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〈回覧をお願いします〉

第　118　号
平成30年 1 月 1 日

　縦割りで全校児童を 4 チーム（13 人程度）に色分けし、年間を通じて色別
活動を行っています。この活動は年３回実施し、異学年の仲間と一緒に給食を
食べたり遊んだりすることで、高学年の上級生としての自覚と責任を育て、子
供たちが楽しく生活できることをねらいとしています。

麦ご飯・鯖の味噌煮・チンゲン菜と湯葉の和え物・さつま汁・花みかん・牛乳
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（調理場：柏市学校給食センター）

　本校は手賀沼の南の高台に
位置し、自然豊かな学校です。
全校児童 50人で「小さな学校、
大きな学び」を掲げ、いちご
狩りや田植え、稲刈り、収穫
祭と地域に根ざした行事を行
っています。

柏市立手賀東小学校
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　香取市の山倉大神では、毎年 12 月第 1 日曜日
に県内では珍しい、栗山川に回帰してきた鮭を
供える祭礼がおこなわれている。祭りの起源は
明らかではないが、弘仁２年（811）頃、山倉の
地に疫病がはやり弘法大師が断食して祈祷を続
けていた。弘法大師を心配した村人が川で取れ
た鮭を届けた。大師はその鮭に祈祷をあげ、村
人に分け与えたところ病が癒えた。

　その後、村人は山倉大神に鮭を奉納するよう
になり「山倉の鮭祭り」と呼ばれるようになった。
祭りが近づくときまって鮭が遡上してきたため
山倉大神では鮭を龍宮献進のものとした。奉納
された塩漬けの鮭を祭りの前日に小さな切り身
にさばき、護符として当日参拝者に頒布。この
護符は「災いをさける」と珍重され病災消除、
風邪薬として知られている。

（千葉県の指定文化財第 14 集などから）

　明けましておめでとうございます。日頃、当給食会業務に、また、昨年は財団発足 60 周年記念の
各種事業開催に際し、格別の御理解と御協力を賜り厚く御礼申し上げる次第です。
　平成の時代もいよいよ 30 年目の節目を迎えることとなりました。来年からは新しい元号になるこ
とも決定されました。皆様方には、この年始にあたり、新たな取組に挑もうと考えた方もいらっしゃ
ることと存じます。我が家では、普段の生活では、正月の雑煮、初詣から始まって年末の大掃除と餅
つきまで、多分今年も例年どおり、昔からの慣習に倣い過ごしていくことになると思っています。
　さて、仕事においては古き良き習慣、伝統や技術を守りつつも、時代のニーズ等に即した対応や改
革が必須のものとなっています。当給食会も近年は、給食用パンの原料粉の改良を製粉会社等と共同
で行ったり、研修面では給食用パン実技講習会などの新たな事業を取り入れてまいりました。
　一方で、昨年は、惣菜店で発生した O-157 による食中毒事故、まずい給食問題や異物混入等々、
食に関する事故や事案が相次ぎ、後に閉店あるいは供給中止になったことが
報道されました。改めて、給食会を含め関係業界全体で、身を引き締めて取
り組んでいかなければならないことを痛感した次第です。
　安全安心な食材の供給と食育に関する各種事業の推進にあたっては、皆様
方からの御要望や御意見が、当給食会の方針を決定する際の重要な情報源で
あります。遠慮なく御一報いただければと思います。
　結びに、平成 30 年が皆様方にとって更なる飛躍の年となることを心から
お祈り申し上げます。本年もどうぞよろしくお願いいたします。

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　溝　口　敏　行

千葉県の無形民俗文化財（平成 14 年指定）

山倉の鮭祭り（香取市）
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　市場小学校では、学校から徒歩 15 分ほどの海老川

