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　千産千消デーの献立で、千葉県の郷土料理である「いわしのつみれ汁」
を取り入れました。いわしのすり身に千葉県で作られた長ねぎと印西
市の米を使ったみそを加え、一つ一つ丸めました。千葉県の恵みがた
くさん入った、おいしい「いわしのつみれ汁」ができました。

　本校は明治 6 年開校、印旛沼の

北西部の水田地帯に位置し、11 月

頃から「飛来してくる白鳥の学校」

として知られています。近年「元

気アッププラン」など健康教育に

積極的に取り組んでいます。

印西市立本埜第二小学校
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第 56 回
全国栄養教諭・学校栄養職員研究大会

　全国栄養教諭・学校栄養職員研究大会が、7

月 29 日、30 日に徳島県徳島市で開催され、本

県からは 10 名が参加しました。

　主題は、「『栄養教諭を中核とした学校にお

ける食育の推進』〜広げよう！阿波 (OUR)

の食育　す
す

こやか　だ
だ

んらん　地
ち

産地消〜」

です。

　1 日目は、文部科学省からの説明「学校にお

ける食育の推進と栄養教諭の役割」、料理研究

家の浜内千波氏による記念講演「小さなとき

から美味しい味を身につけよう」、徳島県内の

スーパー食育スクールの取組の実践発表、学

校給食における食物アレルギー対応指針作成

委員会顧問の海老澤元宏氏による講演「学校

給食における適切な食物アレルギー対応」が

行われました。

　2 日目は、分科会に分かれて研究協議が行わ

れました。本県から参加した南房総市立南三

原小学校（南房総市和田学校給食センター）

の酒井淳子栄養教諭が、「『地域とともに取り

組む学校給食を目指して』〜学校・家庭・地

域と連携して〜」と題して、日本一おいしい

ご飯給食の取組を中心に家庭や地域との連携

等について発表しました。

第 66 回全国学校給食研究協議会

　全国学校

給食研究協

議会が、11

月 5 日、6

日に高知県

高知市で開

催され、本

県からは 13 名が参加しました。

　主題は、「『生きる力』を育む食育の推進の

学校給食の充実〜食でつなげる未来の元気な

子供たち〜」です。

　1 日目は、文部科学大臣表彰式、高知県にお

けるスーパー食育スクールの取組の実践発表、

南国生活技術研究所の黒笹慈幾氏による特別

講演「釣りバカ浜ちゃんの『土佐流食育』の

すすめ〜高知の豊かな『食』を子どもたちの『生

活技術』向上につなげよう〜」が行われました。

　2 日目は、分科会に分かれて研究協議が行わ

れました。本県から参加した船橋市教育委員

会学校教育部保健体育課の岩島由美子主査と

船橋市立葛飾小学校の坂上晶子主任技師が、

「衛生管理を『知っている』から『できる』『し

ている』給食従事者の育成について〜給食従

事者の意識と行動変容を促すためには、何を

すべきか〜」と題して、市教育委員会による

研修会や異物混入対策の取組、葛飾小学校に

おける実践について発表しました。

　文部科学大臣

表彰では、南房

総市立南三原小

学校（南房総市

和田学校給食セ

ンター）の酒井

淳子栄養教諭が

表 彰 さ れ ま し

た。おめでとう

ございます。

全国行事への参加報告

千葉県教育庁教育振興部

学校安全保健課

　指導主事　飯生　政之
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勝浦の恵みでキラキラ笑顔 ! !

　勝浦市は、農業と漁業が盛んな地域です。本市学校給

食共同調理場では、豊かな食材を生かし地場産物の活用

を進めています。ひじきやかつお節などの海産物、豚肉や

じゃがいも、大根などの農畜産物を使用しています。

　平成２７年１月には、市の助成を受けて、特産品である

金目鯛を使用した「金目汁」を初めて提供し、今年度も提

供を予定しています。さらに、今年度は１１月より「しいら」

を給食に取り入れています。今後も月に１回の頻度で提供

を予定しています。Ｂ１グランプリで有名な勝浦タンタンメ

ンも年に２回程度提供しています。

　また、給食時間にクラス訪問を行い、食材の話やマナー

などの話をした後、一緒に給食を食べています。子供たち

の食べている様子がわかる良い機会となっています。

　さらに、週に１回の頻度で旬の食べ物の話や給食で使

われている食材の栄養、行事食の由来などについて給食メ

モを作成し、放送で給食委員に読んでもらっています。目

の前の食材についての説明なので子供たちの反応も上々で

す。

　今後も、勝浦の恵みを取り入れた、魅力ある給食を提

供できるよう努めていきたいと思っています。

勝浦の恵みを伝えたい

勝浦市立勝浦小学校
　栄養教諭　相馬　佳奈子

各学年の取組

　本校は、研究主題を「勝浦の恵みで　きらきら笑顔 !!

