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　土曜参観日に合わせ、千葉県が全国に誇る郷土料理「太巻き祭り
寿司」を給食に取り入れました。「バラの花」と「四海巻き」の 2
種類のお寿司を、合計 190 本巻きました。調理員さんたちが心を
こめて巻いたお寿司、子供たちは満面の笑顔で味わっていました。

　本校は昭和 54 年開校、近くには国

の史跡「姥山貝塚」があります。周

辺は畑が広がり、特に梨の生産地と

してよく知られています。児童は明

るく素直で元気に学習活動に取り組

んでいます。

市川市立柏井小学校
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　明けましておめでとうございます。
　日ごろ、当給食会に対しまして温かい御支援と格別な
る御理解を賜り、厚くお礼申し上げます。
　本年は、当給食会が、学校給食の円滑な実施及び充
実発展に努めるとともに学校における食育を推進し、もっ
て児童生徒の心身の健全な発達に寄与することを目的と
して、公益財団法人の認定を受け、４年目を迎えます。
  昨年は、中国産食品の安全性が問題となりましたが、
給食会では、本年も、学校や栄養教諭・学校栄養職員
の声・ニーズを踏まえ、子供たちのため、何より安全・安
心で良質な食材を低廉な価格で安定供給することを最
重要課題として取り組んでまいります。
  具体的には、①取扱物資の原料、原産地、製造履歴、
栄養成分、遺伝子組換え及びアレルギー物質等の情報
をホームページで提供している「物資規格書システム」、
②製造業者に提出を求めている品質管理に関する証明
書による安全確認、③給食会衛生管理室における細菌

検査及び残留農薬や食品添加物等の理化学検査（25
年度は 1,113 件を実施）、④製造工場・委託工場への
立入調査や衛生指導、⑤学校・共同調理場の衛生管理
向上のための検査機器の貸し出し、⑥栄養教諭・学校
栄養職員や調理従事者対象の研修会、⑦教職員のため
の食育推進講座、⑧学校給食献立システムソフトの無
償貸与、⑨栄養士会や給食部会等の支援、⑩ 26 年度
全国に先駆けて導入した米粉入り基本パンの品質向上な
ど、様々な取組の充実を進めてまいります。
　給食会では、学校や教育委員会と連携を図り、学校・
教育委員会では実施し難い取組や非効率的な取組を給
食会が支援・代行できればと考えています。
　本年も、子供たちのためにの理念の下、公益法人とし
ての役割を自覚し、健やかな子供の成長に欠くことので
きない学校給食及び食育の充実に向け誠心誠意取り組
んでまいりますので、御支援を賜りますようお願い申し上
げます。

国指定重要無形民俗文化財（昭和 51 年 5 月指定）
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　鬼来迎は、山武郡横芝光町虫
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説いた大変珍しい全国で唯一の古典的仏教劇であ
る。鬼

お に ま

舞いとも呼ばれ、虫生のわずか24戸の里で代々
引き継がれ、毎年 8 月16 日に演じられる。

　鬼来迎の由来は、鎌倉時代の初期後
ご と ば い ん

鳥羽院の時
代に遡る。劇は、地獄の責苦を骨子とした「大
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」の四段と、広済寺建
立縁起を物語る「和

おしょうみちゆき

尚道行〜墓
ぼ さ ん

参〜和尚物語」の三
段、全七段から
なり、現在は前
四段のみ演じら
れ、上演時間は
約一時間半であ
る。劇になくて
はならない特色
ある鬼 来 迎 面
は、歴史を伝え
るものとして極
めて貴重なもの
であり、千葉県指定有形民俗文化財である。
　最初の「大序」の場面で、登場する鬼婆に赤ちゃん
を抱いてもらうと健康に育つ、という言い伝えがある。
この日の境内は、我が子の健やかな成長を願う両親
と全国から集まる見物客で華やかににぎわう。