沿いの水田を借り受け、田植えから草取り、鳥避け

網の設置、稲刈り、乾燥、籾すりまでの体験活動を

15 年続けています。例年玄米にして 100 ㎏ほどの収

穫があり、米飯給食として、全校で味わっています。

米づくりの講師は「海老川の環境をよくする市民の

会」の皆様に指導していただいています。

　水田で稲を育てる学習は、他の小学校でも実践し

ています。しかし、本校のように JR 船橋駅付近に位

置しているにもかかわらず、約４a の水田を利用でき

る環境はま

れだと思い

ます。体験

活 動 の 度

に、畦に生

える雑草や

オタマジャ

クシ・カエ

ル・バッタ・カマキリ・コオロギ等の生き物の観察

も行っています。このような水田を中心とした自然

環境が守られていることに感謝しながら、子供たち

が泥まみれになって生き物とふれ合う姿にうれしさ

を感じています。

　また、単に稲を育てて米を食べるのではなく、米

を主食とする日本人の稲に対する特別な思いや、昔

から伝えられてきた米文化を学ぶ中で、先人たちの

知恵や願いを感じ取ることも大切な学習です。そこ

で学習の最後に刈り取ったわらで『しめ縄づくり』

を行います。「縄をなう」という体験から、新しい年

を迎える神聖な神具に込める先人たちの願いを、感

じ取っていく過程が、とても大切であると考えてい

ます。

　11 月に行った感謝の会では５年生の子供たちが工

夫を凝らし、講師の先生を囲んだ会食を計画。栄養

職員は心をこめて料理を美しく盛り付けることがお

もてなしの心だということ、和食の配膳の仕方も学

んでほしいという思いで関わりました。当日は、子

供たちが大切に育てた市場米（収穫した米）をおい

しく炊き、ごはん

が進む伝統的な米

飯給食を提供しま

した。伝承したい

煮魚、和え物、昆

布とかつお節のだ

し を 使 っ た 沢 煮

椀、秋の代表的な

果物、柿の献立で

した。

　また、全校児童にはひとくちメモと放送を通じて、

５年生が育てた市場米に感謝していただくことを伝

えます。低学年は、いずれ自分たちも市場米を育て

るという期待、６年生も市場米には特別の思いを抱

いているのを感じます。実際に感謝の会の米飯給食

の残食率は少なく、これは体験活動の成果です。

　今後も市場小学校は五感で体験するような活動を

多く取り入れ、家庭とも連携して思考を深めていけ

るような教育活動を考えていきます。

稲作をとおして先人たちの知恵を学ぶ
―  稲わらで正月飾り  ―

船橋市立市場小学校
　　教諭　成田　泰司

献立：鯖のオレンジ煮・千草和え・
沢煮椀・柿

市長も田植え

なわない 正月飾り
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　君津市は豊かな自然に囲まれており、本校の位置