〜生涯健康で心豊かな人づくりをめざして〜」として研究

を進めてきました。児童が食に関する正しい知識や望まし

い食習慣を身に付けることは、健康な生活を営む上で欠か

せないものであると考えます。

　「勝浦の恵み」とは、地元勝浦でとれる豊富な食材や地

域に伝わる郷土料理などを指しますが、それだけではなく

地元の人材も含みます。地元の様々な知識や技術を持った

人 と々ともに、食材を見直し

たり調理したりする学習を行

うことにより、児童の食への

関心が高まり、「食べる」こ

との意味について考え、意

識して食事をするようになり

ました。また、各教科や総合的な学習の時間、道徳等を

通して、多面的に食育に取り組み、自分たちの食に携わる

人やものについてじっくり考える時間を持つことで感謝の

気持ちも高まってきています。ふるさと「勝浦」・「千葉」

のよさに気づくこともできました。

　今後も栄養教諭を中心に学校全体で食育に取り組み、

食育の原点である家庭と一体となった実践を重ねながら、

児童が自らの食を省みて健康に生きるための基礎となる力

を付けていきたいと思います。

パティシエの話

考えたこと きらきら笑顔

生涯健康で心豊かな
    人間づくりをめざして
勝浦市立勝浦小学校
　教　諭　原田　由加里

千葉県教育委員会研究指定校（学校給食）



　本校は、地域とのかかわり合いが深く、学習で地域の

方々にご協力いただく機会があります。しかし、残念なが

ら食に関する興味関心は全体として高いとは言えません。

そこで、食に関する体験を多く取

り入れたいと考え、4 年生では千

葉県漁連の方々の協力で、海苔に

関する食育授業を実施しました。

初めて生海苔を見たり触ったりす

る子供がほとんどで、干し海苔か

ら焼き海苔への色の変化やその香

り、味に感激するなど、学習の意

欲も更に高まりました。生産や流

通についても知り、生産者の気持ちを考えるよい機会となり

ました。その日の給食の献立の一つである手巻き海苔も残

さず、楽しみながら食事をする様子から、この食育授業が食

に対する意識を変えることに繋がり、児童の変容を促すことが

できたと思われます。授業の中で、海苔を使った郷土料理で

ある太巻き寿司についての話があり、巻いてみたいという声

が上がり、今後は太巻き寿司

作りを実施します。食体験の

学習は、子供たちを生き生き

とさせ、食に対する好奇心を

触発するとてもよい手段とな

りました。

　「 海 苔の出前 授 業」 は

2004 年に船橋の小学校で

始まりました。現在では年

間 10 回ほどの機会をいただ

くようになり、海苔が千葉

に縁の深い食品であり産業であることを、生産や生態など

の紹介だけでなく、海苔の味見や海苔巻き作りなどを通じ

て、子供たちに伝えています。

　実は今でこそ九州の有明海が国内最大の産地ですが、

今日の四角い海苔は約 300 年前の大森・品川といった江

戸周辺の地域で生まれ、当時は「浅草海苔」として江戸

はもちろん、東国の名産品として全国に知られていました。

その後、産地が拡大し、千葉でも作られるようになったの

が約 200 年前です。

　現在は東京での生産は終

り、神奈川に一部を残すほか

は、市川・船橋・木更津・富

津といった産地を擁する千葉

がその流れを今日に受け継い

でいます。例年、この11月頃から全国的に生産シーズンを迎え、

県内の産地でも春先まで海苔の養殖風景が広がります。

　日頃はコンビニのおにぎり等を通じて召し上がる機会も

多いと思いますが、是非、学校やご家庭で地元のおいし

い海苔を末永くご愛食ください。
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色は？味は？香りは？食感は？

