アレルギ

ー対応が円滑に行えるように保護者に案内します。 

  （ｂ）新規発症時（随時） 

   ・学校は、食物アレルギーを新規発症した児童・生徒の保護者に対して、発症後速やかに

学校に申し出るように依頼します。 

   ・学校は、年度の途中に給食の喫食後に児童・生徒が食物アレルギーを新規発症した場合、

保護者に対して速やかに情報提供します。 

  ウ 転入生（転入時） 

   ・学校は、児童・生徒の転入があった場合は、保護者に対して、対応方針に基づく食物ア

レルギー対応について案内します。また、「食物アレルギー確認書」（様式１）を配付し、

児童・生徒の食物アレルギーの有無を確認します。 

 

（２）保護者からの申し出 

  ・保護者は、児童・生徒の食物アレルギーの有無について、「食物アレルギー確認書」（様式

１）に記入し、学校へ提出します。 

  ・保護者は、年度の途中に児童・生徒が食物アレルギーを新規発症した場合には、速やかに

学校に申し出ます。 

 

（３）「学校生活管理指導表」（様式２）の配付 

  ・学校は、「食物アレルギー確認書」（様式１）で把握した、食物アレルギーのある児童・生徒
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の保護者に対して、「学校生活管理指導表」（様式２）を配付したうえで、医療機関を受診

するように依頼します。なお、在校生が進級時に提出する「学校生活管理指導表」（様式２）

については、１月以降に医師が作成したものを提出するように依頼します。 

 

（４）医療機関での受診 

  ・保護者は、児童・生徒とともに医療機関を受診し、「学校生活管理指導表」（様式２）の作成

を医師に依頼します。 

 

（５）「学校生活管理指導表」（様式２）等の提出 

  ・保護者は、児童・生徒に食物アレルギーがある場合には、医師の診断が記載された「学校

生活管理指導表」（様式２）を学校に提出します。学校は「学校生活管理指導表」（様式２）

の写しを学校給食課に送付します。 

  ・保護者は、「学校生活管理指導表」（様式２）を毎年度の 3 学期に医療機関を受診し、学校

に提出します。 

 

（６）飲用牛乳等の停止 

  ・食物アレルギーにより飲用牛乳等が飲めない児童・生徒が豆乳の飲用を希望する場合、保

護者は「学校給食費アレルギー対応（豆乳）飲用及び補助金交付申請書」（様式３）を学校

に提出します。学校は、「立川市学校給食費アレルギー対応補助金交付要綱」に従い手続き

を行います。 

  ・食物アレルギーにより飲用牛乳等が飲めない児童・生徒が豆乳の飲用を希望せず、飲用牛

乳等の停止をする場合、保護者は、「アレルギー等による牛乳代金減額申請書」（様式４）

を学校に提出します。 

  ・学校は、保護者が提出した「学校給食費アレルギー対応（豆乳）飲用及び補助金交付申請

書」（様式３）及び「アレルギー等による牛乳代金減額申請書」（様式４）をもとに、「アレ

ルギー等による牛乳類飲用停止対象者報告書」（様式５）を作成し、学校給食課に提出しま

す。 

   

（７）アレルギー面談の実施 

  ・校長は、校内に食物アレルギー対応委員会（以下、「対応委員会」という。）を組織します。

対応委員会は、対応方針に基づき、校内における食物アレルギー対応の様々な調整、連携、

管理、決定、周知を行います。 

  ・校長は、食物アレルギー対応に関する保護者との個別面談（以下、「アレルギー面談」とい

う。）の日程調整及び司会等の運営を行う実務者を決定します。 

  ・実務者は、アレルギー面談に出席する学校関係職員（校長、副校長、養護教諭、給食主任、

学級担任）、保護者並びに学校給食課の栄養士（以下、「栄養士」という。）と日程調整を行

い、面談の日程を決定します。 

  ・対応委員会及び栄養士は、学校給食課が作成・提示する「食物アレルギー面談時確認表」

（様式６）を活用し、アレルギー面談において保護者に確認する事項を決定します。 
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  ・面談の実務者と参加者は、保護者から提出された「学校生活管理指導表」（様式２）及び必

要書類と、学校給食課が作成・提示する「食物アレルギー面談時確認表」（様式６）に従い、

保護者とアレルギー面談を行います。「食物アレルギー面談時確認表」（様式６）は栄養士

が記録します。面談後に出席者が署名をして写しを２部作成します。原本は学校給食課が

保管し、写しは 2部のうち、1部を学校、1部を保護者がそれぞれ保管します。 

  ・新たに食物アレルギー対応を開始するためのアレルギー面談には、原則として、栄養士が

同席します。 

  ・対応委員会及び栄養士は、保護者に対応方針に基づく食物アレルギー対応について説明し、

理解を得ます。 

  ・校長は、食物アレルギーのある児童・生徒の食物アレルギーの情報を、全ての教職員、学

級内の児童・生徒並びに保護者に対して提供することについて、保護者の了解を得ます。 

 

（８）対応の決定・周知 

  ・対応委員会及び栄養士は、アレルギー面談の結果を踏まえ、食物アレルギーがあり、学校

給食で何らかの対応が必要な児童・生徒（以下、「対象児童・生徒」という。）に応じた具体

的な対応内容を検討し、決定します。 

  ・学校は、決定した具体的な対応内容を保護者に伝え、了解を得ます。 

  ・小学校は、「食物アレルギーのある児童一覧表」（様式７）、中学校は、「食物アレルギーの

ある生徒一覧表」（様式８）を作成します。一覧表には、食物アレルギーのある全ての児

童・生徒の学級名・氏名・原因食物・内服薬の処方・エピペン🄬の処方・配慮すべき事項

等を記入します。 

  ・学校は、決定した具体的な対応内容を全ての教職員間（配膳員を含む）で共有できるよう

に周知します。 

 

（９）学校給食課への報告 

  ・学校は、作成した「食物アレルギーのある児童一覧表」（様式７）、及び「食物アレルギーの

ある生徒一覧表」（様式８）を、学校給食課へ送付し報告します。 

  ・栄養士は、学校から送付された「食物アレルギーのある児童一覧表」（様式７）、及び「食物

アレルギーのある生徒一覧表」（様式８）並びに「学校生活管理指導表」（様式２）の写し

をもとに、対応が決定した対象児童・生徒の学校名・学級名・氏名・原因食物を給食管理

システム注１に入力し、「給食アレルギー対象児童一覧表」（様式９）「給食アレルギー対象生

徒一覧表」（様式 10）を作成します。入力・作成した栄養士とは別の栄養士は、入力内容に

誤りがないかをダブルチェックにより確認し、個人ファイルを作成します。 

   注 1 給食管理システム：学校給食の献立作成、栄養素量計算、見積もり・発注、食数管理、食物アレル

ギー対応の管理等を行うためのソフトウェア 

  



食物アレルギー対応の実務について　(把握～個別面談)

1.アレルギー情報の把握(手順書　P.１～P.３）

項目

（１）-１　アレルギー情報の把握
　　　　　(新入生）

（1）-２　アレルギー情報の把握
　　　　　（新入生・在校生）

（２）　保護者からの申し出

（３）　「学校生活管理指導表」の
　　　　配布

（４）　医療機関での受診

（５）　「学校生活管理指導表」の
　　　　提出

（６）-１　アレルギー面談の実施
     (日程調整）

（６）-２　アレルギー面談の実施
　　（面談）

（７）　対応の決定・周知

（８）　学校給食課への報告

ー 〇「食物アレルギー確認書」の配付 〇「食物アレルギー確認書」の記載

ー 〇「食物アレルギー確認書」の受理
〇アレルギーの申し出
〇「食物アレルギー確認書」の記載

〇食物アレルギーのある全児童・
　　生徒にかかわる個別面談の
　　日程調整(市・保護者)
〇面談の流れ／確認事項等の確認

〇面談の実施(参加：管理職・
　　給食主任・担任・養護教諭ほか)

〇医療機関の受診
〇「学校生活管理指導表」の作成
　(医師)

ーー

ー
〇食物アレルギーのある児童・生徒へ
の「学校生活管理指導表」の配付・配
付者一覧の作成

〇「学校生活管理指導表」の受理

保護者

〇案内文の受理〇案内文案の作成／送付

市 学校

〇案内文の配布
　　就学時健診・保護者会等

〇「食物アレルギーのある児童・生徒
　　一覧表」の受理・確認
〇「給食アレルギー対象児童・生徒
　　一覧表」の作成
〇決定した対応の周知(事業者へ)

○「食物アレルギーのある児童・生徒
　一覧表」の作成・送付

ー

〇「学校生活管理指導表」写しの
　　受理

○「学校生活管理指導表」の受理、
　　写しを学校給食課へ送付

〇個別面談の日程調整

〇面談への参加

〇具体的な対応の確認・了解
〇具体的な対応の決定
〇決定した対応の周知

〇個別面談の日程調整
〇面談の流れ／確認事項等の作
　　成・送付

〇面談の実施(参加：栄養士)

〇具体的な対応の決定にかかわ
　　る助言・条件提示

○「学校生活管理指導表」の提出
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２ 対応開始の準備 

 

（１）「アレルギー対応カード」（様式 11）の作成 

  ・学校は、対象児童・生徒の「アレルギー対応カード」（様式 11）を作成します。カードに

は、学校名・学級名・氏名・原因食物を記載します。アレルギー対応カードはＡ３サイ

ズで作成します。 

 

（２）教職員への情報共有 

  ・学校は、全ての教職員に対して年度初めに実施する校内の食物アレルギー対応研修等の

機会に「食物アレルギーのある児童一覧表」（様式７）または、「食物アレルギーのある

生徒一覧表」（様式８）を活用して、食物アレルギーのある児童・生徒の情報を共有しま

す。 

  ・学校は、年度の途中で食物アレルギー対応等の変更や新規発症の児童・生徒が生じた場

合には、その都度教職員への周知を行います。 

 

（３）児童・生徒への周知 

  ・学級担任は、学級内の児童・生徒に対して食物アレルギーのある児童・生徒の情報を周知

します。 

 

（４）配膳員への周知 

  ・栄養士は、配膳員及び共同調理場の運営事業者（以下、「運営事業者」という。）に対して、

対象児童・生徒の食物アレルギー情報を伝えます。毎年度の初めには在籍する全ての対象

児童・生徒についての情報を提供します。 

  ・新規発症や転入、解除等で変更があった場合には、その児童・生徒についての情報を確実

に配膳員及び運営事業者に提供し伝わるようにします。 
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３ 「アレルギー食対応表」（様式 12）の確認から確定まで 