する小糸地区は、小糸川流域を中心に栽培が分布さ

れてきた「小糸在来（大豆）」を特産物としています。

学校給食の献立の材料として使われることもありま

す。

  今回、千葉県食育活動支援事業の指定を受け、地域

の特産物である「小糸在来（大豆）」を活用し、千葉

県立上総高等学校園芸科、中学校区３校及び地域の

方々と連携した授業を行いました。　

　本校の２年生が生活科の学習で、高校生の援助を

受けて、６月に小糸在来の種まき、10月に枝豆の収穫、

そして、ずんだ餡づくりを行いました。その間、君

津市立小糸中学校の家庭科の教師による「小糸在来

の博士になろう」という内容で、小糸在来の栄養の

特徴についての学習もしました。

　枝豆の収穫では、全員が楽しそうに収穫し、ビニー

ル袋いっぱいに小糸在来が取れて喜んでいました。

家の方にゆでてもらって食べた枝豆は甘く美味し

かったそうです。

　ずんだ餡づくりの豆の薄かわをむく作業は、２年

生の子供たちにとっては、難しい作業でしたが、高

校生や地域のボランティアの方に手伝っていただい

て根気よく取り組みました。

　10月に行われた本校伝統行事である「収穫祭」にて、

お餅と一緒にずんだ餡がふるまわれました。ここで

は、全校の子供たち、地域の方々、保護者、高校生

も参加し、皆が「おいしい！」と笑顔で食べている

様子に、２年生の子供たちは満足げでした。

　２年生にとっ

ては、どれも初

めてのこともあ

り、驚きや発見

がある活動とな

りました。特に、

高校生との交流

はお互いに良い

刺激となりました。高校生の皆さんが、子供たちに、

丁寧に教えている姿が微笑ましかったです。

　この体験活動を通して、子供たちの心を耕し、豊

かな心を育む、地域力の素晴らしさを改めて感じま

した。

地 域 の 力 で 豊 か な 心
―  近隣校との連携  ―

君津市立中小学校
　　校長　古屋　惠治

地域の方々と収穫祭中学校の先生と栄養学習

（前日準備）高校生とずんだ餡づくり

千葉県食育活動支援事業



−  6  −

　平成 27 年度に塩浜小学校と塩浜中学校が市内初の

小中一貫校「塩浜学園（通称名）」となり、平成 28

年度には、県内初の義務教育学校「市川市立塩浜学園」

となりました。開校当時より、１年生から９年生を「つ

なぐ」活動として縦割り班（16 グループ）を作り、

年間を通して様々な活動の一つとして年間２回 の「全

校青空給食」があります。「食」を通してよりよい人

間関係を築いていくことを目的に、縦割り班ごとに

校庭で「お弁当給食」を食べ、その後、９年生や８

年生をリーダーに一緒に「遊び」ます。

　児童生徒の感想では、「みんなやさしかったです。

お弁当の片づけをしてくれました。また、一緒に食

べたいです。（1 年生）」「年下とも年上とも仲良く食

べたので、とても楽しかったです。いつもの教室の

班で食べる給食よりおいしく感じました。（7 年生）」

などが寄せられました。「食」をとおした行事から上

級生が下学年

の子供たちを

大事にする姿

が生まれ、全

校児童生徒の

気持ちがつな

がりました。

　本校は平成３年に開校した特別支援学校で、小学

部、中学部、高等部があり、基本的に全員が食堂に

集まって給食を食べています。給食は「一汁三菜」

を基本とし、毎日デザートもつけて給食が楽しみに

なるようにしています。

　先生方も、楽しく食事ができるように少しずつ苦

手を克服するような指導をしています。４月の入学

当初は給食がほとんど食べられなかった児童生徒で

したが、少しずつ口にする量が増えていくのを見る

につけ、成長を感じます。

　日々の給食時間の巡回では「先生、食べたよ！」

と笑顔で空になったお皿を見せてくれたり、「これ好

き！」「次はあれが食べた

いな」とリクエストをして

くれたりする様子から食べ

ることが好き、という思い

が伝わってきます。児童生

徒の要望を反映させた「リ

クエストメニュー」を月に

数回提供しています。

　「給食が好き」「食べるこ

とが好き」という気持ちを食への興味関心へとつなげ

ていけるよう、食育を充実させていきたいと思います。

市川市立塩浜学園
教諭　竹内　洋介

千葉県立千葉特別支援学校
栄養職員　浅川　奈美樹

小中学生の心をつなぐ
　 「全校青空給食」

「食」が好きになる
　　　給食を目指して

縦割り給食

リクエスト給食掲示

献立：芋栗ご飯
鶏のから揚げ
白身スティックフライ
ブロッコリーのおかか和え
ミニトマト
シュウマイ
フルーツミックスゼリー
オレンジジュース

献立：ご飯
チキンスープ
ホキのねぎソース
小松菜サラダ
チリコンカン
ぶどう
牛乳
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　八千代市では、平成 26 年度より小学校 5、６年生と中学

