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　地域の方々の協力を得て栽培したどら豆を、３年生が枝豆のうち
に収穫しました。どら豆とは栄町名産の黒大豆のことで、実が大き
く甘味がつよいのが特徴です。この日の給食は、ゆでどら豆。食缶
がからっぽになるほど、子どもたちはどら豆が大好きです。

　利根川のすぐ南に位置し、豊かな

田園地帯に恵まれた開校 140 年目の

伝統ある学校です。「食べ物を大切に・

食に関わる人への感謝」をキーワー

ドに、全校完食を目指して取り組ん

でいます。

栄町立布鎌小学校
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　明けましておめでとうございます。皆様にはお健や
かに新年をお迎えのこととお慶び申し上げます。日頃、
学校給食に携わる皆様方には、当給食会の業務に対し
まして、格別のご理解とご協力を賜り厚く御礼申し上
げます。
　昨年の秋には、ウナギやお米の産地偽装・改ざん、ま
た、ホテルや百貨店のレストラン等において、メニュー
の表示と異なる食材を使用した料理を提供するなど、食
品の虚偽表示が相次いで発覚し、私達の食の安全・安心
を揺るがす行為が次々と明らかになりました。
　これらの多くの事案が名の通った食品の製造販売に
直接携わる人々によって引き起こされたことは、誠に
遺憾であり怒りを覚えます。
　ＴＰＰ（環太平洋地域における経済連携協定）への

参加にともなう規制緩和による、食品添加物、遺伝子
組み換え、残留農薬など食の安全が危惧され、更には、
原材料の高騰などによる、食品・食材の値上がりが相
次ぐなど、今後も物資供給に予断を許さない状況が続
きます。
　「不易と流行」という言葉がありますが、学校給食に
おける安全・安心の給食用物資の安定供給は、時代や
世相が変わりましても、変わることのない中心的な役
割に違いないと考えます。今後とも、公益法人として
の役割を肝に銘じて、学校給食の普及・充実に努める
とともに、未来を担う子供たちの心身ともに健やかな
成長のためにサポートしてまいります。
　結びに、平成 26 年が皆様方にとって穏やかで希望に
満ちた年となることを心からお祈り申し上げます。

千葉県指定無形民俗文化財（昭和 42 年 12 月指定）

浦
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部の神
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楽（印西市）
　浦部の神楽は、鳥

と り み

見神社例
れいたいさい

大祭に浦部地区の
鳥見神社 神楽殿で奉

ほうのう

納されます。この神楽が別
に「十二座神楽」といわれるのは、12 の演目が
伝
でんしょう

承され演じられてきたからです。その内容は
演目名からうかがえるように、神話を題材とし
たものが多くあります。神楽の由来は、江戸時

代初期、八千代市村上から伝えられたとも、旗
本上杉家（地頭）祈

き が ん し ょ

願所として、鳥見神社を
鎮
ち ん ざ

座したおり江戸より求め伝えられたともいわ
れています。
　また、地区の永治小学校（6 年生）では、12
年ほど前から「子ども神楽」を学習に取り入れ、
社
しゃちゅう

中の指導者のもと、毎年 1 演目の神楽の舞に
挑戦しています。
　祭り当日は、かがり火が神楽の舞と鎮

ちんじゅ

守の杜
もり

を神秘的に照らしだします。

新年のごあいさつ

公益財団法人  千葉県学校給食会

　　　  理事長　市 原  健 治

子ども神楽

印西市教育委員会提供

　第 64 回全国学校給食研究協議大会が、平成 25 年

10 月 31 日（木）と 11 月 1 日（金）の２日間、主題を「『生

きる力』をはぐくむ食育の推進と学校給食の充実〜学

んで食べて、心も体も健康に〜」と題し、三重県津市

で開催されました。本県からは 15 名が参加しました。

　

