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令和３年度第２回小平市献立作成委員会 会議要録 

 

１ 開催日 令和３年１１月１６日（火）午後３時３０分～４時２５分 

２ 会 場 中央公民館２階 学習室４ 

３ 出欠席 出席者 １４名  欠席者 ３名  事務局３名 

４ 傍聴者 なし 

５ 次第 

 (1) 委員長挨拶 

 (2) 報告事項等 

  ①生徒給食アンケートの結果について 

  ②検食簿、給食委員会ノートからの意見について 

 (3) 協議事項 

  令和３年度 第３学期分献立について 

 (4) その他 

① 令和４年度のアレルギー対応申請書類について 

② 次回の開催予定 
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【会議要録】 

 

所長 これより、令和３年度第２回献立作成委員会を開催いたします。 

はじめに、本委員会の委員長であります、小平第六中学校の平沢校長先生より開

会のご挨拶をお願いしたいと存じます。 

平沢校長よろしくお願いいたします。 

委員長 皆さまこんにちは、小平第六中学校の平沢です。 

「食」という字は、人を良くすると書きますが、「食」は子ども達にとってとて

も大切なものです。その質をよくするということを考えながら、いい献立づくりを

していただきたいと思います。本日も色々なご意見をお伺いして、いい献立づくり

に役立てていきたいと思いますので、よろしくお願い致します。 

所長  ありがとうございました。 

それでは、これより議事の進行について委員長にお願いします。 

委員長  それでは次第にそって進めてまいります。 

最初に、報告事項１の「生徒給食アンケートの結果について」についての説明を

お願いします。 

所長 

 

それでは、報告事項１の「生徒給食アンケートの結果について」について、説明

いたします。 

 本年度より、学校給食センターの建替えに伴う代替給食として、お弁当給食を提

供しております。小平市として初めての取り組みであることから、味付けや量など

について生徒の皆さんがどのように感じているか、アンケートを取らせていただき

ました。 

 アンケートの結果について、簡単に説明させていただきます。 

 

それでは資料１について、概要を説明いたします。 

今回のアンケートでは、各学校で一人一台使用しているクロームブック端末を使

用して、各学校ひと学年を抽出して実施いたしました。 

 

各校においてはアンケートの実施にご協力いただき、ありがとうございました。 

 

結果でございますが、まず主食のごはんですが、お米は北海道の「ななつぼし」

を使用しています。炊き立ての状態でお弁当箱にいれて配送しており、喫食時に４

０度前後の温度でなっています。固さや味については、好みにもよりますが、まず

まずといった結果となっています。 

 

量については、約 210g 配食されていますが、多いと答えている生徒が多い結果と

なりました。これは、味が美味しいと回答した生徒だけで見ても、やはり量は多い

またはやや多いという回答が４割以上を占めていました。 
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ただし、少ない・またはやや少ないという生徒も約 13％程度いる結果となってお

ります。一人当たりの配食量は必要となるエネルギー量に基づいて決まっているの

で、センターとしては、なかなか量の調整については難しい状況です。 

また、学年別で見た量に関する違いはありませんでした。 

 

次に２番のおかずについてです。味つけについて、様々な献立がある中で一概に

は言いにくいこともありますが、濃い・薄いが同程度でちょうどよいと感じている

生徒が多い結果になりました。 

最近ですと、煮物など和食の献立で 10月末から 11月上旬にかけて味つけが濃いも

のが多かったので、調理責任者に伝えて味つけを調整するなど適宜対応していると

ころです。 

量については、主食と同様に多い・やや多いと回答している生徒が多く、１・３

年生が若干多いと答えている割合が高い傾向がありました。 

 

次に３番の牛乳ですが、こちらは記載のとおり学年別の傾向の違いが大きい結果

となり、学年があがるにつれて、「飲んでいない」生徒が多い結果となりました。

中学生は成長期であり、将来のために丈夫な骨を作る観点からも多くの生徒に飲ん

でもらいたいと考えております。 

 

最後に給食で充実してほしいものですが、デザートの回数が一番多く、続いてコ

ーヒー牛乳やヨーグルト系飲料などの牛乳以外の飲み物、続いて麺類という結果と

なりました。 

 