   

（１）「アレルギー食対応表」（様式 12）の作成・送付 

  ・栄養士は、入札による食材決定の後、毎月 10日頃に、アレルギー面談で決定した対応内容

に従い、翌月の給食における対象児童・生徒の個別の「アレルギー食対応表」（様式 12）を

作成します。 

  ・栄養士は、給食管理システムを使用して「アレルギー食対応表」（様式 12）を作成し、確認

します。別の栄養士は、作成された「アレルギー食対応表」（様式 12）の内容に誤りがない

かをダブルチェックにより確認します。 

  ・栄養士は、ダブルチェック完了した後、「アレルギー食対応表」（様式 12）及び必要数の「詳

細献立」（様式 13）を学校に送付します。提出期限を定めたうえで対象児童・生徒の保護者

へ確認を依頼します。「詳細献立」（様式 13）は給食管理システムから出力します。 

 

（２）保護者による確認・返送 

  ・学校は、栄養士から送付された「アレルギー食対応表」（様式 12）等を対象児童・生徒経由

で保護者に送付します。「詳細献立」（様式 13）はアレルギー面談で配付を希望した保護者

に送付します。 

  ・保護者は、学校から送付された「アレルギー食対応表」（様式 12）に誤りがないかを確認し

ます。誤りがあれば修正します。ただし、「除去食」及び「家庭からの持参」の対応内容を

「通常食」に変更することや、アレルギー面談で決定した対応内容とは異なる対応への変

更はできません。 

  ・保護者は、「アレルギー食対応表」（様式 12）に記載された対応内容を確認したことの証明

として署名をしたうえで、栄養士が指定する提出期限までに対象児童・生徒経由で学校に

返送します。 

  ・学校は、保護者から返送された「アレルギー食対応表」（様式 12）に保護者の署名があるこ

とを確認し、提出期限までに栄養士に返送します。保護者の署名がない場合、学校は、再

度対象児童・生徒経由で「アレルギー食対応表」（様式 12）を保護者に送付し、提出期限ま

でに提出するように依頼します。学校から栄養士への書類の返送は、給食配送車で行うこ

ととし、FAX等での返送は行いません。 

 

（３）「アレルギー食対応表」（様式 12）の確定 

  ・栄養士は、学校から返送された「アレルギー食対応表」（様式 12）を確認します。保護者か

ら修正があった場合、栄養士は内容を確認し、給食管理システムに修正された対応内容を

入力します。別の栄養士は、保護者により修正された対応内容と給食管理システムに入力

された内容に誤りがないかを確認し、確定します。 

  ・学校給食課は、保護者及び学校から「アレルギー食対応表」（様式 12）が返送され、対応内

容が確定できるまでは、給食の提供を行いません。 
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（４）「アレルギー食対応表」（様式 12）等の送付・共有 

  ・栄養士は、確定した「アレルギー食対応表」（様式 12）の原本を保存し、写しを３部学校に

送付します。 

  ・学校は、栄養士から送付された「アレルギー食対応表」（様式 12）の写しを確認します。３

部のうち、１部は対象児童・生徒経由で保護者に送付します。１部は校内で決定した学級

の指定場所に掲示します。残りの１部は学校内で確認用として活用します。 

  ・栄養士は、「アレルギー食対応表」（様式 12）に従い、各学校が職員室及び配膳室等で活用

するための「学校別アレルギー対応チェック表」（様式 14）を作成し、３部学校に送付しま

す。「学校別アレルギー対応チェック表」（様式 14）は、給食管理システムから出力します。 

  ・学校は、栄養士から送付された「学校別アレルギー対応チェック表」（様式 14）を確認し、

校内で共有します。３部のうち、１部は職員室の指定場所に掲示します。１部は配膳員に

渡します。残りの１部は学校内で確認用として活用します。 

  



食物アレルギー対応の実務について　(アレルギー食対応表の流れ)

３.アレルギー食対応表の確認から確定まで（手順書　P.６～P.７）

項目

（１）　「アレルギー食対応表」の作成・
　　　　送付

        毎月１０日頃

（２）　保護者による確認・返送

　　　　毎月１５日頃

（３）　「アレルギー食対応表」の確定

　　　毎月２０日頃

（４）　「アレルギー食対応表」等の
　　　送付・共有

　　　毎月２５日頃

〇「アレルギー食対応表」の確定
ー ー

市 学校 保護者

〇「詳細献立」／「アレルギー食
　　対応表」の作成・送付

〇「詳細献立」／「アレルギー食
　　対応表」の受理・配付

〇「詳細献立」／「アレルギー食
　　対応表」の受理

〇「アレルギー食対応表（確定版）」
　　の送付

〇「アレルギー食対応表(確定版)」
　　の受理・保存・校内共有・配付

〇「アレルギー食対応表(確定版)」
　　の受理・了解・保存

〇「アレルギー食対応表」の受理・
　　確認

〇「アレルギー食対応表」の受理・
　　送付

〇「アレルギー食対応表」の記載
　　内容の確認・承認・修正のための
返送
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４ 共同調理場の対応 

   

（１）調理工程 

  ア 運営事業者への情報提供 

   ・学校給食課は、毎年度の初めに、運営事業者に対して、「給食アレルギー対象児童一覧表」

（様式９）、及び「給食アレルギー対象生徒一覧表」（様式 10）を送付し、情報提供しま

す。 

   ・学校給食課は、毎月 10日頃に、運営事業者に対して、翌月の給食における「給食アレル

ギー対象児童一覧表」（様式９）、及び「給食アレルギー対象生徒一覧表」（様式 10）を送

付し、情報提供します。 

   ・学校給食課は、毎月 20日頃に、運営事業者に対して、保護者が確認し、栄養士が確認し

た「アレルギー食対応表」（様式 12）の写しを送付します。 

  イ 確認帳票の作成 

   ・栄養士及び運営事業者のアレルギー食調理担当者（以下、「アレルギー担当者」という。）

は、「アレルギー食対応表」（様式 12）の内容を踏まえ、翌月の給食における食物アレル

ギー対応内容を記載した確認帳票をそれぞれ作成します。 

  ウ 確認帳票の読み合わせ 

   ・栄養士及びアレルギー担当者は、それぞれが作成した確認帳票に記載された対応内容の

読み合わせを行い、対応内容に相違がないことを確認し、綿密に打ち合わせを行います。 

   ・栄養士は、アレルギー担当者との読み合わせにおいて「アレルギー食対応表」（様式 12）

の内容に訂正があった場合は、その訂正内容を給食管理システムに入力し、使用する全

ての書類に訂正が反映されているか確認します。別の栄養士は、訂正内容に間違いがな

いか、ダブルチェックにより確認します。栄養士は、保護者が確認して署名した「アレ

ルギー食対応表」（様式 12）に訂正した内容を記載します。別の栄養士は、記載された内

容に間違いがないか、ダブルチェックにより確認します。 

   ・栄養士は、訂正が反映された「学校別アレルギー対応チェック表」（様式 14）を給食管理

システムから出力し、学校へ送付します。 

  エ 調理前の準備 

   ・栄養士は、アレルギー対応食を提供する２日前までに、「学校別アレルギー対応チェック

表」（様式 14）に記載された除去食及び代替食の内容・学校名・学級名・氏名に誤りがな

いかを確認します。また、「学校別アレルギー対応チェック表」（様式 14）の記載内容と

「アレルギー食対応表」（様式 12）、「給食アレルギー対象児童一覧表」（様式９）、及び

「給食アレルギー対象生徒一覧表」（様式 10）との記載内容が整合しているかを確認しま

す。誤りや疑問があった場合は、すぐに保護者・学校・運営事業者に連絡をします。そ

の際、アレルギー担当者は、再度記載内容等に誤りがないかを確認します。 

・栄養士及びアレルギー担当者は、事前に確認した対応内容に基づき、調理作業の開始前

に当日の対応内容を確認します。 

・運営事業者は、「学校別アレルギー対応チェック表」（様式 14）に従い、必要な枚数のア

レルギー食器注２が準備されていることを確認します。 
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  オ 調理 

   ・アレルギー担当者は、調理前に確認した対応内容に基づき、共同調理場の食物アレルギ

ー対応専用調理室において、アレルギー対応食を調理します。 

   ・運営事業者は、食物アレルギー対応専用調理室に対応食品を持ち込みません。 

   ・アレルギー担当者は、専用に用意した食材でアレルギー対応食を調理し、通常食からの

取り分けなどは行いません。 

   注２ アレルギー食器：色・柄を変えたアレルギー対応食を食べるための食器 

 

（２）配送工程 

  ア 調理後の確認 

   ・アレルギー担当者は、複数人で調理後の確認作業を行います。 

   ・アレルギー担当者は、調理したアレルギー対応食を対象児童・生徒の個人別のアレルギ

ー対応食専用容器注３（以下、「専用容器」という。）に配膳したうえで、専用容器を個人

別の巾着袋に入れます。専用容器には、対象児童・生徒の学校名、学級名、氏名、献立

名、対応食品名を記載したラベルを貼り付け、巾着袋には、対象児童・生徒の学校名、

学級名、氏名を記載したカードを添付します。 

   ・栄養士は、アレルギー担当者とともに「学校別アレルギー対応チェック表」（様式 14）の

記載内容と専用容器、巾着袋に記載された内容に誤りがないこと、個人別の専用容器と

巾着袋の対象児童・生徒が整合していることを確認し、学校配送用ケースに入れます。 

  イ コンテナ室への移送 

   ・アレルギー担当者は、配送時間にあわせて学校配送用ケースをコンテナ室に運びます。 

  ウ 配送前の確認 

   ・運営事業者の配送担当者（以下、「配送担当者」という。）は、学校名等を確認したうえ

で、学校配送用ケースを配送車に積載し、各校に配送します。 

  エ 到着時の確認 

   ・配送担当者は、配送車から学校配送用ケースを降し、学校の配膳室で配膳員に手渡しし

ます。 

    注３ アレルギー対応食専用容器：アレルギー対応食を個別に配膳し、学校に配送するための容器 
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５ 配膳室の対応 

  

（１）到着時の確認 

  ・配膳員は、配送担当者から、アレルギー対応食の入った学校配送用ケースを手渡しで受け

取ります。 

  ・配膳員は、配送された学校配送用ケースを確認し、個人別の巾着袋の数量等を確認し、「学

校別アレルギー対応チェック表」（様式 14）の記載と整合していることを確認します。 

 