　研究協議大会では、１日目に文部科学大臣表彰式・文

部科学省説明・実践発表・特別講演が実施され、２日目

には８つの分科会ごとの実践発表と研究協議が行われま

した。

１日目

【文部科学大臣表彰式】

　千葉県では、元佐倉

市立臼井小学校栄養教

諭　市村百合子さんと、

千葉県立東葛飾高等学

校上席専門員　望月厚

子さんが、これまでの

功績が認められ、文部

科学大臣表彰（個人）

を受賞されました。

【文部科学省説明】

　「学校給食の役割と食育の推進について」と題し、ス

ポーツ・青少年局学校健康教育課長から「学校給食を活

用した食に関する指導の充実」「新学習指導要領に基づ

く指導の充実」「学校給食の衛生管理」等について説明

がありました。

【全体会実践発表】

　「健やかな心と身体をつくる食育の推進〜松阪市の特

色を生かし、児童生徒を主体として保護者・地域ととも

に育む実践を通じて〜」と題して、三重県松阪市立松江

小学校校長・飯南中学校栄養教諭・松阪市教育委員会

給食管理課係長による発表がありました。「食育推進会

議」、「栄養教諭・学校栄養職員会議」、「松阪市健康づ

くり食育推進会議」の連携による食育推進の体制を整備

しながら、地場産物を活用した取組や教科等と連携した

取組、多文化共生の視点にたち国際理解を深める取組等

の実践についての説明がありました。

【特別講演】

　「食を通して、人を育てる」と題し、三重県立相可高

等学校食物調理科専任教諭　村林新吾先生による講演

がありました。高校生レストラン「まごの店」を土・日・祝

日に生徒たちが運営し、学校では経験のできない実習の

場として活用している、全国でも例のない実践の紹介が

ありました。

２日目

【分科会】

　第５分科会「児童生徒への個別的な対応指導」において、

千葉市立椎名小学校総括主任栄養士　山中裕子さんが「元

気もりもり椎名っ子〜栄養職員による個別指導を通して〜」

と題して研究実践発表を行いました。食物アレルギーに対し

先進的な取組を行っている千葉市の支援のもと、児童へのき

め細かな対応と保護者・職員との

連携を重視した体制づくり、緊急

時に対する共通理解等について

の実践を発表しました。千葉県の

学校栄養職員の第一人者として積

み上げた経験に基づく本実践発

表と実践に関する真剣な質問へ

の真摯な回答は、多くの参加者

から賞賛され、助言者からも高い

評価を受けました。

全国学校給食研究協議大会報告

千葉県教育庁教育振興部

学校安全保健課

　指導主事　吉野　広隆



　日頃より、子どもたちの食の偏りを強く感じます。好き嫌いをせ

ずに、いろいろな食べ物を食べてほしい、食べ物を大切にして欲

しいという願いから「柏のかぶから食育を」と考えました。柏市は、

かぶの収穫量が日本一です。地元の特産物を育てる体験を通して、

食への意識が変わってくれたらと思い、取り組みを始めました。

　地域のかぶ農家生産者の指導のもと、栽培を始めました。子ど

もたちは、野菜を育てるためには、大変な手間がかかることに驚

きました。観察時には、専門的な立場からお話をいただきました。

収穫後には、地域の料

理店のシェフに調理をし

ていただき、かぶ本来

のおいしさを味わう体験

も計画しています。

　栽培していくうちに、

かぶに声をかける子どもが現れ、体験を通して心の成長も感じら

れます。本物の農業と食を体験することで、豊かな食習慣と地域

を愛する心を育んでいきたいと思います。

　柏市学校給食センターでは、冬場の旬の時期を中心に、かぶを

使った料理を提供しています。

　柏のかぶは、大正時代から、東京での需要を満たすために栽

培されていると言われています。甘くておいしいので、児童生徒も

喜んで食べているようです。提供時には、献立表や給食だよりに

柏産という記載を入れるほか、給食時間に学校を訪問する折に地

元で採れた野菜であるという話をしたりすることもあります。

　かぶの料理は、味噌汁や甘酢和えなどの和風のものも出します

が、児童生徒が比較的食べやすく、人気があるのが「かぶの米粉

シチュー」です。かぶや牛乳の風味を生かし、塩気を効かせ過ぎ

ないような味付けにしていますが、

幸い児童生徒からも好評で、時には

リクエスト給食の一品に入るメニュー

です。給食時間に学校訪問をして、

児童生徒が笑顔で食べているのを