海苔を使っての給食

千葉県海
の

苔
り

のおいしさを探る

口に広がる海苔の
　　　おいしさを届ける

千葉県海苔問屋協同組合
　　 理事長　飯塚　真一

生海苔

食体験の学習は、
  子供たちを生き生きと！
千葉市立都賀小学校
　総括主任栄養士　金井　俊江

海
の

苔
り

…　日本語の「海苔」は、ヌラ（ぬるぬるするの意）を語源とし、水中の岩石に苔のように着生
する藻類全般を表す語であり、広義には食用とする紅藻類・藍藻類の総称。古くは奈良時代初期に編
さんされた「常陸国風土記」に登場している。大宝律令では海苔が租税の対象として記載されており、
ちなみにこれにより2月 6日が「海苔の日」とされている。食品としての「海苔」はすいて紙状に乾燥
させた「板海苔」を利用することが多く、乾燥させない海苔は「生海苔」とも呼ばれる。「板海苔」は
縦 21㎝横 19 ㎝を基本形とし、これを全型と呼び10 枚で「1帖（じょう）」という流通単位である。た
んぱく質、食物繊維、ビタミン、EPA、β―カロチンなどが豊富に含まれ栄養に富んでいる。

海苔すき体験

なるほど
給食
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　学校給食は、子供

たちが元気に成長する

ために栄養バランスに

気を付けて、栄養士

さんがメニューを考え

ています。

　私たち調理員は、子供たちが喜んで食べてくれる給食

を作るために何ができるでしょうか？たとえば、苦手な子も

多い野菜をもっとおいしく食べてもらうには？

　心がけているのは、食材を生かすために工夫を凝らし

全力を尽くすことです。同じ野菜でも「走り」…旬を先取

りする時期のものは縦切りに、「名残」…旬の終わり頃の

ものは輪切りに、と切

り方を変えるだけで味

わいが違ってきます。

　安全や味、見た目

に気を配るのはもちろ

んですが、そういった

一手間を惜しまずに子供たちの笑顔を思い描きながら、愛

情込めて毎日の給食を作っています。

　おいしい食事は、す

べての人を笑顔にし、

心も豊かにします。飽

食の時代と言われる

時代に、子供たちが

給食を通じて、食べる

ことの幸せや感謝の気持ちを知ってくれたらと思うのです。

たくさんの「ごちそうさま」「おいしかった」の声がきけるよ

う、これからも頑張っていきます。

　給食時間になると、子供たちが次 と々食堂に来ます。個々

に応じた“係の仕事”をして給食の準備が終わると「いた

だ き ま す！」

と大きな声が

響いてきます。

「最高におい

しい！」や「い

つもありがと

う」と話す子

供たちの声に

元気をもらっ

ています。先

日、小学部６年生で給食室の様子を紹介する授業を行い

ました。調理員も参加して実物の道具や野菜に触れたり、

炒める作業を体験したり、笑顔がたくさん見られた楽しい

授業となりました。新しい発見や感動があり、調理員の「心

を込めて作るよ」という気持ちを知る良い機会となったよ

うです。また、高等部の生徒が作り、収穫した大根を給

食に出した時は子供たちから

「すごいね」「甘いね」など

の声も聞かれ、積極的に食

べている様子も見られまし

た。本物に触れたり感じた

りすることで「食」に関する

興味関心が高まることを実

感しました。加えて、毎日の給食時間の積み重ねもとても

大切です。これらの経験が高等部卒業後の自立に役立つ

ことを願っています。今後も子供たちに「食」の大切さを

楽しく伝えたいです。

大網白里市立増穂中学校
　主任調理員　中村　栄子

千葉県立柏特別支援学校
　　技　師　 常住　香織

給食に心をこめて…

楽しく伝えたい「食」の大切さ

ポテトあげ

ミートソースづくり

献立

高等部で作り、収穫した大根

釜の模型で大きなしゃもじを使い、
カレーライスを作っている様子
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　白子町の学校給食は、