 現在、学校給食センターの建替え工事中であることからお弁当給食を実施してい

ますが、設備や容器の都合上、汁物・麺類や揚げパン等の提供が難しい状況になっ

ています。 

そのような状況下ですが、献立作成委員会や各校の保健給食委員さんからいただ

いた意見やアンケート結果を参考に、食材料費や栄養量などの基準の中で、喜んで

もらえる献立を工夫していきたいと思います。 

本日の委員会でも様々ご意見を伺いたいと思いますので、よろしくお願いしま

す。 

アンケート結果については、以上でございます。 

 

  続いて、残食調査について説明いたします。 

 資料 No２をごらんください。 

２－①が今年度の１学期に実施したもので、2－②が昨年度の２学期と３学期に実施

したものです。 
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本年度はお弁当形式での残食調査ということで、例年と計測の方法が異なってお

ります。大きく違う点として、生徒が給食を食べた後のお弁当箱の重さを計ること

から、個別のおかずごとの残食傾向が数字では把握できないことです。 

そのため、今回は牛乳・主食・おかずの分類で、残食を計測しています。おかずの

残食状況は職員が可能な限り目視で状況を確認しています。 

 

今年度の１学期に４校で調査したところでは、全体の傾向としては、丼ものとし

てのせて食べる豚キムチやハヤシライスの日に残食が少なくなりました。 

一方で、厚揚げと小松菜の味噌煮と枝豆・オクラのポン酢和えを出した日の残食

率が大きくなっていました。 

昨年度までと同様に野菜の献立時の残食率は比較的高い状況でございます。 

 

給食全体での残食率平均ですが資料の一番下に記載しております数値になりま

す。 

 

お弁当給食になったときの喫食状況はこちらでも大変気にしていたところです

が、昨年度が８．６％、今年度が６．１％ということで、献立による違いはありま

すが、ほぼ同程度の喫食状況であると考えております。 

 

残食調査については以上でございます。 

委員長 事務局の説明の中で何かご質問はありますか。 

 (質疑応答無し) 

委員長  次に、報告事項２の「検食簿、給食委員会ノートからの意見」についての説明を

お願いします。 

所長 

 

 

栄養 

教諭 

それでは、報告事項２の「検食簿、給食委員会ノートからの意見」について、概

要を栄養教諭よりご説明いたします。 

 

それでは、９月・１０月分の給食について、検食を行っていただいている校長先

生からのご意見と、給食委員会や保健委員会等の生徒さんとの交換ノートからいた

だいた感想を抜粋して紹介いたします。 

 

 「油淋鶏の肉が固かった。」とのことでしたが、肉を大きくしたことで固くなっ

てしまいました。もう少し薄く切ったり、予算上可能であればもも肉を使いたいと

考えております。 

 

 アンケートにもありましたが、ふりかけを付けてほしいという要望が生徒からも

ありましたので、今回はごま塩を付けてみました。ふりかけや佃煮など手作りのも

のも入れていきたいと思います。個包装のふりかけは高いので予算を見ながらとい

う形になります。 
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 鮭のレモンソースのところですが、こちらも固かったとのことです。少し揚げす

ぎの時がありますので、中心温度に留意しながらも揚げすぎにならないように、調

理責任者に伝えております。 

 

