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　６月の学校再開と同時に給食も始ま
りました。新型コロナ感染予防対策の
ための新しい生活様式に従って、生徒
も教職員も準備・食べ方・後片付け等、
全員で協力し合って安全と衛生に配慮し
ながら取り組んでいます。地元でとれた
お米や野菜を使った給食をしっかり食べ
て、健康な体と豊かな心を作って欲しい
と願っています。 うずまきパン、アンサンブルエッグ、キャベツの

サラダ、米粉のコーンポタージュ、牛乳
（調理場：鴨川市学校給食センター）

全校当番と教職員による下膳廊下から一方通行による配膳

〈回覧をお願いします〉
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　本校は、平成 23 年に鴨川中と江
見中を統合し、新たな鴨川中学校と
なり10 年目を迎えました。「生徒の
出番がたくさんある鴨川中学校」を
スローガンに、学校・地域・家庭が
連携し、「よりよい鴨中生の育成」を
目指しています。

鴨川市立鴨川中学校

Ⓒ NPO 法人大山千枚田保存会
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　茂名地区で毎年 2 月19 日から 21日にかけて行
われる祭礼行事です。一籠約 90 個の蒸した里芋
を山型に積み上げ、飾りを付けた大きな神

しんせん

饌を一
対作り、氏神である十二所神社に奉納して一年の豊
作を祈願することから、里芋祭りと呼ばれています。
　氏子の家々を 2 軒一組とする積

つ

み番
ば ん な か ま

仲間と呼ば
れる組織を単位に里芋は栽培、供出されます。年
番制で担当する家（当番）で、19 日の夜に神饌に仕
立てられます。

　

　供物となる里芋は「茂名芋」とよばれるアカメの
一種で、茂名の氏子だけが栽培することを許されて
います。硬めでつぶれにくく、赤萩の茎で一つ一つ
刺しながら、卵型の山になるように積み上げるのに
適しています。山の一番上に、花のついた梅の枝を
3 本ずつ刺して完成です。
　翌 20 日午前、この一対を籠に入れ担ぎ、区長や
神職、総代・当番らが列をなして、十二所神社へと
奉納します。祭典の後、奉納された里芋は氏子の
各家に分配され、無病息災を願って食べます。この
芋を食べると風邪をひかない、子宝に恵まれるなど
と言われています。午後、直

なおらい

会が行われ、当番宅
でトワタシ（当番渡し）という新当番への受け渡し
儀式があります。そして最終日 21 日、主婦たちを
中心とした、オコモリという慰労会が行われます。

茂
も な

名の里芋祭り （館山市）

千葉県の無形民俗文化財（平成17年指定）

　みなさま、あけましておめでとうございます。
　新年にあたり、ひとことごあいさつ申しあげます。

　昨年は世界的に新型コロナウイルスの感染が拡大し、日本も官民一丸となって感染防止に向けて
対応してきたところですが、なお終息はみておらず、引き続き適切な行動が求められています。
　学校は、昨年 2 月に臨時休校の要請がなされ、また 4 月には緊急事態宣言が発出され、数か月に
わたる一斉休校となりました。その後、学校は再開されましたが、それぞれの自治体が夏季休業を
縮めるなど工夫して授業時数の確保にあたってきました。
　これまでに例をみない長期にわたる一斉休校に伴う給食停止や再開後の真夏の給食調理などにより、
今後も安定的に安全な給食を実施していくための課題もうきぼりになりました。
　わたくしども学校給食会は、学校教育の充実のために、安全安心な食材の提供はもちろんですが、
全県的に円滑な給食実施体制を引き続き維持確保していくことが重要であると認識しています。
　コロナ禍を奇貨として、よりいっそう力強い学校教育を実現する—そのためのお手伝いを、給食
をつうじて少しでもできるよう努めてまいります。

　本年もよろしくお願いします。

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　大　塚　一　朗

（千葉県無形民俗文化財連絡協議会発行探訪まっぷ・
館山市ホームページより）
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～食育とは～ 
「生きる上での基本であって、知育、徳育及び体育の

基礎となるべきものと位置付けられるとともに、様々

な経験を通じて、「食」に関する知識と「食」を選択

する力を習得し、健全な食生活を実践することができ

る人間を育てるもの」 
    出典：農林水産省編『令和元年度みんなの食育白書』 

 第３次千葉県食育推進計画が実施４年目となりま

した。県教育委員会では、食生活に対する正しい知

識・技能を身に付け、望ましい食習慣の基礎づくりが

できるよう様々な施策を展開しています。 
 今年度の主な食育に関する取組を紹介します。 

◆地域における食育指導推進事業◆ 
 県内５つの教育事務所ごとに、食育指導推進委員

（１８名）と食育指導推進拠点校（推進委員の所属校

１８小中学校）を指定し、地域全体の指導力の向上や

指導者の育成を図ることを目的としています。また、

食育指導推進拠点校の中の１校を学校給食研究指定

校に指定しています。 

 今年度は新型コロナウイルス感染症の感染拡大防

止のため、公開授業は実施せず、推進委員が実践する

授業を同じ地区の推進委員が参観し、協議会で意見を

交わすことで、お互いの指導実践に活かしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆食育コラム◆ 
 学校や地区の特色ある食育の取組をホームページ