センター方式により小・中

学校 4 校の完全給食を実

施してきましたが、現在の

学校給食共同調理所は昭

和 48 年に建設されてから 42 年が経過し、建物や設備の

老朽化、衛生管理上の問題や作業効率の悪さなどが大き

な課題となっていました。

　このようなことから、平成 25 年 8 月に策定した「白子

町学校給食共同調理所改築事業基本構想」により、平

成 26 年 8 月から改築工事に着手しました。

　平成 27 年 6 月に稼働した学校給食センターは、衛生面

に配慮したドライ

方式の導入、食材

の搬入口を肉類と

野菜類に分けパス

スルー方式を取り

入れ、各調理工程

により床やエプロ

ン等の色を区別することやエアーシャワーの設置、及びア

レルギー対応室の設置を行いました。

　設備は低輻射ガス式立体炊飯器やガス式回転釜、ガス

式連続フライヤー、ガス式スチームコンベクション、ネット

コンベア洗浄機などを配置、省エネを考慮した太陽光発

電装置の設置などを取り入れました。

　新しい施設の持つ機能性を存分に発揮し、また地産地

消の取り組みとして地元食材の安定供給体制の確立を図

りながら、「安心、安全はもとより手作りの楽しくて美味し

い給食」を児童・生徒に提供するよう努めてまいります。

調理室

白子町学校給食センター
白子町学校給食センター
　　所　長　渡辺　昭英

新しくなっ
た学校給食

施設

掲示に活用してください

● 千葉県立旭農業高等学校　１年　加瀬　優夏　
　私の担当した5 年生の皆さんは、話

しかけると少し恥ずかしそうでした。で

も、太巻きずし作りを進めるうちにだ

んだんと打ち解けました。この体験は、

とっても良いと思いました。また、機

会があれば是非参加してみたいです。

● 千葉県立旭農業高等学校　１年　實川　千尋　
　班の皆は上手で、ボランティアの方がお手本を見せながら教えてくだ

さるのを真剣に見聞きして、「こう？こう？」と聞きながら作っていました。

児童や先生とおしゃ

べりしながら、私も少

し不恰好ながらも作る

ことができ、とても嬉

しかったです。また、

機会があれば参加し

たいと思いました。

手巻きの様子

出来上がり！

● 旭市立中央小学校　5 年　高橋　未来
　太巻きずしをボランティ

アの方や、旭農高のお姉

さんと協力して作りました。

まず、ももの花、次にしょ

うちゃんの太巻きずしを作

りました。太巻きずしとは、

おいしく、楽しく、そして作っている人を笑顔にする

食べ物だということがわかりました。

● 旭市立中央小学校　5 年　宮内　陽菜
　協力しておいしい太巻き寿司をつくれて、とてもう

れしかったです。家の人たちに食べさせたら、「かわ

いい」「上手だし、おいしい」などたくさんのうれし

い言葉をもらうことができました。

旭農業高等学校との食育活動

笑顔で太巻き祭りずしづくり

集中・真剣

よしっ！うまくできた



千葉県知事賞
千葉大学教育学部
附属中学校

県会長賞
市原市立市原中学校

　「あなたのためのおべんとうコンクール」は、千葉県下の中学生が家
庭科など学習の知識や技術を生かし、創意工夫したお弁当をつくって
紹介し、よりよい食生活を目指す学び合いや高め合う交流の場です。
食べてもらう相手のことを考えたお弁当づくりを通し、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。この
コンクールには、（公財）千葉県学校給食会が後援しています。
　今年は、学校数13校・187名・67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。特色として、和風の弁当箱に落ち着いた色合いの調
理が多かったことや新しい調理法への挑戦が見られました。

　「学校賞」は、木更津市立太田中学校・山武市立蓮沼中学校
（選考条件に合う学校が２校ありましたので、本年度に限り２校
選出）が受賞されました。

と　き：平成27年11月14日（土）　　ところ：千葉県総合教育センター

（献立）いわしのシューマイ・ししとう
の肉詰・ヘルシーかき揚げ・ちくわ巻・
かぶとツナの煮物・黄金卵・黄身酢和
え・ミルクあん寒天・花飯

　私たちは祖父のためのお弁当を栄
養面、味、見た目にこだわり作りま
した。
　弁当を作る中で、私は２つのこと
に気が付きました。１つ目は弁当を
作ることの楽しさです。協力して作
り、喜んで食べてもらえることに楽
しさを見つけました。２つ目は弁当
の奥深さです。工夫の尽きない弁当
作りをこれからもっと極めたいと思
いました。

森田　野乃子・藤井　りほ・西岡　葵羽

（規定課題「魚を使った調理」）
いわしのシュ－マイ

根本　美海・山﨑　鈴音・長谷川　ほの

（規定課題「魚を使った調理」）
さんまのかば焼き

県会長賞
勝浦市立興津中学校

渡辺　ひかる・志村　瞳斗・天野　勇太

（規定課題「魚を使った調理」）
あじのさんが焼き

喜びの声

千葉大学教育学部附属中学校　
森田　野乃子

２つの気付き

プレゼンテーション風景 審査風景
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志田　弓佳・佐々木　清楓・田中　愛結菜