見るのが、給食センター全体の活力の源になっています。

　柏市産のかぶと千葉県産の米粉を使いますので、地元の食材

を知るための食育に使う生きた教材としても、更に生かしていきた

いと思います。

　「蕪
かぶ

」は「スズナ」の名で春の七草の一つに数えられております。

原産地はアフガニスタン、ヨーロッパ地方で、朝鮮半島を経由して

我が国に渡って来たと考えられます。ヨーロッパ型は、関東の「金

町小かぶ（現東京葛飾区）」として土着し、根付いてきたとの説が

あります。今回、大津ケ丘第一小学校の 3 年生の皆さんと一緒に

食育活動を通して、小かぶ作りを行うことになりました。種まき、

生育期、収穫、最終的に調理を行い多彩な食文化に触れて欲し

いと思います。

　今回は「雪
ゆきみね

峰」という

品種で、肉質、甘みとも

にすぐれている子かぶ

です。体験当日の種まき

は、本当に小さい種を初めて触れて、3 〜 4 粒を土に落とすとい

うむずかしさを感じたと思います。いつの時代からか食べ物の大

切さを感じることがうすらいできているように思います。この体験

を通し、本当に狭い場所でも野菜が手軽に栽培できることや自分

自身が作った野菜がこんなにおいしいものということを感じて欲し

いものです。次の時代を担う児童たちが、自分の手で作り栽培し

テーブルの上に載ることを期待しております。

　

　本校では、全ての学年で地域の食育ボランティアのご協力の下、

野菜や米の栽培に、さらには銚子の伝統産業である醤油の醸造

に取り組んでいます。また、それらの活動と教科等の学習のねら

いとの関連を整理し、全教育活動を通して食育を推進してきまし

た。ここでは「栄養教諭との連携」や「地域人材の活用と体験活動」

に焦点をあて、紹介します。

　1年生では、学区の食育

ボランティアの協力の下、生

活科で枝豆など野菜の栽

培・調理を体験しました。

その後、給食で食べ残しの

多い野菜に親しみをもつこ

とをねらい、学級活動「や

さいとなかよし」を行いました。栄養教諭とのティーム・ティーチン

グで行ったこの学習では、本物の野菜を用意し、手ざわりで当て

るクイズを取り入れ、栄養教諭の専門性を生かした具体的でわか

りやすい説明を心掛けました。学習後、学年便りで授業の様子を

伝え、家庭との連携も進めています。「おいしい枝豆、ありがとう。」

「嫌いだったけど、また食べたい。」と発達の段階に応じ、自分の

食生活を見つめることができました。

　4 年生では、総合的な学習の時間に醤油造り体験「わたしもしょ

うゆ名人」を行いました。

地域企業の全面的な協

力があってこその学習で

す。児童は、麹が温かく

なって色が変わり、もろ

みが日々変化して形が無

くなっていく様子を見て、

醤油が「生きている」ことを感じていました。さらに地域に古くか

ら伝わる技術や文化に触れたり、生産者の工夫や努力を知ったり

する中で、自ずと感謝の気持ちを抱くことができました。

　児童が父となり母となる将来を見据え、家庭や地域と連携した

「食に関する指導」を積み重ねていくことは、必ずや児童の健全

な食生活の形成に結びつくものと信じています。

　銚子市は千葉県の北東部に位置し、魚や醤油の町として知られ

ています。さらにキャベツや大根・長葱などの農業が盛んな、食

材の宝庫といえる地域です。

　本市学校給食センターでは、以前から豊かな食材を生かし、地

場産物活用を進めてきました。また平成 25 年1月より新しい施設

になり、より献立の幅が広がりました。6・7月には銚子市の学校

給食で初めての銚子メロンを提供し、11月は東総地区（銚子市・

旭市・匝瑳市）の特産物をギュギュッとつめ込んだ 3 市統一献立「東

総まんきつ給食」を実施しました。「東総まんきつ給食」は千葉

県教育研究会東総支会学校給食部会での、地場産物を活用した

献立研究をかたちにしたものです。児童・生徒が自分の住む地域

の特産物を知り、味わうことでより実感をもって地域の自然や産

業について理解を深め、食への関心を高めることをねらいとしてい

ます。今後もこの地域の特色を生かし、献立として教材として魅

力ある給食作りに努めていきたいと思います。
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豊かな心と健やかな体を育むための食育の展開