生を対象にした食育講座『Yacchi’s kitchen for kids』を夏

休みに 2 回開催しています。　　　　　　　

　1 回目は、毎年実施している高校生が講師の講座です。

２回目は、テーマを変えて実施しています。今年度は、春日

野部屋の力士 2 名を講師としてお迎えし「ちゃんこ鍋」を

作りました。普段なかなか接する機会のない力士が講師と

いうこともあり、たくさんの参加がありました。大きな体の

力士が、手際よく材料を切っている姿に子供たちは目を輝か

せ、真剣に見入っていました。とても気さくな 2 人の力士が

各班を回ると、手の大きさを比べたり、材料の切り方や味付

けについて質問したりと、積極的に関わっていました。相撲

部屋のような大きな鍋ではあ

りませんでしたが、味は本格

的で具材たっぷりのちゃんこ

鍋を何杯もおかわりする子供

たちの姿が見られました。力

士との交流会では，時間が足

りなくなるほどたくさんの質問が飛び交っていました。

　この講座の目的は，力士の方 と々調理をとおして交流を

持つ、食を通して相撲の文化に触れる、自分の夢や目標を実

現させるためには何が必要かを、力士の方々から学ぶのです。

参加者のアンケート結果からこの目的は達成できたのでは

ないかと思います。

今後も多くの子供た

ちが食に関心を持て

るような食育講座を

企画していきたいと

考えています。

八千代市教育委員会 保健体育課
副主幹　恩田　真由美

お相撲さんとちゃんこ鍋を
楽しもう ―八千代市食育講座―

　本校の茶摘みは、昭和 32 年に始まり本年度 60 回

目を迎えました。学校のある田中地区は、昔ほとん

どの家が畑や塀の周囲に砂防のためにお茶の木を植

え、各家庭でお茶を作っていました。地域の方は二

番茶まで摘んでいないことに着目し、生徒たちが二

番茶を摘み取り、業

者に茶葉を加工して

もらい、販売を学校

が担い、その収益を

生徒会費にしたとい

う 歴 史 が あ り ま す。

　現在は、全校で学

区内 10 カ所に

集合して各場所

で 茶 葉 を 摘 み、

茶葉を選別し業

者に加工しても

らったり、１年

生 が、「 総 合 的

な学習の時間」

の 一 環 と し て、

お茶作りの工程

を学ぶために昔ながらの手もみ体験を行ったりして

います。

　茶摘み当日の給食には、手作り抹茶スコーンが出

され、学校行事に華を添えています。今後は、摘ん

だ茶葉を使ったメニューを給食に出せるようにして

いきたいと思います。

献立：スパゲティクリームソースかけ・
コーンサラダ・手作り抹茶スコーン・
小魚・牛乳

会食の様子

切り方指導

手もみ作業

柏市立田中中学校
校長　大山　百合子

茶摘みの伝統を食育に

掲示に活用してください



千葉県知事賞
千葉市立葛城中学校 　本会が後援する「あなたのためのおべんとうコンクール」が開催され

ました。県下の中学生が、規定課題「魚を使う」おべんとうづくりをと
おして、家庭科などで学習した知識や技能の向上を図り、より良い食
生活を目指そうとする意欲を育てることを目的としています。
　今年は12校、54チームがエントリーされ、第一次のレポート審査で
7チームが選ばれ、第二次審査で実技を競い合いました。食べさせたい
人のためにおべんとうをつくり片付けまでを90分間で行い、その後お
べんとうづくりへの思いをプレゼンテーションしました。どのおべん
とうも心がこもり愛情たっぷりで、食べさせたい相手の笑顔が見える
ような美味しそうな作品でした。県知事賞をいただいたチームは1月に
行われる全国大会に参加します。

とき：平成29年11月11日（土）ところ：千葉県総合教育センター

（献立）しいたけのさんが焼き、カルシウム
たっぷり玉子焼き、彩サーモンの南蛮漬け、
食物繊維たっぷり根菜の煮物、かぶの酢漬
け、手作りふりかけ、サツマイモの爽やか
レモン煮、小松菜のナムル、かわいいりんご、
かぶとキャベツの塩昆布

　私たちは、仕事で忙しい母のために、日
頃の悩みを解決できるお弁当を千葉の食材
を使って作りました。初めてのコンクール
参加で、練習不足なところが不安でしたが、
本番では声を掛け合い、メンバーを信じて
調理したので、良い結果が生まれたのだと
思います。献立作成から調理まで、多くの
ことを学びました。挑戦して本当に良かっ
たと思います。

宮川鶴怜・積田由美子・白石真悠
『千葉の恵みで､若さと健康応援弁当！』母へ

大原春香・久芳碧乃

（規定課題「魚を使った調理」）
彩サーモンの南蛮漬け・しいたけのさんが焼き （献立）大葉付きなめろう風あじバーグ、エコ具沢山卵焼き、豚野菜つくね、モロヘイ

ヤと大豆の煮物、ささみとブロッコリーの塩レモンサラダ、ワカメともやしの酢のもの、
あさりの炊き込みご飯、豆乳スイートポテト、鶏けんちん汁

疲れをなくせ !! 『神奈川のなつかし弁当』
祖父へ

（規定課題「魚を使った調理」）
大葉付きなめろう風あじバーグ

渡辺剛史・君塚　涼

（規定課題「魚を使った調理」）
あじのホイル焼き

『後輩から先輩へ感謝のプレゼント弁当』
部活の先輩へ

審査員特別賞
大多喜町立西中学校

山口斗樹・市原尚侍

キッコーマンおいしい記憶賞
千葉市立蘇我中学校

大塚明弥・鍋嶋　春・植村　心

（公財）千葉県学校給食会
理事長賞

千葉市立打瀬中学校

東京ガスエコクッキング賞
大多喜町立西中学校

佐川美月・関　明日香

喜びの声

千葉市立葛城中学校
代表　2年　宮川鶴怜

プレゼンテーション風景 審査風景

千葉県会長賞
大多喜町立西中学校

千葉県会長賞
千葉市立轟町中学校

学校賞　木更津市立太田中学校

学校給食会
レポート賞
四街道市立
四街道中学校

岡村紗都・依田花凛

『いつもありがとう。
お仕事頑張ってね！』父へ

喜びの声

　今回、本番で時間内に終わらなく凄く悔しかったけど、こ
の賞をいただきとても光栄に思います。このお弁当は祖父に
向けて「故郷」・「健康」・「彩り」を中心に体にやさしく、かつ、
楽しんでもらえるように作りました。このメンバーで最後ま
でやり遂げられたことをとても誇りに思います。この、貴重
な体験は私達にとって大切な思い出になりました。

