
3月の予定献立表(Aﾌﾞﾛｯｸ) 令和4年度

給食目標
きゅうしょくもくひょう

1年間
ねんかん

、楽
たの

しく食事
しょくじ

ができたか考
かんが

えよう

給食回数 15回 栄養指導目標
えいようしどうも くひょう

食品
しょくひん

の栄養
えいよう

と健康
けんこう

を考
かんが

えて残
のこ

さず食
た

べよう

ちからやねつに
なるもと (き)

ちやにくに
なるもと (あか)

1
水

○ こめ　あぶら　さとう
★ぎゅうにゅう　★さば 
★ぶたにく　★あぶらあげ 
わかめ　★みそ

2
木

○ さくらんぼ
ゼリー

こめ　さとう　でんぷん 
あぶら　さくらんぼゼリー

★ぎゅうにゅう　★えび 
★たまご　わかさぎ　
★とりにく　★あぶらあげ

3
金

くろざとう
パン

り
ん
ご

ジ

ュ
ー

ス

★くろざとうパン 
★ペンネ　あぶら　★こむぎこ　
★バター　★パンこ　じゃがいも

★とりにく　★ぎゅうにゅう 
★チーズ　★ウインナー

6
月

○ ✿ぶどうの
かきごおり

こめ　さつまいも　★こむぎこ 
でんぷん　あぶら　さとう 
じゃがいも 
★ぶどうのかきごおり

★ぎゅうにゅう　しらす
★ぶたにく　★とうふ 
★あぶらあげ　★みそ

7
火

○ デコポン
★ちゅうかめん　あぶら　
でんぷん  ★ごまあぶら　
★ワンタンのかわ

★ぎゅうにゅう　★ぶたにく 
★だいず　★みそ　★とりにく

8
水

○ いちご
(２こ)

こめ　じゃがいも　あぶら 
★バター　★こむぎこ　さとう 
★ごまあぶら

★ぎゅうにゅう　★ぶたにく 
★チーズ　ちりめんじゃこ

9
木

✿あげパン ○ ★コッペパン　あぶら　さとう 
じゃがいも　★ペンネ

★ぎゅうにゅう　たら　★えび 
★いか　★ベーコン

10
金

○ こめ　あぶら　さとう

★ぎゅうにゅう　★たまご 
★とりにく　ひじき 
★ぶたにく　わかめ　★とうふ 
★みそ

13
月

○ こめ　★こむぎこ　★パンこ 
あぶら

★ぎゅうにゅう　★ぶたにく
★とうふ　★とうにゅう 
★みそ

14
火

○ こめ　じゃがいも　さとう 
あぶら

★ぎゅうにゅう　★ぶたにく 
★だいず　こんぶ　★とうふ 
わかめ　★みそ

15
水

○
★ちゅうかめん　あぶら　さとう 
★ごまあぶら　もちごめ 
でんぷん

★ぎゅうにゅう　★ぶたにく 
なると　★とりにく

16
木

○ こめ　あぶら　さとう　★ごま
★ぎゅうにゅう　★とりにく 
さわら　★みそ　★とうふ 
かまぼこ

17
金

フォカッチャ ○ ★フォカッチャ　★パンこ　
でんぷん　あぶら　★バター

★ぎゅうにゅう　★とうふ 
★とりにく　★ベーコン 
★たまご　わかめ

20
月

○
こめ　あぶら　★ごまあぶら 
★ぎょうざのかわ　★ごま　
さとう

★ぎゅうにゅう　★たまご 
★ぶたにく　★だいず　わかめ 
★あぶらあげ

22
水

とうにゅう
パン ○

★とうにゅうパン 　★こむぎこ
★アメリカンドックミックス
あぶら　こめ　★バター

★ぎゅうにゅう　メルルーサ 
★ベーコン　★なまクリーム

★印はアレルギー物質を含んだ食品です。
　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。
＊都合により献立が変更になることもあります。
＊かんきつ類（オレンジ）のアレルギー表示については、ネーブルオレンジ・
　バレンシアオレンジのみ★印をつけてお知らせします。