で紹介しています。コラムは千葉県学校栄養士会の会

員が作成し、年６回更新しています。今年度も随時更

新しています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

◆高等学校と連携した食育活動支援事業◆ 
 農業・水産系高等学校の圃場や施設を活用し、近隣

の幼稚園・小中学校等の児童生徒が、地域の特性や特

色を生かした体験活動を取り入れ、効果的な食育活動

を展開しています。 
 今年度は、田植えや稲刈り、大豆や大根などの野菜

の種まきや収穫を感染対策に配慮して行いました。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

学学校校教教育育ににおおけけるる食食育育のの推推進進  
  

千千葉葉県県教教育育庁庁教教育育振振興興部部    

学学校校安安全全保保健健課課    

指指導導主主事事  安安田田  憲憲   
 

 千葉県のホームページ から 

      学校給食・食育   検索  

＜＜食食育育指指導導推推進進拠拠点点校校（令和２・３年度）＞＞  

 ・八千代市立高津小学校   ・船橋市立若松小学校 
 ・市川市立新井小学校    ・浦安市立富岡小学校 
 ・松戸市立新松戸西小学校  ・松戸市立第一中学校 
 ・柏市立柏の葉小学校    ・野田市立北部小学校 
 ・四街道市立千代田中学校  ・八街市立八街中学校 
 ・富里市立富里小学校    ・匝瑳市立椿海小学校 
 ・山武市立睦岡小学校    ・大網白里市立増穂小学校 
 ・茂原市立鶴枝小学校 
 ・鴨川市立鴨川中学校    ・袖ケ浦市立蔵波小学校 
 ・市原市立市原小学校 
＜＜学学校校給給食食研研究究指指定定校校（令和２・３年度）＞＞  

 ◎鴨川市立鴨川中学校 
 

≪≪令令和和元元年年度度  掲掲載載ココララムム≫≫  

・地域の農産物を活用した市原市の取組 
・生徒と共につくる食育 
     ～習志野市立第一中学校の取組～ 
・八千代市の食育 
・自らの健康を管理できる生徒を目指して 
     ～船橋市立金杉台中学校の食育～ 
・浦安市の学校給食 
     ～浦安の食にまつわる歴史を献立に～ 
・感謝の気持ちを育む給食を目指して 
     ～松戸市立小金南中学校の食育～ 
≪≪令令和和２２年年度度  掲掲載載ココララムム≫≫  

・食に関心を持つ児童の育成を目指して 
     ～柏市立松葉第二小学校の取組～ 
・楽しく、生きる力を育む 
～学校･家庭･地域と連携し、学年に応じた食育活動～ 

 〔野田市立尾崎小学校の取組〕 
・流山市の食育の取組 
     ～オランダとの交流を通して～ 
・生涯にわたり、健康な生活を送ることができる生徒の 
 育成を目指して ～我孫子市立湖北中学校の取組～ 
・地域を知り、作り手を知る 
     ～鎌ケ谷市学校給食センターの取組について～ 

≪≪令令和和２２年年度度  ○○支支援援校校  ・・参参加加校校≫≫  

  ○県立成田西陵高等学校 
  ・成田市立玉造中学校・八生小学校 
  ○県立市原高等学校 
  ・市原市立南総中学校・牛久小学校 
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　市川市では５年生を対象に「すこやか検診」を実施し、