 かぼちゃのシチューについてです。冷めたシチューやカレーはお弁当給食に適し

ていないのではないか、というご指摘がありました。各学校で生徒さんのご様子を

見ている中で、ランチボックス形式の給食にシチューやカレーを入れることについ

て、ご意見を伺いたいと考えております。 

所長  ここまでが、検食を行っている校長からのご意見・感想になりますが、最後に説

明しましたシチューやカレーのところです。ある程度固めに調理してランチボック

スに入れてはおります。ただし、温度は常温、これからの季節は冷たくなってくる

ことが予想されます。シチューやカレーはそういった温度に適さないのではないか

というご意見をいただいている一方で、一学期の献立作成委員会でシチュー等も食

べたいというご意見をいただいたかと思います。 

 そういったものを献立に取り入れるか否かというのは、なかなか決めづらいとは

思いますが、皆様のご意見を伺いたいと思います。いかがでしょうか。 

委員 カレーが冷たかったので、カレーパンがいいという話が学校であった。キッシュ

のような形とか。それであれば、あまり温度は気にならないのでは。 

栄養士 よく出しているコッペパンに切り込みを入れて出すような形でも良いでしょう

か。 

委員 ちょっとそこまでは何とも言えないですが。 

委員長 他にはどうでしょうか。 

委員 １年生を担任しているが、カレーやシチューのときは冷めていても人気がありま

す。「もう少し食べたい。」という声があり、出してもらえた方が良いです。 

所長 人気がある一方で、当然の事ながらカレーやシチューは温かいものという認識が

あります。 

委員 うちの学校もカレーは食べている印象ですが、今はまだご飯が温かいので良い

が、これから先の季節、ご飯が冷めてくるとどうなのかは心配。 

ご飯の温度が日によって違うが、なぜなのか。温かいときとそうでないときがあ

るように感じています。 

所長 四千食以上調理しているので、基本的には配送ルートは決まっているが、調理～

配送の順序が変わる場合が考えられます。 

また、これからの季節はいずれにしても冷めやすくはなってしまいます。 

栄養 

教諭 

ありがとうございました。 

それでは、生徒さんからのご意見も紹介します。率直な感想をたくさんいただい

ております。 
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真鯛のから揚げ・かぼちゃサラダ・里芋とこんにゃくのみそ煮 の日ですが、レパ

ートリーを増やしてほしいという感想がありました。教室等で、「こういったもの

が食べたい。」といったお声がありましたら教えていただきたいと思います。 

生徒さんに人気があるのは、揚物や味がしっかりしているものです。 

委員長 先生方の、食べたいものの希望でもいいと思いますが、いかがでしょうか。 

 （意見なし） 

栄養 

教諭 

次の煮豆についてですが「もう少し甘めのものも食べてみたい。」とのご意見が

ありましたので、次回そのように提供してみたいと思います。 

また、アジフライの日に、（わかめごはんを提供したが）白いご飯がよかったと

いう意見がありましたので、全体のバランスを見て献立を決めていきたいと思いま

す。 

最後になりますが、「酢豚は美味しかったがそれ以外は食べていないのでわかり

ません。」というちょっと残念な意見がありました。野菜メインのおかずには手を

付けずにそっと蓋をしている生徒さんを教室で見かけます。 

給食でしか食べないような献立もあるかと思うので、魚や野菜の給食も出してい

ます。今後も栄養摂取基準に基づいて魚や豆や野菜を出していきたいと思います。 

以上です。 

委員長 今の説明に対して、ご質問はありますでしょうか。 

委員 子どもの好きな献立はわかりませんが、給食にレタスなど生野菜が出されている

とベチャっとしていて残してしまうと言っています。和えたりしてあると違うのか

もしれないですが、野菜は好きな方だが食べにくそうにしているようです。 

栄養 

教諭 

給食では生で提供しているのはミニトマトのみで、基本的には茹でています。き

ゅうりなんかも茹でてありますので、もしかしたらそのせいでベタっと感じられて

いるのかなと思います。 

小学校は、茹でた野菜と別にドレッシングを出して、ドレッシングを混ぜてすぐ

に配膳するので、比較的シャキッとした状態で配膳できるが、お弁当給食なので混

ぜてからよそっており、ベチャっとしてしまうのかもしれません。 

予算に余裕があれば、個包装のドレッシングを出したい。いまの状態ですと３０

０円ぎりぎりなので、今のところ難しいです。 

委員 野菜の献立が食べられずに残って、廃棄してしまうと食品ロスにもなるし、栄養

の摂取もできないと思います。食べられないのであれば、献立を考える必要もある

と思います。 

栄養 

教諭 

ありがとうございます。残菜の調査については、お弁当給食ということで献立ご

との残食状況は計測できません。実際に学校で目視しないとわからないので、しっ

かりと確認していきます。 

委員長 他には何かありますか。 

委員 容器を見ていないのでわからないのですが、揚げパンはなぜ提供できないのでし

ょうか。 
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栄養士 パンは個包装のものを、学校に直接配送しています。揚げパンとなると調理業者

さんに調理してもらってから学校に配送となりますが、パンはお弁当の容器に入ら

ないので、提供できていません。 

また、パンをまとめて配送するための食缶を調理委託業者で保管することができ

ない状況です。 

委員 容器の都合と配送の都合ということですね。子どもが揚げパンを好きなので残念

です。 

委員長 他にはよろしいでしょうか。議題の３番に移ります。 

協議事項、令和３年度第３学期分の献立について説明をお願いします。 

栄養士 それでは１月の献立から説明します。 

１番 年が明けて最初の給食なので、１月１１日の鏡開きに合わせて、白玉ぜん

ざいを予定しています。白玉ぜんざいは、すでに何度か出している白玉だんごに、

あんこをのせて提供します。 

 

３番 キャンディポテトは、素揚げしたさつまいもを溶かしバターと砂糖が合わ

さったところに入れる料理で、デザートのような一品です。 

 