<<立川市学校給食共同調理場>>

ざ い り ょ う の は た ら き
※たべかたのちゅうい
※そのた

からだのちょうしを
ととのえるもと(みどり)

パ
　
　
ン

牛
　
　
乳

デ
ザ
ー
ト こんだてめい

ごはん 
さばのしおこうじやき 
しらたきのピリからいため 
かぶのみそしる

しらたき　ねぎ　にんじん　にんにく 
しょうが　えのきたけ　こまつな 
かぶ

えびちらしずし
(きんしたまご) 
わかさぎのからあげ (２ほん)
あられじる

れんこん　にんじん　しいたけ 
かんぴょう　さやえんどう　
だいこん 　ねぎ

チキンと
　　ほうれんそうのグラタン 
かぶのポトフ

★りんごジュース　たまねぎ 
ほうれんそう　パセリ　かぶ 
にんじん　さやいんげん　セロリー

✿しらすとさつまいもの
　　　　　　かきあげどん(てんつゆ) 
とんじる

にんじん　たまねぎ　みつば 
だいこん　ごぼう　ねぎ　しめじ 
こんにゃく

✿ジャージャーめん
ワンタンスープ💛

たけのこ　にんじん　たまねぎ 
しいたけ　ねぎ　にんにく　しょうが 
はくさい　★もやし　チンゲンサイ 
デコポン

カレーライス 
じゃこいりいためナムル

たまねぎ　にんじん　にんにく 
しょうが　トマト　ねぎ　こまつな 
キャベツ　えのきたけ　いちご

ブイヤベース 
ペンネときのこのソテー

たまねぎ　にんじん　トマト 
にんにく　しめじ　エリンギ

ごはん 
ちぐさやき 
うどいりきんぴら 
なめこととうふのみそしる

ねぎ　にんじん　みつば　ごぼう 
うど　さやいんげん　なめこ

ごはん 
とんかつ(ソース) 
せんぎりキャベツ 
とうにゅうのみそしる

キャベツ　だいこん　こまつな 
にんじん　ねぎ　しめじ

              ごはん 
              にくじゃが 
              だいずのあまからに 
              やさいたっぷりみそしる

にんじん　たまねぎ　しらたき 
さやいんげん　しいたけ
ごぼう 　だいこん　ねぎ　
★もやし 　ほうれんそう　
とうもろこし　えのきたけ

✿しょうゆラーメン 
✿きっかむし

★もやし　ねぎ　にんじん　にら 
しいたけ　しょうが

とりめし
さわらの
   さいきょうやき 
かきなのごまあえ
おいわいじる

しょうが　こねぎ　はくさい 
にんじん　かきな　だいこん　ねぎ 
えのきたけ

              とりにくととうふの
              ミートボール(２こ)(ケチャップ) 
              ほうれんそうとコーンの
                                 バターソテー
              トマトとたまごのスープ

たまねぎ　にんにく　キャベツ 
にんじん　ほうれんそう 
とうもろこし　かぶ　トマト

              パラパラチャーハン 
              ジャンボぎょうざ(たれ) 
              きゅうりのちゅうかあえ
              きのこのさっぱりスープ

ねぎ　にんにく　しょうが　キャベツ 
にら　きゅうり　★もやし 
チンゲンサイ　たまねぎ　にんじん 
えのきたけ　しめじ　しいたけ

メルルーサのフリッター 
かぶとベーコンのソテー 
パンプキンスープ

かぶ　にんじん　エリンギ 
さやいんげん　かぼちゃ　たまねぎ

国の基準 650kcal 摂取エネルギー全体の13～20%

中学年(3・4年生) エネルギー たんぱくしつ

今月の平均 642kcal 摂取エネルギー全体の 15%

🔶🔶🔶実施した給食の写真を立川市ホームページに載せています🔶🔶🔶

子育て・教育 → 教育 → 学校教育・教育就学相談・小中学校 →

学校教育 → 学校給食 → 小学校給食の献立について → 給食カレンダーＡＢ

＜保護者の皆様へ＞
立川市では、食物アレルギーのある児童について、学校給食における食物アレルギー対応を行っています。食物アレルギーがある場合は、学校へお申し出ください。
アレルギー事故を未然に防ぐため、立川市の学校給食では「ピーナッツ・くるみ・アーモンド、カシューナッツ」は使用しません。
ただし、加工品の場合、原材料に使用されていなくても同一工場内で、ナッツ類を使用した製品を製造していることがあります。

