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本格実施 ９月２５日（火）

模擬給食 ９月１０日（月）





12:45 ● 身支度（授業終了後）
給食当番は
・エプロン、三角巾を着用し、身支度をする。
（トイレは先に済ませておくとよい）
・エプロンは後ろボタンをとめる。
またはひもを結ぶ。

・三角巾は前髪が出ないように着用する。

身支度ができていないと、配膳室には入れません！

体調が悪い時
（発熱、下痢、腹痛、嘔吐、手指に化膿傷
がある等）には、給食当番ができません。
先生に申し出て、交代します。



12:45
～

13:00
● 手洗い

・教室近くの手洗い場で、手を洗う。
・ハンドソープ（石けん液）をよく泡立てて、きれいになるまですすぐ。

きれいな
ハンカチを
持ってきてね



12:45
～

13:00
● 移動 配膳室へ給食を取りに行く

・身支度（エプロン・三角巾）、手洗いを済ませてから
配膳室に給食を取りに行く。
（途中、手すりなど、他のものに触らない）

・給食当番は、運搬する食器等の担当を決めておく。
〈当番の人数 目安表〉
運搬 配膳 運搬

１ 食器（３種類） ３名
２ おぼん １名
３ しゃもじカゴ＋はしカゴ １名
４ 主食（ごはん） ２名（ご飯） → １名
５ 牛乳 １名 → １名
６ 食缶大 ２名（汁） → １名
７ 食缶中 １名 → １名
８ 食缶小・角バット １名 → １名
９ デザート（あれば） １名 → １名
10 台ふき １名



12:45
～

13:00
● 受け取り 配膳室で食器と食缶（給食）を受け取る

・各クラスのコンテナ・棚から食缶・食器
を取り、教室へ運ぶ。床に置かないこと。
・牛乳は冷蔵庫から取り出す。
・クラスを間違えないように！
・食缶は教室の配膳台の上に置くまで
開けないこと。

基本は、一方通行で！

【食物アレルギー対応ポイント】
・個人別アレルギー対応食の受取確認
・配膳員さんからチェック票受取

※アレルギー対応食の受け取りは原則、
本人が行う。



・出入りは、一方通行を基本とする。
・重いもの、大きいものは、2人で持つので、他の人に当たらないように
譲り合って動く。
・困ったときは、先生や配膳員さんに声をかける。

確認事項
・入口と出口
・クラス棚
・牛乳冷蔵庫
・デザート冷蔵庫
・アレルギー対応食専用棚

等の位置
・移動ルート



12:45
～

13:00
● 運搬 食器と食缶（給食）を教室へ運ぶ

・重いもの、大きいもの、持ちにくいものは２人で運ぶ。
・１人で運ぶときは、慎重に持つ。
・食缶、食器は床に置かないようにしっかり持つ。
・配膳員さんの連絡や先生の指示をよく聞く。

【食物アレルギー対応ポイント】
・アレルギー対応食（個人別対応容器）の有無を確認



【食物アレルギー対応ポイント】

・配膳室の食物アレルギー対応専用配膳台に置かれている。
・個人別対応容器にまとめて入っている。
・個人別対応容器は、先生や配膳員さんに声をかけてから受け取る。

・対応食（ご飯やおかず、汁物など）

・対応食を入れる食器類

・対応食チェック票

個人別対応容器

食物アレルギー対応食　確認票

5 月 1 日 月 曜日 ○○ 中学校 #REF! 年 0 組 ○○　○○

　※　確認が済むまで，１食用容器のふたを開けないこと。内容を確認し，確認印（サイン）をしてください。

　※　給食終了後，個人別容器を配膳室に返却する際，本確認票を配膳員に渡してください。

のりあえ のりぬきあえもの えび

ぎせい豆腐 豆腐の炒め物 卵

牛乳 停止 乳

献立名
対応食

（除去・代替）
対応食物

確認印（サイン）

ごはん 0

備　　考給食センター 配膳室 学級

アレルギー担当 配膳員 配膳員 担任等



12:45
～

13:00
● 配膳準備 教室で配膳の準備

・決められた位置に食缶をセットする。
・必要な数の食器を配膳台の上に出し、カゴは配膳台下などに置く。
・食缶のフタは、配膳係が開け、配膳が終わるまで、配膳台下などに置く。
・牛乳ケースも床に置かないようにする。

【食物アレルギー対応ポイント】
・個人別対応容器（食物アレルギー対応食）は、確実に対応生徒に
届いているかを確認

床に置かないでね。
台ふきでふいておいてね。

教卓や他の机も利用するとよい。



12:45
～

13:00
● 配膳準備 教室で配膳の準備

・「盛り付け表」を見て、料理を入れる食器を確認する。
・必要数の食器を配膳台の上におく。
（食器カゴには、40枚または30枚セットされているので、不要な数を残す。）
・トラブル等（食器の汚れ、異物混入など）があれば、先生に連絡する。