栄養教諭との連携や地域
人材の活用と体験活動
銚子市立春日小学校
　教諭（研究主任）　伊藤　直美

やさいとなかよし〜野菜クイズ〜

わたしもしょうゆ名人〜麹づくり〜

地場産物を生かした特色
ある給食

銚子市立春日小学校
　栄養教諭　石毛　朋子

生産日本一の「かぶ」を育てながら農業と食を学ぶ

地域の特産物で好き嫌い
の克服

柏市立大津ケ丘第一小学校
　　　教諭　白井　正人

人気食「かぶの米粉
シチュー」で笑顔

柏市学校給食センター
　専門員　西田　さおり

日本の野菜「蕪
かぶ

」

　　　　千葉県指導農業士
　　　　　　秋谷　幸男

かぶの味噌汁「 あまい !　おいしい !」

千葉県教育委員会研究指定校（学校給食）



さつま芋 交流会
　　　　  館山市立房南中学校　1年　青山　光汰

　僕の学校では、 毎年 5月、 学区内にある「さざなみ学校」の生徒

と一緒にさつま芋の苗を植えます。植え付け後は、 主に用務員の先

生の支援を受けながら育てました。大きく成長した芋苗周辺のたく

さんの草をすべて抜くのは大変でしたが、みんなで一生懸命やりま

した。10月には芋掘りをしました。すごく大きな芋、 細い芋、小さい

芋…たくさん収穫できました。それを、 学区内にある老人養護施設

3カ所に届けました。そして、 2 週間くらい経ってから、 「房南中の芋

でようかんを作った。」といって、利用者の方々が僕たちに芋ようか

んを持ってきてくれました。給食の時

に食べて、 とてもおいしかったです。

　さつま芋を通して、 普段交流できな

い他校の生徒、 用務員の先生、 高齢

者の方 と々ふれあうことができました。

　　　　　

● 5 年　鈴木　莉奈 ●
　わたしたちの学校では、毎年全校児童で田植えや稲刈りなど
をしています。田植えや稲刈りは、とても大変です。でも、そ
のお米は少しあまくてほくほくで最高においしいです。

● 6 年　齊木　　藍 ●
　瑞沢小学校のみんなと地域の人々が一生けん命育てたお米を
給食で食べました。たきたてのご飯はいつもよりうるおっていて、
味もすごくおいしかったです。

−  7  −−  6  −

　スリランカの方々

を招いたユネスコス

クールを 9 月 18 日

に、文化交流を通し

て国際理解を深める

ことを目的に開催し

ました。児童や保護

者など約 500 名が

参加し、スリランカ

舞踊団によるすばらしいダンスや歌を披露してもらい、本

校児童は大正琴サークルの伴奏によるわらべ歌の合唱な

ど、いろいろな文化交流を行いました。

　その後、5・6 年生の各教室で、スリランカの方 と々の

給食による会食を行いました。当日は中秋の名月の前日と

いうこともあって、本校の菊地栄養士が「お月見給食」を

工夫してくれました。献立は、ご飯、いわしの蒲焼き、大

根と里芋の煮物、磯あえ、お月見デザート（ゼリー）です。

通訳の方にも各教室に入ってもらい、当日の給食や日本

の食文化の説明をしたり、スリランカの生活や食文化につ

いて教えてもらったりして、楽しく会食を行いました。しか

し、子どもたちには好評の献立でしたが、食文化の違い

から煮物や磯あえに手を付けない方もいました。また、ス

リランカは手で食べる食習慣なのに、箸を出してしまい、

箸が使えずに苦労されている方もいて、あわててスプーン

を用意しました。

　国際化が進む

中、外国の方々

と楽しく会食する

ことは貴重な食

教育の場だと実

感しました。

　市原特別支援学校

の周りは、緑豊かな

キッズダムや小・中学

校などがあります。本

校は、小学部から高

等部の児童生徒が

186 名在籍し、給食

は食堂を使用していますが狭いため高等部の重複学級生

徒以外はそれぞれの教室で食べています。

　本校の給食の特徴として、「高等部農耕班との連携」し

た給食です。農耕班で栽培した野菜を学校給食に活用し

ています。野菜は、春から初夏にかけて、たまねぎ・じゃ

がいも、秋にはさつまいも、冬にはだいこんが栽培され学

校給食に彩りを添えてくれます。農耕班の野菜を学校給食

に活用するときには、放送委員会が全校の児童生徒に向け

て知らせます。給食時間には、食堂の入口に実物の野菜の

名前や特徴、栄養の話を添えて展示することで、児童生徒

が直接野菜に触れて感触や臭いを確かめ、興味をもったり、

親しみをもったりすることができるようにしています。

　児童生徒にとって野菜は苦手な食品の一つですが、「高

等部の畑でとれたおいしい野菜！食べてみましょうね」と言

うと頑張って食べてくれます。

　食堂の様子を高等部農耕班の生徒に伝えることにより、

作業の励みになり、学校給食に自分たちが作った野菜が使

われていることでみん

なに貢献しているとい

う自信にも繋がってい

ます。小・中学部児童

生徒のおいしいそうな

笑顔と高等部生徒の

頑張る気持ちで緑豊かなこの大地においしい野菜が育ちま

す。人を思いやる心、感謝の心、働くことの楽しさを「食」

を通じて育んでいきたいと思います。

千葉市立あやめ台小学校
　校長　深浦　喜久雄

大地の恵みを
　　いただきます

千葉県立市原特別支援学校
上席専門員　田中　ゆみ子

   