（献立）あじのさんが焼き・
ほうれん草のじゃこ和え・
野菜の煮物・うずまき卵・さ
つまいものサラダ・トマト・
房州ひじきの五目ごはん

（規定課題「魚を使った調理」）
あじのさんが焼き

審査員特別賞
千葉市立蘇我中学校①

男鹿　彩花・鎌田　萌・櫻林　結羽

（規定課題「魚を使った調理」）
いわしのロ－ルフライ

キッコーマンおいしい記憶賞
千葉市立蘇我中学校②

佐藤　結菜・神野　有那

（規定課題「魚を使った調理」）
あじのナゲット風

千葉県学校給食会
理事長賞

四街道市立四街道西中学校

東京ガスエコクッキング賞
千葉市立打瀬中学校

深谷　理華子・小川　こころ

（規定課題「魚を使った調理」）
魚と豆腐のハンバ－グ

表彰式

学校給食会レポート賞
勝浦市立北中学校

栗原　由衣・岡田　芽衣・中村　碧

「満腹満点！
野菜嫌いをなくそう弁当」

喜びの声
　千葉県学校給食会理事長賞という素晴らしい賞を頂きとて
も嬉しく思っています。本番当日は、いつもと違う場所での
調理だったため、緊張してしまいましたが、何とか時間内に
作り上げることが出来ました。
　今回のお弁当作りで先生方や栄養士さん、母に食の知識を
もらいました。これからは、私達が「食の大切さ」を伝えて
いきたいです。

伝えていきたい　四街道市立四街道西中学校　志田　弓佳
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検査室から 27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

検査件数
172
78

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

　子供向きの弁当・家庭や集団の弁当メニューとして普及性が
ある・よくかんで味わえるメニュー・1人分で500円前後の食
材・千葉県の農水産物を利用・手軽に作れるメニューの条件を
満たす239点の応募がありました。その中の第一次審査で選ば
れた10人が家庭で作った弁当を持参し、プレゼンテーション
と試食が行われ厳正な最終審査が実施されました。

　ノロウイルスが食中毒の病因物質として統計が始まっ
たのは1998年からです。その後件数は増え続け、現在は
食中毒事件数、患者数ともに食中毒の1位にあります。食
品の汚染経路は、感染者による二次汚染が多数を占めま
す。
 ノロウイルスは変異しやすい性質をもち、人間社会での
感染と増殖に高度に適応する方向に進化を続けています。
いったんノロウイルスが大流行するとヒトは免疫を獲得

し感染拡大を阻止しようと
しますが、ウイルスは抗原
性を変化させ新たな感染流
行を引き起こします。
 ウイルスは遺伝子で分類さ
れますが、今まで主流であ
った遺伝子型ＧⅡ・4が
2015年１月ごろよりＧⅡ・
17に取って代わられてきて

います。この抗原性に免疫を持たないヒトの集団が多い
ことが予想され、従って次の大流行が懸念されています。
流行に伴い、調理従事員による食品の二次汚染に最も注
意が必要です。
　ノロウイルスの生存時間は37℃で１週間程度、10℃で
１か月程度と言われています。気温が低い今、ウイルス
と接触する機会が増えます。自らが汚染源にならないよ
うに、調理場に入るときは手洗いを充分に行いましょう。
また、家庭にノロウイルスを持ち込まないように、家族
全員が帰宅時の手洗いを必ず行いましょう。さらに、生
ガキ等汚染の可
能性の高い食品
の摂取は避ける
など、自らの健
康管理に万全を
期しましょう。

