4月の予定献立表
パ

給食目標・・・・・安全と清潔に気をつけてしたくをしよう

牛
給食回数

日

ン

乳

15回

こんだてめい
さくらのはなごはん
さけのしおやき

ちゅうかどん

○ わかめスープ
いよかんフレッシュゼリー

月
📖

火

ポトフ
○ さんしょくソテー
いちごバター
ごはん
とりにくのしょうがやき

13

○ はなやさいのソテー

水

○

木
15

ソフト
フランス

★パン(★にゅう)
★マカロニ あぶら ★バター
★こむぎこ ★パンこ
カットゼリー（ぶどう）
★ちゅうかめん あぶら
トック さとう
★ホットケーキミックス

★いんようぎゅうにゅう
★とりにく ★ベーコン
★ぎゅうにゅう ★チーズ
★ぶたにく
★いんようぎゅうにゅう
★ぶたにく かまぼこ
★とりにく ★とうふ

たまねぎ マッシュルーム パセリ
キャベツ にんじん しめじ
さやいんげん とうもろこし
みかん なし ★りんご ★もも
キャベツ ★もやし にんじん
ピーマン きくらげ たけのこ ねぎ
こまつな しょうが

こめ ★むぎ あぶら
でんぷん ★ワンタンのかわ
★ごまあぶら

★いんようぎゅうにゅう
なると ★ぶたにく ★たまご

にんじん ねぎ グリンピース
しょうが はくさい しいたけ にら
みしょうかん

★パン(★にゅう) あぶら
さとう じゃがいも
★こむぎこ ★バター

★ジョア ★たまご
★ベーコン ★ぎゅうにゅう
★なまクリーム

にんじん ほうれんそう たまねぎ
とうもろこし パセリ

こめ さとう でんぷん
あぶら

★いんようぎゅうにゅう
しらす かつおぶし ★なまあげ
★ぶたにく ★みそ もずく
★とりにく ★たまご

たまねぎ にんじん しいたけ ねぎ
こまつな にんじん たけのこ
えのきたけ しょうが セミノール

こめ ★こむぎこ ★バター
あぶら じゃがいも さとう

★いんようぎゅうにゅう
さわら ★とりにく ★みそ

にんにく レモン こねぎ にんじん
たまねぎ こんにゃく しいたけ
グリンピース カラマンダリン

カレーうどん

★むしぱんミックス
あぶら でんぷん
★ごまあぶら ★うどん
さとう

★いんようぎゅうにゅう
★ぶたにく ★あぶらあげ
かまぼこ ★さばぶし ★だいず
★とりにく こんぶ さつまあげ

たまねぎ しょうが にんじん ねぎ
こまつな ごぼう こんにゃく

マーボーどうふどん

こめ ★むぎ あぶら さとう
でんぷん ★ごまあぶら
★ももゼリー

★いんようぎゅうにゅう
★とうふ ★ぶたにく ★みそ
★だいずミート ★とりにく

にんじん たまねぎ ピーマン ねぎ
にんにく しょうが チンゲンサイ
きくらげ たけのこ

こめ さとう ★こむぎこ
でんぷん あぶら さといも
★ごまあぶら

★いんようぎゅうにゅう
★あぶらあげ ちくわ にぎす
あおのり ★とりにく
★とうふ

たけのこ にんじん
さやえんどう こまつな ごぼう
こんにゃく ねぎ だいこん
ニューサマーオレンジ

○ キャベツのスープに
ミックスフルーツ

ジ ベーコンとあおなのオムレツ
ョ こふきいも
ア コーンスープ
やきおにぎり
なまあげのみそそぼろに

○ もずくいりかきたまスープ
※セミノール
ごはん
さかなのガーリックソテー

○ とりにくのみそにくじゃが

月

📖

しょうが ブロッコリー しめじ
にんじん キャベツ だいこん

なめしのもと キャベツ ねぎ
だいこん にんじん ごぼう
こんにゃく こまつな いちご

※みしょうかん
くろ
ざとう
パン

25

※カラマンダリン
てづく
りにく
まん

○ ごもくにまめ

○ ちゅうかスープ

木

こめ さとう あぶら
じゃがいも

★いんようぎゅうにゅう
たら ★さくらえび ★たまご
あおのり かつおぶし ★だいず
★ぶたにく ★とうふ ★みそ

たまごチャーハン

金

28

※こんだてメモ

にんじん かぶ
たまねぎ ブロッコリー にんにく
こまつな とうもろこし

こめ ★ごま でんぷん
あぶら じゃがいも

○ ワンタンスープ

22

水

にんじん たまねぎ たけのこ
はくさい チンゲンサイ ねぎ
しょうが さやえんどう

わかなごはん
おこのみあげ

とうふドーナッツ

水

27

★いんようぎゅうにゅう
★えび ★いか ★ぶたにく
★うずらたまご わかめ
★とうふ ★とりにく
★いんようぎゅうにゅう
★ぎゅうにゅう ★たまご
★とりにく ★ウインナー
★ハム
★いんようぎゅうにゅう
★とりにく わかめ
★あぶらあげ ★みそ
★さばぶし

たまねぎ にんじん にんにく
しょうが キャベツ ブロッコリー
うど ピーマン とうもろこし
きよみオレンジ

やきそば

20

火

こめ ★むぎ あぶら さとう
でんぷん ★ごまあぶら
じゃがいも ★ごま
いよかんフレッシュゼリー
★ホットケーキミックス
さとう あぶら ★バター
じゃがいも いちごジャム

こめ ★むぎ じゃがいも
★いんようぎゅうにゅう
あぶら ★バター ★こむぎこ ★とりにく ★チーズ
わふうドレッシング

○ トックいりちゅうかスープ

火

26

さくらのはな だいこん にんじん
ごぼう しいたけ ねぎ
きよみオレンジ

いちご（２こ）

19

木

★いんようぎゅうにゅう
★さけ ★ぶたにく
かまぼこ ★あぶらあげ

チキンカレーライス
ボイルやさい
わふうドレッシング
きよみオレンジ

○ まめとんじる

金

21

からだのちょうしを
ととのえるもと (みどり)

こめ もちごめ ★ごま

じゃがいものみそしる

14

月

ちやにくに
なるもと (あか)

きよみオレンジ

11

18

ちからやねつに
なるもと (き)

○ さわにわん

金

12

立川市立第二小学校

ざ い り ょ う の は た ら き

曜
8

令和4年度

ももゼリー
たけのこごはん
ちくわとにぎすのいそべあげ

○ けんちんじる

ニューサマーオレンジ

★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。
※📖 は学校図書館と給食コラボメニュー、 はオリパラ給食メニューです。

中学年(3・4年生)

エネルギー

今月の平均

624kcal

国の基準

650kcal

＜保護者の皆様へ＞
立川市では、食物アレルギーの児童について除去食等の対応を行っています。除去食等を希望される方
は、学校へお申し出ください。 なお、アレルギー事故を未然に防ぐため、「ピーナッツ・くるみ・アーモンド・カ
シューナッツ」は使用しておりません。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。

学校給食の実施に当たりましては、文部科学省の通知
を受け新型コロナウイルス感染防止のため、本市として
給食時に配膳しやすい献立としています。感染状況によ
り、急遽献立が変更になることもあります。
学校給食課

たんぱくしつ
摂取エネルギー全体の
摂取エネルギー全体の

15%
13～20%