児童期から生活習慣病予防に取り組んでいます。そ

こで、題材「食事で防ごう生活習慣病」の授業を行

いました。

　油＝脂質が体の中でどんな働きをするのかを調べ、

普段自分たちが食べているお菓子のパッケージを持っ

てきて脂質の量を確認しました。子供たちは、身近

な食品と１日の摂取基準を比較することで、油脂をと

りすぎているなど自分の食生活を振り返ることができ

たようです。また、とりすぎると血管に脂肪がたまり

病気のリスクが高まることにも気づきました。

　子供たちは肉料理を好み、いわしやさばなどの青

魚の献立は残菜率が高い傾向にあります。生活習慣

病予防の食生活は、単に油脂のとりすぎだけを気に

するだけでなく、病気を防ぐ油脂の種類があることも

知ってもらいたいと考えました。そこで、肉と魚の脂

を抽出し、体温まで下げて 2 つの油脂を比べました。

肉は白く固まり、魚はサラサラの状態を見て、自分た

ちの血管中で魚がすぐれた働きをすることを発見しま

した。

　肉や魚も好みだけでなくバランスよく食べることが

よいことを学習しました。

　学習を踏まえて、肉料理と魚料理のセレクト給食を

行いました。今までは、味が好き、においが苦手な

ど好き嫌いで食べていた子供たちですが、自分の体

のためにはこれを食べたいという理由で食事をするよ

うになりました。

　5，6 年生では家庭科や保健領域で食事と健康の

関わりを学習します。今後は教科等、横断的にまた継

続的に学習を行うことで自分の体調を整えるために、

食生活に興味関心を持ち、心も体も健康でいるため

の食事を選択できる力を養いたいと考えています。

自らの健康を考え、食を大切にする子供を育てる取組
～生活習慣病予防の授業を通して～ 市川市立中山小学校

栄養教諭　松本　正美

実験後のまとめ

温度の変化で反応するのはどっち？

魚の油脂 肉の油脂

 油と健康のかかわりについて考えよう

 脂質の特徴を知り自分の食生活を考えよう

 セレクト給食による食事の自己決定
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　本校は「やさしく、かしこく、たくましい児童

の育成」を教育目標に掲げ、児童が自ら学び、共

に伸び、互いに高めあえる教育活動を展開し、保

護者や地域と連携・協働することで信頼される学

校を目指し、全職員が取り組んでいます。

【児童自ら学び、共に伸び、互いに高めあう
食育活動】
1 年生　学級活動「給食を残さず食べるにはど
うしたらよいだろうか」
　給食ができるまでの様子を撮った写真を使い、

色々な人の力で給食が作られていることを伝える

と、大変興味をもっ

て話を聞いていま

した。『調理員さん

なりきり体験』で

は、「大きいね。」「重

たいね。」「髪の毛

が出ているよ。帽

子の中に入

れ よ う よ。」

などの気づ

きがありま

した。ク ラ

スの課題で

あった給食

の残菜については、給食を残してしまうのはどん

な時か問いかけ、残さず食べられるようにどのよ

うな工夫ができるか皆で意見を出し合いました。

児童からは「苦手なものを最初に食べる。」「好き

なものと苦手なものを交互に食べる。」「三角食べ

をする。」など色々な工夫がでました。クラスで出

し合った工夫は、次の日の給食から意欲的に活用

され始め、完食の日が多くなりました。

【地域と連携した食育活動】
3 年生　総合の学習「豆腐作り」
　大豆について学習していく中で、給食でも使用

している学区内にあるお豆腐屋さんから豆腐づく

りを習いました。普

段何気なく食べてい

るお豆腐は、時間と

手間がかかることを

知り、「毎日これを

やっているのかぁ。」

「いつ、にがりを入

れればいいのかな。」

「ゆっくり混

ぜるってどの

くらいかな。」

など、朝早く

から仕事をし

ているお豆腐

屋さんの大変

さに気づく発

言や、豆腐作りの難しさを学びとった発言が聞か

れました。出来上がった手作り豆腐は講師ととも

に試食し、本物のおいしさを実感しました。

　これからも安心・安全でおいしい給食を作ると

ともに、給食が活用される食育活動が学校全体

に広がるよう努力と工夫を重ねていきたいと思

います。

　　

野田市立二ツ塚小学校
学校栄養職員　加藤千恵子

調理員さん なりきり体験

豆腐作り体験

「おいしい給食から広がる食育」
  ～おいしいを体験活動で実感～・・・・
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　本校は肢体不自由児が通う特別支援学校です。摂食