❤ハートにんじん

入っているかな？❤

レシピは裏面に！

今月の立川産

うど・にんじん

今月は

かぶ

今回の絵本コラボは

長 新太 作

『つきよのキャベツくん』

とのコラボです。

このお話から給食に

登場するのは

『とんかつ』です。

今月は、西砂小学校6年生

家庭科の授業とのコラボ献

立が登場します。

14日

17日

20日

↑このマークが目印です

今月のリクエスト給食
🌼しらすとさつま芋の

かき揚丼・・・南砂小

🌼ぶどうのかき氷・・大山小 若葉台小

🌼ジャージャー麺・・・西砂小 上砂川小

🌼揚げパン・・・西砂小 幸小 柏小

第九小 第十小 新生小

若葉台小

🌼しょうゆラーメン・・・柏小 上砂川小

第九小 第十小

新生小

🌼菊花蒸し・・・・柏小

各学校の6年生のリクエストを

🌼マークで示しています。

３日(金)６年生は選択給食です。
飲み物と主菜について事前にどちらかを選んでいます。

［りんごジュース／のむヨーグルト］

［チキンとほうれん草のグラタン／ 鶏肉のマーマレード焼き］



3月の予定献立表(Bﾌﾞﾛｯｸ) 令和4年度

給食目標
きゅうしょくもくひょう

1年間
ねんかん

、楽
たの

しく食事
しょくじ

ができたか考
かんが

えよう

給食回数 15回 栄養指導目標
えいようしどうも くひょう

食品
しょくひん

の栄養
えいよう

と健康
けんこう

を考
かんが

えて残
のこ

さず食
た

べよう

ちからやねつに
なるもと (き)

ちやにくに
なるもと (あか)

1
水

○ こめ　あぶら　さとう
 ★ぎゅうにゅう　★さば

 ★ぶたにく　★あぶらあげ
わかめ　★みそ

2
木

くろざとう
パン

り
ん
ご

ジ

ュ
ー
ス

 ★くろざとうパン
★ペンネ　あぶら　★こむぎこ　
★バター　★パンこ　じゃがいも

 ★とりにく　★ぎゅうにゅう
★チーズ　★ウインナー

3
金

○ さくらんぼ
ゼリー

 こめ　さとう　でんぷん
あぶら　さくらんぼゼリー

 ★ぎゅうにゅう　★えび
★たまご　わかさぎ　
★とりにく　★あぶらあげ

6
月

○ デコポン

★ちゅうかめん　あぶら　
 でんぷん ★ごまあぶら　

★ワンタンのかわ

 ★ぎゅうにゅう　★ぶたにく
★だいず　★みそ　★とりにく

7
火

○ ✿ぶどうの
かきごおり

 こめ　さつまいも　★こむぎこ
 でんぷん　あぶら　さとう

 じゃがいも
★ぶどうのかきごおり

★ぎゅうにゅう　しらす
 ★ぶたにく　★とうふ

★あぶらあげ　★みそ

8
水

✿あげパン ○
 ★コッペパン　あぶら　さとう

じゃがいも　★ペンネ
 ★ぎゅうにゅう　たら　★えび

★いか　★ベーコン

9
木

○ いちご
(２こ)

