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839kcal

国の基準 830kcal

《立川市教育委員会学校給食課》

4月平均
たんぱく質

摂取エネルギー全体の15％

摂取エネルギー全体の13～20％

レモンゼリー 　米
でん粉 　油 　里芋
砂糖

鶏肉　 あじ グリンピース 　しょうが 　たけのこ
人参 　ごぼう 　こんにゃく
さやいんげん 　かぶ 　大根
きゅうり 　ゆず 　トマト スプーン

21日

(金)
834 / 13 ○

グリンピースごはん
あじの竜田揚げ
炒り鶏 　かぶのゆず和え
ミニトマト 　レモンゼリー

ごま油 　米 　砂糖
油 　でん粉 　春雨
中華ドレッシング

豚肉 　生揚げ
うずら卵 　ハム

もやし 　キムチ 　にんにく 　人参
にら 　玉ねぎ 　きくらげ 　ねぎ
しょうが 　たけのこ 　チンゲン菜
小松菜 　こんにゃく 　パインアップル
みかん

20日

(木)
881 / 15 ○

豚キムチごはん
生揚げの中華煮
春雨のサラダ　うずら卵のしょうゆ煮
フルーツこんにゃく

パン 　小麦粉
でん粉 　油 　砂糖

鶏肉 　ベーコン もやし 　にんにく 　しょうが
キャベツ 　かぼちゃ 　玉ねぎ
グリーンアスパラガス 　しめじ
パプリカ 　甘夏

19日

(水)
853 / 15 ○

チーズフランスパン
鶏肉の洋風から揚げ　ボイルキャベツ
かぼちゃのベーコン煮
アスパラ入りカラフルソテー 　甘夏缶

ごま 　もち米 　米
油 　砂糖 　里芋

みそ 　油揚げ 　小豆
さわら 　かまぼこ 　昆布

しょうが 　ゆず 　たけのこ 　ふき
人参 　さやえんどう 　白菜
小松菜 　洋梨

18日

(火)
821 / 13 ○

赤飯
さわらのゆずみそがけ
春野菜の炊き合わせ
白菜のからし和え 　洋梨缶

小麦粉 　ごま
ごま油 　米 　油
じゃが芋 　砂糖

豚肉 　いか 　昆布
青のり 　わかめ
さつま揚げ

玉ねぎ 　人参 　こんにゃく
さやいんげん 　ごぼう 　甘夏 17日

(月)
874 / 15 ○

ごはん
肉じゃが いかの磯辺揚げ
茎わかめとごぼうのごま炒め
甘夏缶

ごま 　ごま油 　米
油 　砂糖

油揚げ 　さば
ヨーグルト 　昆布 　鰹節

たけのこ 　人参 　さやえんどう
ブロッコリー 　カリフラワー
えのきたけ 　梅 　れんこん
こんにゃく 　トマト スプーン

14日

(金)
812 / 18 ○

たけのこごはん
さばの塩焼き 　花野菜の梅ごま和え
れんこんのきんぴら 　ミニトマト
ヨーグルト

中華麺 　油 　でん粉
玉ねぎドレッシング

豚肉 　大豆 　みそ