機能に合わせ、４つの形態の給食を提供しています。

初・中期食は料理をミキサーにかけて作るため、見

た目が似通ってしまいがちです。そこで、食材を分

けて調理したり、絞り袋を利用して模様を描いたり

して、少しでも彩り良く楽しく食べられるように工

夫しています。

　後期食は昨年度から圧力鍋を利用した調理を開始

しました。今まで十分な柔らかさに仕上がらず教員

がはさみで食材を細か

く刻んでいましたが、

食具のみで食材を食べ

や す い 大 き さ に 調 整

し、咀嚼の力が弱い子

も自分の力で咀嚼でき

るようになりました。

　子供たちにとって「おいしい」とは、味だけでな

く食べやすさや食感が大きく影響します。「子供た

ちにとっておいしい給食」を目指して、これからも

工夫を重ねていきたいと思います。

　鎌ケ谷市の給食では「世界の料理」を取り上げ、

世界各国・地域の料理を提供しています。児童・生

徒が家庭でも話題にしやすいよう、サッカー・ラグ

ビー・バスケットボール等、その時々で行われる旬

のスポーツイベントと関わりのある国・地域の料理

を特に多く取り入れています。

　2018 年に行われた「FIFA ワールドカップ　ロシ

ア大会」では、日本代表チームと対戦した国及び開

催国のメニューを、試合の日に合わせて給食で提供

しました。その中から西アフリカにある「セネガル

共和国」の代表的な家庭料理である「マフェ」を紹

介します。「マフェ」は、ピーナッツペーストが入った、

鶏肉の煮込み料

理で、ご飯にか

け て 食 べ ま す。

食物アレルギー

に配慮して、ピー

ナッツぺースト

をガルバンゾ（ひ

よこ豆）やごま

のペーストで代

用し、何度か試

作を行い、給食

用にアレンジし

て食べやすくし

ました。

　これからも児童・生徒が、学校給食から発信され

る「世界の料理」を通して、いろいろな国や食文化

に興味を持って学んで欲しいと願っています。

千葉県立松戸特別支援学校
技師　秋山　みずほ

“おいしい” 給食を作るために
～ 一人ひとりを大切に ～

学校給食から世界の食文化を学ぶ
～世界の料理献立を取り入れて～

鎌ケ谷市学校給食センター
栄養教諭　小林　敦子

（鎌ケ谷市立東部小学校）

圧力鍋で調理した鶏肉

ご飯、マフェ、チキンヤッサ、　
ミックスナッツ、ヨーグルト、牛乳

「セネガル共
和国」の「マ
フェ」 給 食
活用レシピ
にも掲載

普通食 初期食 ( 注入食 )
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　本校は、令和元年度に県の「高等学校と連携した食

育活動支援事業」の指定を受け、大原高等学校と連携

して地域特産の「梨」を題材とした食育活動を行うこ

ととなりました。

　５月末には、大原

高等学校岬農場にあ

る梨園で高校生と共

にどれを残すと大き

な実に育つかなどを
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ステムや

明 確 な
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「さつまいも」県別生産量全国第３位の千葉県の特色を生かして！
　昨秋に県産の身近な食材から学び、楽しめる学校給食用パンを開発して欲しいと県学校栄養士会の要望を受けて、製粉
会社の製パン技術指導員の指導のもと子供たちの健康を第一に考え、原材料と美味しさにこだわり開発した「さつまいもパン」
です。県産さつま芋の甘露煮を小麦粉に対して20％の割合で混ぜ込みました。今年度は限定期間を設けず扱っています。

　千葉県では、新型コロナウイルスの影響を受け、需要が低迷して在庫が増えている牛肉や水産物を学校
給食の食材として提供することで、消費の拡大を図るとともに、給食を通じて、牛肉・水産物のおいしさ
や魅力を伝える食育活動に取り組んでいます。学校給食会は県内の小中・特別支援学校等に千葉県産水
産物の給食食材を無償で配達しました。学校での子供たちの会食の様子を紹介します。

献立紹介：船橋市立法典西小学校

　栄養教諭の口野先生はパン工場の生産部長さんに納品前
日、電話でパンについてのことを聞きました。前日の夕方
焼いたさつまいもパンを当日早朝、学校に届けること、さ
つまいもの形が残りおいしくなるように工夫したことな
ど、聞いたことを「給食メモ」で子供たちに伝えました。

さつまいもパン、レバーとポテトのレモンソースかけ、
　　　　　  千切り野菜のスープ、りんご、牛乳

　今日のさつまいもパンは中がふわふわで、小さいさつまい
もがいっぱいあって、小さいかぞくみたいでした！！今日はレ
バーが大人気で20人は「ほしい」といっていました！！いつも
給食ありがとう！！（4年　羽田　衣吹）

　今日のさつまいもパンはすごくおいしかったです。私はさつ
まいもが苦手だったけど、食べてみて「こんなにあまいん
だ！！」と思いました。おいしいさつまいもパンをありがとうご
ざいます。（6年　小熊　優衣奈）

あじわいカードから

献立紹介：我孫子市立高野山小学校
（水産物：タコ飯用ボイルカット）

　たこご飯用にボイルスライスしたタコが学校給食会から
届きました。肉厚で大きなタコに調理員さんもビックリ！
配膳された給食に子供たちも「大きいタコだ」「美味しそう」
「早く食べたい」…。ぱくっと一口。子供たちの表情はニッ
コリ。「たこご飯初めて」「ぷりぷりでおいしい」「やわら
かい」「大原の海の匂いがする」「大原ってどこ？」「もっ
と食べたい」「おかわり」。学校全体でこの日のための事前
指導があり、当日は「大原の皆さん、県の水産課の皆さん、
給食会の皆さんありがとう」とお礼の言葉でいっぱいに。
心温まる時間になりました。