８番 ９月に一度提供したかき揚げですが、今回はかき揚げにさつまいもの天ぷ

らをプラスして、より天丼に近い見栄えになるようにしました。前回同様、個包装

の天丼のたれをつける予定です。 

 

１月２４日～３０日は学校給食週間なので、食育を意識した献立としました。 

まず９番は東京都献立です。東京都の郷土料理のおでん、それに合わせて茶飯、

さらに八丈島産の糸寒天を使用したサラダを提供します。デザートは１１月に一度

提供した小平市内産の梨を使用した梨ゼリーです。四中の生徒さんがデザインした

ラベルを貼って提供します。 

 

１０番、１１番は２日間かけて「昔なつかし給食」を提供します。 

今回この献立を立てる際、昭和４０～６０年度の小平市内の小学校の献立を参考

にしました。 

その時代はくじらの竜田揚げの日に、主食はジャムをつけたパンを食べていたこ

とから、１０番の献立は、このような組み合わせにしました。当時、すき焼き煮や

からし和えも提供されていたので、それも合わせてみました。 

 

１１番 ソフト麺ミートソースを提供します。お弁当給食になってからなかなか

出せない麺類ですが、今回はソフト麺を提供しようと思います。ただし、フォーク

を準備することができないため、箸で食べてもらうことになります。また、ココア

蒸しパンは調理業者に焼いてもらい、生徒１人１個分切り分けてもらい提供しま

す。予算があればミルメークも出したいと思っています。 
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１２番 ご飯がすすむような、ふりかけなどをつけてほしいという要望があった

ため、１月は煮干しの佃煮を出そうと思います。食べる煮干し・塩昆布・かつおぶ

しを醤油・みりん・砂糖・酢で煮詰めた味付けとなっています。 

 

１４番は さきほども話がでましたルーもので、ハヤシライスを提供します。 

 

以上で、１月の献立の説明を終わります。 

委員長 １月分の献立の説明について、何かご質問等はございますか。 

委員 ８番の説明で、天丼のたれをつけるという説明でしたが、配布された献立表に記

載がないようです。 

栄養士  失礼しました。記載もれです。 

委員  子ども達はフライ系が好き。「竜田揚げ」とかよりも「コロッケ」のような、い

わゆる揚物のようなものが好まれています。今まで出されたような一口コロッケよ

りも大きなものが良いです。パンにつけるおかずも、ウィンナーよりもコロッケの

ときに喜んで食べている。ハンバーグとか弁当っぽいものが好きです。 

栄養士 ありがとうございます。三学期のどこかでコロッケを出したいと思います。 

所長 ３月にパンと合わせてコロッケを提供する予定があります。 

栄養士 １月もどこかでフライを入れたいと思います。 

委員長 他にご質問が無いようですので、それでは２月分の献立の説明をお願いします。 

栄養士 それでは２月の献立の説明をします。 

 ２月は北京での冬季オリンピックが４日～２０日に予定されており、過去の冬季

五輪開催国のメニューを多く取り入れています。 

 節分やバレンタインなどイベントも多くあります。 

 

３番 節分の献立です。いわし、大豆を使った献立となっています。いわしは、

予算が合えば丸ごと食べられる小ぶりのものを提供できたらと思っています。 

 

４番 2月 4日（金）開会予定の冬季五輪開催地、中国、北京をイメージした献

立です。鶏肉をペキンダック風のたれでつけ焼きにしています。ラーパーツァイ

は、中華風白菜の甘酢和えです。 

 

５番 1998年開催地 長野県の郷土料理の献立です。つぶつぶはさといも、レン

コン、ごぼうなどを粒のように小さめに切って煮た料理で長野県松代地区の郷土料

理です。 

 

６番 １９７２年開催地 北海道（札幌）の郷土料理の献立です。鮭のちゃんち

ゃん焼きは北海道の漁師町で生まれた料理で大きな鉄板で酒を丸ごと焼いた豪快な



‐9‐ 

 

漁師料理です。給食ではバター風味のみそだれの野菜のあんを焼いた鮭にかけて提

供する予定です。 

 

７番 ２０１８年開催地 韓国（平昌(ピョンチャン)）の献立です。ビビンバの

具と野菜をおかずの弁当箱に別盛りにして、自分でごはんの上に具を盛り付けて食

べるようにしての提供予定です。 

 