（２）豆乳・アレルギーパンの確認 

  ・配膳員は、「学校別アレルギー対応チェック表」（様式 14）を確認したうえで、豆乳及びア

レルギーパン注４の数量を確認します。 

  ・配膳員は、アレルギーパンを対象児童・生徒の個人別の巾着袋に入れます。 

  ・配膳員は、豆乳を牛乳保冷庫で適切に保管します。日ごとに必要な数量を確認し、不足が

あれば運営事業者または学校給食課に連絡します。 

   注４ アレルギーパン：卵・乳抜きのパン 

 

（３）小学校のアレルギー対応食の受け渡し 

  ア 配膳車への積載 

   ・配膳員は、必要な枚数のアレルギー食器を学級ごとの配膳車に積載します。アレルギー

食器は、通常食の食器籠の一番上に入れます。 

   ・配膳員は、個人別の巾着袋と豆乳を対象児童が在籍する学級の配膳車に積載します。 

   ・配膳員は「学校別アレルギー対応チェック表」（様式 14）を活用し、複数人で必要な枚数

のアレルギー食器の数・個人別の巾着袋・豆乳が、対象児童が在籍する学級の配膳車に

積載されていることをダブルチェックにより確認します。 

  イ 配膳車の受け渡し 

   ・配膳員は、各階の配膳室において、給食当番の児童及び担任に対して、該当する学級の

配膳車を間違いのないように確認しながら渡します。 

 

（４）中学校のアレルギー対応食の受け渡し 

  ア コンテナへの設置・確認 

   ・配膳員は、必要な枚数のアレルギー食器がコンテナ内の対象生徒が在籍する学級の食器

籠の一番上に積載されていることをダブルチェックにより確認します。 

  イ アレルギー対応食の準備・手渡し 

   ・配膳員は、個人別の巾着袋を配膳しやすいようにまとめておきます。 

   ・配膳員は、豆乳をビニール袋に入れて準備をし、渡します。 

   ・配膳員は「学校別アレルギー対応チェック表」（様式 14）を活用し、複数人で個人別の巾

着袋及び豆乳が、対象生徒に渡すための指定場所に準備されていることをダブルチェッ

クにより確認します。 

   ・配膳員は、給食時間が開始したら、各学級まで個人別の巾着袋を持っていき、対象生徒
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へ直接手渡しします。対象生徒が不在の場合には、学級担任に手渡しします。 

 

（５）「アレルギー対応カード」（様式 11）の準備 

  ・配膳員は、「学校別アレルギー対応チェック表」（様式 14）に記載された対象生徒の学 

校名、学級名、氏名、献立名、対応食品名を確認したうえで、翌日の「アレルギー対応カー 

ド」（様式 11）を準備し、職員室の指定場所に置きます。  
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６ 学校の対応 

  全ての小・中学校が統一されたルールで対応を徹底できるよう、本実施手順書及び「小学校 

食物アレルギー事故を 100％防止するために」（様式 15）及び「中学校 食物アレルギー事故を

100％防止するために」（様式 16）を参照し、以下の手順により、食物アレルギー対応を実施し

ます。 

 

（１）前月までの事前準備 

  ア 「アレルギー食対応表」（様式 12）の掲示 

   ・学級担任は、翌月の給食の「アレルギー食対応表」（様式 12）を学級の指定場所に掲示し

ます。 

イ 「学校別アレルギー対応チェック表」（様式 14）の掲示 

   ・給食主任は、翌月の給食の「学校別アレルギー対応チェック表」（様式 14）を職員室の指

定場所に掲示します。 

 

（２）前日までの事前確認 

   ・学級担任は、児童・生徒が下校するまでに、「アレルギー食対応表」（様式 12）を活用し、

翌日の食物アレルギー対応を対象児童・生徒と確認します。 

   ・配膳員は、「学校別アレルギー対応チェック表」（様式 14）に記載された対象生徒の学校

名、学級名、氏名、献立名、対応食品名を確認したうえで、翌日の「アレルギー対応カー

ド」（様式 11）を準備し、職員室の指定場所に置きます。 

 

（３）当日の事前確認 

  ア 出勤時 

   ・学級担任は、職員室の「学校別アレルギー対応チェック表」（様式 14）を活用し、学級の

当日の食物アレルギー対応を確認します。学級担任は、職員室の指定場所から当日使用

するための学級の対象児童・生徒の「アレルギー対応カード」（様式 11）を取り、学級の

指定場所に置きます。 

   ・副校長は、全ての学級担任が当日の食物アレルギー対応を確認し、「アレルギー対応カー

ド」（様式 11）を取ったことを確認します。 

  イ 職員朝会 

   ・給食主任、養護教諭、または副校長は、当日の食物アレルギー対応を全ての教職員に周

知します。 

   ・職員朝会がない場合、全ての教職員は、当日の食物アレルギー対応を「学校別アレルギ

ー対応チェック表」（様式 14）で確認します。 

  ウ 朝の時間 

   ・学級担任は、学級に掲示された「アレルギー食対応表」（様式 12）を活用し、当日の食物

アレルギー対応を対象児童・生徒に確認します。 

   ・学級担任は、家庭から弁当の持参がある児童・生徒に対して、持参の有無を確認します。 
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（４）当日の給食時間の確認 

  ア 小学校 

   ・学級担任は、食物アレルギー対応がある場合は、「アレルギー対応カード」（様式 11）を

対象児童の机上に置いてから配膳します。 

   ・学級担任は、食物アレルギー対応のある児童の給食を最初に配膳します。原因食物を含

む料理は配膳しません。 

   ・学級担任は、「アレルギー食対応表」（様式 12）の「持参食」の欄に〇がある場合、その

料理を配膳しません。 

   ・学級担任は、「アレルギー食対応表」（様式 12）の「食べない」の欄に〇がある場合、そ

の料理を配膳しません。 

   ・学級担任は、アレルギー対応食の提供がある児童に、個人別の巾着袋に入ったアレルギ

ー対応食と食器籠の一番上に配置してあるアレルギー食器を渡します。 

   ・給食当番の児童は、教室に教員がいない場合には、配膳を開始しません。 

   ・対象児童または学級担任は、アレルギー対応食をアレルギー食器に移し替えます。 

   ・アレルギー食器にはアレルギー対応食とともに通常食を配膳することができます。 

   ・専用容器には、提供されたアレルギー対応食以外の料理及び食品は入れません。 

   ・学級担任及びダブルチェックを担当する教員注５は、「アレルギー食対応表」（様式 12）

の「対応食」の欄に〇がある場合、記載内容通りにアレルギー対応食が配膳されている

こと及び原因食物を含む料理が配膳されていないことをダブルチェックにより確認しま

す。 

   ・学級担任及びダブルチェックを担当する教員は、「アレルギー食対応表」（様式 12）の

「持参食」の欄に〇がある場合、記載内容通りに持参されていること及び原因食物を含

む料理が配膳されていないことをダブルチェックにより確認します。 

   ・学級担任及びダブルチェックを担当する教員は、「アレルギー食対応表」（様式 12）の

「食べない」の欄に〇がある場合、記載内容通りに食べない料理が配膳されていないこ

とをダブルチェックにより確認します。 

   ・対象児童は、ダブルチェックを担当する教員による食物アレルギー対応の確認が終わる

まで、全ての給食を食べません。 

   ・学級担任は、対象児童の机上に適切なアレルギー対応食が提供されているかを最終確認

します。 

    注５ ダブルチェックを担当する教員：毎年度給食を開始する前に決定した、アレルギー対応を確認す

る担任以外の教員 

 

  イ 中学校 

   ・アレルギー対応食の提供がある生徒は、配膳員からアレルギー対応食の入った個人別の

巾着袋を受け取ります。 

   ・給食当番の生徒は、食物アレルギー対応がある場合は、「アレルギー対応カード」（様式

11）を対象生徒の机上に置いてから配膳します。 

   ・給食当番の生徒は、アレルギー対応食の提供がある生徒に、食器籠の一番上に配置して
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あるアレルギー食器を渡します。 

   ・給食当番の生徒は、食物アレルギー対応のある生徒の給食を最初に配膳します。原因食

物を含む料理は配膳しません。     

   ・対象生徒または学級担任は、アレルギー対応食をアレルギー食器に移し替えます。 

   ・アレルギー食器にはアレルギー対応食とともに通常食を配膳することができます。 

   ・専用容器には提供されたアレルギー対応食以外の料理及び食品は入れません。 

   ・給食当番の生徒は、「アレルギー食対応表」（様式 12）の「持参食」の欄に〇がある場合、

その料理を配膳しません。 

   ・給食当番の生徒は、「アレルギー食対応表」（様式 12）の「食べない」の欄に〇がある場

合、その料理を配膳しません。 

   ・学級担任及びダブルチェックを担当する教員は、「アレルギー食対応表」（様式 12）の

「対応食」の欄に〇がある場合、記載内容通りに対応食が配膳されていること及び原因

食物を含む料理が配膳されていないことをダブルチェックにより確認します。 

   ・学級担任及びダブルチェックを担当する教員は、「アレルギー食対応表」（様式 12）の

「持参食」の欄に〇がある場合、記載内容通りに持参されていること及び原因食物を含

む料理が配膳されていないことをダブルチェックにより確認します。 

   ・学級担任及びダブルチェックを担当する教員は、「アレルギー食対応表」（様式 12）の

「食べない」の欄に〇がある場合、記載内容通りに、食べない料理が配膳されていない

ことをダブルチェックにより確認します。 

   ・対象生徒は、ダブルチェックを担当する教員による食物アレルギー対応の確認が終わる

まで、全ての給食を食べません。 

      

（５）おかわりへの対応 

  ・学級担任は、対象児童・生徒に対して、食物アレルギー対応のある日は、全ての料理につ

いておかわりしないことを確認します。ただし、対象児童・生徒にはあらかじめ原因食物

を含まない料理を通常より多めに配膳するなど、できる限り配慮するものとします。 

  ・学級担任は、対象児童・生徒の給食の喫食や食べ残し状況等の把握に努めます。 

 

