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〈回覧をお願いします〉

第　127　号
令和 3 年 4 月 1 日

わかめご飯、さんまのおかか煮、銚子産たっぷりキャ
ベツととり肉のみそ汁、大根のそぼろ煮、牛乳

（調理場：銚子市学校給食センター）

　冬でも温暖な気候の銚子市はキャ
ベツの一大産地で、秋から春が旬の
野菜です。寒い冬を乗り越えて甘みを
増したキャベツをたっぷり使ったみそ
汁は心も体も温まります。潮風と大地
の恵みのキャベツを食べて、心豊か
に元気に成長してくれることを願って
います。

キャベツの洗浄

銚子産のキャベツをたっぷり使って調理中

　開校16 年目を迎えた本校は、市
内の中央に位置し、学区の大部分が
商工業他、住宅地で占められていま
す。子どもたちの姿を通して、保護
者や地域の期待に応えられるよう努
めています。

銚子市立双葉小学校
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　昨年度は、今までに経験したことがない新型コロナ

ウイルスに追われた年でした。感染防止のため、「子

供の命を守る」一斉臨時休業は 3 か月にも及びま

した。休業に伴う学校給食停止は、成長期の子供

たちにとって、学校給食が食べられないことで生

じる「栄養格差」「栄養摂取不足」が懸念され、子

供の健康や食生活に関わる者として心を痛めてき

ました。休業終了後は「新しい生活様式」を踏まえ、

配膳方法や前向きによる喫食等「新しい給食時間

の約束」を徹底し、嬉しさと緊張のもと、6 月に

学校給食が再開できました。そのような中におい

て、本校と本市のささやかな取組を紹介します。

  【本校による実践】
　魅力ある食事形態の工夫として、児童が楽しみの

一つとしてバイキング給

食があります。７月はお

いしい果物の種類が多く

出回るため、フルーツバ

イキングを実施していま

す。しかし、コロナ禍の中、

実施は難しい状況にあり

ました。そこで、個別に

透明の容器に盛り付ける

方法にしました。フルー

ツの種類については事前

にアンケートを取りその

結果、上位 3 位の果物「すいか、メロン、オレンジ」

に決定しました。子供たちは自分が希望した果物が

提供されることで、わくわくした時間となりました。

さらに、12 月には旬を考えながら、りんごを取り

入れました。おいしそうな色どりのよいフルーツの

盛り合わせに楽しい給食時間になりました。

  【本市における実践】
　国産農林

水産物等販

売促進緊急

対策事業の

一環で、県

産水産物が

12 月 に 給

食の食材と

して提供さ

れました。市内小中特別支援学校で各校が希望す

る種類の魚を１回使用しました。使用した水産物

は、銚子市産のサバ、勝浦市産のカツオ、銚子市

産のハマチ、いすみ市産のタコ、鋸南町産のマダイ、

南房総市産のイセエビ、南房総市産のイワシです。

　給食では、素材を生かす工夫をして献立を立案し

ました。

　児童生徒は、放送や資料を通して県の水産業に

ついて理解を深め、感謝の気持ちをもって味わい

ました。質の良い県産水産物のおいしさを味わう

とともに豊かな産物を知り、より一層「食」を大

切に感じた貴重な機会となりました。

食を楽しみ、大切にする子供の育成
～メニューの工夫を通して～

千葉市立瑞穂小学校　栄養教諭　秋葉　佳子

フルーツカップ

二色丼、呉汁、フルーツカップ、
牛乳

ごま塩ご飯、焼きのり、真鯛の塩焼き、さ
つま汁、ひじきの煮物、みかん、牛乳

いすみ市産のタコ・南房総市産のイセエビの献立例

たこと大豆のからあげ イセエビの塩焼き
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　長生村では、地域の生産者の方々が愛情を込め