たこご飯、揚げ出し豆腐、秋の香り味噌汁、胡瓜の柚香漬け、牛乳

献立紹介：鎌ケ谷市立東部小学校

納品されたタコ

献立紹介：旭市立干潟小学校
（水産物：イセエビボイル半身）

　子供たちは初めて食べるイセエビのグラタンに感激！事
前にイセエビの食べ方を学習し、スプーンで上手にくりぬ
いて食べていました。「ぷりぷりでおいしい」「ウニみたい
に濃厚」「海の匂いがする」「殻も食べられる？」「もっと
食べたい」「しっぽまで身がある」など美味しいを言葉で
表現していました。毎月 19 日は「千産千消デー」で県内
の食材（主に地場産）を使った献立にしています。今日の
献立の県産はさつまいも、イセエビ、豚肉、大根、マッシュ
ルーム、牛乳でした。教室中に南房総の香り・旭市の思い
が満ち、子供たちの心に栄養が届きました。

さつまいもパン、いせえびいろどりグラタン、あさひのめぐみスープ、ばくがゼリー、牛乳

ボイル半身 みそ入り特製ソース

調理場：
旭市第一学校給食
センター

学校給食用パンの開発（県学校栄養士会・学校給食会・パン組合の連携） 学校給食への農林水産物の提供（県と生産者・加工業者と学校給食会の連携）

学校給食関係機関・団体    との連携による取組紹介

さつまいもパン、ほしがたハンバーグ、ツナひじきサラダ、
　　　　 コーンポタージュ、こぶくろケチャップ、牛乳

　僕はこの前、さつまいもパンを店で買って食べたのです
が、その時よりも今日の給食で食べた方が、甘くてすごく食べ
やすかったです。給食のものはなめらかで驚きました。さつ
まいもパンを給食で食べることがなかったので、とても嬉し
かったです。（6年　工藤　健心）

　もともと、私はさつまいもが好きで、今日の給食がすごく楽
しみでした。食べてみると、パンの中に小さなさつまいもが
入っていて、すごくおいしかったです。一度食べてみたら止ま
らないほど、さつまいもの甘さとパンの味がすごく合っていま
した。また食べたいなと思いました。（6年　中村　桃果）

子供たちの感想から

　栄養教諭の小林先生は「食育ひと口メモ」
でさつまいもについての産地や特色、千葉県
産のさつまいもを使った「さつまいもパン」
ができるまでを子供たちに伝えました。

−  8  −
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前にイセエビの食べ方を学習し、スプーンで上手にくりぬ
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が、その時よりも今日の給食で食べた方が、甘くてすごく食べ
やすかったです。給食のものはなめらかで驚きました。さつ
まいもパンを給食で食べることがなかったので、とても嬉し
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　もともと、私はさつまいもが好きで、今日の給食がすごく楽
しみでした。食べてみると、パンの中に小さなさつまいもが
入っていて、すごくおいしかったです。一度食べてみたら止ま
らないほど、さつまいもの甘さとパンの味がすごく合っていま
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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組「豊かな心・生きる力」を育てる学校給食会の取組

ちばの子供たちの食育を応援

　令和2年10月27日に第
一回広報編集委員会が開
催されました。今年度は
年3回の『ちばっ子給食』
の発行がコロナ禍で、1月
と4月の2回になりました。
会議では広報第126号と
今後の発行計画等につい
て話し合われました。

広報編集委員会の開催 検査室から

詳細は給食会のホームページをご覧ください。

※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
293
104

令和2年度の食品検査状況（4月～11月）

広報編集委員会の様子

令和2年度（公財）千葉県学校給食会役員等の紹介
●評議員及び役員名（R2.7.1現在）
　　評議員　中村敏行・山下敦史・小熊　隆・岩瀬好央・庄司　彰・橋野仁美・溝口敏行
　　理　事　大塚一朗（理事長）・小関広行（常務理事）・日根野達也・山本春樹・岩切　裕
　　　　　　竹内重幸・八重樫勝伸・鳥羽英之・小林千恵子
　　監　事　田中昌夫・竹内千博・清水　登
●広報編集委員会委員名（R2.7.1現在）
　　安田　憲・須藤秀明・齋藤久也・加瀬政吉・青井龍太郎・丸山明美・岩島由美子・小川なおり
　　小林敦子・関　裕美・沼希世子・安達　康