新年のごあいさつ
公益財団法人  千葉県学校給食会 

虫封じ

えん魔の裁きの場面
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　第 65 回全国学校給食研究協議
大会が、平成 26 年 11 月 20 日（木）
と 11 月 21 日（金）の２日間、主
題を「『生きる力』を育む食育の
推進と学校給食の充実〜食から始
まる子供の元気〜」と題し、山口
県山口市で開催されました。本県からは 12 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、千葉市
立椎名小学校主任栄養
士の山中裕子さんが、
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」と題し、スポー
ツ・青少年局学校健康教育課長から「食育推進
計画」「学習指導要領に基づく指導の充実」「食
育の教科書」「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】
　「学校・家庭・地域が一体となって取り組む食
育の推進　知ってみ〜ね　食べてみ〜ね—食へ

の意識の向上に向けて—」と題して、山口県美
祢市教育委員会学校教育課指導主事・山口県美
祢市秋吉小学校栄養教諭による発表がありまし
た。「朝食の改善」、「地場産物の活用」という２
つのプロジェクトを立ち上げ、学校・家庭・地
域の連携を重視しながら、基本的な生活習慣の
定着・親子料理教室の開催・朝食レシピ集の発行・
市内統一献立の実施・産地見学と地場産物紹介
ビデオの作成等の実践について、説明がありま
した。
【特別講演】
　「世界に誇ろう日本の
給食！こんなに違う、
こんなに変わる給食事
情」と題し、タレント・
リポーターの菊田あや子氏による講演がありま
した。各地の取材で体験した地域による食文化
の違いについて、諸外国の給食の紹介や給食事
情の説明から、日本の学校給食の素晴らしさ、
和食文化の素晴らしさについてまで、熱のこもっ
た講演でした。
２日目
【分科会】
　第７分科会「特別支援学校の学校給食の在り
方」において、千葉県立船橋特別支援学校栄養
教諭の　南雲惠子さんが「健康教育としての給
食の役割〜児童生徒の実態に応じた校内連携の
取組〜」と題して研究実践発表を行いました。
校内体制・校外体制の見直しや、個別対応給食
における指導支援の強化、健康教育としての食
に関する指導の充実等についての実践を発表し
ました。千葉県内の
学校給食で栄養士と
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



南総里見「海のおやき」…南総里見「海のおやき」は、安房に伝わる物語「南総里見八犬伝」
のゆかりの地「館山」で生まれました。八つの玉を持った八犬士によって物語は繰り広げられて
います。物語の中で鍵を握る八つの玉、仁
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をモチーフにしています。
ご飯をベースに館山でとれたひじきを使い、じゃこ、チーズ、牛乳、ごまなどのカルシウムを多
く含む食材を用い、館山の海・花・太陽をイメージして作られました。一個 80 キロカロリーと
低カロリーなのでメタボを気にする方にもオススメです。

　家庭科では、「生活習慣病」にならないための食事の

選び方について学習しています。食育を通し、生涯を健

康にすごすための大事な知識として身につけさせたい部

分です。本校では、この学習を館山市健康課と保健推進

委員と協力し、家庭科の時間の中で学んでいます。

　保健推進委員の方々に一班に 2 名ついていただき、生

徒とコミュニケーションを取りながら、とても温かい雰囲

気の中で授業が行われます。おやつの選び方では、実際

のパッケージがたくさん用意され、班ごとに選んでいきま

す。実際に手に

取り、選んだお

やつのカロリー

を計 算すると

「え！こんなにカ

ロリーが多かっ

たの！」という

声があがり、健

康を意 識 する

きっかけとなっています。

　成長期に大切な栄養素がたくさん含まれている料理の

おやつ例として「南総里見海のおやき」を作ります。名物

のひじきとしその葉のさわやかさが絶妙で、手軽にできる

のに大変おいしく、生徒のみならず、先生方にも大好評で

す。「家で作ったよ」という生徒も多数います。おやきを

食べることで、この授業を思い出して欲しいこと、地域全

体で食育が推進されること、さらに郷土料理が長く愛さ

れ続けることを願っています。　
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食育で生活習慣予防
館山市立第二中学校
　教　諭　野中　奈緒子