（６）片づけ 

  ア 小学校 

   ・学級担任は、対象児童が片づけをする場合には、原因食物に触れることのないように配

慮します。 

   ・対象児童は、アレルギー対応食がアレルギー食器に残っている場合、残りを食缶に移し、

食器籠に戻します。専用容器には戻しません。 

   ・対象児童は、専用容器のフタを閉めて巾着袋に入れ、「アレルギー対応カード」（様式 11）

とともに配膳車に積載して返却します。 

   ・学級担任は、対象児童が欠席等により、アレルギー対応食を喫食しなかった場合、専用

容器を入れた巾着袋をそのまま返却します。 

   ・給食当番は、アレルギー食器を食器籠の一番上に入れて配膳室に戻します。 
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   ・配膳員は、返却された「アレルギー対応カード」（様式 11）を洗浄し、アルコールで消

毒します。 

   ・配膳員は、アレルギー食器を各クラスの配膳車から回収し、一つの食器籠にまとめてコ

ンテナに積載します。 

   ・配膳員は、巾着袋を各クラスの配膳車から回収し、学校配送用ケースに入れます。 

  イ 中学校 

   ・学級担任は、対象生徒が片づけをする場合には、原因食物に触れることのないように配

慮します。 

   ・対象生徒は、喫食後、アレルギー対応食がアレルギー食器に残っている場合、残りを食

缶に移し、食器籠の一番上に戻します。専用容器には戻しません。 

   ・給食当番または対象生徒は、専用容器を入れた巾着袋と「アレルギー対応カード」（様

式 11）を配膳室に戻します。 

   ・学級担任は、対象生徒が欠席等により、アレルギー対応食を喫食しなかった場合、専用

容器を入れた巾着袋をそのまま返却します。 

   ・配膳員は、返却された「アレルギー対応カード」（様式 11）を洗浄し、アルコールで消

毒します。 

   ・配膳員は、巾着袋を学校配送用ケースに入れます。 

 

（７）翌日の事前確認 

  ・学級担任は、対象児童・生徒が下校するまでに、「アレルギー食対応表」（様式 12）を活用

し、翌日の食物アレルギー対応を対象児童・生徒と確認します。 

  ・配膳員は、「学校別アレルギー対応チェック表」（様式 14）に記載された対象生徒の学校名、

学級名、氏名、献立名、対応食品名を確認したうえで、翌日の「アレルギー対応カード」

（様式 11）を準備し、職員室の指定場所に置きます。 
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７ 緊急性の高いアレルギー症状を発症した場合の対応 

 

（１）救急対応 

  ・学校は、児童・生徒が緊急性の高いアレルギー症状を発症した場合、東京都が策定した「食

物アレルギー緊急時対応マニュアル」に沿って救急車を要請したり、児童・生徒にエピペ

ン🄬の処方がある場合にはエピペン🄬を打ったりする等の救急対応を行います。 

 

（２）給食の停止 

  ・学校は、児童・生徒が緊急性の高いアレルギー症状を発症した場合には、発症時の状況や

発症した原因食物の種類に関わらず、必ず一度給食の提供を停止します。 

  ・保護者は、児童・生徒が緊急性の高いアレルギー症状を発症した場合には、学校に速やか

に申し出ます。 

  ・学校は、児童・生徒が緊急性の高いアレルギー症状を発症したことを把握した場合には、

症状の発症があったこと及び給食の停止を学校給食課に申し出ます。   

  ・学校給食課は、学校からの申し出に従い、緊急性の高いアレルギー症状を発症した児童・

生徒の給食を停止します。 

  ・栄養士は、食数の変更及び変更の内容を関係各所（運営事業者・学校（配膳員含む））に周

知します。 

 

（３）医療機関での受診 

  ・学校は、緊急性の高いアレルギー症状を発症した児童・生徒の保護者に対して「学校生活

管理指導表」（様式２）を配付したうえで、医療機関を受診するように依頼します。 

  ・保護者は、児童・生徒とともに医療機関を受診し、「学校生活管理指導表」（様式２）の作成

を医師に依頼します。 

  ・保護者は、医師の診断が記載された「学校生活管理指導表」（様式２）等を学校に提出しま

す。 

  ・学校は、「学校生活管理指導表」（様式２）の写しを学校給食課に送付します。 

 

（４）アレルギー面談の実施 

  ・学校は、本実施手順書Ｐ２（７）に従い、アレルギー面談を実施します。 

  ・学校給食課は、医師から給食提供が可能である旨の診断が得られない場合は、給食の提供

は行いません。 

  ・医師から給食提供が可能である旨の診断が得られた場合は、本手順書Ｐ18（５）に従い、

給食を再開します。 

  ・面談の参加者と実務は、保護者が提出した「学校生活管理指導表」（様式２）及び学校給食

課が作成・提示する「食物アレルギー面談時確認表（緊急性の高い症状用）」（様式 17）に

従い、アレルギー面談を行います。 

  ・栄養士は、「食物アレルギー面談時確認表（緊急性の高い症状用）」（様式 17）を記録し、出

席者が署名をしたうえで、写しを２部作成します。原本は学校給食課が保管し、写しは２
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部のうち、１部を学校、１部を保護者がそれぞれ保管します。   

  ・栄養士は、児童・生徒の給食再開の日程を、学校及び保護者と確認します。給食再開まで

には２週間程度必要になる場合があります。 

 

（５）給食の再開 

  ・新規発症の場合は、本実施手順書Ｐ２（７）～Ｐ８に従い、対応開始の準備をし、給食を再

開します。 

  ・既にアレルギー対応を実施しており、対応内容に変更がない場合は、本実施手順書Ｐ２（７）

に従って給食を再開します。 

  ・既にアレルギー対応を実施しており、対応内容に変更がある場合には、本実施手順書Ｐ２

（７）～Ｐ８に従って、対応内容の変更の手続きを行った後、給食を再開します。 

 

（６）平時からの備え 

  ・学校は、平時から全ての児童・生徒の保護者に対して、児童・生徒が緊急性の高いアレル

ギー症状を発症した場合は、速やかに学校に申し出るよう依頼します。 
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８ 食物アレルギー対応の解除 

 

（１）保護者からの申し出 

  ・保護者は、食物アレルギーのある児童・生徒が、原因食物の摂取が可能になった場合は、

学校に申し出ます。 

 

（２）医療機関での受診 

  ・学校は、申し出のあった児童・生徒の保護者に対して「学校生活管理指導表」（様式２）を

配付したうえで、医療機関を受診するように依頼します。 

  ・保護者は、児童・生徒とともに医療機関を受診し、「学校生活管理指導表」（様式２）の作成

を医師に依頼します。 

  ・保護者は、医師の診断が記載された「学校生活管理指導表」（様式２）を学校に提出します。 

 

（３）アレルギー面談の実施 

  ・学校は、本実施手順書Ｐ２（７）に従い、アレルギー面談を実施します。面談の参加者は、

校長または副校長、養護教諭、給食主任、学級担任及び保護者です。 

  ・面談の参加者と実務者は、保護者が提出した「学校生活管理指導表」（様式２）及び学校給

食課が作成・提示する「食物アレルギー面談時確認表（解除用）」（様式 18）に従い、アレ

ルギー面談を行います。 

  ・アレルギー面談の実務者は、「食物アレルギー面談時確認表（解除用）」（様式 18）を記録し、

出席者が署名をしたうえで、写しを２部作成します。原本は学校給食課が保管し、写しは

２部のうち、１部を学校、１部を保護者がそれぞれ保管します。   

  ・学校は、児童・生徒のアレルギー対応が解除となる日程を保護者及び学校給食課と確認し

ます。アレルギー対応の解除には２週間程度必要になる場合があります。 

 

（４）対応の決定・周知 

  ・学校は、本実施手順書Ｐ３（８）に従い、対応の決定・周知を行います。 

  ・原因食物の一部が解除になった場合は、解除された食品以外の食物アレルギー対応は継続

します。 

  ・原因食物が全て解除になった場合は、食物アレルギー対応は終了となります。 

 

（５）学校給食課への報告 

  ・学校は、本実施手順書Ｐ３（９）に従い、学校給食課への報告を行います。 

 

 

 

 

 

 



対応食品 対応食品以外 使用しない食品

1 食物アレルギー確認書 学校 保護者 毎年1回

2 学校生活管理指導表 学校 医師 毎年1回
●

配付・提出
●

配付・提出
●

配付・提出

3
学校給食費アレルギー対応（豆
乳）飲用及び補助金交付申請書

学校 保護者 毎年1回
●

配付・提出
（豆乳希望者のみ）

4
アレルギー等による牛乳代金減
額申請書

学校 保護者 毎年1回
●

配付・提出
（牛乳類停止希望者のみ）

5
アレルギー等による牛乳類飲用
停止対象者報告書

学校
毎年1回

（新規発症があれ
ば随時更新）

●
記載

（参考様式４の提出者のみ）

6 アレルギー面談時確認表
栄養士または
対応委員会

食物アレルギー対
応開始時

●
面談時記載

●
面談時記載

●
面談時記載

7
食物アレルギーのある児童一覧
表

学校
毎年1回

（新規発症があれ
ば随時更新）

●
記載

●
記載

●
記載

9 給食アレルギー対象児童一覧表 栄養士
毎年1回

（新規発症があれ
ば随時更新）

●
記載

●
記載

11 アレルギー対応カード 学校
毎年1回

（新規発症があれ
ば随時作成）

●
作成

●
作成

12 アレルギー食対応表 学校 栄養士 毎月
●

配付・確認
●

配付・確認

13 詳細献立 学校 栄養士
毎月

（希望者のみ）
●

配付・確認
●

配付・確認

14 学校別アレルギー対応チェック表 栄養士 毎月 ●　 ●

15
小学校　食物アレルギー事故を
100％防止するために

17
アレルギー緊急面談時確認表
（緊急性の高い症状用）

栄養士 随時

18 アレルギー解除面談時確認表 実務者 随時

★　様式の担当者等（小学校）

●
配付・提出

対象者

番号 配付担当 記載（作成）者 頻度様式の名称 食物アレルギーのある児童・生徒

●
緊急性の高いアレルギー症状を発症したすべての児童・生徒に実施

●
アレルギー対応が解除になった児童・生徒

全児童
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対応食品 対応食品以外 使用しない食品

1 食物アレルギー確認書 学校 保護者 毎年1回

2 学校生活管理指導表 学校 医師 毎年1回
●

配付・提出
●

配付・提出
●

配付・提出

3
学校給食費アレルギー対応（豆
乳）飲用及び補助金交付申請書

学校 保護者 毎年1回
●

配付・提出
（豆乳希望者のみ）

4
アレルギー等による牛乳代金減
額申請書

学校 保護者 毎年1回
●

配付・提出
（牛乳類停止希望者のみ）

5
アレルギー等による牛乳類飲用
停止対象者報告書

学校
毎年1回

（新規発症があれ
ば随時更新）

●
記載

（参考様式４の提出者のみ）

6 アレルギー面談時確認表
栄養士または
対応委員会

食物アレルギー対
応開始時

●
面談時記載

●
面談時記載

●
面談時記載

8
食物アレルギーのある生徒一覧
表

学校
毎年1回

（新規発症があれ
ば随時更新）

●
記載

●
記載

●
記載

10 給食アレルギー対象生徒一覧表 栄養士
毎年1回

（新規発症があれ
ば随時更新）

●
記載

●
記載

11 アレルギー対応カード 学校
毎年1回

（新規発症があれ
ば随時作成）

●
作成

●
作成

12 アレルギー食対応表 学校 栄養士 毎月
●

配付・確認
●

配付・確認

13 詳細献立 学校 栄養士
毎月

（希望者のみ）
●

配付・確認
●

配付・確認

14 学校別アレルギー対応チェック表 栄養士 毎月 ●　 ●

16
中学校　食物アレルギー事故を
100％防止するために

17
アレルギー緊急面談時確認表
（緊急性の高い症状用）

栄養士 随時

18 アレルギー解除面談時確認表 実務者 随時
●

アレルギー対応が解除になった児童・生徒

対象者

全生徒
食物アレルギーのある児童・生徒

●
配付・提出

●
緊急性の高いアレルギー症状を発症したすべての児童・生徒に実施

★　様式の担当者等（中学校）

番号 様式の名称 配付担当 記載（作成）者 頻度
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様式　１（小学校）