献立により、食器セット
は、変更される
基本は３種類を使用

＊盛り付け表で使う食器を確認！

大椀
・ご飯

小椀
・汁もの

仕切り皿
・主菜
・あえ物

平皿
・パン
・カレー

どんぶり

・うどんなど
・丼もの

小皿
・おにぎり
・くだもの



・食器は、盛り付け図のように使っているか、置けているか、確認する。
・食べ始める前に、一人分の給食がそろっているか、アレルギー対応食
が届いているか、確認する。

汁もの パンご飯

おかず おかず

汁もの



12:45
～

13:00
●配膳開始 配膳台の上で盛り付け

・必要な数を盛りつけたことを確認する。
・全員が給食を受け取ったことを確認する。
・不足のものがある場合には、先生に知らせる。

【食物アレルギー対応ポイント】
・対応生徒がいる日は、最初に配膳したものを
渡すようにする。
・教員は対応食を受け取っているか確認する。
（チェック表に教員は記録→対応生徒へ渡す）

・

・静かに並んで、給食の受け取り
の順番を待つ。

おしゃべりをしないで、
盛り付けよう

制服の袖が食べ物に
付かないようにしよう



● 配膳（盛り付け）

カレーや汁ものの場合

・食器にきれいに盛り付ける。

・食缶の中に、たくさん残らないように入れ分ける。

・できるだけ、食器に均等に盛り付ける。

ご飯やあえ物などの場合

こうして目安をつけると
分けやすくなる

底の方から
よくかき混ぜながら
盛り付けよう



12:45
～

13:00
● 後片付けの準備
・盛り付けが完了したら、食後に残食や食器を返せるように、
食器カゴ・食缶を整理し、後片付けの準備をしておく。

エプロン、帽子を給食袋に入れ、所定の場所に片付け、席に着く。
エプロン、帽子を給食袋に入れ、所定の場所に片付け、席に着く

・配膳が終わったら、エプロン・三角巾をたたみ、給食袋に入れる。
・所定の位置に片付け、席に着く。

必要に応じて
ストロー等の廃棄用ポリ袋を準備する。



13:00 ● 会食開始
・全員の１食分がそろっていることを確認し、食べ始める。

・日直は「いただきます」の号令
あいさつをして食べ始める。

〈給食のルール〉

・体調を考え分量を減らしたい人は、食べ始める
前に食缶へ戻す。（調整）
※苦手という理由だけで減らさない。全く食べ
ないのもいけません。また、調整で分量を
減らした人は、基本的に他のおかずをおかわり
することはできません。

・食器、食缶はていねいに扱う。



13:00
～

13:15
● 食事中

〈給食のルール〉

・おかわりがある場合は、学級のルールにしたがう。
【食物アレルギー対応ポイント】
・食物アレルギーのある人は、対応食のある日にはおかわりをしない。

・食事のマナーを守る。（大声、立ち歩きなどをしない。）
・時間いっぱい食べる。
・食べ終わった人は、食後のあいさつまで静かに席で待つ。



13:15 ● 後片付け開始
・日直は「ごちそうさま」のあいさつをする。

・残食や給食の時に出たカップなどは、重ねて
かさを減らしそれぞれ入ってきた食缶に戻す。
例（残りご飯→ご飯の食缶へ）
（ゼリーカップ、果物の皮→入ってきた食缶へ）

・食器やおぼんに食べこぼしやストローの袋が残っていないか確認する。
・食器は、それぞれのカゴに返す。
・牛乳パックは開封と未開封のものを
分けて、所定の位置に返却する。

〈給食のルール〉

・給食で残ったものは、絶対に持ち帰らない。

飲み終わった牛乳パックはつぶす。



13:15
～ ● 後片付け 配膳台を台ふきでふく

・配膳台 台ふき係がふく。
所定の位置へ戻しておく。

・台ふき、バケツ 給食専用のものを使う。
・台ふき 毎日きれいに洗って干す。



13:15
～ ● 運搬 配膳室に食器・食缶を持って行く

・食器、食缶を
協力して配膳室に運ぶ。

廊下は走らない。

ゴミはコンパクトに！



13:15
～ ● 返却 配膳室に食器・食缶すべてを返却

基本は、一方通行！

・配膳室のクラスの配膳棚（又はコンテナ）に返却する。
・配膳員さんに挨拶をする。
【食物アレルギー対応ポイント】
・専用の個人別対応容器は、チェック表とともに配膳員さんへ返却する。



ご静聴ありがとうございました