たてやま☆
　元気サポーター事業

館山市保健推進協議会
　会　長　菊井　玲子

郷土の味 〜おらがごっつお〜

なるほど
給食

　水色のエプロンと優しい笑顔がトレードマークの館山市

保健推進員です。食育ボランティアとして私達が学んできた

ことを1 人でも多くの人に伝えるため「たてやま☆元気サポー

ター事業〜生活習慣病予防と食育〜」を中学生の授業で

実施しています。平成 16 年度から始まり、早いもので 10

年が経ちました。近所のおばさんが突然、講師に変身する

のです。教壇に立つのは、初めてなのでとても緊張しました。

シナリオを作り、役割を分担し、それぞれの台詞を覚えます。

血管が詰まった

様子をわかりや

すく伝えるため、

雨どいにスポン

ジを貼り、スー

パーボールを血

液に見たてた血

管の媒体も手作

りしました。私達ならではの温かい授業を目指し、何度も

リハーサルを行い臨みます。授業の最後には、館山市独特

の食文化を集めたレシピ集「おらがごっつお〜我が家のごち

そう〜」の中から、『南総里見海のおやき』を作ります。多

くの生徒から「授業をまたやりたい」と希望があり、楽しく

記憶に残る授業となってい

ることがわかります。中学生

からの生活習慣病予防の大

切さをこれからも伝えていき

たいと思います。
おらがごっつお詳細  http://www.city.tateyama.chiba.jp/
kenkou/page010355.html

南総里海「海のおやき」

「おやき」を焼く

買い物ゲームからおやつの適正エネルギーを学ぶ



　本校は、平成 26 年度末をもって開校 140 余年の歴史

を閉じることになりました。過疎化による児童数の減少に

より、平成 18 年には 89 名の児童数が、今年度は 45 名

と半減してしまいました。今年度の 1 年生の入学は 4 名で

あり、適正な学級児童数を考えると存続が難しいと考え、

町・地域住民とが検討した結

果、近隣の 3 小学校が統合と

いうことになりました。

　今回開催された、閉校記念

「地域交流総元祭り」は、今

年度組織された閉校事業実行

委員会が中心となり、地域に

伝わる技の伝承と共に食を通

して地域の方 と々交流を図る

ことをねらいとしました。

　祭り寿司として、ツバキの花・サザエの形を模した、た

まごと海苔の巻き寿司。

　地域で取れたゴボウやダイコン、ニンジンなどの野菜が

たくさん入った豚汁。

　PTA 役員さんの故郷である種子島から送っていただい

た安納イモの焼き芋。

　調理の過程では、地域のおばあちゃんやお父さんお母

さんと食材に関する話や昔の食生活等の話題を通して体

験的に食の大切さを児童は感じ取っていたようです。すば

らしい機会をいただい

た千葉県学校給食会

様には、参観者 350

名と共に感謝しており

ます。ありがとうござ

いました。
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閉 校 記 念 行 事 で お も て な し
… 児童 45 人から住民 350 人の皆さんへ …

地域に伝わる技を引き継ぐ
大多喜町立総

ふさもと

元小学校
　校　長　浅野　洋通

地域の人におもてなし
大多喜町立総元小学校
　養護教諭　堀田　栄美子

　閉校記念行事「地域交流総元祭り」では、地域の方々

への感謝の気持とおもてなしの心を育てる食育活動にした

いと考えました。そこで、郷土料理でもある「太巻き寿司」

をメインとした昼食づくりを計画しました。

　総元地区に長年太巻き寿司を広めてきた渡邉さんを中心

に、児童・保護者・おばあちゃ

ん世代のヘルスメイトさんが

顔を寄せ合って、太巻き寿司

づくりに挑戦しました。児童

は「椿の花」と「さざえ」を

巻きました。ヘルスメイトさん

に切ってもらうと、きれいな

椿の花とサザエの柄ができあ

がっていました。その瞬間、

笑顔が広がりました。お弁当

には「いつもありがとう」の文字と閉校テーマ「永遠に輝け

　みんなの想い」・校歌の入った校舎の写真・全校児童 45

人が描いた似顔絵を印刷したかけ紙をかけました。

　秋晴れのグラウンドで 4 〜 6 年生がつくった「太巻き寿

司弁当」と1〜 3 年生と総寿会が用意した「ほくほくおい

しい焼き芋」、保護者が用意してくれた「豚汁」を地域の方々

と堪能しました。思い出の詰まったグラウンドで懐かしい景

色を見ながらの昼食は、参加者の皆さんに、最高の「おも

てなし」になったのではないかと思います。地域の方々が「お

いしいよ」「じょうずだ

ね」と言って笑顔で食

事してくださったこと

は、食を通して子ども

達に豊かな心を育んで

くれたことと思います。

「家庭地域と連携した食育の推進支援事業」

地域の先生から学ぶ 地域の人と楽しい会食

ピンキーパンナ
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　落花生が有名な八街市では、毎年 9 月に給食で「ゆで