保護者各位

立川市立 　　　小学校

校長

立川市立　　　　　　　　小学校

     年　  組     氏名

　　　　　　

食物アレルギーがある（　　　） 食物アレルギーはない（　　　）

（在校生のみ）前年度からの変更の有無　　　　　　有　　・　　無

※年度途中でも新規に発症した場合は、学校にお申し出ください。

食物アレルギー確認書

記入日　　　　　　　　　年　　　　月　　　　日

　　　保護者氏名

本児童の食物アレルギーの有無について確認いたします。下の表の該当する欄に〇印をつけてください。

食物アレルギーがある方は、医療機関を受診していただき「学校生活管理指導表（アレルギー疾患
用）」の作成を医師に依頼することが必要です。なお、医師の診断が記載された「学校生活管理指導
表（アレルギー疾患用）」の提出がない場合は給食の提供ができません。



様式　１（中学校）

保護者各位

立川市立   　　　中学校

校長

立川市立    　　　　　中学校

     年 　 組     氏名

　　　　　　

※年度途中でも新規に発症した場合は、学校にお申し出ください。

　　　保護者氏名

食物アレルギー確認書

記入日　　　　　　　　年　　　　月　　　　日

本生徒の食物アレルギーの有無について確認いたします。下の表の該当する欄に〇印をつけてください。

食物アレルギーがある（　　　） 食物アレルギーはない（　　　）

（在校生のみ）前年度からの変更の有無　　　　　　有　　・　　無

食物アレルギーがある方は、医療機関を受診していただき「学校生活管理指導表（アレルギー疾患
用）」の作成を医師に依頼することが必要です。なお、医師の診断が記載された「学校生活管理指導
表（アレルギー疾患用）」の提出がない場合は給食の提供ができません。
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第
１
章
　
総
論

※この生活管理指導表は、学校の生活において特別な配慮や管理が必要となった場合に医師が作成するものです。

表

名前 （男・女） 　　年　　月　　日生 　　年　　組 提出日 　　   年　　月　　日

記載日

医師名

医療機関名

年 月 日

㊞

病型・治療 学校生活上の留意点

（
あ
り
・
な
し
）

気
管
支
ぜ
ん
息

【
緊
急
時
連
絡
先
】（

公
財
）
日
本
学
校
保
健
会
作
成

★保護者

電話：

★連絡医療機関

医療機関名：

電話：

★保護者

電話：

★連絡医療機関

医療機関名：

電話：

記載日

医師名

医療機関名

年 月 日

㊞

病型・治療 学校生活上の留意点

（
あ
り
・
な
し
）

ア
ナ
フ
ィ
ラ
キ
シ
ー

／
（
あ
り
・
な
し
）

食
物
ア
レ
ル
ギ
ー

※本欄に○がついた場合、該当する食品を使用した料理
については、給食対応が困難となる場合があります。

鶏卵：卵殻カルシウム
牛乳：乳糖・乳清焼成カルシウム
小麦：醤油・酢・味噌
大豆：大豆油・醤油・味噌
ゴマ：ゴマ油
魚類：かつおだし・いりこだし・魚醤
肉類：エキス

【
緊
急
時
連
絡
先
】

学校生活管理指導表（アレルギー疾患用）

（　）に具体的な食品名を記載

［除去根拠］該当するもの全てを《　》内に記載
① 明らかな症状の既往 ② 食物経口負荷試験陽性
③ IgE抗体等検査結果陽性 ④ 未摂取

A 給食
１．管理不要　　　　２．管理必要

A 運動（体育・部活動等）
1．管理不要　　　　2．管理必要

B 動物との接触やホコリ等の舞う環境での活動
1．管理不要　　　　2．管理必要

C 宿泊を伴う校外活動
1．管理不要　　　　2．管理必要

D その他の配慮・管理事項(自由記述)

B 食物・食材を扱う授業・活動
１．管理不要　　　　２．管理必要

C 運動（体育・部活動等）
１．管理不要　　　　２．管理必要

D 宿泊を伴う校外活動
１．管理不要　　　　２．管理必要

E 原因食物を除去する場合により厳しい除去が必要なもの

F その他の配慮・管理事項(自由記述）

A 食物アレルギー病型（食物アレルギーありの場合のみ記載）
１．即時型
２．口腔アレルギー症候群
３．食物依存性運動誘発アナフィラキシー

B アナフィラキシー病型（アナフィラキシーの既往ありの場合のみ記載）
１．食物（原因　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）
２．食物依存性運動誘発アナフィラキシー
３．運動誘発アナフィラキシー
４．昆虫　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）
５．医薬品（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）
６．その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）

C 原因食物・除去根拠　　該当する食品の番号に○をし、かつ《　》内に除去根拠を記載
１．鶏卵　　　　 《　　　　　》
２．牛乳・乳製品 《　　　　　》
３．小麦　　　　 《　　　　　》
４．ソバ　　　　 《　　　　　》
５．ピーナッツ　 《　　　　　》
６．甲殻類　　　　《　　　　　》（　すべて・エビ・カニ　　　　　　　　　　　　　　　）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
７．木の実類　　 《　　　　　》（　すべて・クルミ・カシュー・アーモンド　　　　　　　）
８．果物類　　　 《　　　　　》（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
９．魚類　　　　 《　　　　　》（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
10．肉類　　　　 《　　　　　》（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
11．その他１　　 《　　　　　》（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
12．その他２　　 《　　　　　》（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

D 緊急時に備えた処方薬
１．内服薬（抗ヒスタミン薬、ステロイド薬）
２．アドレナリン自己注射薬（「エピペン®」）
３．その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）

A 症状のコントロール状態
1．良好　　　　2．比較的良好　　　　3．不良

B-１ 長期管理薬（吸入） 薬剤名 投与量／日
1．ステロイド吸入薬 （　　　　　　） （　　　　　）
2．ステロイド吸入薬／長時間作用性吸入ベータ刺激薬配合剤 （　　　　　　） （　　　　　）
3．その他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （　　　　　　） （　　　　　）

B-2 長期管理薬（内服） 薬剤名
1．ロイコトリエン受容体拮抗薬 （　　　　　　）
2．その他 （　　　　　　）

B-3 長期管理薬（注射） 薬剤名
1．生物学的製剤 （　　　　　　）

C 発作時の対応 薬剤名 投与量／日
1．ベータ刺激薬吸入 （　　　　　　） （　　　　　）
2．ベータ刺激薬内服 （　　　　　　） （　　　　　）

様式２
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学校における日常の取組及び緊急時の対応に活用するため、本票に記載された内容を学校の全教職員及び関係機関等で共有することに同意します。

保護者氏名

（
公
財
）
日
本
学
校
保
健
会 

作
成

記載日

医師名

医療機関名

年 月 日

㊞

記載日

医師名

医療機関名

年 月 日

㊞

記載日

医師名

医療機関名

年 月 日

㊞

病型・治療 学校生活上の留意点

（
あ
り
・
な
し
）

ア
ト
ピ
ー
性
皮
膚
炎

A プール指導及び長時間の紫外線下での活動
１．管理不要　　　　２．管理必要

A 重症度のめやす（厚生労働科学研究班）
１．軽症：面積に関わらず、軽度の皮疹のみ見られる。　
２．中等症：強い炎症を伴う皮疹が体表面積の10％未満に見られる。
３．重症：強い炎症を伴う皮疹が体表面積の10％以上、30％未満に見られる。
４．最重症：強い炎症を伴う皮疹が体表面積の30％以上に見られる。
＊軽度の皮疹：軽度の紅斑、乾燥、落屑主体の病変
＊強い炎症を伴う皮疹：紅斑、丘疹、びらん、浸潤、苔癬化などを伴う病変

A 病型
１．通年性アレルギー性結膜炎
２．季節性アレルギー性結膜炎（花粉症）
３．春季カタル
４．アトピー性角結膜炎
５．その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ）

B 治療
１．抗アレルギー点眼薬
２．ステロイド点眼薬
３．免疫抑制点眼薬
４．その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ）

A 病型
１．通年性アレルギー性鼻炎
２．季節性アレルギー性鼻炎（花粉症）
主な症状の時期：　春　、　夏　、　秋　、　冬

B 治療
1．抗ヒスタミン薬・抗アレルギー薬（内服）
2．鼻噴霧用ステロイド薬
3．舌下免疫療法（ダニ・スギ）
4．その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ）

B-１　常用する外用薬
１．ステロイド軟膏
２．タクロリムス軟膏
　 （「プロトピック®」）
３．保湿剤
４．その他（　　　 　　 　　 ）

B-２　常用する内服薬
１．抗ヒスタミン薬
２．その他

B-3　常用する注射薬
1．生物学的製剤

B 動物との接触
１．管理不要　　　　２．管理必要

C 発汗後
１．管理不要　　　　２．管理必要

D その他の配慮・管理事項(自由記述)