　昨年度の秋、野田特別支援学校のみなさんと、ニンジ

ンジャムの作り方講習会が行われました。私たちは、講

習会の前に 3 回ほど練習を行い、注意点を考えました。

　ジャム作り当日は、生徒会の先輩たちも加わって、支援

学校からは生徒 6 名・先生 7名、清水高校からは生徒 7名・

先生 5 名での「ニンジンジャム講習交流会」となりました。

  ジャム作りに

は、 大きな 二

重釜や電動の

大型こし器を使

うため、どうし

ても危険を伴い

ます。 支 援 学

校の方々が怪我をしないように、事故にあわないように細

心の注意をはらいながら丁寧にジャムの製造をサポートし

ました。

　まず、支援校で栽培された大きな立派なニンジンの皮を

きれいにむきました。それから、蒸して、漉して、二重釜

で加熱しました。はじめは、不安そうな様子でしたが、コ

ツがわかってくると順調に進み、あっという間に製品とな

りました。

　自分たちで作った

ジャムを手にしたみ

なさんは、何となく

誇らしげでした。充

実した会になった気

がしました。

　今年もまた講習交流会があります。私たち食品科学科

では、これからも安全安心な食べ物づくりに取り組んでい

きたいと思います。

ニンジンジャム 交流会
　　　　　　　　 千葉県立清水高校　　　 
　　　　　　　　 食品科学科　2 年　須田　千寿帆

ダンサーとの楽しい会食

さつまいもの収穫

食堂での給食風景

地域の方に指導していただきながら、鎌で丁寧に刈り取ったり、落ち
穂を拾ったりしました

睦沢町立瑞沢小学校

伝統舞踊「キャンディアンダンス」

製造風景

製品チェック

地産自慢  “米”

スリランカの方々との
楽しい国際 交流会



第10回千葉県中学生創造ものづくり教育フェア 「あなたのためのおべんとう」コンクール第10回千葉県中学生創造ものづくり教育フェア 「あなたのためのおべんとう」コンクール第10回千葉県中学生創造ものづくり教育フェア 「あなたのためのおべんとう」コンクール第10回千葉県中学生創造ものづくり教育フェア 「あなたのためのおべんとう」コンクール
千葉県知事賞

千葉市立末広中学校
2位（県会長賞）

勝浦市立興津中学校③ 千葉県学校給食会
理事長賞

勝浦市立興津中学校②

3位（県会長賞）
勝浦市立興津中学校①

東京ガス
エコクッキング賞
千葉大学教育学部
附属中学校

審査員特別賞
勝浦市立北中学校①

学校給食会レポート賞
四街道市立四街道西中学校

キッコーマン
おいしい記憶賞
勝浦市立北中学校②

　今回で記念となる10回目を迎えました。
　（公財）千葉県学校給食会が後援する「あなたのためのおべんとう」コンクー
ルは、千葉県の中学生が創意工夫して作ったお弁当を紹介し、学び合う場を
提供することを目的にしています。「食べてもらう相手のことを考え、思い
やりの心を表現するお弁当づくり」のコンクールです。また、身近な人との
関わりの大切さや「食」の重要性を考える場でもあります。
　今年は、211名・82レポートの参加数で、第１次審査で選ばれた7チームが、
片付けを含む90分の実技とプレゼンテーションに臨みました。また、男子生
徒チームが本審査に3チームも残り手作りお弁当に挑戦しました。
※「学校賞」は、船橋市立若松中学校が受賞されました。

と　き：平成25年11月16日（土）
ところ：千葉県総合教育センター

審査風景

（献立）豆腐いわしハンバーグ照り焼きソース・昆布と
しらすのおむすび・鮭と枝豆のおむすび・栄養満点かぼ
ちゃのきんぴら・彩りきれいな卵焼き・なすとピーマン
のピリ辛炒め・レンコンとしめじのシャキシャキ胡麻
和え・ブロッコリーのさっぱり塩昆布サラダ・旨味たっ
ぷりあさりの味噌汁・梨のゼリー