落花生」を提供しています。品種によって収穫時が違い

ますが、8 月下旬から収穫が始まります。塩ゆでして食べ

る「ゆで落花生」は、掘り

たての新鮮な落花生が手に

入る産地ならではの食べ方

です。

　八街市は、センター方式

（小学校 3,800 食・中学校

2,300 食）の給食です。食

材によっては調理の制約等

があり、使用を断念するも

のもありますが、落花生は

こだわって使用しています。

「ゆで落花生」の日は、地

元の落花生屋さんから掘り

たての落花生が給食セン

ターに届きます。今年は、

小・中学校に合わせて落花

生 188 ｋｇを塩ゆでしました。新鮮な落花生を味わって

欲しいです。

 ● 食べ物ってすごい
  　　　  　君津市立久留里小学校　４年　須藤　里桜
　初めて見た梨の花、白くてかわいかった。でも「これか

らどう育っていくのか、どうやって収穫するのか」という

疑問が出てきた。何回も観察に行くうちにその疑問を解く

ことができてうれしかった。食物ってすごいな。

 ● なぜおいしいのか
　　　　　 君津市立久留里小学校　４年　大場　莉玖
  梨の成長を観察する中で、なぜ青葉高校の梨がおいし

いのかわかった。それは、

青葉高校の人達が、「みんな

においしく食べてもらいたい」

と思って育てているからだ。

ぼくも、味をかみしめながら

収穫した梨を食べた。  

県立君津青葉高等学校との食育活動

八街市学校給食センター
　学校栄養職員　島田　明子

掘りたての落花生を
子供たちに…

● 食育について
　　　 　   君津市立久留里中学校　1年　都築　莉摘
　私たちは、君津青葉高校との交流で、「食育」をテーマ

にさつま芋と大根の栽培を行いました。

　さつま芋は、6 月の土作りから始まります。次に畝作り、

苗植えなど、多くのことを学びました。そして秋、大きく

て立派なさつま芋を収穫できました。高校での調理実習

が楽しみです。次は大根の栽培です。種を見たこともあ

りませんでした。その種まきも、注意することがたくさん

あり、難しかったです。

　私たちが毎日食べ

ている野菜は、誰か

が毎日丁寧に育てて

いるということがわか

りました。感謝しなが

ら、しっかり食べたい

と思います。 苗植えをしながら感謝の気持ちが…

「ぼっち」（落花生の山）という意味だそうです

たくさん収穫できたよ !

がんばった落花生ほり　　　　　　　
               八街市立川上小学校　3年　中里　桃子

　私は、落花生をほる前の日に、草がぼうぼうで草とり
をしました。とてもがんばりました。
　落花生の草とりをがんばったので、落花生がおいしそ
うにできました。ほる前に、畑の先生がかんたんにぬけ
るようにしてくれて、とてもほりやすかったです。
　きゅう食のときに、ほった落花生が出ました。おいし
かったです。お父さんとお母さんにも食べてもらいまし
た。「おいしい」と言ってくれて、よかったです。がんばっ
たかいがありました。

梨づくり

さつま芋・大根づくり
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　匝瑳市では、これまで 2 箇所の調理場から学校給食