千葉市立打瀬中学校　２年　大原・久芳

『ラストの総体　必勝！混ぜご飯弁当』
部活の先輩へ

（規定課題「魚を使った調理」）
あじの大多喜風さんが焼き

『いつもありがとう！感謝弁当！』
祖母へ

（規定課題「魚を使った調理」）
あじとみょうがの黒酢魚バーグ

『深めよう僕らの絆！
食べよう最後の西中弁当』中学生へ
（規定課題「魚を使った調理」）

まぐろステーキ

早瀬ことみ・芝田七海・前田絢香

（規定課題「魚を使った調理」）
鰯の酢豚

『～非常食を食材に～
中学生の成長を願う千葉弁当』

中学生女子へ

　10月10日（火）審査員・協力員で54作品を厳正に審査し、第二次審
査（実技審査及びプレゼンテーション）に進む7チームとレポート賞・
学校賞を決定しました。
　各賞の結果は千葉県技術・家庭科教育研究会ホームページに掲載さ
れていますので、ご覧ください。

（献立）鰯のパン粉
焼き、肉巻きおにぎ
り、梅じそおにぎり、
枝豆とチーズのはん
ぺん団子、かぼちゃ
の煮物、青ネギの卵
焼き、フルーツ寒天

第一次審査（レポート審査）の様子
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　東日本大震災から６年が経過し、食品中の放射性物質の現状はど
のように変わってきているのでしょうか。消費者庁の主催する「食
品と放射性物質に関するリスクコミュニケーション」に参加しました

ので、情報をここに記載します。
　現在も食品中の放射性物質検査は、東日本の 17
都道府県を中心に実施され、基準値を超える食品
が確認された市町村では、他の同一品目の食品が
出荷・流通・消費されないように規制されていま
す。検出される濃度は年々減少し、栽培・使用管
理が可能な品目では基準値を超過するものがほと
んど見られません。一方野生のきのこや野生鳥獣
肉では、一部の地域・品目で超過が見られます。

　また消費者の意識ですが、福島県等産地により食品の購入をた
めらう消費者が、年々減少傾向ではありますが依然高い状況です。
一方食品中放射性
物質の検査への関
心は低下していま
す。検査の実施が
安心に繋がっていな
い現状があります。
食品の安全を担う者
としては、関心を持
続し最新の情報を得
ることが必要です。

　安全・安心
でおいしい学
校給食用のパ
ンを供給する
ため年2回、本
会の主催で品
質調査会を実
施しています。
　審査員（製
粉会社の技術
指導員他）が
パン専用粉（国産小麦、県産米粉、グルテンをミックスした
粉）で製造した食パンとコッペパンの各13点を外観（色・
形等）及び内相（色合い・触感・香等）を審査します。その
結果を各工場に報告・指導しています。また、夏休みには

市原市の（株）
松 月堂本店、
千葉市の（有）
なかや、流山市
の小菅製パン
（株）の3工場の
協力で、学校給
食用パンの実
技講習会が行
われました。

衛生管理室だより　　～放射性物質～

学校給食用パン品質調査審査会と実技講習会

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

検査室から
平成29年4月～10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
305
123

詳細は給食会のホームページをご覧ください。

　いつも給食で食べているパンを作る過程を目の前で見た
り、自分で作ってみたりと貴重な体験をすることができました。
気温や湿度の変化によって生地の発酵の温度や時間を変え
ることやパンができるまでに約 8 時間かかることを初めて知
りました。今回の実技講習会で体験したことをもとに、パン作
りにかける思いや苦労とパン作りに携わる人への感謝の思
いを、給食をとおして伝えていきたいです。

（千葉市立土気小学校　栄養職員　中澤　郁美）

　工場見学をはじめ、製造工程についての講義やパン作りの
体験を経て、パン 1 個 1 個に対する製造者の方々の思いを
感じることができました。8時間に及ぶ工程、気温・湿度の繊
細な調整など、製造数が多くてもそのひとつひとつに心が込
められていることを、子供たちに伝えていきたいと強く思いま
した。パンについて知識としてはありましたが、体験や講義を
通して知ったことは多く、たいへん勉強になりました。

（千葉市立寒川小学校　栄養教諭　遠藤　晶子）

実技講習会
参加者の
感想
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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 704 28.5 21 507 3.7 400 0.7 0.48 38 5.8 2
パン献立 693 29.6 28.5 361 2.7 165 0.68 0.72 50 4 2.5