て作ってくださったアイガモ米や葉玉ねぎ（玉ね

ぎの玉がふくらむ前の早い時期に収穫したもの）、

トマト、とうもろこし、そら豆、白菜、ねぎ、大根、

里芋など、新鮮で美味しい旬の地場産物を学校給

食へ積極的に取り入れています。長生村内の各小

中学校では、毎月１９日の食育の日に、長生村産

の食材をふんだんに使った統一献立を実施しており、

子供たちも楽しみにしています。

郷土の素晴らしさを伝える授業
　本校では、長生村の特産物であるアイガモ米を

題材とした道

徳科の授業を

行 っ て い ま

す。アイガモ

農法とは、ア

イガモを田ん

ぼに放して雑

草や害虫を食

べてもらい、安心・安全なお米を生産する自然循

環型の米づくり法です。アイガモが田んぼの中で

するふん尿は、そのまま有機肥料となり、田植え

から稲刈りまでの間に除草剤や害虫防除の農薬を

使用することは一切ありません。

　授業では、アイガモ

農法が確立されるまで

の歴史を説明し、生産

者の方のインタビュー

とアイガモが田んぼを

実際に泳いでいる映像

を VTR で流しました。

生産者の方の「安心・安全なお

米を食べてほしい」という思い

や努力を知ることで、生徒から

は「生産者の方へ感謝し、給食

を残さず食べたい」という声が

聞かれました。また、アイガモ

が田んぼで泳いでいる普段の風

景を見かけることやアイガモ米を毎日給食で食べ

られるこ

とは、他

の地域に

は な い、

恵まれた

ことであ

ると気づ

いたよう

です。

　授業の中では、「長生村に米農家がなくてはな

らないのだろうか」の発問を投げかけ、「自分が

米農家だったらどうしていたか」「自分だったら

郷土のためにどのようなことができるか」を考え

る時間をとりました。生徒の感想には、「自分が

生まれ育ったこの村に、今自分は何ができるのか、

この先どんなことで助けていくことができるの

か、ということを考えるきっかけになった」「お

店で見かけたら買ってみようと思う」という声も

あり、郷土に対して主体的に関わろうとする姿勢

がみられました。

　今後も、地域と連携し、郷土の素晴らしさを伝

えるとともに、郷土に誇りや愛着を持ってもらえ

るような食育活動を続けていきたいと思います。

　　
地産地消を目指す学校給食

～アイガモ農法を題材とした授業を通して～
長生村立長生中学校　学校栄養職員　鳰川　真珠美

T.T. による授業

田んぼを泳ぐアイガモ

アイガモのひな

生産者の髙山さん
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　私たち学校栄養士は、子供たちに食べることの喜びや楽しみ、食べることの大切さ、自分の健康を守

るための食事のとり方など、学校給食を「生きた教材」として活用しながら食育指導に取り組んでいます。

　令和 2 年度は、新型コロナウイルス感染拡大防止のために、元年度末の休校要請に引き続き 4 月 7 日

から 5 月 25 日の緊急事態宣言発出と、学校に子供たちの姿がない日々が続きました。この間、学校栄

養士は教育活動再開に向け、簡易給食や分散登校に対応する献立、配膳を簡略化する献立など通常とは

違う献立作成に取り組みました。また、感染防止に努めながらも楽しい給食時間となるよう工夫を重ね

ました。今回のコロナ禍の学校給食については、市町村ごとに対応をまとめ、今後、会員が共有できる

システムを作成する予定です。

　例年行っている総会及び研修会、夏季研修会、勉強会、調理講習会、研究紀要の発行等は感染拡大防

止のために実施できませんでしたが、関係各機関の協力を得て、オンライン研修会の情報提供を行いま

した。

　今年度も、感染防止に配慮しながら安全でおいしい給食を提供し、

子供たちの心身の成長に寄与していきたいと思います。

心身ともに元気な「ちばっ子」を育てる学校給食の推進
会長　小林　千恵子

（我孫子市立布佐南小学校　栄養教諭）

　千葉県学校給食センター研究会では、年間を通じて学校給食センターにおける管理運営の適正化や給

食内容の充実及び改善を図るため会員相互の連絡を密にし、安心・安全で美味しい給食を提供できるよ

う各種研修会等を開催するなど情報交換を行っています。

　令和 2 年度は、新型コロナウイルス感染症が全国に拡大する中、学校の一斉休業に伴い児童生徒の生

活は一変しました。学校再開後は全ての子供の健やかな学びを保証するとの考えから「3 つの密を避け

る」「マスクの着用」「手洗いなどの手指衛生」など基本的な感染防止対策により教育活動を継続する「学

校における新しい生活様式」が国から示されました。

　学校給食は児童生徒の心身の健全育成を支える重要な機能であることはもちろんですが、同時に、感

染リスクの高い場面も多くあることから、より一層の衛生管理の徹底が求められます。

　今後本会においては、ウィズコロナ時代の「新しい生活様式」の中での学校給食の役割と実施の留意

点について相互に情報を共有・連携しながら、子供たちが楽しくおいしい給食が食べられるよう、学校

給食のより一層の充実を支援してまいります。

安全に楽しく・おいしく食べる学校給食のために
会長　鳥羽　英之

（栄町学校給食センター所長）

千葉県学校栄養士会

千葉県学校給食センター研究会

「豊かな心・生きる力」を育てる学校給食の取組「豊かな心・生きる力」を育てる学校給食の取組
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　　―学校給食関係団体一年の歩み―

　本会は、県内の特別支援学校に勤務する栄養教諭及び栄養職
員による研究団体です。
　各研修会をとおして専門性を高め、子どもたちの笑顔のため
に、安心安全な給食の提供に取り組んでいます。本年度は新型
コロナウイルス感染症拡大の影響で研究部会としての活動は中
止や規模縮小となり、標題にある研究テーマも次年度へ継続す
る形となりました。

　研究は「食の指導」「食形態」「安全な給食」「全体運営」の 4 班で行い、次年度以降の活動の方法につ
いて協議しました。調理従事者研修会、全体研修会も中止となりましたが、11 月には全国農業協同組合
中央会の講師による「千葉県米農家によるこどもに伝えたい千葉県の農業、お米の魅力」と和食給食応
援団　貝渕卓也氏による「千葉県産食材を活用した冬〜春の和食給食献立」について御講演いただき、
研修できたことは大変有意義でした。
　コロナ禍の中でも、より安全安心な学校給食を提供し、子どもたちの健康管理に貢献できるよう、
研鑽を深めていきたいと思います。