を提供してきましたが、高い衛生管理のもと、市内の園児・

児童・生徒に安全・安心でおいしい給食を効率良く提供

するため、平成 23 年度から統合整備した新学校給食セ

ンターの建設に取り組んできました。

　今年度 9 月より稼働した新学校給食センターは、施設

内の湿度・温度を一定に保つ空調設備とドライシステムの

導入により、高度の衛生管理と快適な作業環境を併せ持

つ調理場となりました。施設内部は、交差汚染のないよ

うに食材の搬入から調理まで食材・人の動線が交差しな

い一方通行のレイアウトを採用するとともに、パススルー

方式の最新鋭の調理・洗浄システムを導入、食物アレル

ギー対策として独立

した調理室を設けま

した。

　また、熱源に電気、

ガス、灯油を併用し、

地震災害などの非常

時にはガス炊飯が可

能となるよう、電源

確保のため自家発電

装置を備えるなど緊

急対応施設としての

役割も担っています。

　安全・安心でおい

しい手作り給食を提供することはもとより、地元食材を

活用した地産地消の推進を図るなど、この新しい施設が

食育の推進拠点として、子供たちの心身の健全な成長に

寄与することを願っています。

　富里市のセンター方式による給食は昭和 49 年に第一調理

場を、その後の急速な人口増加によって、昭和 59 年に第二

調理場を開設し、安心安全な給食の提供に努めてきました。

　しかし両調理場ともに老朽化が進み、更なる衛生管理の

徹底や業務効率改善

のため、施設の統合

を伴う改築事業を、平

成 23 年度の設計か

ら開始し、昨年の工

事着工を経て、今年

の 9 月から施設の本

稼動を開始しました。

　新センターは、ＨＡＣＣＰの概念を基本としたドライシス

テム方式の採用、作業区域の明確な分離による交差汚染

の発生防止、そして施設設備の更新による新しい炊飯施

設では米飯回数を増やすことが可能になり、地元産米を

使用していることから、その他の生鮮野菜類も豊富な本

市の給食における地産地消が一層促進されることとなり

ました。

　また児童・生徒

の食育のため、見

学スペースを拡張

整 備したことで、

給食を通じて食に

理解を深めていた

だきたいと考えて

います。

　新たな施設で心機一転、これからもより安全でおいしく

楽しい給食の充実に努めてまいります。

富里市学校給食センター
富里市学校給食センター
　　所　長　大木　正吾

掲示に活用してください

新しくなっ
た学校給食

施設

匝瑳市学校給食センター
匝瑳市学校給食センター
　　所　長　加瀬　幸治

新しくなっ
た学校給食

施設

鉄　骨　造　2F 
床　面　積　2,698.85 ㎡ 
調 理 能 力　4,500 食／日

児童・生徒の見学スペース

煮炊き室



第11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11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

　今年は、学校数13校・160名・61レポートの参加で、
第１次審査で選ばれた7チームが、片付けまで含む
90分の実技とプレゼンテーションに臨みました。
　「あなたのためのおべんとうコンクール」は、（公
財）千葉県学校給食会が後援しています。千葉県下
の中学生が創意工夫して作ったお弁当を紹介し、家
庭科など学習の知識や技術の向上を図ることやより
よい食生活を目指す学び合う場の提供をしていま
す。食べてもらう相手のことを考えたお弁当作りを通し、身近な人との関わ
りの大切さや「食」の重要性を考えて欲しいと願っています。
　「学校賞」は、勝浦市立勝浦北中学校が受賞されました。

と　き：平成26年11月15日（土）　ところ：千葉県総合教育センター

（献立）
・煎り大豆ご飯　・根菜のごまあえ
・桜えび入り卵焼き　
・野菜とえびのクリ－ム煮
・さんまの梅しそ巻き
・さつまいもとりんごのレーズン煮

思ってもいなかった県知事賞を頂き、
本当にうれしかったです。はじめは、
緊張して手が震えましたが、３人で
力を合わせ時間内に何とか作りあげ
ることができました。今まで作った
中で一番美味しかったです。
祖母の健康を考え作ったことで、家
族の会話もふえ、幸せな気持ちにな
れました。この経験を生かし、色々
な事に挑戦していきたいと思います。