　新しいDVDが仲間入りしました。詳しい情報
は「千葉県学校給食会ホームページ」をご覧い
ただき、ご活用ください。

貸出教材の紹介

衛生管理室だより　～変異するヒトノロウイルス～

立入調査の様子

新

ノロウイルスの食中毒と感染症
・ ノロウイルスの食中毒と感染症とは

・ ノロウイルスの集団食中毒例①②③④

・ ノロウイルス食中毒防止のために

食品衛生の基礎
・ 大切な食品取扱者の衛生（個人衛生）

・ 食品の取り扱い　きちんとできていますか？

・ 調理作業の衛生　守られていますか？

・ 怠っていませんか？　器具や容器の洗浄

HACCPを基本にした
自主衛生管理
・ 調理従事者の健康管理と衛生管理

・ 正しい手洗い方法

・ 食材の取扱い ・ 調理器具の取扱い

・ チェックリストの作成

平成27年度
「かむ子・のびる子・元気な子」料理コンクール

主催：千葉県歯科衛生士会

受賞者の皆さん

理事長賞受賞
おめでとう
ございます

● 千葉県知事賞　高校生18才　杉本　秀一
　テーマ：千葉の魅力盛り沢山！！ チーバ君弁当

● 千葉県学校給食会理事長賞 小学生11才　前川　知佳
　テーマ：カラフルカミカミ肉巻き弁当　
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（1 食単価 262.56 円） （1 食単価 360 円）

・秋の彩り栗ご飯
・牛乳
・がんもどきの
   含め煮
・鶏団子汁
・バナナ

・米粉パン
・ストロベリージャム
・牛乳
・焼き栗コロッケ
・豆入りマヨサラダ
・イタリアンスープ

睦沢町立瑞沢小学校 長柄町立長柄中学校

献 立 名

材　料　名 重量 g 作　　　り　　　方

< 献立のねらい >
　日本の豊かな「秋」を感じることが出来るご飯と伝統的な「和」のおかずを組み
合わせました。バランスよく栄養量を確保できる和食の素晴らしさを伝えたく、放
送時に「くり」「がんもどき」の話題を取り上げました。精米と牛乳は長生地域産で
す。

秋の彩り栗ご飯・牛乳・がんもどきの含め煮
鶏団子汁・バナナ 献 立 名

重量 g 作　　　り　　　方

米粉パン・いちごジャム・牛乳・焼き栗コロッケ
豆入りマヨサラダ・イタリアンスープ

おいしい給食　 自　慢　献　立　  長生地区学校栄養士会

秋の彩り栗ご飯
　精米
　強化米
　水
　フレッシュ日本栗１/4
　醤油
　清酒
　塩
　人参
　しめじ
　冷凍むき枝豆（国産）
　醤油
　三温糖
　鰹だし
牛乳
　普通牛乳
がんもどきの含め煮
　がんもどき
　醤油
　三温糖
　鰹だし
鶏団子汁
　鶏挽肉
　鶏卵
　長ねぎ
　生姜汁
　澱粉
　小松菜
　人参
　大根
　ごぼう
　長ねぎ
　木綿豆腐
　赤味噌
　割烹の味（梅）
　水
バナナ

67
0.2
76
13
0.6
3

0.25
8
8
10
0.78
0.2
0.1

206

30
2.5
2.2
0.15

20
1.2
0.8
0.3
0.5
10
5
15
5
10
30
10
1

130
60

①栗は１/4カットを利用し、米と一緒に
薄味で炊く。
②枝豆は茹でる。
③人参・しめじも薄味で煮る。
④炊きあがった栗ご飯に②と③を加え
混ぜる。

①調味料に水を足し、よく煮含める。

①（　の材料をよく合せておく。
②小松菜はザク切りし、下ゆで。人参
はいちょう切り、大根も小さめのい
ちょう切り、ごぼうは縦半分にし、
斜め切り、長ねぎは小口切り、豆腐
はサイノメ切り。
③だしパックでだしをとりながらごぼ
うと大根を煮る。
④①を小さめの団子にし、落としていく。
⑤アクをとる。
⑥火が通ったら豆腐、長ねぎを入れる。
⑦味噌を溶き入れ味を確認し、小松菜
を入れる。

実　施　日　平成 27 年 10 月 7 日
調　理　場　睦沢町立瑞沢小学校
（職氏名）　 主任技師　　中村　美恵子　

実　施　日　平成 27 年 10 月 8 日
調　理　場　長柄町学校給食センター
（職氏名）　 技師　　池田　有紀

米飯献立 パン献立

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 647 26.2 18.1 403 3.3 276 0.54 0.47 27 4.8 1.9
パン献立 793 29.0 33.2 324 2.7 293 0.55 0.74 50 15.2 3.1