　千葉県教育研究会学校給食部会では、研究主題を「豊かな人間性を育てる学校給食のあり方を求めて」
とし、県内 6 地区に分かれて学校における食に関する指導の一層の充実を目指して活動してきましたが、
令和 2 年度は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響で役員会、幹事会はもとより、地区別研究協議会
等のすべての取組みが行えませんでした。
　そこでここでは、本校の 2 年生で実践した学級活動における食に関する指導（題材名「給食名人にな
ろう」）についてご紹介します。
　この学習で一番大切にしたことは、「食に関する指導の手引き　第二次改訂版」にも示されていますが、
学級活動の目標がよりよく達成されることを第一義的に考え、その実現の過程に「食育の視点」を位置
付け、意図的に学習を展開したことです。そこで、学級活動の特質を踏まえ「問題の発見・確認―解決
方法等の話し合い―解決方法の決定―決めたことの実践―振り返
り」という学習過程にしました。具体的には、学習のまとめでただ
単に「わかったことや感想」を児童に書かせてまとめとするのでは
なく、これから取り組む目標を自己決定させるとともに事後の評価
についても考えさせ課題解決につなげていきました。授業後の協議
会の中で「各教科等における食に関する指導においては、各教科等
の特質を十分理解した上で食に関する指導を実践する必要がある。」
という意見が出されました。

部会の活動と本校の食に関する指導について
会長　柳橋　伸彦

（千葉市立登戸小学校　校長）

特別支援学校における給食及び食育の充実
　　～障害を持つ子どもたちの生きる力を育てるために～

会長　長谷川　裕子
（千葉県立船橋夏見特別支援学校校長）

千葉県教育研究会　学校給食部会

千葉県特別支援学校教育研究会  学校給食部会

「豊かな心・生きる力」を育てる学校給食の取組「豊かな心・生きる力」を育てる学校給食の取組

実技研修ライブ配信

学級活動「給食名人になろう」
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　本校は各委員会活動が活発に行われており、給

食は給食委員会の児童が歌った給食の歌を流して

始まります。

　また、食育については、給食委員会と学校保健

委員会が連携して活動しています。

　昨年度は、「マナー

よく、バランスの良

い食事を心がけよう」

というテーマで、正

しい箸と食器の持ち

方のポスターを作成

し、マナー向上を図

りました。今年度は、「歯の大切さについて考えよ

う」というテーマで、噛むことの大切さについて、

掲示用の

ポスター

作りやお

昼の放送

での呼び

かけを行

い ま し

た。児童

はもちろ

ん、先生方の協力もあり成果のある活動となりま

した。保健委員会と連携し活動することで、食育

のひとつの課題に継続性が生まれ、様々な場面で

今まで以上に児童は食を意識するようになりまし

た。今後も委員会活動の連携を継続し、食育を推

進していきたいです。

　令和 2 年度、本市は県民の日から新型コロナウ

イルス感染拡大防止策として、市内統一献立・弁

当方式で給食を再開することになりました。弁当

方式の給食作りは初めての調理員ばかりだったた

め、作業工程や動線など全く想像がつかない状態

からのスタートでした。

　梅雨の時期、衛生管理

の徹底や調理に関する指

示、正確で効率的な弁当

の詰め方・教室までの配

送方法など、何度も調理

員と確認しながら打

ち合わせを行いまし

た。そして、調理員

の意欲的な取り組み

により、初日は予定

より詰める時間がか

か り ま し た が、 シ

ミュレーションを重

ねていたことで、無事に給食の時間に間に合わせ

ることができました。７月に入り弁当方式の給食

は終わりましたが、その後も感染拡大防止策に細

心の注意を払いながら、給食室のチームワークと

仕事に対する意識の高さに支えられ、安心安全な

給食を提供しています。今後も、子供たちが笑顔

になるおいしい給食を届けられるよう、調理員と

共に取り組んでいきたいと思います。

船橋市立前原小学校
学校栄養職員　星野　由美

委員会活動を通した食育
～学校保健委員会と連携した活動～

ポスターの掲示を前に静かな給食タイム

箸の持ち方ポスター

給食再開時の弁当給食

弁当方式での給食再開
～調理員さん達の底力～
松戸市立馬橋小学校
栄養教諭　瀬賀　美也子

「水産物販売促進緊急対策事業」
で無償提供された愛媛県産真鯛
を使った鯛めし献立
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　本市では、令和元年の房総半島台風（台風 15 号）

により 1 週間から 2 週間程の停電がありました。

そのときの体験から災害時のテーマを設定し、授

業を行いました。

　災害から身を守るための行動では、過去の災害や

今後心配される南海トラフ地震・首都直下地震など

の被害を想定し、災害を具体的に想像できるように

しました。食生活では、東日本大震災の炊き出し例

を参考に、非常食の備えやローリングストック法（備

蓄する→食べる→買い足す方法）について知らせま

した。乾パンの試食や家庭でよく備蓄されている食

品の 6 群分けを行い、食事の用意に工夫が必要な

こと、栄養バランスが偏

りやすいことを実感でき

るようにしました。食事

をとるための工夫では、

『ポリ袋クッキング』とし

て、ごはん・スパゲッティ・

蒸しパンの調理方法を紹介しました。

　授業の内容によって、Zoom を活用することで、

全クラスを集めずに他のクラスの意見や発表を見

ることができるように

しました。また、別室

でごはんを調理してい

る様子を配信して、よ

り興味や関心を高める

ように工夫しました。

忘れた頃にやってくる災害に向けて、意識を継続

していきたいと思います。

防災教育における食育

掲示に活用してください

八街市学校給食センター
栄養教諭　山本　三千代

（八街市立八街中学校）

　本市は千葉県で 2 番目に大きな市で、市街地

の他に、東京湾に面した京葉工場地域や日本猿

や鹿などが見られる自然豊かな山間部など、実

に様々な顔を持ち合わせています。家庭環境も

異なり、祖父母と同居し、帰れば食事が用意さ

れている家庭もあれば、両親が共働きで帰宅し

ても家に誰もいないという家庭もあります。ど

の家庭がよいというのではなく、調理場として

いかに家庭の実情に合った指導を実施できるか

が重要だと考えています。しかし、人員と時間
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を見極める必要があると考えます。現在は各学