吹原　梨奈・影井　歩美・鈴木　美裕

（規定仮題「魚を使った調理」）
さんまの梅しそ巻き

喜びの声

吹原　梨奈
幸せになるお弁当作り

千葉県知事賞
市原市立市原中学校

1 位

県会長賞
勝浦市立勝浦北中学校②

2 位 県会長賞
千葉市立幕張中学校

3 位

（献立）
・わかめとじゃこのおにぎり
・塩鮭とブロッコリーのグラタン
・小松菜の卵焼き　・ささみの柚子胡椒焼き
・さつまいもの茶巾
・切り干し大根の甘酢漬け　・焼きりんご
・ミニトマト

肌のことや体形のことを気にしている
姉のために、美容効果がある食材をた
くさん入れたり、栄養満点の野菜を
使ったりして料理をしました。また、
アルバイトで疲れていると思ったの
で、疲労回復の効果がある食材を使っ
たり、姉が好きな物を入れたりしまし
た。栄養面だけでなく色どりや盛りつ
け方なども考え、姉に喜んでもらえる
ようなお弁当にしました。

清水　麻衣・村田　ななえ・前　日向子

（規定仮題「魚を使った調理」）
さけとブロッコリーのグラタン

喜びの声

清水　麻衣

姉のためへの
お野菜たっぷりヘルシー弁当

千葉県学校給食会理事長賞
四街道市立四街道中学校

プレゼンテーション風景 審査風景

（規定仮題「魚を使った調理」）
メカジキと夏野菜の焼き浸し

（規定仮題「魚を使った調理」）
さんまの梅しそロール揚げ

堀込　茉凛・吉野　千智・関　春華 笠　美鈴・荒井　美玖・谷口　舞佳

東京ガスエコクッキング賞
千葉市立蘇我中学校

（規定仮題「魚を使った調理」）
サンガ焼き

岸田　愛美・宍倉　茉佑・川名　千登勢

キッコーマンおいしい記憶賞
勝浦市立勝浦北中学校①

（規定仮題「魚を使った調理」）
アジのパン粉焼きバジル風味

深井　忠宏・塩田　大空

審査員特別賞
勝浦市立勝浦北中学校③

学校給食会レポート賞
勝浦市立勝浦北中学校

「秋満載弁当」

（規定仮題「魚を使った調理」）
鮭のカレー焼き

伊丹　恵梨佳・畔田　玲菜・石川　美月

閉会・表彰式会場

君塚　希美・加藤　未来・影山　亜美

−  8  −
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閉会・表彰式会場

君塚　希美・加藤　未来・影山　亜美
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検査室から 26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
222
111
33

「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

衛生管理室だより

貸出教材の紹介

　ノロウィルス食中毒による食中毒事故の多発期を
前に学校給食会では、千葉県学校給食パン・米飯協
同組合と共催して、衛生管理研修会を10月17日に
開催しました。
　対象者は、工場の代表者及び直接製造に携わる
関係者であり、研修会講師には、エコア㈱代表取締
役宮澤公栄氏を招き、テーマを「絶対に出さない！ノ
ロウィルス食中毒」と題して、食品の安全に関わる
食中毒の脅威についてと製造に携わる者としての
取組み方や食品製造工場としての対策についての
講義を行いました。
　また、学校給食会から各委託工場の従業員向け
にビデオ「ノロウィルス食中毒への対策」を配布して、
パン・米飯の取扱い、作業工程、健康管理等につき
日々の衛生管理を徹底するよう指導しました。

　新しい食育教材が仲間入りしました。ぜひ授業やイベント等にご活用
ください。詳しい貸出情報は、千葉県学校給食会のホームページまたは、
「給食あると便利帳」（千葉県学校給食会発行）をご覧ください。

　おなじみの野菜とその仲間41
ピースと断面写真7ピースを実物
大でカラー印刷。カードの裏面に
はその野菜の基本情報を紹介。

　よく口にする食べ物や飲み物に
どれだけの砂糖が含まれているの
か、ひと目でわかるセット。

　学校給食会の衛生管理室では、自主検査として、取扱物資全般の安全・安心を
確保するために食品検査機能を活用して、微生物検査・理化学検査を計画的に実
施しています。主として、本会取扱物資の中から冷凍食品、魚類等を定期的に安全
の確認に取り組んでいます。今回一部の週刊誌で報じられた中国食材について、
改めて本会取扱物資の農薬のスクリーニング検査を実施しましたが、問題のない
ことを確認しました。
　また、必要に応じて食品衛生法に基づく登録検査機関による外部検査も行って
います。
　その他、納入業者に対しては、微生物検査や残留農薬などの各種検査成績書の
提出を求め、安全性の確認に努めています。
　検査の目的は、いつでも安全・安心につなげることです。
　給食会ホームページより自主検査の結果も公開しておりますので、ぜひ参考に
していただければと思います。