● マーガリン（油脂）は  パンの風味を引き出すタイプに変更　

● 千葉県産米粉の割合を変更　
10％ ⇒ 3％ ※ 米粉特有のしっとり・もっちり感は継続

● 国産小麦粉の割合を変更
「北海道産ゆめちから」 50％ ⇒ 60％
「千葉県産さとのそら」 15％ ⇒ 25％

★学校給食用基本パンのこだわり
児童・生徒の健康を第一に考えます。
地産地消と美味しさにこだわります。

学校給食用基本パン（コッペパン・食パン）をリニューアル
2021年1月より
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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 塩分相当量
単　　位 kcal g g mg mg μg mg mg mg g g
米飯献立 657 29.4 21.4 304 6.3 225 0.84 0.61 73 4.5 2.1 
パン献立 935 43.9 34.4 467 9.4 323 0.39 0.75 128 7.3 3.2

ビ　タ　ミ　ン

（1 食単価 277 円） （1 食単価 336.2 円）

・ご飯 
・わかたまスープ 
・ポーク焼肉 
・もやしのナムル 
・フルーツゼリー 
・牛乳

・黒糖パン
・クラムチャウダー 
・チキンカツ 
・ブロッコリーサラダ
・牛乳

八千代市立八千代台東小学校 八千代市立睦中学校

献 立 名

材　料　名 重量 g 作　　　り　　　方

< 献立のねらい及び生徒の反応 >
　わかたまスープは、児童が野菜を食べやすくなるように、わかめと卵のとろみのあるスープに
しました。また、卵の黄色、わかめの緑色、パプリカの赤色、にんじんのオレンジ色、えのき
たけの白色と色鮮やかになるように見た目にも気を配りました。ポーク焼肉は、１人１枚の豚肉
にしたので、ボリューム感があり好評でした。たれは時間をかけてたまねぎをよく炒めることで、
甘味が出て食べやすい味になります。もやしのナムルは、ツナを入れて野菜が苦手な児童でも
食べやすい味付けにし、炒りごまとすりごまの２種類を使うことで、風味よく仕上げました。

ご飯・わかたまスープ・ポーク焼肉・もやしのナムル
フルーツゼリー・牛乳 献 立 名

重量 g 作　　　り　　　方

黒糖パン・クラムチャウダー・チキンカツ
ブロッコリーサラダ・牛乳

おいしい給食　 　  八千代地区学校栄養士会

 

実施日　令和 2 年 1 月 30 日　　調理場　八千代市学校給食センター西八千代調理場
（職氏名）栄養教諭　中里　亜子

実施日　令和 2 年 1 月 28 日　　調理場　八千代市学校給食センター西八千代調理場
（職氏名）専門員　小林　美沙子

材　料　名

< 献立のねらい及び生徒の反応 >
　冬の寒い時期にぴったりのチャウダーに、ほうれんそうやとうもろこしを加えて彩りよく
作りました。チャウダーにすることで、野菜が苦手な生徒も食べやすくなり、中学生に不足
しがちなカルシウムと鉄をしっかり取ることができる料理です。チキンカツは、給食センター
で手作りしました。4 000 枚の鶏肉に丁寧に衣をつけて、サクッと揚げました。食欲旺盛
の中学生にも好評でした。ブロッコリーサラダは、きゅうりの歯ごたえを残してボイルし、
食感よく仕上げました。ごまとみその風味がよい棒棒鶏ドレッシングは、生徒に好評でした。

ゴールドメシーガ ピンキーパンナ

黒糖パン
クラムチャウダー
　　ベーコンスライス
　　たまねぎ
　　にんじん
　　冷凍とうもろこし
　　コーンペースト（冷凍）
　　白いんげん豆ペースト（冷凍）
　　あさり　むき身ボイル
　　ほうれんそう
　　冷凍むきえだまめ
　　バター
　　白ワイン
　　豆乳
　　牛乳
　　ベシャメルソース
　　ピザ用チーズ
　　こしょう
　　洋風スープの素
　　食塩
　　鶏ガラブイヨン
　　生クリーム
　　水
チキンカツ
　　鶏もも切り身
　　にんにく
　　しょうが
　　食塩
　　こしょう
　　白ワイン
　　小麦粉
　　水
　　乾燥パン粉
　　米白絞油
　　ウスターソース
ブロッコリーサラダ
　　ベーコンスライス
　　冷凍ブロッコリー
　　きゅうり
　　にんじん
　　冷凍とうもろこし
　　棒棒鶏ドレッシング
　　食塩
　　こしょう
牛乳