校で実施さ

れている小

児生活習慣

病予防健診

と関連付け

た 授 業 や、

個別栄養相

談などを実

施して、健康教育に力を入れているところです。

　今後、食育の拠点である市内唯一の調理場とし

て各学校と連携してどのように発展していくかは

未知数です。しかし、まずは目の前の日々の給食と、

子供たちと触れ合う時間を大切にして業務にあ

たっていきたいと思います。

小学 4 年生の T.T. による授業

ポリ袋クッキング

Zoom を使った授業

広域地域を担当する共同調理場と
これからの食育  ～健康教育をとおして～
君津市学校給食共同調理場
栄養教諭　井上　直洋

県教育委員会指定　地域における食育指導推進拠点校の取組
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 健康な生活を送るためには健全な食生活は欠かせませ

ん。特に、成長期の子供たちにとって、健全な食生活は、

健康な心身を育み、将来の食習慣の形成に影響を及ぼす

とても重要なものです。 

 したがって、子供たちが生涯にわたって健やかに生き

るためには、栄養や食事のとり方などについて、自ら判

断し、食生活をコントロールする力が必要となります。

その基礎を養うことが、学校での食育の目的の１つです。

子供たちの健康な心身の成長のため、校長先生のリーダ

ーシップの下、学校全体で食育に取り組んでいけるよう、

お願いいたします。 

  

 千葉県では、毎年、食に関する学習ノート「いきいき

ちばっ子」で学んだことを活かして、小学５・６年生を

対象に「オリジナル弁当コンクール」を実施しています。 

 この取組は、栄養バランスや地産地消、食材の組み合

わせなど食に関する知識や食を選択する力を生かし、実

際にお弁当づくりを体験することにより、子供たちが食

への関心を高め、食べることを見つめ直して、食生活の

改善を図ることを目的としています。 

 令和２年度は、「元気が出るお弁当を作ろう！」をテ

ーマに作ったお弁当を募集しました。「あまり会えない

家族に食べてほし

い」「コロナに負け

ない」などの思いが

詰まったお弁当な

ど、５３３点の応募

がありました。アイ

ディアいっぱいの素

敵なお弁当の応募あ

りがとうございまし

た。 

「オリジナル弁当コンクール」優秀賞 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  健健全全なな食食生生活活のの実実践践をを  
  

    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   

 

学校全体で食育を 

オリジナル弁当コンクール 

 
個人の部 

船橋市立三山小学校６年 
 城 菜摘 
「千葉のパワーを 
   医療機関におすそ分け」 

 
団体の部 

市川市立柏井小学校６年 
 八木 彩那 
「コロナに負けるな！ 
     早く会いたいな弁当」 

佐倉市立西志津小学校６年 
 菅野 瑠生 
「夏バテ防止！元気100倍弁当」 

松戸市立牧野原小学校６年 
 山崎 優奈 
「Thank you mother lunch box!」 

松戸市立牧野原小学校６年 
 及川 一太 
「祖父母が作った 
  米と野菜で作る地産地消弁当」 

市原市立青葉台小学校５年 草場 優世 
浦安市立富岡小学校５年  田中 和 
浦安市立美浜北小学校５年 深町 彩音 
白井市立南山小学校５年  山本 昊 
「インドの元気をお届け！ 
    スパイスたっぷりアッチャー弁当」 

鎌ケ谷市立東部小学校６年 
 内山 千愛季 
 根本 茉実 
 藤原 凌真 
「コロナに負けるな！ 
  千葉の食材を使った世界食旅行弁当」 

市川市立中国分小学校６年 
 木間 朱里 
 川倉 千愛 
 石橋 明珂莉 
「栄養満点夏野菜弁当」 



−  9  −

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

　本会は学校教育における食育に関する行事等に会議
室、調理研修室、食育支援室、試作室等を貸し出してい
ます。今年度は新型コロナウイルス感染拡大防止のた
め、利用人数制限や喫食等について条件付きで貸し出し
を行いました。実技講習会を実施した団体においては健
康管理に十分留意し、密にならない班編成や参加者の人
数制限等本会の使用許可規程に基づいて安全・安心な
講習会を行いました。使用許可規程については本会ホー
ムページをご覧ください。

　今年度は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため書面審査
での開催でした。第1次書類審査は小学生から大人までの応募
作品175点から10点が選考され、第２次審査も各関係機関の審
査員による書面審査となりました。審査委員長より「よく噛む食
材、千産千消食材、見た目のおいしさ、彩りや栄養バランスが取
れているなど、最終審査に選ばれた10作品はすべて網羅されて
いました」との講評がありました。表彰式は中止とし、郵送で受
賞者に賞状等を届けました。　

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
177
39

令和2年度の食品検査状況（12月～3月）

● 県教育委員会主催の悉皆研修
・使用場所：会議室
講師：昭和女子大学大学院
　　　女性健康科学研究所
　　　所員・研究員　原　正美氏
講師：船橋市立坪井中学校
　　　栄養士　岩島由美子氏