ノロウィルス
感染防止対応について

　「鰹の解体くん」をお借りしました。子供たちは大変興味をひいた
ようで、教務主任いわく「これじゃなかなか返ってこないね。」。「担
任の先生も子供たちもとてもおもしろがっていたよ。」「いい教材だ
ね。」と好評。献立にも鰹や鰹節を使ったものが入っていて、ベストタ
イミングでよかったという声も聞かれました。よいものをお借りでき
てよかったです。

● 貸出校からの声 ●

まるごと野菜
ひと目でわかる砂糖量

新

分析の様子

ちばの子供たちの食育を応援

安全・安心をとどける
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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 655 25.1 22.7 388 3.4 457 0.68 0.63 19 4.9 3.2
パン献立 677 29.9 20.0 338 3.1 337 0.56 0.68 46 6.2 2.7

ビ　タ　ミ　ン

・米粉パン
・苺ジャム
・牛乳
・鮭のちはな焼き
・ミネストローネ
・カラフル和え
・メロン

・ご飯
・牛乳
・焼き海苔
・さんま生姜煮
・きのこ汁
・野菜ごましょうゆあえ
・ちはなちゃんゼリー

千葉市立本町小学校千葉市立本町小学校

献 立 名

材　料　名 重量 g 作　　　り　　　方

< 献立のねらい及び児童の反応 >
　千葉市産のコシヒカリ、千葉市の春どりにんじんを使ったゼリー、千葉県産の牛乳、ひ
じき、のり、さんま、長葱、里芋などを使い「千葉市民の日特別献立」として実施しました。
当日は家庭に資料を配布し、給食時間の放送では、食材について産地や栄養などの話を
しました。子供たちは、さんまの生姜煮を骨まで残さず食べていました。

ご飯・牛乳・焼き海苔・さんま生姜煮・きのこ汁
野菜ごましょうゆあえ・ちはなちゃんゼリー 献 立 名

重量 g 作　　　り　　　方

米粉パン・苺ジャム・牛乳・鮭のちはな焼き
ミネストローネ・カラフル和え・メロン

おいしい給食   自  慢  献  立   千葉市学校栄養士会

精白米
強化米
牛乳
のり
さんま（筒切り）
酢
酒
みりん
醤油
砂糖
しょうが（スライス）
梅干し
和風だし
こんぶ（小さく刻む）
水
木綿豆腐（1.5 ㎝さいの目）
油揚げ（5 ㎜短冊）
里芋（いちょう）
大根（いちょう）
にんじん（いちょう）
えのきたけ（3 ㎝ほぐす）
なめこ
まいたけ（ほぐす）
長葱（小口）
しょうゆ
塩
酒
和風だし
水
干しひじき
もやし
小松菜
にんじん
白いりごま
白すりごま
しょうゆ
ちはなちゃんゼリー