①たまねぎはざく切り、にんじんはたんざく切り、
ほうれんそうは茹でた後に 2cm幅にカットして
おく。
　コーンペーストと白いんげん豆ペーストは流水
解凍しておく。あさりは汁をきり、洗った後に
白ワインをふりかけておく。	
②バターでベーコンを炒め、たまねぎを入れてさら
によく炒める。その後にとうもろこし、にんじ
んを入れ炒める。	
③②に水、Aを入れ、あさりを入れる。
④あさりに火が通ったら、牛乳、豆乳、コーンペー
ストと白いんげん豆ペースト、ベシャメルソース
を入れよく混ぜ、全体が混ざったら、チーズを
入れてよく溶かす。
⑤えだまめとほうれんそうを入れ、とろみの様子と
味を確認したら、仕上げに生クリームを入れる。

①にんにくとしょうがをみじん切りにする。
②鶏肉に①とAで下味をする。
③ Bでバッター液を作っておく。
④③に②をとおし、乾燥パン粉をつけて油で揚げ
る。
⑤④にウスターソースをかける。

①ベーコンはカラ煎り、とうもろこしは蒸して冷ま
しておく。
②きゅうりは小口切り、にんじんはたんざく切りに
して下茹でして冷ましておく。
③ブロッコリーは、崩れないように茹でて、冷ま
しておく。
④①②③をAで和える。
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A

A

B

A

ご飯
　米　精白米（強化米入り）
わかたまスープ
　　冷凍液卵
　　冷凍わかめ
　　赤パプリカ
　　にんじん
　　たまねぎ
　　長ねぎ
　　えのきたけ
　　春雨
　　白炒りごま
　　中華スープの素
　　水
　　食塩
　　しょうゆ
　　こしょう
　　ガラスープ中華風味
　　鶏ガラブイヨン
　　ごま油
　　でん粉
ポーク焼肉
　　豚肉肩ロース切り身
　　清酒
　　米白絞油
　　にんにく
　　しょうが
　　たまねぎ
　　砂糖
　　しょうゆ
　　清酒
　　焼肉のたれ
　　水
もやしのナムル
　　もやし
　　こまつな
　　きゅうり
　　にんじん
　　まぐろ油漬けフレーク
　　しょうが
　　ごま油
　　しょうゆ
　　砂糖
　　食塩
　　七味唐辛子粉
　　白炒りごま
　　白すりごま
フルーツゼリー
牛乳

米を炊飯する。

①にんじんと赤パプリカはたんざく切り、たまね
ぎはスライス、長ねぎは小口切り、えのきたけ
は石突をおとし、1/3にカットしてほぐしておく。
②液卵とわかめは流水解凍をしておく。
③ Aでスープを作り、たまねぎとえのきたけを入
れる。その後にんじんと赤パプリカを入れて煮
る。
④③の野菜に火が通ったら、Bを入れる。
⑤④に春雨をバラバラになるように入れた後に、
水溶きでん粉を回して入れる。
⑥⑤をしっかりと沸騰させて、液卵を加えながら
ゆっくりと混ぜていく。
⑦とろみと味を確認したら、長ねぎとわかめを加
えて、仕上げに白ごまとごま油を入れる。

①きゅうりは輪切り、にんじんはたんざく切り、こ
まつなは 2cm幅にカット、もやしは包丁をいれ
て、すべての野菜は下茹でをして冷ましておく。
②まぐろ油漬けはよくほぐして、冷蔵庫で冷やして
おく。
③みじん切りしたしょうがとAを合わせて、ドレッ
シングを作る。
④ Bをあわせておく。
⑤①②③をよく混ぜ合わせたら、Bを固まらないよ
うに入れて仕上げる。

①豚肉に清酒で下味をする。
②にんにくとしょうがをみじん切り、たまねぎはざく
切りにする。
③油でにんにくとしょうがを炒め、香りがでてきた
ら、たまねぎを入れよく炒める。水を加えて煮た
後、Aを入れて、ひと煮立ちさせたれを作る。
④豚肉を焼き、③のたれをかけて仕上げる。
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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組「豊かな心・生きる力」を育てる学校給食会の取組

ちばの子供たちの食育を応援

　令和2年10月27日に第
一回広報編集委員会が開
催されました。今年度は
年3回の『ちばっ子給食』
の発行がコロナ禍で、1月
と4月の2回になりました。
会議では広報第126号と
今後の発行計画等につい
て話し合われました。

広報編集委員会の開催 検査室から

詳細は給食会のホームページをご覧ください。

※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
293
104

令和2年度の食品検査状況（4月～11月）

広報編集委員会の様子

令和2年度（公財）千葉県学校給食会役員等の紹介
●評議員及び役員名（R2.7.1現在）
　　評議員　中村敏行・山下敦史・小熊　隆・岩瀬好央・庄司　彰・橋野仁美・溝口敏行
　　理　事　大塚一朗（理事長）・小関広行（常務理事）・日根野達也・山本春樹・岩切　裕
　　　　　　竹内重幸・八重樫勝伸・鳥羽英之・小林千恵子
　　監　事　田中昌夫・竹内千博・清水　登
●広報編集委員会委員名（R2.7.1現在）
　　安田　憲・須藤秀明・齋藤久也・加瀬政吉・青井龍太郎・丸山明美・岩島由美子・小川なおり
　　小林敦子・関　裕美・沼希世子・安達　康