８番 初午（はつうま）の献立です。その年の２月最初の午の日を初午と呼びま

す。初午にその年豊作を願い稲荷神社を参拝する習慣があるそうです。今年は２月

１０日が初午となります。 

 初午にお供えしたり、食べたりするものにいなりずしがあり、給食では油揚げを

つかった混ぜご飯にして五穀豊穣を願います。 

 

９番 バレンタインの献立です。チョコレートのデザートをつけたいと思ってい

ます。 

 

１０番 麺の献立です。あたたかい中華麺に肉味噌のあんをかけていただきま

す。 

 

１１番 ２００２年開催地 アメリカ（ソルトレークシティ）の献立です。セル

フサンドのハンバーガーです。チョップドサラダは細かく切った野菜のサラダで、

予算が合えば個包装のドレッシングでの提供予定です。ソルトレークシティーは長

野県松本市と姉妹都市になっています。 

 

１２番 ２０１４年開催地 ロシア（ソチ）の献立です。オリヴィエサラダは肉

と角切り野菜と香草をマヨネーズで和えたモスクワ生まれのロシアの伝統的なサラ

ダです。チキンやサラミ、牛肉などを使う様々なバリエーションがあるそうです。

給食ではハムを使用予定です。 

 

１３番 受験生応援の献立になります。都立高校の一般入試を 2/21に控え、ゲ

ンを担いでカツカレーを提供予定です。 

 

１６番 うどのきんぴらは小平市内産のうどを使ったきんぴらを提供予定です。

生鮮野菜のカットができる業者に依頼しカットしたものを使用予定です。 

 

以上で２月分の説明を終わります。 

委員長 ２月分の献立の説明について、何かご質問等はございますか。 

 質疑なし 

委員長 他にご質問が無いようですので、最後に３月分の献立の説明をお願いします。 
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また何かありましたら、後ほどお願いします。 

栄養 

教諭 

それでは３月の献立の説明をします。 

２番の献立です。10月に提供したサフランライスと大豆入りキーマカレーの組み

合わせは、大変人気がありました。各中学校の給食委員会の生徒さんとの交換ノー

トでもリクエストが多くありましたので、再び取り入れました。 

 

３番の献立です。ひなまつりに合わせた献立にしました。行事食のちらしずしと

人気のある鶏肉の唐揚げを組み合わせました。例年ひなまつりのデザートはひしも

ちと同じ三色の色合いのゼリーか和風の餅菓子が多いです。入札で決めたいと思っ

ています。 

 

４番の献立のじゃことキャベツのペペロンソテー、５番の献立のキムチポテト

は、他の市町村からいただいたレシピです。年 6回程度、多摩地区の共同調理場の

栄養士が集まる会議があるのですが、児童、生徒に人気がある料理等のレシピ交換

をしています。 

 

６番の献立です。温かい蒸し中華麺にごまたっぷりの肉みそとゆで野菜をからめ

て食べる麺料理を取り入れました。汁がないので、肉みそは少し濃いめに仕上げた

いと思います。 

 

７番の献立です。静岡県の郷土料理を取り入れました。さくらごはんは、茶飯と

同じような料理です。しょうゆ、酒を加えてごはんを炊きます。主菜は静岡県産の

小型のあじの開きを丸ごと素揚げしたものを考えました。骨も丸ごと食べることが

できます。他に静岡県の名産品のお茶を使った抹茶の豆あられとさくらえびを使用

した小松菜のバター醤油炒め、梅干しを使った和え物を組み合わせました。 

 

８番の献立です。少し早いですが、11日で 3年生の給食が終了する中学校がある

ため、卒業を祝う献立にしました。うどサラダには、小平市内産のうどを使用した

いと考えています。デザートは、秋に収穫した小平市内産の梨で作った梨アイスを

予定しています。 

 

９番の献立です。3月 11日の東日本大震災に関連し、東北地方を応援する献立と

して、東北地方の郷土料理を取り入れました。十和田バラ焼きは、青森県の B級グ

ルメです。下味にすりおろしたりんごを使用するのが特徴です。余裕があれば本来

の牛肉を使用したいと思いますが、国産牛肉は価格が高いので豚肉になる可能性が

高いです。ささかまの天ぷらのささかまは、宮城県の仙台の名物です。副菜には、

芋煮の汁を少なくして、煮物風に仕上げた煮物、デザートにはずんたもちを考えて

います。 
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１２番の献立です。わかめの佃煮も多摩地区の共同調理場の栄養士が集まる会議