甘えびのから揚げ
わかめ

もやし 　たけのこ 　ねぎ 　人参
玉ねぎ 　しいたけ 　にんにく
しょうが 　きゅうり 　キャベツ
パインアップル スプーン

13日

(木)
816 / 15 ○

ジャージャー麺
キャベツのサラダ
甘えびのから揚げ
パイン缶

中華麺に肉みそを
かけて食べます

小麦粉 　バター
米 　油 　でん粉 　砂糖

豚肉 　大豆
チーズ 　いか

りんご 　玉ねぎ 　人参 　しょうが
にんにく 　トマト 　ブロッコリー
エリンギ 　大根 　きゅうり

スプーン

4月12日

(水)
846 / 16 ○

ドライカレー
いかとブロッコリーの炒め物
きゅうりと大根のピクルス
りんご缶

ごはんにカレーを
かけて食べます

パン 　ごま油
砂糖 　油
和風ドレッシング
じゃが芋 　はちみつ

鶏肉 　ひじき もやし 　枝豆 　しょうが
にんにく 　こねぎ 　人参 　小松菜
大根 　パプリカ 　レモン 　トマト816 / 16 ○

黒砂糖パン
鶏肉のスタミナ焼き
五色サラダ 　ハニーマスタードポテト
ミニトマト

小麦粉 　米 　油
砂糖 　でん粉

豚肉 　みそ
油揚げ 　たら 　鰹節

もやし 　りんご 　しょうが
にんにく 　パインアップル
ピーマン 　キャベツ 　さやえんどう853 / 16 ○

ごはん
たらのピリッとジャン
豚肉とピーマンの味噌炒め
キャベツと油揚げの和え物 　りんご缶

パン 　マカロニ
小麦粉 　バター
パン粉 　油 　じゃが芋
玉ねぎドレッシング

えび 　牛乳
生クリーム 　チーズ
大豆

枝豆 　白桃 　玉ねぎ
グリーンアスパラガス
マッシュルーム 　人参 　きゅうり
大根 フォーク

881 / 14 ○

りんごパン
アスパラ入りグラタン
スパイシーポテトフライ
豆まめサラダ　 白桃缶

大豆 　豚肉
生揚げ　 みそ
鶏肉 　ひじき 　ちくわ

もやし 　人参 　たけのこ
ピーマン 　しいたけ 　グリンピース
しょうが 　にんにく 　ねぎ 　きゅうり
にら 　えのきたけ 　パインアップル

816 / 15 ○

ごはん
豚肉のしょうが焼き
さつま芋のオレンジ煮
うどサラダ 　ミニトマト

米 　油 　でん粉
さつま芋 　砂糖
和風ドレッシング

豚肉 もやし 　しょうが 　玉ねぎ
にんにく 　みかんジュース 　うど
こんにゃく 　キャベツ 　人参
トマト

/ 16 ○

ごはん
ジャージャン豆腐
もやしときゅうりのサラダ
にらの中華炒め 　パイン缶

ごま油 　米 　油
砂糖 　でん粉
中華ドレッシング805

4月の中学校給食予定献立表

令和5年度

材　　料　　名　　( 体 の 中 で の は た ら き )