● マーガリン（油脂）は  パンの風味を引き出すタイプに変更　

● 千葉県産米粉の割合を変更　
10％ ⇒ 3％ ※ 米粉特有のしっとり・もっちり感は継続

● 国産小麦粉の割合を変更
「北海道産ゆめちから」 50％ ⇒ 60％
「千葉県産さとのそら」 15％ ⇒ 25％

★学校給食用基本パンのこだわり
児童・生徒の健康を第一に考えます。
地産地消と美味しさにこだわります。

学校給食用基本パン（コッペパン・食パン）をリニューアル
2021年1月より

B

A

A

B

A
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編 集 後 記　
　2021 年、健やかに新しい年明けをお迎えのこと存じます。今年は丑年です。この干支の人は一般的に忍耐強さと
我慢強さを兼ね備えているため、どんな困難にもめげることなく、目標に向かって努力し続ける傾向にあるそうです。
子供たちも新年の目標をたて、次の学年への準備を始めていることと思います。昨年はコロナ禍で学校給食の提供に
ついて各地域、多種多様の御苦労がありました。そのような状況にもかかわらず、関係者の皆様に御協力いただき「学
校給食」の様子や「食育」の取組情報を伝えることができました。これもひとえに皆様の御理解・御協力の賜物と
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御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）

給食会の物資を使用したメニューの提案

煮りんごの春巻き

白いんげん豆のコロッケ

ホキのパイのせ焼き

VOL.06

材料名 分量（ｇ） 切り方 作り方

＊ホキ １切れ（30） ① Aを合わせた中にホキを入れ
さっと混ぜる。
②1枚のパイシートを8等分する。
③ベーキングトレイに切ったパイ
シートを置き、上に①をのせチー
ズをかけ230℃で15分焼く。

※パイシートは半解凍で扱うと調
理しやすい。

＊バジルオイル 2.5

＊白ワイン 0.5

＊パイシート １/８枚

＊シュレットチーズ 10

＊ベーキングトレイ　小判型 B

材料名 分量（ｇ） 切り方 作り方

＊するりん白花 30 解凍する ①ベーコンをよく炒め、後からたま
ねぎを入れ、たまねぎが透明にな
るまで炒め、冷ます。
②解凍したするりん白花・①・Aをよ
く混ぜる。
③②を俵型に成形しB・パン粉をつ
け揚げる。

※②が手につく場合は冷蔵庫で冷
やすと扱いやすい。

＊ベーコン　千切り 5
玉ねぎ 15 粗みじん
＊冷凍ホールコーン 5
＊冷凍むき枝豆 5
＊大豆の華 2
＊塩 0.2
＊パン粉 10
＊小麦粉 4
水 8
＊揚げ油 7

材料名 分量（ｇ） 切り方 作り方

春巻きの皮 １枚 ①黒豆は分量の水に15分つける。
②①に水を切ったりんご・砂糖を
加え中火で水分がなくなるまで、
焦がさないように煮る。
③②を冷ましチーズを入れ混ぜる。
④春巻きの皮で③を包み最後にA
でしっかり止め、170℃の油で揚
げる。

りんご 40
＊味付け乾燥黒豆 7
水 20
＊砂糖 2
＊シュレットチーズ 10
＊小麦粉 適宜
水 適宜
＊揚げ油 7

エネルギー タンパク質 脂質 カルシウム マグネシウム 鉄 亜鉛 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
178 5.5 9.1 20 27 0.8 0.8 1 0.11 0.05 3 0.4 3.4

特定原材料等
大豆・りんご・チーズ（乳）・小麦・春巻きの皮（小麦）

特定原材料等
ベーコン（豚肉）・大豆の華（大豆）・むき枝豆（大豆）・
パン粉（小麦）・小麦粉（小麦）

特定原材料等
バジルオイル（乳・豚肉・大豆・鶏肉・小麦）・チーズ（乳）・
パイシート（小麦・大豆・乳・卵）

＊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。

A

B

A

A

エネルギー タンパク質 脂質 カルシウム マグネシウム 鉄 亜鉛 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
187 9 12.7 74 9 0.1 0.5 40 0.01 0.09 1

エネルギー タンパク質 脂質 カルシウム マグネシウム 鉄 亜鉛 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
130 3.1 7 53 6 0.2 0.4 24 0.01 0.00 1 0.2 0.6

いちょう切りし、塩水に
さっとつける