ビ　タ　ミ　ン

（１食単価 270 円） （１食単価 307.8 円）

・ごはん
・生揚げ中華煮
・ごまじゃこサラダ
・ぶどうゼリー
・牛乳

・ピザドック
・かぼちゃシチュー
・もやしサラダ
・いちごゼリー
・牛乳

いすみ市立夷隅小学校 御宿町立御宿小学校

献 立 名

材　料　名 重量 g 作　　　り　　　方

献 立 名

重量 g 作　　　り　　　方

ピザドッグ・かぼちゃシチュー・もやしサラダ・
いちごゼリー ・牛乳

　　おいしい給食　 　 　　　　　　　  夷隅地区学校栄養士会

米飯献立 パン献立

材　料　名
ピザドッグ
・背割りコッペパン	
・ロングウインナー	
・ピザソース	
・ピーマン	
・玉ねぎ	
・シュレッドチーズ	
かぼちゃシチュー
・かぼちゃ	
・玉ねぎ	
・豚もも挽肉	
・じゃがいも	
・ホールコーン	
・食塩
・胡椒
・ベシャメルソース
・パンプキンポタージュ
・牛乳
・コンソメ
・生クリーム
・バター
・水
もやしサラダ
・もやし
・キャベツ
・白炒りごま
（ドレッシング）
・サラダ油
・食塩
・濃口しょうゆ
・穀物酢
いちごゼリー
・いちごゼリーの素
・水
・レモン果汁
・いちご
牛乳

50
40
12
4
5
15

24
40
20
36
8

0.48
0.02
2.4
8
20
0.4
2.4
0.8
48

32
12
0.8

2
0.2
0.62
0.8

10.8
49.5
1.8
13.5
206

< 献立のねらい及び児童の反応 >
　ハロウィンの日に合わせて、かぼちゃをメインに取り入れた給食にしました。
ピザドッグは見た目の彩りもよく、児童にも大変好評で、リクエスト給食でもよ
く候補にあがります。手作りのいちごゼリーをデザートに加え、行事食らしく華
やかな献立にしました。

ゴールドメシーガ ピンキーパンナ

①ピーマンは細い千切り、玉ねぎは粗みじん切
りにする。

②玉ねぎは炒めて、ピザソースと合わせておく。
③ピーマンとシュレッドチーズを合わせておく。
④ロングウインナーはボイルし、②をからめ、
パンに挟み、さらに③を詰める。

⑤鉄板に並べ、１８０℃のオーブンで約８分焼く。
①かぼちゃ、玉ねぎは角切り、じゃがい
もはいちょう切りにする。

②バターを熱し、豚もも挽肉を炒める。
③玉ねぎ、じゃがいも、かぼちゃを順に
入れ、しばらく炒め、水を加える。

④灰汁をとり、コンソメ、コーンを加えて
しばらく煮る。

⑤牛乳でベシャメルソース、パンプキンポ
タージュを溶いて加え、さらに煮込む。

⑥生クリームを入れ、塩、胡椒で味を調
える。

①キャベツは短冊切りにする。もやしと
キャベツはボイルし、冷却する。

②炒りごまは煎って冷ます。
③サラダ油、食塩、濃口しょうゆ、穀物
酢をすべて混ぜ合わせ加熱し、冷やし
ておく。

④材料を③で和える。

①いちごは薄切りにし、レモン果汁をふ
りかけておき、プリンカップに入れる。

②いちごゼリーの素と水を煮立て、①に
注ぐ。

③冷蔵庫でよく冷やし固める。

ごはん・生揚げ中華煮・ごまじゃこサラダ・
ぶどうゼリー・牛乳

精白米
（いすみ市産特別栽培米）	
生揚げ中華煮

・生揚げ	
・豚もも肉こま切れ	
　　　　おろし生姜	
Ａ　　　清酒

　　　　　濃口醤油
・干ししいたけ（スライス）
・たけのこ水煮缶
・人参	
・玉葱	
・キャベツ	
・サラダ油	
・濃口醤油	
・上白糖
・塩
・ごま油
・ヘルシーファーム中華スープの素
・穀物酢
・水
・片栗粉
ごまじゃこサラダ
・キャベツ
・冷凍小松菜カット
・揚げちりめん
・白すりごま
・白いりごま
（ドレッシング）	
・濃口醤油
・穀物酢
・上白糖
・ごま油
・国産ぶどうゼリー（鉄強化）
・牛乳	

実　施　日　平成 29 年 10 月 18 日
調　理　場　いすみ市学校給食センター

（職・氏名）　 栄養教諭　成毛　紀子　

実　施　日　平成 29 年 10 月 31 日
調　理　場　御宿町学校給食共同調理場

（職・氏名）　 技師　　梶　文香

①米は洗米、吸水し炊きます。

①生揚げはたて半分に切り、１㎝幅に切り、
油抜きをする。肉はＡの下味につける。
干ししいたけはゴミを取り除きもどす。
もどし汁は使用する。たけのこ、人参は
短冊切りにし、たけのこは下ゆでする。
玉葱は１㎝幅のくし切りにする。キャベ
ツはざく切りにする。