ビ　タ　ミ　ン

材　料　名
米粉パン
ダイエタリーファイバー
ジャム　ストロベリー

牛乳
焼き栗コロッケ
大豆白絞油
中濃ソース
ごぼう
きゅうり
にんじん
蒸しひよこ豆
ソフトチキン水煮
酒
マヨネーズ
　　濃い口しょうゆ
　　穀物酢
　　食塩
白いりごま
ベーコン（短冊切り）
にんじん
たまねぎ
冷凍国産ホールコーン
えのきたけ
たまご
パルメザンチーズ
食塩
酒
パセリ
チキンブイヨン
ヘルシーファームスープ
ストック

水

60
15

206
60
3.9
1.95
32.5
7.8
13
13
13
0.7
8.71
1.4
0.52
0.07
1.6
13
9.1
45.5
6.5
13
26
1.95
0.65
0.65
1.3
6.5
0.65

156

①色よく揚げる。
②配缶し、ソースをかける。

・ごぼう…ささがき
・きゅうり…千切り
・にんじん…千切り
・蒸しひよこ豆…ボイル
・ソフトチキン水煮…酒をふって炒る。

①調味料を合わせて加熱し、冷ます。
②材料をそれぞれ下処理し、急冷する。
③①とマヨネーズをよく混ぜ、具材と和
える。
④最後にごまをふり、仕上げる。
・にんじん…いちょう切り
・たまねぎ…ざく切り
・えのきたけ…長さを半分に切る
・パセリ…みじん切り

①釜にベーコンを入れ、からいりする。
②たまねぎ、にんじんを入れて炒める。
③えのきたけを加え、軽く炒めたら水を
はり煮込む。
④コーンを加えてから調味料を入れる。
⑤たまごをよく溶いてから加える。
⑥最後にパルメザンチーズとパセリを加
えて仕上げる。

< 献立のねらい >
　秋に旬を迎える食材を使い、季節を感じられる献立にしました。パン給食のため
新米ではなく米粉パンにし、秋の代表的な食材である栗をコロッケで提供しました。
また、サラダにはごぼうを入れてかむことを意識させ、生徒が苦手な豆を食べやす
いようにマヨネーズで味付けしました。イタリアンスープはにんじんの赤い色が紅葉
の始まりを感じさせてくれます。野菜が苦手な生徒は多いですが、今回は野菜がた
くさん入ったサラダやスープをよく食べました。

ゴールドメシーガ ピンキーパンナ
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【千学給あんない】2・3月の行事・季節商品のご案内

編　集　後　記
　サルの有力な語源に、獣のなかで知恵が勝っていることから「マサル（勝る）」の意味と
する説があります。今年が昨年よりも勝るよう、児童生徒にとって安全・安心・おいしい
学校給食が提供出来るよう職員一同努めてまいります。
　寄稿いただきました皆様に感謝申し上げるとともに、今後も情報等をお待ちしています。 

【サンプルをご希望の方は、お気軽にお申し付けください。】

【栄養成分・アレルゲン等については規格書システムをご覧になるか、給食会にお問い合わせください。】

2 月 3 月

福豆スマイル鬼 福豆 ひなあられ ミニ桜もち・桜餅

節分福豆（ミックス豆） 節分用まんてん大豆 ミニひし餅・ひしもち ひなまつり（ももゼリー）

ミニミニハート（チョコ・イチゴ） チョコプリン（バレンタイン） あられはんぺん紅白 やさしい海の祝いなるとスライス

やさしい海のハート型スライスなると ハートオムレツ　ハートオムレツベジタブル ペコちゃんハッピーケーキ（苺ミルク） 紅白大福

業者名　㈱ジーケーエス
規　格　5g

業者名　㈱でん六
規　格　11g

業者名　正氣屋製菓㈱
規　格　10g

業者名　スズヒロシーフーズ㈱
規　格　160g

業者名　㈱でん六
規　格　10g

業者名　㈱港製菓・カセイ食品㈱
規　格　30g　・　35g

業者名　スズヒロシーフーズ㈱
規　格　1kg

業者名　㈱不二家
規　格　35g

業者名　 小林製菓㈱
規　格　 8g

業者名　㈱サッポロ巻本舗
規　格　7g

業者名　トーニチ㈱
規　格　40g

業者名　赤城冷凍食品㈱
規　格

業者名　㈱港製菓・カセイ食品㈱
規　格　30g ・ 45g

業者名　トーニチ㈱
規　格　40g

業者名　スズヒロシーフーズ㈱
規　格　160g

業者名　野口食品㈱
規　格　10g×2

港製菓 カセイ

カセイ港製菓

30g（バラ焼用）
30g×20（ボイル用）