● 千葉市の栄養教職員自主研修会
・講師の派遣　・使用場所：会議室・調理研修室・試作室

講師：千葉県学校給食会 相談員　山中　裕子氏

千葉市栄養教職員会調理講習会
R2.12.19実施

～千葉市栄養教職員会～ （協賛：千葉県学校栄養士会・栄養教諭期成会）

● 調理実習のライブ配信（運営：和食給食応援団）
・使用場所：会議室・調理研修室

講師：千葉県農協青年部協議会 参与　平野　一裕氏
講師：和食給食応援団「貝渕 卓也」　貝渕　卓也氏

千葉県特別支援学校教育研究会学校給食部会研修会
R2.11.13実施

～千葉県特別支援学校教育研究会　学校給食部会～

千葉県新規採用学校栄養職員校外研修
R2.11.20実施

～千葉県教育庁教育振興部学校安全保健課～

令和２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

外部関係団体への支援紹介（会議室等）

★千葉県知事賞　小学生　中西 あかり
「たっぷり野菜とれんこんシャキシャキつくね」
れんこん入りつくね、ブロッコリーとベーコンの炒め物、
新しょうがとごまの混ぜ込みご飯、にんじんサラダ、
卵焼き、ゆで枝豆

★千葉県学校給食会理事長賞　高校生　宮本 紗羽
「栄養満点　かみかみ弁当」
コーンじゃがいものバターしょう油ごはん、梅としその肉巻き、
納豆チーズの炒り卵、ごぼうとパプリカのフレンチマリネ、
ミニトマト、りんごとくるみのはちみつがけ

　前号につづき、今回は県の補
助により国産牛を提供された取
組を紹介します。
　君津市学校給食共同調理場
の栄養教諭井上先生は 10 月に
黒毛和牛を使ったサイコロス
テーキを学校給食で提供したと
ころ、一部から「硬い、ゴムみた
い…」と。くやしさをバネにもう
一度 1 月 29 日に味付け等をか
えて「サイコロステーキ」に挑
戦。等級をかえ、油を全体にまぶ
し、肉が固くならないように工夫
し、素材の味を大事に味付けし
ました。子供たちに「おいしい」
と言われニッコリ。なによ
りも－１℃の牛肉 350kg
を扱った調理員さんたち
に感謝。　　

学校給食に農産物の提供・・・黒毛和牛

黒毛和牛の手作りカードで食育中

カットされた黒毛和牛

ごはん、サイコロステーキ、
ツナとじゃがいものソテー、
オニオンスープ、牛乳
（協力：君津市立貞元小学校）

−  9  −

 

 

 

 

  

 健康な生活を送るためには健全な食生活は欠かせませ

ん。特に、成長期の子供たちにとって、健全な食生活は、

健康な心身を育み、将来の食習慣の形成に影響を及ぼす

とても重要なものです。 

 したがって、子供たちが生涯にわたって健やかに生き

るためには、栄養や食事のとり方などについて、自ら判

断し、食生活をコントロールする力が必要となります。

その基礎を養うことが、学校での食育の目的の１つです。

子供たちの健康な心身の成長のため、校長先生のリーダ

ーシップの下、学校全体で食育に取り組んでいけるよう、

お願いいたします。 

  

 千葉県では、毎年、食に関する学習ノート「いきいき

ちばっ子」で学んだことを活かして、小学５・６年生を

対象に「オリジナル弁当コンクール」を実施しています。 

 この取組は、栄養バランスや地産地消、食材の組み合

わせなど食に関する知識や食を選択する力を生かし、実

際にお弁当づくりを体験することにより、子供たちが食

への関心を高め、食べることを見つめ直して、食生活の

改善を図ることを目的としています。 

 令和２年度は、「元気が出るお弁当を作ろう！」をテ

ーマに作ったお弁当を募集しました。「あまり会えない

家族に食べてほし

い」「コロナに負け

ない」などの思いが

詰まったお弁当な

ど、５３３点の応募

がありました。アイ

ディアいっぱいの素

敵なお弁当の応募あ

りがとうございまし

た。 

「オリジナル弁当コンクール」優秀賞 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  健健全全なな食食生生活活のの実実践践をを  
  

    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   

 

学校全体で食育を 

オリジナル弁当コンクール 

 
個人の部 

船橋市立三山小学校６年 
 城 菜摘 
「千葉のパワーを 
   医療機関におすそ分け」 

 
団体の部 

市川市立柏井小学校６年 
 八木 彩那 
「コロナに負けるな！ 
     早く会いたいな弁当」 

佐倉市立西志津小学校６年 
 菅野 瑠生 
「夏バテ防止！元気100倍弁当」 

松戸市立牧野原小学校６年 
 山崎 優奈 
「Thank you mother lunch box!」 

松戸市立牧野原小学校６年 
 及川 一太 
「祖父母が作った 
  米と野菜で作る地産地消弁当」 

市原市立青葉台小学校５年 草場 優世 
浦安市立富岡小学校５年  田中 和 
浦安市立美浜北小学校５年 深町 彩音 
白井市立南山小学校５年  山本 昊 
「インドの元気をお届け！ 
    スパイスたっぷりアッチャー弁当」 

鎌ケ谷市立東部小学校６年 
 内山 千愛季 
 根本 茉実 
 藤原 凌真 
「コロナに負けるな！ 
  千葉の食材を使った世界食旅行弁当」 

市川市立中国分小学校６年 
 木間 朱里 
 川倉 千愛 
 石橋 明珂莉 
「栄養満点夏野菜弁当」 



−  10  −

（１）学校給食用物資の供給に関する事業　
　学校給食の円滑な実施を支援するため、県下同一の条件
の下、県内産物資の活用を推進すると共に、学校給食用物
資の安全性を確保しつつ安定的に適正な価格で供給する。