A プール指導
１．管理不要　　　　２．管理必要

B 屋外活動
１．管理不要　　　　２．管理必要

C その他の配慮・管理事項（自由記載）

病型・治療 学校生活上の留意点

（
あ
り
・
な
し
）

ア
レ
ル
ギ
ー
性
結
膜
炎

病型・治療 学校生活上の留意点

（
あ
り
・
な
し
）

ア
レ
ル
ギ
ー
性
鼻
炎

A 屋外活動
１．管理不要　　　　２．管理必要

B その他の配慮・管理事項（自由記載）

裏 学校生活管理指導表（アレルギー疾患用）
名前 （男・女） 　　年　　月　　日生 　　年　　組 提出日 　　   年　　月　　日



様式　３-あ

学年 組

【添付書類として次の書類を添付します。】

【年度が変わって豆乳飲用を継続する場合には、再度申請書及び添付書類を提出します。】

□　了承しました。

□　学校生活管理指導表

１　アレルギー等身体的疾患の事由により、学校給食の牛乳類の代替品として豆乳の飲用を
　希望します。

２　牛乳類と豆乳の差額に市から補助金の交付を受けることを申し出ます。

３　補助金の申請及び受領については、在籍する小学校の校長に委任します。

小学校名 児童の氏名 牛乳停止の理由

単独調理校用

　年　　　月　　　日

学校給食費アレルギー対応（豆乳）飲用及び補助金交付申出書

立川市立　　　　　　　　　　小学校長　殿

保護者氏名　　　　　　　　　　　　　　　印



様式　３-い

学年 組

【添付書類として次の書類を添付します。】

【年度が変わって豆乳飲用を継続する場合には、再度申請書及び添付書類を提出します。】

□　学校生活管理指導表

□　了承しました。

保護者氏名　　　　　　　　　　　　　　　印

１　アレルギー等身体的疾患の事由により、学校給食の牛乳類の代替品として豆乳の飲用を
　希望します。

２　牛乳類と豆乳の差額に市から補助金の交付を受けることを申し出ます。

３　補助金の申請及び受領については、在籍する小学校の校長に委任します。

小学校名 児童の氏名 牛乳停止の理由

共同調理場校用

　年　　　月　　　日

学校給食費アレルギー対応（豆乳）飲用及び補助金交付申出書

立川市立  　　　　　　　　　　小学校長　殿

立川市教育委員会事務局　教育部長　殿　　　　　　　　　　



様式　４

立川市立　　　　　　小学校

校　長　　殿

　氏　　　名 　　　　　　　　　印
(保護者又は本人） 　　　　　　

学年 組 氏　　　　　名

　　　　年　　　　月　　　　日

アレルギー等による牛乳類代金減額申出書

　次の者の牛乳類の飲用を停止し、代金については、給食費からの減額を申し出ます。なお、完治などによ

り飲用を再開するときには、速やかに申し出ます。

停　止　の　理　由



様式　５

立川市立 小学校

牛乳減額・豆乳飲用

該当項目に○を記入

牛乳減額

豆乳

牛乳減額

豆乳

牛乳減額

豆乳

牛乳減額

豆乳

牛乳減額

豆乳

牛乳減額

豆乳

牛乳減額

豆乳

牛乳減額

豆乳

牛乳減額

豆乳

牛乳減額

豆乳

＊ 【添付書類】牛乳減額…添付不要 　豆乳飲用…①学校給食費アレルギー対応（豆乳）飲用及び補助金交付申出書 ②管理指導表(写)

＊この報告書は、個人情報の保護のため㊙扱いとなります。

＊報告書の提出先は、学校給食課管理係です。

　　　年　　　　月　　　　日
教育委員会

学校給食課長　殿

 校　長   　　　　　　　　　　　　　　　　　

アレルギー等による牛乳類飲用停止対象者報告書

保護者等からの申出により検討の結果、次の者の牛乳類の飲用を停止のうえ、アレルギー等による

牛乳類飲用停止対象者として報告します。

№ 学年

2

組 氏　　　　　名

3

4

5

6

理　　由

1

7

8

9

10

印



様式　６

栄養士：　　　　　　　　　　　　　　　　　　記入者：

面談日

ふりがな

氏名

　　卵（鶏卵・うずら卵）　　乳（牛乳・乳製品）　　えび　　いか　　ごま 豆乳：　希望あり　・　なし

薬の処方　　　　　　　あり　・　なし

エピペンの処方　　　 あり　・　なし

　□　立川市では完全除去対応を行っているため、量による対応はできません。

　□　一日に2献立の調理をしているため、もう片方の献立で原因食品が使われていることがあります。

　□　食物アレルギー対応がある日は、通常食を含め、おかわりはできません。

　□　アレルギー食対応表に「家庭から持参」と書かれたものを「対応食」に変えることはできません。

　□　以下の項目に該当する場合、給食の提供はできません。

　　　　〇調味料・だし・添加物の除去が必要

 　　 　〇 加工食品の原材料の欄外表記（注意喚起表示）の表示がある場合についても除去指示がある

　　　　(例）　・同一工場、同一ラインによるもの　　・原材料の採取方法によるもの　　　・エビ・カニを捕食していることによるもの

　　　　〇多品目の除去が必要　

　　　　〇食器や調理器具の共用ができない　

　　　　〇油の共用ができない

　　　　〇その他、上記に類似した学校給食で対応が困難と考えられる状況

　□　アレルギー食対応表を、期日までに提出がない場合、給食の提供ができません。

　□　給食提供開始となる日は　　　　年　　　　　月　　　　　日　（　　　）です。

　□　食物アレルギー情報を学級の児童・生徒及び保護者に知らせることを承諾します。

　□　別紙「調理場における食物アレルギー対応について」の内容について説明を受けました。

詳細献立：　必要  ・  不要

自宅Ｔel・Ｆａｘ

携帯Ｔｅｌ

　出席者サイン

対応食品

備
考

保護者の
連絡先

対応食品外

〈状況〉

発症のきっかけと
そのときの症状

アナフィラキシー
あり　・　なし

家庭での状況

保護者サイン

食物アレルギー面談時確認表

〈原因食物〉

確
認
事
項

学校名 小学校・中学校　　　　　　　　　　 　　　　年　　　月　　　日(　　）

出席者
校長 ・副校長 ・担任（　　　　　　　先生）

 養護教諭 ・給食主任 ・保護者（　　　　　）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

給食で使用し
ない食品

                    そば　落花生（ピーナッツ）　くるみ　アーモンド　カシューナッツ　ペカンナッツ　マカダミアナッツ
                    ヘーゼルナッツ（はしばみ）　ピスタチオ　ぎんなん　キウイフルーツ　バナナ　マンゴー　アボカド
                    いくら たらこ　かに

          年　　　　月ごろ（　　　　　歳ごろ）

学年・組

校長先生 副校長先生 担任 養護教諭 給食主任 栄養士



様式　７

年 組 名前 食品 症状 給食対応 エピペン
アナフィ
ラキシー

内服薬
学校生活
管理指導表

備考

食物アレルギーのある児童一覧表

年　　月　　日

教育委員会事務局教育部

学校給食課長　殿

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　立川市立　　　　　小学校

校長　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印



様式　８

年 組 名前 食品 症状 給食対応 エピペン
アナフィ
ラキシー

内服薬
学校生活
管理指導表

備考

食物アレルギーのある生徒一覧表

年　　月　　日

教育委員会事務局教育部

学校給食課長　殿

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　立川市立　　　　　中学校

校長　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印



様式　９　(見本)

令和　〇　年度

1 上砂川 1年1組 立川　花子 乳、卵

2 2年3組 柏　太郎 乳 小麦 完全弁当（毎日持参）

3 3年1組 パイナップル、もも、りんご

4 3年4組 卵、乳

5 5年1組 ごま もも、バナナ、メロン

6 5年1組
魚すべて、きびなご、はたはた、
わかさぎ、ししゃも

7 5年2組 いか、えび、ごま たらこ、かに

8 5年3組 ホタテ

9 6年2組 豚肉

10 6年4組
いくら、魚卵、たらこ、きびなご、
はたはた、わかさぎ、ししゃも

11 6年4組 乳、卵、

1 大山 1年1組 立川　咲子 乳、卵

2 2年3組 幸　花子 乳 小麦

3 3年1組 パイナップル、もも、りんご

4 3年4組 卵、乳

備考クラス 氏　　名NO 学校名 対応食品 対応食品外

給食アレルギー対象児童一覧表　　



様式　10　(見本)

令和　〇　年度

1 立川第一 1年1組 立川　花子 乳、卵

2 2年3組 柏　太郎 乳 小麦 完全弁当（毎日持参）

3 3年1組 パイナップル、もも、りんご

4 3年4組 卵、乳

5 立川第二 1年1組 ごま もも、バナナ、メロン

6 2年２組
魚すべて、きびなご、はたはた、
わかさぎ、ししゃも

7 3年1組 いか、えび、ごま たらこ、かに

8 3年５組 ホタテ

9 立川第三 1年３組 豚肉

10 2年２組
いくら、魚卵、たらこ、きびなご、
はたはた、わかさぎ、ししゃも

11 3年４組 乳、卵、

1 3年５組 立川　咲子 乳、卵

2 立川第四 2年3組 幸　花子 乳 小麦

3 3年1組 パイナップル、もも、りんご

4 3年4組 卵、乳

NO 学校名 対応食品 対応食品外

アレルギー対象生徒一覧表　　

備考クラス 氏　　名



様式　11　(見本)

【アレルギー対応カードの見本例】
　　Ａ３版ラミネートコート等を施す

　　＊使用後は、アルコール消毒を行う

小学校 　　＊「給食アレルギー対象児童一覧表」の児童全員分作成する

中学校 　　＊「給食アレルギー対象生徒一覧表」の生徒全員分作成する

５年１組　Ｃさん

アレルギー対応あり
〇 〇 アレルギー

２年１組　Ｃさん

アレルギー対応あり
〇 〇 アレルギー

○○小学校

○○中学校



様式　１２　(見本)