　大会当日はやはり皆緊張しましたが、三
人で声を掛け合い、何とかお弁当を完成さ
せることができました。努力の甲斐あって
優勝できた時の喜びは、言葉で表せないほ
どでした。「優勝できた！」という喜びもあ
りましたが、「また、三人でお弁当が作れ
る！」という気持ちも大きかったです。昨
年度の先輩方を見習い、また三人で切磋琢
磨していきたいと思います。
　私たちが県大会で優勝できたのは、支え
てくださった藤本先生、家族、共に頑張っ
てきた仲間のお陰です。私の大切な仲間「三
福神」が私は大好きです。

神崎　美帆・福嶋　望夏・三笠　真美 屋代　真由・米元　春奈

（規定仮題「魚を使った調理」）
豆腐いわしハンバーグ
照り焼きソース

（献立）魚のはさみ揚げ・アスパラガス味噌ピー炒め・ひ
じきの煮物・ピーマンの和風サラダ・いんげんの卵巻き・
大学芋風さつまいも・付け合わせ・果物・そぼろご飯

秋葉　なるみ・渡邉　美陽

（規定仮題「魚を使った調理」）
魚のはさみ揚げ

（規定仮題「魚を使った調理」）
Fishボール・さんが味噌

渡邉　美咲・佐久間　菫

（規定仮題「魚を使った調理」）
さばチリ

原　希裕・酒井　裕史

（規定仮題「魚を使った調理」）
鰯の大葉巻

関　洋貴・關　勇・伊丹　優介

牧野　こと美・本間　結子・平川　弥子

（規定仮題「魚を使った調理」）
アジのさんが焼き

磯野　友紀・礒野　一貴・佐々木　高義

（規定仮題「魚を使った調理」）
白身魚のさっぱりポン酢バター

喜びの声
喜びの声

　寮生活をしている兄に、我が家の味を思
い出してもらおうと思い、お弁当を作りまし
た。メインのおかずは、兄の好物で母の得
意料理でもある魚料理にしました。その他
のメニューは兄の好きな物も入れつつ、健
康のことを考え、油を少なめにしました。ま
た、食欲旺盛な兄に合わせて、お弁当箱を
２つにしました。
　このお弁当づくりが、家庭の味や調理の
工夫を考えるよい機会となりました。 「美しくなるための食材

まんさい！　美母弁当」

全体会場

プレゼンテーション風景

勝浦市立興津中学校　代表　秋葉　なるみ

寮暮らしをしている兄へ
守谷発元気弁当

千葉市立末広中学校　代表　神崎　美帆

大切な仲間

−  9  −−  8  −
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（1食単価 321円） （1食単価 263円）

・豚キムチ丼
・大根とあさりの
　味噌汁
・大豆とさつまいも
のカリント

・牛乳	 	

・バンズパン
・鶏肉のレモン
ソースがけ

・わかめサラダ
・米粉の
　コーンスープ
・メロン
・牛乳

浦安市立千鳥中学校 浦安市立千鳥小学校

献 立 名

材　料　名 重量 g 作　　　り　　　方

< 献立のねらい >
　生徒が苦手とする切干大根を豚キムチの具として使うことで食べやすくしました。
　あさりや大豆をたくさん使うことで不足しがちなカルシウム、鉄分を多く摂取する
ことができます。
　さつま芋と大豆を香ばしく揚げ、黒砂糖の蜜と絡め食べやすくしました。

豚キムチ丼・大根とあさりの味噌汁・大豆とさつま芋の
カリント・牛乳 献 立 名

重量 g 作　　　り　　　方

バンズパン・鶏肉のレモンソースがけ・わかめサラダ・米
粉のコーンスープ・メロン・牛乳

おいしい給食　 自　慢　献　立　  浦安市学校栄養士会

米
豚もも肉
白菜キムチ
切り干し大根
玉葱
もやし
人参  
にら
しらたき  
生姜
にんにく
しょうゆ
砂糖
酒
みりん
ごま油
白いりごま 
でんぷん
水
あさりむき身 
えのきたけ 
大根
小松菜
木綿豆腐
長葱
酒
だしパック 
粉末昆布
赤味噌
白味噌
水
さつまいも 
乾燥大豆 
油
砂糖
黒砂糖
塩
白いりごま 
水
牛乳

100
30
25
1.3
25
20
15
5

22
0.3
0.3

3
1.2

1
1
1
4

0.8
2

20
10
20
15
25
8
1

2.2
0.12

7
3

110
40

8
3
2
3

0.05
2
5

206

＜豚キムチ丼の具＞
①　ごま油の半量を熱し生姜・にんにく
　　の香りを出す。
②　具を炒めよく煮含める。
③　仕上げにいりごまを加え澱粉でとじ
　　る。
④　最後に残りのごま油を加える。 
 