〈物資委員会活動〉
・県下各地域で生産される農畜水産物及びその加工品を中
心に地産地消や食育の観点に即した物資を選定・開発する。

・安全・安心な物資を確保するため製造工場の視察を実
施する。

（２）学校給食用牛乳に係る業務委託事業
　牛乳の供給に係る代金請求・支払等受託事業

（３）学校給食用物資の衛生・品質管理に関する事業
　取扱物資の自主検査や外部委託検査を実施することに
より、品質管理を行う。また、製造業者に対して衛生・
品質管理の指導を徹底し、学校給食の安全 ･ 安心対策を
強化する。
①　品質検査の実施（細菌検査・理化学検査）
②　衛生・品質管理の指導
③　一般財団法人千葉県薬剤師会検査センターとの連携
④　物資規格書システムの充実

　　（原料配合・栄養分析・アレルギー物質・原産地等を表示）
⑤　検査機器の貸出事業 
⑥　物流管理システムの運用
⑦　衛生管理の充実
⑧　委託加工工場衛生管理研修会
⑨　一般物資取引先業者衛生管理研修会

（４）学校給食の普及充実に関する事業
　県が策定した第３次食育推進計画を踏まえ、子供の健
全な食生活の実現と豊かな人間形成を育むために、魅力
ある食育推進活動を行う。また、「食育」支援の充実を図
る観点から、栄養教諭・学校栄養職員に対し講習会・研
修会を開催、普及啓発事業等の諸活動を実施する。
①　食育フェア（講演会及び学校給食展示会）
②　千葉県の伝統料理を取り入れた調理講習会
③　学校給食献立システムソフトの活用
④　食育教材の貸出事業
⑤　いきいきちばっ子学習ノート ( 中学生版 ) 活用の支援
⑥　いきいきちばっ子「オリジナル弁当コンクール」
⑦　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
⑧　「かむ子・のびる子・元気な子」料理コンクール

令和3年度　学校給食支援事業の概要
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （公財）千葉県学校給食会

学校給食の普及充実に関する事業（主な研修会等）
№ 事　  　業　  　名 開催月 区分 対　  　象 人 員 日 数

1 学校給食用パン技術向上研修会 7 月     
3 月 主催 パン委託加工工場 30 名 各 1 日

2 食育フェア
( 講演会及び学校給食展示会 ) 8 月 主催 学校給食関係者 400 名 1 日

3 千葉県の伝統料理を取り入れた調理講習会 8 月 主催 栄養教諭・学校栄養職員 50 名 2 日

4 いきいきちばっ子
「オリジナル弁当コンクール」 6 ～ 12 月 後援 県内在学小学生 公募 －

5 「かむ子・のびる子・元気な子」
料理コンクール 11 月 後援 県内在住・在勤・在学者 公募 1 日

6 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 11 月 後援 県内在学中学生 公募 1 日

（詳細につきましては、ホームページに掲載しておりますので、ご覧ください。）

○評議員及び役員名（R3.4.1 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

○人事異動等 （昇任、 採用、 異動は R3.4.1 付）

昇　任　物資課主査　　地曵　憲一

総務課副主査　新井　瑞穂

採　用　嘱託　谷岡　麻衣子　

　　　　嘱託　佐藤　朝子

　　　　

　　　　

　　　　　

配置換え　物資課長　　　醍醐　勝美（衛生管理室長）
　　　　　物資課副主査　中山　健児（基本物資室長）
　　　　　物資課主事　　長谷川　晋史（一般物資室）
　　　　　物資課主事　　星野　海都（一般物資室）
退　　任（R2.6.30 付）
　　　　　常務理事　三橋　一慶
退　　職（R3.3.31 付）
　　　　　物資課主査　中村　彰　　　　
　　　　　嘱託　　　　山中　裕子　　　　
　　　　　嘱託　　　　丸山　恵子

県立美術館とポートタワー
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（1 食単価 226 円） （1 食単価 339 円）