②釜にサラダ油、下味をつけた肉を入れよ
く炒める。

③玉葱、たけのこ、人参、戻したしいたけ
を入れ炒める。

④野菜に火が通ったら生揚げを入れかるく
まぜて上白糖、中華スープの素、しょう
ゆと水（しいたけもどし汁）を入れ混ぜ
合わせる。

⑤④にキャベツをかぶせる様に入れ、しん
なりするまで蓋をする。

⑥キャベツがしんなりしたら材料を混ぜ合
わせ再び蓋をし味がしみこむまで煮る。

⑦材料に味がしみたら、穀物酢を入れ、塩で
味を調えて、水溶き片栗粉でとろみをつける。
香りづけのごま油を入れて仕上げる。

①キャベツ１㎝千切り、冷凍小松菜は袋
から開け、洗浄する。

②野菜を茹で中心温度を確認後、真空冷
却器で温度を下げる。

③揚げちりめんはオーブンで焼く。粗熱を
とり、冷やす。

④白すりごま、いりごまは釜で煎る。荒
熱をとり冷ます。

⑤ドレシングの調味料を合わせ、和える
時間まで冷蔵庫へ保管する。

⑥時間になったら材料とドレッシングを和える。	

< 献立のねらい及び児童の反応 >
　米はいすみ市で無農薬で栽培されている、特別栽培米「いすみっこ」を使用し
ています。もちもちとした食感が特徴で子どもたちにもおいしいと評判です。生
揚げ中華煮は人気のある料理のひとつです。ごまじゃこサラダは不足しがちな栄
養素のカルシウムが摂取できる一品です。
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　東日本大震災から６年が経過し、食品中の放射性物質の現状はど
のように変わってきているのでしょうか。消費者庁の主催する「食
品と放射性物質に関するリスクコミュニケーション」に参加しました

ので、情報をここに記載します。
　現在も食品中の放射性物質検査は、東日本の 17
都道府県を中心に実施され、基準値を超える食品
が確認された市町村では、他の同一品目の食品が
出荷・流通・消費されないように規制されていま
す。検出される濃度は年々減少し、栽培・使用管
理が可能な品目では基準値を超過するものがほと
んど見られません。一方野生のきのこや野生鳥獣
肉では、一部の地域・品目で超過が見られます。

　また消費者の意識ですが、福島県等産地により食品の購入をた
めらう消費者が、年々減少傾向ではありますが依然高い状況です。
一方食品中放射性
物質の検査への関
心は低下していま
す。検査の実施が
安心に繋がっていな
い現状があります。
食品の安全を担う者
としては、関心を持
続し最新の情報を得
ることが必要です。

　安全・安心
でおいしい学
校給食用のパ
ンを供給する
ため年2回、本
会の主催で品
質調査会を実
施しています。
　審査員（製
粉会社の技術
指導員他）が
パン専用粉（国産小麦、県産米粉、グルテンをミックスした
粉）で製造した食パンとコッペパンの各13点を外観（色・
形等）及び内相（色合い・触感・香等）を審査します。その
結果を各工場に報告・指導しています。また、夏休みには

市原市の（株）
松 月堂本店、
千葉市の（有）
なかや、流山市
の小菅製パン
（株）の3工場の
協力で、学校給
食用パンの実
技講習会が行
われました。

衛生管理室だより　　～放射性物質～

学校給食用パン品質調査審査会と実技講習会

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

検査室から
平成29年4月～10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
305
123

詳細は給食会のホームページをご覧ください。

　いつも給食で食べているパンを作る過程を目の前で見た
り、自分で作ってみたりと貴重な体験をすることができました。
気温や湿度の変化によって生地の発酵の温度や時間を変え
ることやパンができるまでに約 8 時間かかることを初めて知
りました。今回の実技講習会で体験したことをもとに、パン作
りにかける思いや苦労とパン作りに携わる人への感謝の思
いを、給食をとおして伝えていきたいです。

（千葉市立土気小学校　栄養職員　中澤　郁美）

　工場見学をはじめ、製造工程についての講義やパン作りの
体験を経て、パン 1 個 1 個に対する製造者の方々の思いを
感じることができました。8時間に及ぶ工程、気温・湿度の繊
細な調整など、製造数が多くてもそのひとつひとつに心が込
められていることを、子供たちに伝えていきたいと強く思いま
した。パンについて知識としてはありましたが、体験や講義を
通して知ったことは多く、たいへん勉強になりました。