    

    

＜大根とあさりの味噌汁＞
①　だし汁で具を煮る。
②　煮えたら味噌をとき入れる。
③　仕上げに長葱、下茹でをした小松
　　菜を入れる。

＜さつま芋と大豆のカリント＞  
①　蜜を作る。
②　さつまいも、大豆をカリッとするま
　　で揚げる。 
③　②を蜜と絡める。

実　施　日　平成 25 年 10 月 11 日
調　理　場　浦安市千鳥学校給食センター第三調理場（中学校）
（職氏名）　 主任技師　　吉田　由佳理　

実　施　日　平成 25 年 7 月 2 日
調　理　場　浦安市千鳥学校給食センター第一調理場（小学校）
（職氏名）　 技師　　田中　結

米飯献立 パン献立

検査室から 25年9～12月の食品検査状況

※全て、異常のないことを確認しました。

検査項目
細菌検査
理化学検査
残留農薬検査

検査件数
248
164
51

安全・安心をとどける

「豊かな心・生きる力」を育てる学校給食会の取り組み「豊かな心・生きる力」を育てる学校給食会の取り組み「豊かな心・生きる力」を育てる学校給食会の取り組み
http://www.cgk.or.jp

職員のための食育推進講座平成25年度
「かむ子・のびる子・元気な子」料理コンクール
テーマ～健康かみかみ弁当～　主催：千葉県歯科衛生士会

（公財）千葉県学校給食会や学校給食について見やすく、そして、わかりやすく紹介しています。
学校など関係機関でのご利用をお待ちしています。内容は、以下の通りです。

　今年は、20回目を迎える節目
の年でもありました。260点の応
募があり、書類審査で選ばれた
10人が調理した弁当を持参し、
プレゼンテーションを行いコンク
ールに臨みました。子ども向き・よ
くかんで味わえる・1人分500円
前後・千葉県農産物の利用、そし
て手軽に作れる弁当メニューを
ポイントに挑戦しました。

　本年度は、高等学校にも参加を呼びかけ、昨年度と異なる地
区で各学校での「食に関する指導」の充実を目的に実施され
ました。授業実践に基づいた発表と協議・食育を実践するため
の具体的な講話内容でした。

● 給食会事業案内（９分３５秒）
　物資供給、普及充実、衛生・品質管理など、基軸となる３つの事業から千葉県学校給食会の活動をご案内いたします。

● ごはんができるまで（１０分３０秒）
ごはんのキャラクター「主食戦隊ゴールドメシーガ」がお米作りから炊飯工場でごはんができる様子まで、わかりやす
く紹介いたします。

● パンができるまで（１１分１５秒）
　パンのキャラクター「主食戦隊ピンキーパンナ」がパン工場でパンができるまでをクイズを出しながら楽しく紹介いたします。

● 給食の歴史（６分００秒）
　学校給食が始まった時代にタイムスリップし、当時の出来事と共に学校給食の歴史を紹介いたします。

詳しくは、（公財）千葉県学校給食会までお問い合わせください。

（公財）千葉県学校給食会のＤＶＤができました。NEW

●名称
　「彩り　カミカミ弁当」
●献立
五穀ご飯・ひじき枝豆チ
ーズ入りつくね・小松菜
桜エビピーナッツ炒め・
うずまきのり卵焼き・サツ
マイモのはちみつバター
焼き・レンコンきんぴら

受賞おめでとう！
「千葉県学校給食会理事長賞」
千葉市立検見川小学校５年

小野塚　笙悟

【栄養教諭・栄養職員部門】１0月４日（金）千葉市生涯学習センター
　実践発表：松戸市立松ヶ丘小学校 松本江里子先生

鋸南町学校給食センター 酒井　淳子先生
　講　　師：習志野市立鷺沼小学校長 米満　　裕先生

【教諭部門】１１月１４日（木）市川市文学ミュージアム
１１月２８日（木）木更津市民会館
１２月 ５ 日（木）さんぶの森文化ホール

　講　　話：「学校での食育と千葉県学校給食会の事業」（公財）千葉県学校給食会より
　講　　話：「学校での食育とちば食育ボランティアの活動」

千葉県農林水産部安全農業推進課食の安心推進室より
　講　　話：「学校での食育の進め方」横浜国立大学教授　杉山　久仁子先生

二つの授業実践を
通し、授業を行う上で大切なことを
教えていただきました。特に「行っ
た授業は必ず振り返ってみること、
打ち合わせにかけるのは時間だけ
ではなく心をくだくこと、学習指導
要領にそっていくとおのずと発問
がでてくること、家庭との連携が大
切なこと、板書計画の意味、そして、
子どものための授業なのだという
こと」がとても心に残りました。授
業を考える上でどれも大切にして
いきたいと思いました。