・麦ごはん 
・さばのごまだれ焼き
・水菜とじゃこのサラダ 
・なめこのみそ汁 
・スイートスプリング 
・牛乳 

・黒糖ロールパン
・リボンマカロニの
　ラザニア風
・大根とワカメのサラダ
・ポトフ
・オレンジ 
・牛乳

我孫子市立我孫子第二小学校 我孫子市立湖北台中学校

おいしい給食　  　  我孫子地区学校栄養士会
ゴールドメシーガ ピンキーパンナ

献 立 名 黒糖ロールパン・リボンマカロニのラザニア風・
だいこんとわかめのサラダ・ポトフ・オレンジ・牛乳

材　料　名 重量g 作　　　り　　　方
黒糖パン（ロール型） 30
リボンマカロニのラザニア風 ①にんにく・たまねぎ・セロリー・にんじんをみじ

ん切りにする。マッシュルームはスライスする。
パセリはみじん切りにする。

②釜に油を熱し、①のにんにくを炒めて香りが出
たら豚ひき肉を入れてよく炒める。

③②に①の野菜を加えてさらに炒める。
④③にマッシュルームとＡを加えて煮詰めミートソ

ースを作る。
⑤牛乳を湯煎する。
⑥釜にＣを入れ加熱し、薄力粉を入れて弱火で

しっかり炒め、そこに⑤の牛乳を少しずつ練り
合わせ、塩・こしょうで味を調えてホワイトソー
スを作る。

⑦マカロニを茹でて⑥に混ぜ合わせる。
⑧天板に角平型グラタン皿を並べて⑦を均等に入

れていく。
⑨⑧に④をのせ、その上にＢを混ぜて振りオーブ

ンできれいな焼き色がつくまで焼く。

　　・リボン型マカロニ 30
　　・豚ひき肉 35
　　・たまねぎ 35
　　・セロリー 2.5
　　・にんじん 6
　　・マッシュルーム 3
　　・トマトケチャップ 12
　　・トマトピューレ 9
　　・ウスターソ－ス 4
　　・食塩 0.3
　　・黒こしょう 0.02
　　・ナツメグ(粉） 0.03
　　・赤ワイン 0.6
　　・粉チーズ 1.5
　　・パセリ 0.5
　　・にんにく　　　 0.2
　　・油 1
　　・有塩バター 3
　　・油 3
　　・薄力粉 6
　　・牛乳 70
　　・食塩 0.24
　　・黒こしょう 0.02
だいこんとわかめのサラダ ①だいこんは千切り、きゅうりは小口切りにして

茹でて冷却する。
②わかめは茹でて冷却し、よく水を切る。
③Aを合わせて加熱し冷ましておく。
④ごまは炒って加熱し冷ましておく。
⑤①の野菜はよく絞って水を切り、わかめとツナ

と混ぜ合わせ、③のドレッシングで全体をあ
える。

⑥最後に④のごまを入れて仕上げる。

　　・だいこん 20
　　・きゅうり 14
　　・冷凍わかめ 6
　　・ツナフレークレトルト 9
　　・サラダ油 1
　　・穀物酢 1.5
　　・食塩 0.15
　　・こしょう 0.02
　　・こいくちしょうゆ 0.2
　　・三温糖 0.18
　　・白ごま（いり） 1
ポトフ ①Aに野菜の皮等使用しなかった部分を加えて２

時間程煮込んでスープをとる。
②にんじん、じゃがいもはいちょう切り、たまねぎ

はくし切り、セロリーは薄切り、キャベツはざく
切りにする。

③①でとったスープに豚肉・白ワインを入れ少し
煮た後、にんじん・たまねぎ・セロリーを加えて
弱火でじっくりと煮込む。

④③にじゃがいもを加えて少し煮た後、ウィンナー
も加えてさらに煮る。

⑤Bで味を調え、キャベツを加えて火が通ったら
完成。

　　・にんじん 17
　　・豚もも角切り1.5cm 23
　　・白ワイン 1.2
　　・キャベツ 40
　　・じゃがいも 50
　　・たまねぎ 28
　　・セロリー 2.3
　　・カットウィンナー 10
　　・水 88
　　・鶏骨 6
　　・ローリエ 0.01
　　・食塩 0.7
　　・黒こしょう 0.04
オレンジ（国産） 30 塩素消毒後、流水ですすぎ、1/8にカットする。
牛乳 206

＜献立のねらい及び生徒の反応＞
　伝統的なイタリアの家庭料理「ラザニア」を給食風にアレンジしました。ホワイトソース
を絡めたリボンマカロニの上にミートソースをのせてチーズをふりオーブンで焼いて作りま
す。生徒達からはとても人気の高いメニューです。また、パンは基本的なコッペ型だと大き
すぎるので、小さめのロール型にするとトレーにもおさまりやすく、量的にも食べやすくな
ります。サラダには、我が校の特別支援学級が敷地内の畑で栽培・収穫した「だいこん」を
使用しました。普段から特別支援学級で作った各季節の野菜を使って、顔の見える「地産地
消」として全校にその都度周知しています。ポトフは肉や野菜がたくさん入り、栄養豊富で
あること、デザートのオレンジには「ビタミンC」が多く、ウイルスに負けない体をつくれる
こと等、給食メモなどで紹介しました。どれも大好評で、全学年すべて完食でした。

実施日　令和 2 年 12 月 18 日　 　調理場　我孫子市立湖北台中学校
（職氏名）学校栄養職員　新井　早苗

A

A

B

B

C

A

献 立 名 麦ごはん・さばのごまだれ焼き・水菜とじゃこのサラダ・
なめこのみそ汁・スイートスプリング・牛乳

材　料　名 重量g 作　　　り　　　方
麦ごはん ①米は洗米し、麦をよく混ぜ浸水する。

②炊飯する。　　・精白米 61
　　・強化白麦 4.4
　　・水 88.3
さばのごまだれ焼き さばは、低学年と高学年で大きさを分ける。

（1 〜 3 年生は 40g、4 年生以上は 50g）

①さばに Aで下味をつける。
②釜に B を入れて煮詰め、ごまだれを作る。
③天板にクッキングシートを敷き、①のさばを並

べてオーブンで焼く。
　（目安：180℃ 15 分　反転後 180℃ 12 分）
④③に②をかけて白炒りごまを散らす。

　　・さば　切り身　 40
　　・酒 1
　　・食塩 0.2
　　・白こしょう 0.02
　　・水 3.4
　　・こいくちしょうゆ 2.3
　　・上白糖 2
　　・本みりん 0.8
　　・白すりごま 2.2
　　・白炒りごま 0.6
水菜とじゃこのサラダ ①みずなは 2cm 幅、だいこん、キャベツ、にん