 こめ　じゃがいも　あぶら
 ★バター　★こむぎこ　さとう

★ごまあぶら

 ★ぎゅうにゅう　★ぶたにく
★チーズ　ちりめんじゃこ

10
金

○
 こめ　★こむぎこ　★パンこ

あぶら

★ぎゅうにゅう　★ぶたにく
 ★とうふ　★とうにゅう

★みそ

13
月

○ こめ　あぶら　さとう

 ★ぎゅうにゅう　★たまご
 ★とりにく　ひじき

 ★ぶたにく　わかめ　★とうふ
★みそ

14
火

○
 ★ちゅうかめん　あぶら　さとう

 ★ごまあぶら　もちごめ
でんぷん

 ★ぎゅうにゅう　★ぶたにく
なると　★とりにく

15
水

○
 こめ　じゃがいも　さとう

あぶら

 ★ぎゅうにゅう　★ぶたにく
 ★だいず　こんぶ　★とうふ

わかめ　★みそ

16
木

フォカッチャ ○
★フォカッチャ　★パンこ　
でんぷん　あぶら　★バター

 ★ぎゅうにゅう　★とうふ
 ★とりにく　★ベーコン

★たまご　わかめ

17
金

○ こめ　あぶら　さとう　★ごま
 ★ぎゅうにゅう　★とりにく

 さわら　★みそ　★とうふ
かまぼこ

20
月

とうにゅう
パン ○

 ★とうにゅうパン　★こむぎこ
★アメリカンドックミックス
あぶら　こめ　★バター

 ★ぎゅうにゅう　メルルーサ
★ベーコン　★なまクリーム

22
水

○
 こめ　あぶら　★ごまあぶら

★ぎょうざのかわ　★ごま　
さとう

 ★ぎゅうにゅう　★たまご
 ★ぶたにく　★だいず　わかめ

★あぶらあげ

★印はアレルギー物質を含んだ食品です。
　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。
＊都合により献立が変更になることもあります。
＊かんきつ類（オレンジ）のアレルギー表示については、ネーブルオレンジ・
　バレンシアオレンジのみ★印をつけてお知らせします。

<<立川市学校給食共同調理場>>

国の基準 650kcal 摂取エネルギー全体の
13～20%

               パラパラチャーハン
               ジャンボぎょうざ(たれ)

              きゅうりのちゅうかあえ
              きのこのさっぱりスープ

 ねぎ　にんにく　しょうが　キャベツ
 にら　きゅうり　★もやし

 チンゲンサイ　たまねぎ　にんじん
えのきたけ　しめじ　しいたけ

中学年(3・4年生) エネルギー たんぱくしつ

今月の平均 642kcal 摂取エネルギー全体の 15%

              とりにくととうふの
              ミートボール  (２こ)(ケチャップ)

              ほうれんそうとコーンの
                                 バターソテー
              トマトとたまごのスープ

 たまねぎ　にんにく　キャベツ
 にんじん　ほうれんそう

とうもろこし　かぶ　トマト

とりめし
さわらの

    さいきょうやき
かきなのごまあえ
おいわいじる

 しょうが　こねぎ　はくさい
 にんじん　かきな　だいこん　ねぎ

えのきたけ

 メルルーサのフリッター
 かぶとベーコンのソテー

パンプキンスープ

 かぶ　にんじん　エリンギ
さやいんげん　かぼちゃ　たまねぎ

 ごはん
 ちぐさやき

 うどいりきんぴら
なめこととうふのみそしる

 ねぎ　にんじん　みつば　ごぼう
うど　さやいんげん　なめこ

✿  しょうゆラーメン
✿きっかむし

 ★もやし　ねぎ　にんじん　にら
しいたけ　しょうが

               ごはん
               にくじゃが

               だいずのあまからに
              やさいたっぷりみそしる

 にんじん　たまねぎ　しらたき
さやいんげん　しいたけ

 ごぼう　だいこん　ねぎ　
 ★もやし　ほうれんそう　

とうもろこし　えのきたけ

 ブイヤベース
ペンネときのこのソテー

 たまねぎ　にんじん　トマト
にんにく　しめじ　エリンギ

 カレーライス
じゃこいりいためナムル

 たまねぎ　にんじん　にんにく
 しょうが　トマト　ねぎ　こまつな

キャベツ　えのきたけ　いちご

 ごはん
 とんかつ(ソース)
 せんぎりキャベツ

とうにゅうのみそしる

 キャベツ　だいこん　こまつな
にんじん　ねぎ　しめじ

えびちらしずし
 (きんしたまご)

 わかさぎのからあげ(２ほん)
あられじる

 れんこん　にんじん　しいたけ
かんぴょう　さやえんどう　

 だいこん　ねぎ

✿ジャージャーめん
ワンタンスープ�

 たけのこ　にんじん　たまねぎ
 しいたけ　ねぎ　にんにく　しょうが

 はくさい　★もやし　チンゲンサイ
デコポン

✿しらすとさつまいもの
 　　　　　　かきあげどん(てんつゆ)