でいただいたレシピを参考にしました。中学生に多く摂取してほしいカルシウムを

多く含む料理になっています。 

 

１４番の献立です。お彼岸の献立として、うどん、天ぷら、ごまあえを組み合わ

せました。今のところ冷たいうどんの提供を考えています。本来なら「ぼたもち」

を組み合わせたいところですが、うどんの献立の日は配膳が大変なため、つけてい

ません。 

 

献立の説明は以上ですが、 

昨年、３年生の卒業前に飲み物のセレクトをしていただきました。今年もできれ

ば３年生に数種類の飲み物の中から事前に好きなものを選んでもらうということが

できたらと考えています。日付はまだ決まっていません。行事が年度末に移ってい

ることもあるかと思いますが、先生方、いかがでしょうか。 

委員長 ３月分の献立の説明について、何かご質問等はございますか。 

 

３月は２校で修学旅行があったかと思います。 

セレクトドリンクは学校ごとにバラバラに実施することでも良いと思います。 

委員 一中は修学旅行を１０日からの三日間を予定しています。各校の予定を確認した

方が良いと思います。 

栄養 

教諭 

お祝い献立は、各校の行事予定を確認して９日より前にしたいと思います。セレ

クトドリンクは全校同時に行うなら、２月にしたいと思います。 

飲み物の希望はありますか。 昨年は飲むヨーグルト、レモンティー、みかんジ

ュースの３種類でした。 

所長  何かご希望があれば、メールでも電話でも後日で結構ですのでご連絡ください。 

委員長  他にご質問はありますでしょうか。 

委員  ミルクコーヒーを出すタイミングというのは決まっているのでしょうか。 

 パンの日に多い気がするが、パンとミルクコーヒーの組み合わせだと、パンと一

緒にミルクコーヒーをよくお代わりしています。 

 逆にご飯もののときには、ミルクコーヒーをお代わりする生徒は少ないです。 

栄養士  パンの日はエネルギー量が上がりにくく、牛乳よりもミルクコーヒーの方が、少

しカロリーが高いので、パンの日はミルクコーヒーが多くなっています。 

 あとはなるべく洋食の日に出したいと考えています。 

委員  牛乳はなぜ日によって味が違うのでしょうか。今日はすごく薄く、低脂肪乳のよ

うな気がしました。 

所長  確かに今日は少し薄く感じました。温度のせいかとも思いましたが、教育委員会

では、製造工程でなにか変わったというよりは、採った牛乳の成分の問題ではない

かと考えています。 
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 群馬県にある東毛酪農の牛乳を提供していますが、群馬県内でもそういった話が

あるようです。逆に、先日は市内の小学校で「甘くないか。」という話もありまし

た。 

委員長  特にご質問が無いようですので、献立に関する協議は以上といたします。 

 その他の事項について事務局より連絡をお願いいたします。 

所長 それでは、「その他」といたしまして、最後に主に給食担当の先生に事務連絡を

させていただきます。 

 来年度の食物アレルギーの対応に関する書類についてです。 

栄養士 資料３「令和４年度 食物アレルギー対応に関する書類の提出について」をご覧

ください。 

 令和４年度のアレルギー対応申請手続きを進められるように、今年度対応を行っ

た生徒に向けては、個人別封筒に書類を入れて各校にお渡しします。 

 年内には各校に交換便で送付しますので、学校から生徒にお渡しください。 

 今回は提出期限を設定させていただきました。学校提出は２月２８日を締め切り

とし、学校で内容確認・押印後３月７日を給食センター宛ての提出締め切りにさせ

て頂きたいと思います。 

所長 提出していただくものについては、今年度と同じです。 

保護者の方にお伝えする形を、こちらで封筒に入れて形に変更するものです。 

新１年生につきましては、新入学説明会で配布いただきたいと思います。 

委員長 今の件につきましてご質問等はございますか。 

学校によっては、３月７日は厳しいかもしれません。年度末に行事がずれてきて

いる事もある。 

所長 期日は調整して各校にお伝えします。 

委員長 よろしくお願いします。他にはよろしいでしょうか。 

所長 最後に、次回の献立作成委員会の開催予定ですが、令和 4 年 2 月 15 日(火)に来年

度の１学期の献立について説明させていただきます。同じ時間・場所で開催したい

と思いますので、ご出席よろしくお願いいたします。 

委員長 これをもちまして本年度の第 2回献立作成委員会を終了いたします。 

本日はありがとうございました。 

  

  

 