70
0.21
206

1
40

0.06
4
2
6
2
1
1

0.2
0.2
25
20
5

15
15
15
10
10
8
5

2.5
0.5
0.2
0.5
85

1
30
20
5

1.5
1.2

4
55

＜さんま生姜煮＞
①釜にこんぶ、調味料、水を合わせ

て入れひと煮立ちさせる。
②さんま、梅干し、しょうがを交互に

入れる。
③おとしぶたをして、弱火で煮込む。

＜きのこ汁＞
①油揚げは油抜きする。
②釜に水・大根・にんじんを入れて加

熱する。
③野菜が軟らかくなったら、えのきた

け・まいたけ・なめこを入れる。
④沸騰したら、里芋・豆腐・油揚げ

を入れる。
⑤里芋に 8 分くらい火が通り、豆腐

が浮いてきたら味付けをする。
⑥長葱を散らし、ひと煮立ちさせ、味

を整える。

＜野菜のごま醤油あえ＞
①ひじきは洗って、戻しておく。
②野菜、しょうゆをそれぞれ茹でて水

冷し水気を切っておく。
③しょうゆを煮立てて、冷ましておく。
④ごまを炒って冷ましておく。
⑤野菜、ひじきをしょうゆ、ごまで和える。

実　施　日　平成 26 年 10 月 17 日
調　理　場　千葉市立本町小学校
  （職氏名）    栄養教諭　遠藤　友子　

実　施　日　平成 26 年 6 月 19 日
調　理　場　千葉市立本町小学校
  （職氏名）    栄養教諭　遠藤　友子

（1 食単価 299 円）米飯献立 （1 食単価 280.54 円）パン献立

材　料　名

< 献立のねらい及び児童の反応 >
　千葉市では児童生徒が自分たちの住む地域の農作物について理解を深めることができるように、
年数回千葉市産の旬の野菜を取り入れた献立を出しています。「鮭のちはな焼き」は、千葉市内で
とれた春夏にんじんをすりおろし、調味料と混ぜ、鮭を漬け込んで焼きました。にんじんのオレン
ジ色が鮮やかな一品です。この給食では、「カラフル和え」や「ミネストローネ」に入っています。

米粉パン
苺ジャム
牛乳
鮭切身
にんじん（すりおろす）
マヨネーズ
酒
塩
こしょう
白いりごま
ベーコン（短冊）
白いんげん豆水煮
にんじん（1 ㎝角切り）
きゃべつ（短冊切り）
たまねぎ（1 ㎝角切り）
しめじ（小房に分ける）
セロリ（荒みじん）
パセリ（荒みじん）
にんにく（荒みじん）
ホールトマト缶（ざく切り）
トマトケチャップ
コンソメ
塩
こしょう
サラダ油
水
にんじん（千切り）
もやし
小松菜（2 ㎝）
ホールコーン
干しひじき（もどす）
食酢
しょうゆ
サラダ油
塩
砂糖
こしょう
メロン

50
15

206
40

6
5

0.4
0.25
0.03

1
3
5

10
30
15
5
2

1.5
0.3

5
3

0.8
0.1

0.02
1

75
5

20
10
10
1.5
0.8

2
0.5
0.4
0.3

0.02
35

＜鮭のちはな焼き＞
①Ａの材料を混ぜる。
②①に鮭を漬け込む。
③オーブンで並べて焼く。

＜ミネストローネ＞
①釜に油を入れて加熱し、にんにく、

セロリを炒めて香りをだし、ベーコ
ンを炒める。

②にんじん、たまねぎを順に炒め、
水を加えて煮る。

③沸騰したら、しめじを入れて煮る。
④野菜に火が通ったら、トマト、調

味料（ケチャップ、コンソメ）を加え、
茹でた白いんげん豆、キャベツを
入れる。

⑤最後にパセリを加え、塩、こしょう
で味を調える。

＜カラフル和え＞
①調味料は混ぜ合わせ加熱し、和え

衣を作り、冷ましておく。
②ひじきを水でもどす。
③にんじん、もやし、小松菜、ホー

ルコーン、ひじきをそれぞれ茹でて、
水で冷まし、水気を切っておく。

④①と野菜、ひじきを混ぜ合わせる。

A
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【千学給あんない】1〜 3 月 特売商品のご紹介

編  集  後  記
　2015 年が、皆様にとってさらに飛躍の年になりますようお祈り致します。
　昨年の編集では、千葉県下広域にわたり、熱心に取り組む「学校給食」や「食育」
の様子を皆様のご理解ご協力の下お伝えすることができました。今年も、明るくわかり
やすい紙面をお届けできるよう努めてまいります。
　最後になりましたが、発刊に際してご多用にもかかわらず、原稿および資料を提供
いただいた皆様に感謝致します。

お　詫　び  
第 108 号 P.11 に誤りがありました。
正しい提供施設は次のとおりです。
米飯献立…姉崎学校給食共同調理場
パン献立…市原第一学校給食共同調理場

謹んでお詫び申し上げます。