［　●月　アレルギー食対応表　〇学校　 ］ 

　○○年○○月 ○○学校 〇年〇組 ○○　○○ 豆乳：飲む・飲まない

原因食物：

3/1 火 ●

●

●

3/2 水 ●

3/3 木 ●

3/4 金 ●

● はちみつパン

●

●

3/7 月 ●

ごはん

●

3/8 火 ●

●

●

3/9 水 ●

ごはん

3/10 木 ●

● パインパン 乳、パインアップル

●

●

3/11 金 ●

わかめごはん

乳

※提出〆切日は、〇月〇日（〇）です

卵

卵

乳

ごま

乳

乳

乳

乳

パインアップル、桃

乳

お知らせ

ジャージャー麺　　　　中華麺

豚キムチごはん

日付
対
応
食

家
庭
か
ら
持
参

献立名

食
べ
な
い

アレルゲン又はアレルゲンの含まれる食品

対応食品 対応食品外

牛乳

牛乳

牛乳

※錦糸卵は材料が対応食品
のみのため、除去食の提供は
ありません。

　　　　　　　　　　　　　　　錦糸卵　※

ししゃものごま揚げ

具だくさんすまし汁

いちご

うど入りちらし寿司　　　ちらし寿司

ごま、ししゃも

卵

乳

　　　　　　　　　　　　　 肉みそ

チンゲンサイのスープ

さくらんぼゼリー

乳

※乳の除去食
乳不使用のカレールウを使用
し、乳抜きの『カレーライス』を
提供します。

　　　　　　　　　　　　　 カレー　※

中華サラダ

フライドチキン

豆腐と茎わかめのスープ

牛乳

※乳の除去食
乳不使用のホワイトルウを使
用し、乳抜きの『うど入りク
リーム煮』を提供します。

うど入りクリーム煮　※

ほうれんそうとコーンのソテー

ミックスフルーツ

牛乳

豚肉のしゃぶしゃぶ風

しらたきのピリ辛いため

ぐだくさんみそしる

カレーライス　　　　　　ごはん

乳

牛乳

※ミートオムレツの代替食は
『ハンバーグ』を提供します。
使用している食材は詳細献立
の該当ページをご覧ください。

ミートオムレツ　　　オムレツ　※

　　　　　　　　　　　　トマトケチャップ

花野菜のソテー

おだんごスープ

牛乳

からあげ

かいそうサラダ

うどちゃんこ汁

牛乳

牛乳

ぶりの照焼き

変わりきんぴらごぼう

洋風けんちん汁



様式　１２　(見本)

［　●月　アレルギー食対応表　〇学校　 ］ 

　○○年○○月 ○○学校 〇年〇組 ○○　○○ 豆乳：飲む・飲まない

原因食物：

※提出〆切日は、〇月〇日（〇）です

お知らせ日付
対
応
食

家
庭
か
ら
持
参

献立名

食
べ
な
い

アレルゲン又はアレルゲンの含まれる食品

対応食品 対応食品外

3/14 月 ●

● おさつごまパン 乳、ごま

3/15 火 ●

ごはん

●

3/16 水 ●

●

3/17 木 ●

ごはん

●

3/18 金 ●

ごはん

3/22 火 ●

● 乳

●

●

●

●：アレルギー対象食品が入っています

　※　対応を確認し、訂正するところは黒のペンで書き直してください。

　　　また「家庭から持参」されない場合には「食べない」に〇をつけてください。

　※ 提出日までに、提出がない場合、給食提供ができません。 保護者氏名

乳、桃

乳

乳

乳

牛乳

牛乳

ごま

乳

ごま

乳

ひじきの炒り煮

さつま芋のごま煮

デコポン

牛乳

さけの塩焼き

きんぴらごぼう

大根のみそ汁

牛乳

いかの甘辛揚げ　※

牛乳

牛乳

とんかつ　　　　　　　　とんかつ

　　　　　　　　　　　　 　ソース

ポトフ

フルーツヨーグルト

湘南ゴールドゼリー

いちごマーブルパン

○○年○○月○○日　市配付

○○年○○月○○日　保護者確認

※えびフライの代替食は『チキ
ンカツ』を提供します。使用し
ている食材は詳細献立の該当
ページをご覧ください。

えびフライ　　　　　　えびフライ　※

　　　　　　　　　　　　 ソース

もやしとわかめのサラダ

かぶとウインナーのスープ

※いかの甘辛揚げの代替食
は、『鶏肉の甘辛揚げ』を提供
します。使用している食材はとんじる

みそラーメン 　　　　　 中華麺

　　　　　　　　　　　　　　スープ

※乳の除去食
乳不使用のホワイトルウを使
用し、乳抜きの『うどグラタン』
を提供します。

※炒り卵は材料が対応食品
のみのため、除去食の提供は
ありません。

うどグラタン　※

ミモザサラダ 　　　　　　サラダ

　　　　　　　　　　　　　　 炒り卵　※

玉ねぎとベーコンのコンソメスープ

ぶどうのかき氷

乳

卵

りんご



様式　１３　(見本)

〇学校

○○年○○月○○日 (○) ○○年○○月○○日 (○) ○○年○○月○○日 (○) ○○年○○月○○日 (○) ○○年○○月○○日 (○)

献立名／食品名 献立名／食品名 献立名／食品名 献立名／食品名 献立名／食品名

[牛乳] [牛乳] [牛乳]

　　牛乳（普通牛乳） 　　牛乳（普通牛乳） 　　牛乳（普通牛乳）

[うど入りちらし寿司] [ジャージャー麺] [豚キムチごはん]

　　米・精白米 　　蒸し中華麺（ｵｲﾙｺｰﾃｨﾝｸﾞ) 　　米・精白米

　　米酢 　　　小麦粉・薄力粉１等 　　パプリカ

　　天然の塩 　　　植物油脂 　　豚ばら肉　ｽﾗｲｽ2㎝ｶｯﾄ

　　砂糖　1㎏ 　　　小麦たん白 　　キムチ

　　干ししいたけ　スライス 　　　でん粉　25㎏ 　　　はくさい

　　にんじん 　　　かん水 　　　だいこんJA

　　たけのこ水煮　11㎏ 　　　酒精 　　　にんじん

　　うどJA 　　　クチナシ色素 　　　ねぎ

　　油あげ 　　　水 　　　昆布素干(ながｺﾝﾌﾞ)

　　みりん(本みりん) 　　サラダ油（米糠）缶 　　　唐辛子(一味)

　　砂糖　1㎏ 　　豚ひき肉 　　　塩（食塩）

　　日本酒 　　サラダ油（米糠）缶 　　　にんにく

　　しょうゆ（こいくち）18L 　　大豆（蒸し）刻み 　　　砂糖　20kg

　　天然の塩 　　たけのこ水煮　11㎏ 　　　しょうが

　　さやえんどう　(冷凍) 　　にんじん 　　　酵母エキス

　　錦糸卵 　　たまねぎ 　　にら

　　　鶏卵 　　干ししいたけ　スライス 　　にんじん

　　　コーンスターチ 　　ねぎ 　　にんにく

　　　砂糖　20kg 　　にんにく 　　ごま油

　　　ひまわり油 　　しょうが 　　しょうゆ（こいくち）18L

　　　加工でん粉 　　味噌　赤味噌 　　みりん(本みりん)

　　　天然の塩 　　テンメンジャン 　　テンメンジャン

　　　みりん(本みりん) 　　　味噌　赤味噌 　　　味噌　赤味噌

　　　かつおエキス 　　　砂糖　1㎏ 　　　砂糖　1㎏

　　　ゲル化剤（ペクチン）など 　　　しょうゆ（こいくち）18L 　　　しょうゆ（こいくち）18L

　　　乳酸（Na） 　　　ごま油 　　　ごま油

　　　酸味料（クエン酸） 　　　なたね油 　　　なたね油

　　　水 　　しょうゆ（こいくち）18L [フライドチキン]

[ししゃものごま揚げ] 　　みりん(本みりん) 　　鶏肉もも　皮付　切り身

　　ししゃも 　　水 　　しょうゆ（こいくち）18L

　　小麦粉・薄力粉１等 　　でん粉　25㎏ 　　日本酒

　　小麦粉・薄力粉１等 　　トウバンジャン 　　みりん(本みりん)

　　天然の塩 　　チキンブイヨン　1kg 　　しょうが

　　黒・炒りごま 　　ごま油 　　にんにく

　　白・炒りごま [チンゲンサイのスープ] 　　小麦粉・薄力粉１等

　　米白絞油 　　鶏肉もも 皮なし 角切り 　　でん粉　25㎏

[具だくさんすまし汁] 　　チンゲンサイ 　　米白絞油

　　にんじん 　　豆腐(木綿) [豆腐と茎わかめのスープ]

　　だいこん 　　たまねぎ 　　豆腐(木綿)

　　はくさい 　　にんじん 　　ねぎ

　　里芋 　　しめじ 　　鶏肉もも 皮付　角切り

　　ごぼう 　　サラダ油（米糠）缶 　　にんじん

　　こまつな 　　中華スープの素 　　くきわかめ（冷凍）

　　ねぎ 　　しょうゆ（うすくち）1.8L 　　きくらげ・生

　　しょうゆ（こいくち）18L 　　天然の塩 　　しょうゆ（うすくち）1.8L

　　日本酒 　　こしょう（白） 　　天然の塩

　　天然の塩 　　水 　　中華スープの素

　　鰹節　厚削り　本鰹 [さくらんぼゼリー] 　　日本酒

　　さば節　厚削り 　　さくらんぼゼリー 　　でん粉　25㎏

　　水 　　　さくらんぼ果汁 　　水

[いちご] 　　　砂糖　1㎏

　　いちご 　　　水あめ

　　　果糖

　　　ぶどう糖

　　　水

　　　乳酸カルシウム

　　　加工デンプン

　　　ゲル化剤

　　　酸味料

　　　香料

立川市学校給食共同調理場

[ 〇月　詳細献立　 〇〇　学校 ]



様式　１４　(見本)

≪2月≫ 対応食 持参 食べない 料理名 担任 副校長

5年1組 立川太郎 ● さんまの塩焼き

5年1組 立川太郎 ● 野菜ふりかけ

5年1組 立川太郎 ● 切り干し大根の煮物

5年1組 立川太郎 ● 小魚ふりかけ

3日(木) 5年1組 幸　花子 ● フルーツポンチ（ゼリー入り）

4日(金)

7日(月)

5年1組 立川太郎 ● さけもみじ焼き

5年1組 立川太郎 ● かき玉汁

9日(水)

5年1組 立川太郎 ● いわしの蒲焼き

5年1組 立川太郎 ● もやし炒め

14日(月)

15日(火) 5年1組 立川太郎 ● おでん

5年1組 立川太郎 ● ししゃもの南蛮漬け

6年4組 柏　三郎 ● ししゃもの南蛮漬け

17日(木) 5年1組 立川太郎 ● ツナとパプリカのソテー

18日(金) 5年1組 立川太郎 ● ちくわ磯辺フライ

21日(月)

22日(火)

24日(木)

25日(金)