じん、油揚げはせん切りにする。
②Ａを合わせて加熱、冷却し、ドレッシングを作る。
③ちりめんじゃこと油揚げ、ごまはそれぞれ天板

に広げ、オーブンでかりかりになるまで焼く。
　途中で混ぜ、むらなく焼けるようにする。
④野菜は茹でて冷却する。
⑤釜に④と③のちりめんじゃこと油揚げを入れて

②のドレッシングで和える。
⑥⑤に③のごまを加える。

　　・ちりめんじゃこ 4.5
　　・みずな 10
　　・だいこん 15
　　・キャベツ 18
　　・にんじん 4
　　・油揚げ 3.2
　　・こいくちしょうゆ 1.3
　　・食塩 0.2
　　・上白糖 0.3
　　・白こしょう 0.01
　　・酢 1.2
　　・ごま油 0.5
　　・米油 0.6
　　・白炒ごま 1
なめこのみそ汁 ①豆腐は 1cm 角、たまねぎはうす切り、じゃが

いもとだいこんはいちょう切り、長ねぎは斜め
小口切りにする。

②Ａでだしをとる。
③②のだし汁にだいこん、たまねぎ、じゃがいも

を入れる。
④豆腐と長ねぎ、なめこを加え、みそを溶き入れる。

　　・なめこ 6.6
　　・絹ごし豆腐 15
　　・たまねぎ 10
　　・じゃがいも 21
　　・だいこん 15
　　・長ねぎ 6
　　・水 85
　　・だし昆布 0.2
　　・だし節 2.2
　　・赤みそ 4.8
　　・白みそ 2.4
スイートスプリング ①洗って消毒する。　②１／６に切る。
牛乳 206

<献立のねらい及び生徒の反応>
　我孫子市の小中学校では、給食のお米は我孫子産コシヒカリを使用しています。さばの
ごまだれ焼きは、不足しがちな種実類を多く摂取できるメニューです。すりごまと炒りごまを
使用しているので、ごまの風味が感じられます。ご飯が進む味付けなので、このメニューの
日はほぼ完食です。サラダには、カリカリに焼いた油揚げやちりめんじゃこが入っています。
噛むことを意識させることができるので、かみかみメニューとしても提供しています。毎回好
評で、児童や教職員からもレシピを教えてほしいという声がありました。みそ汁は、昆布とか
つお節でだしを取り、味噌の量を減らしても美味しく感じられるよう工夫しました。全体的に
バランスが良く、１食単価を抑えながらも満足感のある献立に仕上がりました。

実施日　令和 3 年 1 月 13 日　　調理場　我孫子市立我孫子第二小学校
（職氏名）学校栄養職員　小松　弥生

A

B

A

A

栄  養  量 エネルギー たんぱく質 脂　肪 カルシウム 鉄 ビ タ ミ ン 食物繊維 塩分相当量レチノール当量 B1 B2 C
単　　位 kcal g g mg mg μ g mg mg mg g g
米飯献立 649 25.4 24.5 441 3.1 148 0.34 0.56 42 3.6 2.3
パン献立 832 35.7 32.4 477 2.7 326 1.03 0.83 61 6.4 3.3
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・（公社）全国学校栄養士協議会　開発、（公財）学校給食研究改善協会　認定商品
・アレルギー特定原材料等28品目不使用
・温めなくても、水がなくても食べられ、個包装のスプーン付き（温めればよりおいしく食べられます）
・子供たちでも簡単に開けられ、スタンディングパウチの容器なので食器は使わず片づけも簡単
・常温保管で賞味期限は 3年 6か月、「ローリングストック法」による備蓄を推奨
・１ケース単位の注文（箱のサイズすべて共通：３８ｃｍ×２５ｃｍ×１６ｃｍ、40食7140g）、備蓄スペースに配慮
・完全受注生産のため2か月前までに注文

編集後記　学校では新一年生を迎え、希望に満ち活気あふれる新学期がスタートしたことと思います。
当会においても新たな気持ちで未来を担う子供たちの健やかな成長を願い、安全・安心な物資の供給及
び食育の充実に向けて情報発信に努めてまいります。今後も御支援・御協力を賜りますようお願いいた
します。最後になりましたが、本号の発刊に際しまして御多用にもかかわらず、原稿及び資料を提供し
ていただいた皆様に心からお礼を申し上げます。なお、今号に掲載された所属・役職名及び児童生徒の
所属学年等は、昨年度で表示されていますので御了承ください。（山口）

【【千学給あんない】千学給あんない】非常用『救給シリーズ』の紹介非常用『救給シリーズ』の紹介
○防災の日の献立の一品として　○自然災害等への備えとして

●救給カレー
１５０ｇ×４０食
２５０ｇ×３０食

●救給コーン
　ポタージュ
  （玄米入り）
１３０ｇ×４０食

●救給根菜汁
１５０ｇ×４０食

●救給五目ごはん
 （もち玄米入り）
１３０ｇ×４０食
２００ｇ×３０食

国産うるち米とたくさんの野菜が入っています。

腹持ちがよく、カロリー摂取できる玄米が入った
洋風汁物です。

「さつまいも」や「切り干し大根」など国産野菜を
使い、鰹と昆布の風味の和風汁物なので、水分補
給になり食事がとりやすくなります。

国産のうるち米にたくさんの野菜ともち玄米が入り、
食べごたえのある和風ご飯物です。

特　徴

活用例
　例１　「防災の日」の給食として、学校給食の1品としてなど、防災教育計画に位置付け
　例２　台風等自然災害により給食材料の供給や調理が難しいときに使用

　※  サンプル希望、問い合わせ等は本会にお願いします。