　

食育のこれまでの取
り組みを知るとともに、今後の学校
での食育のあり方や進め方につい
ての報告から、改めてその重要性
を感じました。また、給食を通して
の実践的指導や、教科間の関連を
生かした系統的指導など、学校全
体で共有し連携して取り組んでい
くことの大切さを再認識すること
ができました。
　「欠食」や「孤食」、「個食」など
の問題を通して、心身ともに豊かで
健康的な生活を送れるよう、養護
教諭の立場から積極的にアプロー
チしていきたいと思います。

市川市立大洲中学校
養護教諭
益子　明希代

千葉市立稲丘小学校
栄養教諭
田邉　惠美

−  10  −

栄  養  量 エネルギー たんぱく質 脂　肪 カルシウム 鉄 レチノール当量 B1 B2 C 食物繊維 食　塩

単　　位 kcal g g mg mg μg mg mg mg g g
米飯献立 846 30.3 25.0 496 5.0 259 1.03 0.61 30 6.8 2.8
パン献立 670 26.7 22.4 308 2.7 205   0.55 0.67 24 9.3 2.6

ビ　タ　ミ　ン

材　料　名
バンズパン
鶏もも肉切身塩こしょう付
酒
塩
でんぷん
油
上白糖
みりん
濃口しょうゆ
レモン果汁
水
乾燥わかめ（戻す）
レタス（ひと口大）
きゅうり（輪切り）
スイートコーン缶
酢
濃口しょうゆ
上白糖
油
ベーコン
玉ねぎ（スライス）
人参（いちょう）
じゃがいも（さいの目）
白花豆ペースト
スイートコーンクリーム缶
冷凍ホールコーン
パセリ（みじん）
塩
こしょう
チキンブイヨン
牛乳
豆乳
水
米粉
メロン
牛乳

40
40
1

0.1
7
4
1

1.4
2
1

3.5
1

15
18
7

1.5
1.7
0.5

1
4

30
12
30
25
18
15
0.5
0.5

0.01
20
15
5

25
2

40
206

＜鶏肉のレモンソースがけ＞
①　鶏肉に酒、塩を漬け込み、でんぷ
　　んをまぶして油で揚げる。
②　その他の調味料を煮てレモンソー
　　スを作る。
③　①に②をかける。

＜わかめサラダ＞
①　わかめ、レタス、きゅうりは茹でて
　　冷却する。
②　コーン缶は汁をきる。
③　ドレッシングを作り、①、②と和える。

＜米粉のコーンスープ＞
①　ベーコンと玉ねぎ、人参、じゃがい
　　もを煮ていく。
②　ブイヨン、塩、こしょうを入れ煮込む。
③　クリームコーン、ホールコーン、白
　　花豆ペースト、牛乳、豆乳を入れて
　　さらに煮込み、味を調える。
④　水に浸漬しておいた米粉を溶き入
　　れ、とろみをつける。
⑤　パセリを散らす。

< 献立のねらい >
　夏場でも食欲がわくよう、鶏肉にレモンソースをかけてさっぱりとした味付けにし
ました。サラダはレタス、きゅうりの歯ごたえを残し、食感よく仕上げました。スー
プに白花豆ペーストを使用し、豆製品を食べやすく、多く摂るようにしました。
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編　集　後　記
　今年は、特に富士山の初夢をみた方が多かったのではないでしょうか。2014 年が、皆様にとっ
て飛躍の年になりますようお祈り致します。
　編集にあたり、今年度も県下広域にわたり子どもたちの成長を願い熱心に取り組んでいる学
校給食のことをわかりやすくお伝えできるよう努めてまいります。最後になりましたが、原稿及び
資料を提供いただいた皆様に感謝するとともに今後も情報の提供をお待ちしております。 

お　詫　び  
第 105 号Ｐ 9 に 2 カ所誤りがありました。       
①役員名簿　正しくは　髙田　裕史  様です。
②物資委員会委員名簿　吉田　由佳理　様　          
　浦安市千鳥学校給食センター第三調理場主任技師の
   記載がもれておりました。
　謹んでお詫び申し上げます。 