28日(月) 5年1組 立川太郎 ● サバおかか煮

チェック

該当者なし

立川市立　〇〇学校 

1日(火)

2日(水)

該当者なし

アレルギー対応

該当者なし

該当者なし

該当者なし

8日(火)

給食なし

10日(木)

該当者なし

16日(水)

該当者なし

学校別アレルギー対応チェック表



様式　15

管理職(副校長） 給食主任

アレルギー対象児童 学級児童

確認する

確認する

　

【注意事項】

　１　給食補教の場合、担任は補教担当者にアレルギー対応の情報を確実に伝える。

　２　校長は、学級にアレルギー情報を公開する旨の保護者の了解を必ず得る。

小学校　食物アレルギー事故を１００％防止するために

指導課・学校給食課

学級担任

前月末

「学校別アレルギー対応チェック表」を
職員室の指定場所に掲示する

翌月のアレルギー対象児童の「アレルギー食対
応表」を教室の指定場所に掲示する
　

※職員室前方の黒板付近に掲示する ※「アレルギー食対応表」は、全学級同じ場所に掲
示する

出勤時

「学校別アレルギー対応チェック表」の
チェック漏れがないこと、「アレルギー
対応カード」が取り忘れがないことを確
認する

「学校別アレルギー対応チェック表」で当日の対応
を確認しチェックを入れる

対象児童の「アレルギー対応カード」を取る

職員朝会

当日のアレルギー対応を全教職員に周知する
（確認例）「本日のアレルギー対応は〇名です。」

＊「アレルギー食対応表」、「学校別アレルギー対応チェック表」は学校給食課栄養士が作成

学級担任

朝の
健康観察

「アレルギー食対応表」で、当日のアレルギー対応を確認する

※「家庭から持参」となっている場合は持参食の有無を確認する

「アレルギー対応カード」を教室の指定場所に置く

食材の混入を避けるために最初に給食を配膳する 最初に配膳する

　※配膳は、学級担任の監督の下で行う
　※ダブルチェックを行う教員は、「アレルギー食対応表」と配膳された給食が整合しているかを確認する
　　（配膳時の事故防止を徹底するため、担任以外の教員によるダブルチェック体制を組む）
　※アレルギー対応食はアレルギー食器に移し替える

喫食前

適切にアレルギー対応がなされているか最終確認をする

アレルギー対応がある日は、対象児童はすべての料理についておかわりしな
いことを確認する

※あらかじめ通常より多めに配膳するなど、できる限り配慮する

係児童は、当日の献立
を読み上げる

確認する 確認する

配膳時

対応食又は持参食の有無を給食当番と確認する 給食当番はアレルギー
の対応を確認する

※アレルギー対応がある場合は、「アレルギー対応カード」を対象児童の机上に
　　置き、アレルギー対応食とアレルギー食器を対象児童へ渡す

「アレルギー対応カード」
を机上に置く

喫食時

おかわりは配らない おかわりはしない おかわりは配らない

※片づけをする際は、対象児童が原因食物に触れないように配慮する

帰りの会

「アレルギー食対応表」で、翌日の持参食や対応食を確認する
　

※「帰りの会」が実施できない場合も、下校するまでに必ず確認する

※職員朝会がない場合は、当日のアレルギー対応を「学校別アレルギー対応チェック表」で確認する

※学級担任が教室にいない場合は、「いただきます」は行わない



様式　16

管理職(副校長） 給食主任

学級担任 アレルギー対象生徒

「アレルギー食対応表」で、当日のアレル
ギー対応を確認する

※「家庭から持参」となっている場合は持参
　　食の有無を確認する

確認する

「アレルギー対応カード」を教室の指定場所
に置く

【注意事項】

　１　給食補教の場合、担任は補教担当者にアレルギー対応の情報を確実に伝える。

　２　校長は、学級にアレルギー情報を公開する旨の保護者の了解を必ず得る。

喫食時

おかわりは配らない おかわりはしない おかわりは配らない

※片づけをする際は、対象生徒が原因食物に触れないように配慮する

帰りの会

「アレルギー食対応表」で、翌日の持参食や対応食を確認する
　

　

※「帰りの会」が実施できない場合も、下校するまでに必ず確認する

喫食前

学級担任及びダブルチェックを行う教員は、「アレルギー食対応表」と配膳された給食が
整合しているかを最終確認する
（配膳時の事故防止を徹底するため、担任以外の教員によるダブルチェック体制を組む）

係生徒は、当日の献立を読み上げる

アレルギー対応がある日は、対象生徒はす
べての料理についておかわりしないことを
確認する

※あらかじめ、多めに配膳するなど、できる限
り配慮することを学級生徒と確認しておく

確認する 確認する

※あらかじめ通常より多めに配膳するなど
　配慮する

＊「アレルギー食対応表」、「学校別アレルギー対応チェック表」は学校給食課栄養士が作成

学級生徒

朝の
健康観察

配膳時

食材の混入を避けるために最初に給食を配膳する

※アレルギー対応がある場合は、「アレルギー対応カード」を対象生徒の机上に置く
※アレルギー対応食がある場合はアレルギー専用食器を使う
※配膳員からアレルギー対応食の入った巾着袋を受け取る
※アレルギー対応食はアレルギー食器に移し替える

出勤時

「学校別アレルギー対応チェック表」のチェッ
ク漏れがないこと、「アレルギー対応カード」
が取り忘れがないことを確認する

「学校別アレルギー対応チェック表」で当日
の対応を確認しチェックを入れる

対象生徒の「アレルギー対応カード」を取る

職員朝会

当日のアレルギー対応を全教職員に周知する
（確認例）「本日のアレルギー対応は〇名です。」

中学校　食物アレルギー事故を１００％防止するために

指導課・学校給食課

学級担任

前月末

「学校別アレルギー対応チェック表」を職員
室の指定場所に掲示する

翌月のアレルギー対象生徒の「アレルギー
食対応表」を教室の指定場所に掲示する
　

※職員室前方の黒板付近に掲示する ※「アレルギー食対応表」は、全学級同じ場
所に掲示する

※職員朝会がない場合は、当日のアレルギー対応を「学校別アレルギー対応チェック表」で確認する

※複数の教員によるアレルギー対応の確認が終わるまで、「いただきます」は行わない



様式　17

栄養士：　　　　　　　　　　　　　　　　　　記入者：

面談日

ふりがな

氏名

　　卵（鶏卵・うずら卵）　　乳（牛乳・乳製品）　　えび　　いか　　ごま 豆乳：　希望あり　・　なし

発症日　　　　年　　　　　月　　　　　日

受診日　　　　年　　　　　月　　　　　日

薬の処方　　　　　　　あり　・　なし

エピペンの処方　　　 あり　・　なし

給食喫食　　　可　　　・　　　不可

 あり の場合　具体的な変更点

　□　食物アレルギー情報を学級の児童・生徒及び保護者に知らせることを承諾します。

　□　新規発症の場合、「アレルギー面談時確認表」も使用して面談を実施します。

　□　給食再開となる日は　　　　　年　　　　月　　　　　日（　　）です。

　□　原因食物の変更や追加がある場合、その変更についての「アレルギー食対応表」を　　　　　年　　　　月　　　日までに提出します。

　

詳細献立：　必要  ・  不要

自宅Ｔel・Ｆａｘ

携帯Ｔｅｌ

食物アレルギー面談時確認表（緊急性の高い症状用）

〈原因食物〉

                    そば　落花生（ピーナッツ）　くるみ　アーモンド　カシューナッツ　ペカンナッツ　マカダミアナッツ
                    ヘーゼルナッツ（はしばみ）　ピスタチオ　ぎんなん　キウイフルーツ　バナナ　マンゴー　アボカド
                    いくら たらこ　かに

 

受診した医療機関名

担当医師名

なし　　　・　　　あり
食物アレルギー対応

についての変更の有無

学校名 小学校・中学校　　　　　　　　　　 　　　　年　　　月　　　日(　　）

出席者
校長 ・副校長 ・担任（　　　　　　　先生）

 養護教諭 ・給食主任 ・保護者（　　　　　）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

学年・組

　出席者サイン

対応食品

備
考

保護者の
連絡先

対応食品外

〈状況〉

発症のきっかけと
そのときの症状

医療機関での処置と診断

今後の受診予定

給食喫食についての
医師の見解

保護者サイン

確
認
事
項

給食で使用し
ない食品

校長先生 副校長先生 担任 養護教諭 給食主任 栄養士



様式　18

　　　　　　　　　　　　　　　　　　記入者：

面談日

ふりがな

氏名

　　卵（鶏卵・うずら卵）　　乳（牛乳・乳製品）　　えび　　いか　　ごま

継続して対応のある原因食物

豆乳：　希望あり　　・　　なし

受診日　　　　　年　　　　　月　　　　　日

　□　学校生活管理指導表を提出します。

　□　解除となることを学級の児童・生徒に知らせることを承諾します。

　□　全解除の場合、学校管理下においては、給食・校外学習・宿泊・食物を扱う授業・運動などすべての面において配慮不要です。

　□　全解除の場合、アレルギー対応が解除となる日は　　　　年　　　　　月　　　　　日　（　　　）です。

　□　一部解除の場合、アレルギー対応が変更となる日は　　　　年　　　　　月　　　　　日　（　　　）です。

　□　一部解除の場合、変更についてのアレルギー食対応表を　　　　年　　　　　月　　　　　日　（　　　）までに提出します。

詳細献立：　必要　・　不要

自宅Ｔel・Ｆａｘ

携帯Ｔｅｌ

　出席者サイン

対応食品

備
考

保護者の
連絡先

対応食品外

〈解除に至る状況〉

医師の指導

原因食物を喫食した回
数

症状の有無

保護者サイン

食物アレルギー面談時確認表(解除用）

〈解除となる原因食物〉

確
認
事
項

学校名 小学校・中学校　　　　　　　　　　 　　　　年　　　月　　　日(　　）

出席者
校長 ・副校長 ・担任（　　　　　　　先生）

 養護教諭 ・給食主任 ・保護者（　　　　　）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

給食で使用し
ない食品

                    そば　落花生（ピーナッツ）　くるみ　アーモンド　カシューナッツ　ペカンナッツ　マカダミアナッツ
                    ヘーゼルナッツ（はしばみ）　ピスタチオ　ぎんなん　キウイフルーツ　バナナ　マンゴー　アボカド
                    いくら　たらこ　かに

一部解除　・　全解除

学年・組

校長先生 副校長先生 担任 養護教諭 給食主任
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