とんじる

 にんじん　たまねぎ　みつば
 だいこん　ごぼう　ねぎ　しめじ

こんにゃく

※たべかたのちゅうい
※そのた

からだのちょうしを
ととのえるもと(みどり)

 ごはん
 さばのしおこうじやき

 しらたきのピリからいため
かぶのみそしる

 しらたき　ねぎ　にんじん　にんにく
 しょうが　えのきたけ　こまつな

かぶ

チキンと
 　　ほうれんそうのグラタン

かぶのポトフ

 ★りんごジュース　たまねぎ
 ほうれんそう　パセリ　かぶ

にんじん　さやいんげん　セロリー

ざ い り ょ う の は た ら き

パ
　
　
ン

牛
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���実施した給食の写真を立川市ホームページに載せています���

子育て・教育 → 教育 → 学校教育・教育就学相談・小中学校 →

学校教育 → 学校給食 → 小学校給食の献立について → 給食カレンダーＡＢ

＜保護者の皆様へ＞
立川市では、食物アレルギーのある児童について、学校給食における食物アレルギー対応を行っています。食物アレルギーがある場合は、学校へお申し出ください。
アレルギー事故を未然に防ぐため、立川市の学校給食では「ピーナッツ・くるみ・アーモンド、カシューナッツ」は使用しません。
ただし、加工品の場合、原材料に使用されていなくても同一工場内で、ナッツ類を使用した製品を製造していることがあります。

今月の立川産

うど・にんじん

今月は

かぶ

今回の絵本コラボは

長 新太 作

『つきよのキャベツくん』

とのコラボです。

このお話から給食に

登場するのは

『とんかつ』です。

今月のリクエスト給食
�しらすとさつま芋の

かき揚丼・・・南砂小

�ぶどうのかき氷・・大山小 若葉台小

�ジャージャー麺・・・西砂小 上砂川小

�揚げパン・・・西砂小 幸小 柏小

第九小 第十小 新生小

若葉台小

�しょうゆラーメン・・・柏小 上砂川小

第九小 第十小

新生小

�菊花蒸し・・・・柏小

各学校の6年生のリクエストを

�マークで示しています。

今月は、西砂小学校6年生

家庭科の授業とのコラボ献

立が登場します。

15日

16日

22日

２日(木)６年生は選択給食です。
飲み物と主菜について事前にどちらかを選んでいます。

［りんごジュース／のむヨーグルト］

［チキンとほうれん草のグラタン／ 鶏肉のマーマレード焼き］

❤ハートにんじん

入っているかな？❤

レシピは裏面に！

↑このマークが目印です



今月の

注目！ベジタブル

かぶ

著 者：長新太

出版社：文研出版

材 料 （4人分）

はくさい

にんじん
かき菜

白ごま

しょうゆ
砂糖
塩

１．５枚

1/４本
１/３束

小さじ1

小さじ１.5
小さじ1

適量

～ かき菜のごま和え ～

Let's cook!

① はくさいは食べやすい大きに切り、にんじんは細切り、かき菜は

３センチ幅に切ります。それぞれをレンジでくたっとするまで加熱する。

水分が出たらよく絞る。

② 白ごま、しょうゆ、砂糖と野菜をすべて和えて、塩で味を調えて完成。

★ 「かき菜」は、菜の花に似た野菜で少しほろ苦い味が特徴です。

給食では、いりごまとすりごまの２種類を使用していますが

どちらかひとつでもおいしく作れます。

野菜を食べよう！レシピ

給食にも本にも興味を

もってもらいたいです。
「 つきよのキャベツくん 」 より

“とんかつ” が登場します！

・牛乳

・ごはん

・肉じゃが

・大豆の甘辛煮

・野菜のたっぷりみそ汁

・牛乳

・パラパラチャーハン

・ジャンボ餃子

・きゅうりの中華和え

・きのこのさっぱりスープ

だれでも食べやすい給食になるように

工夫をしました！

肉じゃがには、豚肉も入っているけど野菜が

多く含まれています。そして、大豆をメインに

した副菜を考えました。汁ものにも野菜を

沢山入れました。

point!