献　　立　　名
熱や力になる 血や肉になる

献立
メモ

予約
最終日体の調子を整える

日
／
曜

ｴﾈﾙｷﾞｰ ／ たんぱく質
牛
乳

はし等は毎日必ず

持ち帰って洗いましょう。

※ スプーン フォーク と

書いてある時は持参

すると便利です。

安全・安心な食物アレルギー対応を実施するため、以

下の食品については、立川市の学校給食では使用し

ません。

・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

ただし、加工食品の場合、原材料に使用されていなく

ても、同一工場、製造ラインで、該当する食品を使用

した製品を製造していることがあります。

《問い合わせ先》

◎ 献立・食材等

学校給食課 042-529-3511

◎ 給食費口座・引き落とし

各学校事務室

おかず用ランチボックスは、コンテナに

6個×3段で18個入ります。
主食（ごはん・めん）用ラン

チボックスは、コンテナに

5個×4段で20個入ります。

主食とおかずは、それぞれ別のコンテナに入っています。

食べ終わったら、主食・おかず、それぞれ別のコンテナに

分けて戻してください。

主食用コンテナ

（保温） おかず用コンテナ

●食べ残した給食は、ランチボックスに入れて戻

してください。

（パン・ゼリー等の食べ残しは中身だけランチボッ

クスへ入れてください。）

●紙カップ等その他のごみは、ランチボックスに

入れずに、クラスで分別して配膳室に戻してくださ

い。

●主食（ごはん・めん）のおかわりで使用するしゃ

もじやトングはかごに入れて返してください。

給食の片づけ方について

〈主食〉 〈おかず〉

進級お祝い

メニューです。

・調味料や加工食品等については、お問い合わせください。

・都合により献立が変更になることもあります。

・学校給食では、様々な食品を使用します。今まで食べたことがない食品がある場合には、ご注意ください。

・給食実施日は各学校、行事により異なります。

・銀行の引き落としは毎月15日です。

・ごはんは「温かい」状態で提供しています。

・主食のみ各クラスに２食ずつおかわりがつきます。

・食中毒対策として全て加熱調理し（生食するミニトマト・果物・デザートは除く）、おかずは 調理後に冷却し、



　ご入学、ご進級おめでとうございます。

みなさんの新しい学校生活を応援し、体と心の健やかな成長を支えていくために、今年度もおいしく

安全・安心な給食を届けていきたいと思います。よろしくお願いいたします。
　今月の給食だよりでは、ランチボックス給食（1学期のみ）と、2学期から新たに始まる食缶給食に
ついてご紹介したいと思います。

ごはん

鶏肉のから揚げ

ボイルキャベツ

白菜と人参の塩こんぶ和え

にらたま

手作りふりかけ

りんごゼリー

チョコチップパン

照焼きチキン

ボイル野菜

小松菜とツナのソテー

コブサラダ

りんご缶

抹茶パン

チキングラタン

チンゲン菜のソテー

フレンチサラダ

ミニトマト

ごはん

豚肉の生姜焼き

ひじきの煮物

きゅうりとツナの和え物

洋梨缶１

麻婆菜麺

サーターアンダギー

チンゲン菜ときくらげ

の中華和え

みかん缶

2月注文率ランキング

毎月、注文率の高かった給食を紹介しています。食べていない人も次回注文してみませんか？

提供した給食の写真を立川市ホームページに載せていますのでご覧ください♪

1位 2位

3位 4位 5位

①配付された献立表を見て、給食を予約したい日を決めます。

※給食の予約及びキャンセルの締切りは、給食日の5日前

（土日祝日含まず）となるのでご注意ください。

献立表に予約最終日を載せているので確認してください。

②プリペイド式のランチカード（図1）を使い、

予約機（図2）で予約をします。

●主食用とおかず用の２つに分かれています。

●主食は保温コンテナに入れ、温かいまま提供します。

●おかずは調理後に冷却してから盛付けをしています。

※主食のみ、各クラスに2食ずつおかわりがつきます。

給食は選択制です
●食べたい給食の日を自分で選んで予約（注文）します。

●台風や大雪等の自然災害により給食を中止した

場合は、給食費の返金はありません。 当日・前日

の給食中止の判断では、食材料の支払いが生じて

しまうため、ご理解ください。

ランチボックス給食

（1学期のみ）

予約（注文）方法

牛乳はみんな飲みます
●お弁当持参の方にも牛乳を提供いたします。

●乳アレルギーがある場合は学校へお知らせください。

お知らせ

主食用 おかず用

（図１） （図２）

ごはん・めん

※パンはランチ
ボックスには入れ
ず、一つずつ包装
されたものを提供
します。

※おかず用は4つの仕切り
で分けられていて、バラ
エティ豊かなメニューを
提供します。

※中学校給食の一例です。

ゼリーやアイスクリームなどのデザートがつく日

もあります♪

ランチボックス給食（1学期のみ）にかわり、２学期からは食缶給食となりま

す。令和5年2学期に完成する学校給食共同調理場で作った給食を食缶に入れ、

各学校へ届けます。

今月から7月の給食だよりでは、新たに始まる食缶方式の中学校給食について

順次紹介していきます。

食缶は特別な仕様（二重構造）になっているの

で、温かい料理は温かいまま、冷たい料理は冷

たいままで学校へお届けできます。

※写真はイメージです。

食缶給食

（2学期から）

食缶