（千葉市立寒川小学校　栄養教諭　遠藤　晶子）

実技講習会
参加者の
感想

−  11  −
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編 集 後 記　2018 年戌年、健やかに新しい年明けをお迎えのことと存じます。子供たちは
次の学年に向けて今年度のまとめの準備をすすめているところでしょうか。本紙を４月号
から振り返りますと、千葉県下広域にわたり「学校給食」の様子や「食育」
の取組情報を伝えることができたと思っております。これもひとえに
皆様のご理解・ご協力の賜物と感謝申し上げます。今後もわかりやすい
紙面づくりを心掛けてまいります。
　最後になりましたが、本号の発刊に際してご多用にもかかわらず、
原稿及び資料を提供いただいた皆様に重ねて感謝申し上げます。（山口）

お詫び
第 117 号 P. 9 の物資委員の

学校名に誤りがありました。

正しくは千葉県立船橋夏見

特別支援学校でした。

謹んでお詫び申し上げます。

給食会の物資を使用したメニューの提案

　キャロットライスの
　　　ビーンズソースかけ

		茎わかめとたもぎたけの
　　　　　　　　 つくだ煮

白花豆プリン

VOL.03

材料名 分量（ｇ） 切り方・下処理 作り方
＊茎剣山（茎わかめ） 15 流水解凍 ① A を沸騰させた中に、

茎わかめ・たもぎたけを
入れ煮る。
②後から、いわしの削り
節を振り入れ、最後に味
を調える。

＊たもぎ茸水煮 5 水を切る
＊いわし削り節 0.8
さとう 1.5

      A
しょうゆ 2.5
みりん 1
水 15

材料名 分量（ｇ） 切り方・下処理 作り方
＊アルファー化米 40 ①分量の水を沸騰させた

中に、にんじんペースト・
バターを入れ、再び沸騰し
たら米を入れ炊く。
②十分蒸らす。
③油でベーコン・たまねぎ・
しめじを炒め、分量の水
で煮る。
④③が沸騰したら牛乳・蒸
しミックスビーンズを入れ、
再 び 沸 騰 し たらと い だ
ルー・調味料を入れる。
⑤最後に味を調え、②の
ご飯にかける。

＊ぷちっとモチ玄米 10
＊にんじんペースト 15 流水解凍
＊バター（有塩） 1
水 80
ベーコン短冊 5
＊蒸しミックスビーンズ 30
たまねぎ 40 スライス切り
しめじ 10 小房に分ける
牛乳 20
＊とろけるホワイトソースフレーク N 10
油 0.5
塩 0.2
こしょう 0.03
水 40

材料名 分量（ｇ） 切り方・下処理 作り方
＊白花豆＆白インゲン豆
ペースト 20 流水解凍 ①分量の牛乳と水を加

熱する。
②①に白花豆ペーストと
プリンの素を入れ良くか
き混ぜる。後 から味あ
ずきを入れ、中心温 度
が 85℃になるまで加熱
したら火を止める。
③粗熱をとったらカップ
に入れ冷ます。

＊牛乳 15
＊味あずき 5
＊プリンの素 6
水 15

プリンの素についているカップ使用

＊味あずきを入れてから、強くかき混ぜすぎない。（小豆の皮がむけてしまうことがあ
るので注意する。）

エネルギー タンパク質 脂質 カルシウム 鉄 レチノール当量 ビタミン B1 ビタミン B2 ビタミン C 塩分相当量 食物繊維
kcal g g ㎎ ㎎ ㎍ ㎎ ㎎ ㎎ g g

36 0.11 0.1 32 0.3 8 0.06 0.01 0 1.6 1.1

エネルギー タンパク質 脂質 カルシウム 鉄 レチノール当量 ビタミン B1 ビタミン B2 ビタミン C 塩分相当量 食物繊維
kcal g g ㎎ ㎎ ㎍ ㎎ ㎎ ㎎ g g

74 2 0.7 28 0.5 7 0.05 0.82 Tr 0.1 2

エネルギー タンパク質 脂質 カルシウム 鉄 レチノール当量 ビタミン B1 ビタミン B2 ビタミン C 塩分相当量 食物繊維
kcal g g ㎎ ㎎ ㎍ ㎎ ㎎ ㎎ g g
333 8.5 6.4 54 1 129 0.38 0.15 6 1.1 5.5

特定材料等

  しょうゆ（小麦・大豆）・みりん（小麦）

特定材料等

  乳

特定材料等
  乳・ベーコン（豚肉・大豆・卵）・バター（乳）
  とろけるホワイトソースフレーク N（卵・乳・大豆）

＊は給食会取扱い物資です。安全・安心な食材ですのでメニュー作成の際にはご利用ください。