・牛乳

・フォカッチャ

・鶏肉と豆腐のミートボール

・ほうれん草とコーンのバターソテー

・トマトと卵のスープ

中華料理だけどさっぱり食べやすく

なるように仕上げました。野菜を

沢山入れて彩りをよくしました。

体を温める食品を沢山入れました。

野菜の様々な色を活かして見た目が

良くなるように考えました。また色々な

栄養素が入るようにしました。point!

point!

キャベツくんが歩いているとブタヤマさんに似た人がやってきます。よく見ると・・・ブタヤマさんでは

ないようです。ブタがまるごと「とんかつ」になっているような不思議な「いきもの」が一言。

「わたしは トンカツであーる。」

あとから、ブタヤマさんがやってきて驚いています。

揚げたてアツアツのおいしそうな香りがしているので、キャベツくんがブタヤマさんに

「ちょっと食べてみたら？」

びっくり仰天の展開にこの先の想像がつきません。次々起こる出来事に、えっ！？と声をもらしてしまう

キャベツくんの絵本シリーズは、ブタヤマさんと一緒に「プギャッ！」と驚くのがこの絵本のだいご味です。

読み終わればスッキリ爽快。満月の夜に読んでみてください。

かぶは生で食べても、癖がなくみずみずしいためそのままおいしく食べられる野菜

です。加熱すると、食感や甘味が変化するので、様々な調理法で楽しめます。

かぶにはお米などに含まれるデンプンを分解する消化酵素が多く含まれているので、

胃腸の調子が悪い時に食べると、消化を助けてくれます。

かぶの葉は捨てずにふりかけや漬物、和え物やみそ汁に入れてもおいしく食べら

れます。葉付きのかぶを購入したら、すぐに葉の根元を切りましょう。こうすること

で、かぶに「ス」と呼ばれる実がスカスカになることを防げます。「ス」が入ると舌触り

や味が落ち、おいしくなくなってしまいます。かぶの葉は緑黄色野菜の仲間でビタミ

ンや鉄、葉酸、カルシウムなどのミネラル、食物繊維も豊富に含まれています。

6年 3組6年 2組

6年 1組

芯から冷えるような寒さから、やわらかい春の光とともに優しいあたたかさも感じ始めました。

6年生は小学校で食べる給食も残りわずかとなりました。６年間食べた給食の味を忘れないでくださいね。

3学期も給食を食べる子どもたちの様子を見に給食時間に学校へ行っています。オリジナルの白衣を着て

教室をまわるとたくさんの「こんにちは！」や「栄養士さんだ～！」「ベジぱく白衣だ！」と声をかけられます。

昨年度に引き続き、野菜を題材とした【ベジぱく】も少しずつ覚えてくれている様子が見られるようになりました。

子どもたちに「今月のベジぱくは何か知ってますか？」と聞くと、「知ってる」という声よりも「知らな～い」の声が

多く、次の課題が見えてきたので、来年度はもっと知ってもらえるように工夫をしていきたいと思います。

１月に実施した４日間の給食週間では２校へ行き、郷土料理や食文化の話をしました。子どもたちは、あまり

ピンとこない様子でしたが、「おいしいですか？」と聞くとグッドポーズをしてくれてうれしい気持ちになりました。

この機会に日本の食文化へ興味を持ってくれるとうれしいです。

調理場では毎日約6000食の給食を作っています。朝

６時頃から食材の荷受けが始まり、調理員さんがそれぞ

れの役割に分かれて一つの給食を作ります。給食が無事

に学校へ届くのは１１時頃。調理員さんたちは調理が無事

に終わるとほっとしますが、気力も体力も使ってくたくた

になります。くたくたになった時の癒しは、やっぱり子ど

もたちの「おいしかった！」の声です。調理場では子ども

たちの声を直接聞くことは難しいですが、食べ残しの量

が子どもたちの「声」となって調理員さんのもとへ届いて

います。食べ残しが少なかった時は喜びとともにジーンと

心に響きます。

西砂小学校

６年生 家庭科授業とのコラボ献立

①

④③

②


