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　千葉県の食育月間に合わせ、「千葉のめ
ぐみたっぷり献立」を提供しました。千
葉県の郷土料理であるさんが焼き、成田
市産のさつまいもご飯やれんこんサラダ、
千葉県産の野菜をたくさん使った豚汁を
作りました。郷土のおいしさをたっぷり
と味わいます。

　本校は開校４年目で、生徒たち

は最新の施設・設備のもとで、毎

日、勉強に運動にと励んでいます。

近隣の公津小とあわせて２校分の

給食を提供する共同調理場を併設

した中学校です。

成田市立公津の杜中学校
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～伝統の技を後世に残していきたい～

　南房総市南朝夷にある高家神社は、全国でも珍
しい料理の神様を祀っていることから、料理関係
者や味噌・醤油などの醸造業者からの信仰を集め
ている。一年を通じて料理関係者を中心に全国か

ら多くの人が参拝に訪れている。
　平安時代初期の第５８代光孝天皇は、人間が生
きていくために、ほかの生き物たちを殺生しなけ
ればならないことに大変心を痛めて、「犠牲になっ
た生き物を供養し、霊を鎮める儀式の形にできな
いか」という想いを受け、四

しじょうちゅうなごん

條中納言藤
ふじわら

原朝
あ

臣
そん

山
やま

蔭
かげ

卿
きょう

が苦心の末に「庖丁式」を完成させたという
誕生秘話が残されている。

（庖丁式パンフレットより抜粋）

　明けましておめでとうございます。
　昨年は、当給食会に対し、御支援・御理解をいた
だきまして、厚くお礼を申し上げます。
　千葉県学校給食会は、本年、設立６０周年を迎え
ることとなりました。
　この間、県教育委員会、各市町村教育委員会、各
学校及び関係者の皆様には、多大なる御指導・御支
援をいただきまして、感謝を申し上げます。
　千葉県学校給食会の前身は、学校給食の普及奨
励のため、昭和２２年に、知事を委員長として組織さ
れた千葉県学校給食委員会であります。
　その後、県教育長を会長として、教育庁に事務局を
置く「千葉県学校給食会」が設立され、学校給食用
物資を供給する団体として文部大臣の指定を受け、
食糧不足に加えインフレが進行する社会状況の中、
教育委員会の代行機関の役割を担い、学校給食の普
及充実に大きな役割を果たしました。
　その後、昭和３２年に、「学校給食法に基づき、千
葉県教育委員会が指示する学校給食用物資を適正
円滑に供給し、併せて学校給食の普及充実を図るこ

と」を目的として、県教育長を会長とする「財団法人
千葉県学校給食会が設立され、本年は、この財団法
人設立から６０年の節目となります。
　現在は、国の公益法人制度改革、公益法人三法の
施行を踏まえ、平成２４年に千葉県知事から「公益財
団法人」としての認定を受け、非営利の団体として、
「学校給食の円滑な実施及びその充実発展に努め
るとともに、学校における食育の推進を支援し、もっ
て児童生徒の心身の健全な発達に寄与すること」を
目的としております。
　本年も、「子供たちのため」の理念を大切に、公益
法人の使命を自覚し、安全安心で良質な食材を、低
廉な価格で、県内どこにでも安定的に供給するととも
に、学校における食育の支援に取り組んでまいりま
す。
　学校や教育委員会等の皆様と連携を図り、健やか
な子供の成長に欠くことのできない学校給食の充実
に職員一同、心を新たに努めてまいりますので、御支
援を賜りますようよろしくお願い申し上げます。

新年のごあいさつ 公益財団法人  千葉県学校給食会

料理の祖神を祀る神社

高
た か べ

家神社 庖丁式奉納
（南房総市）
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第 57回全国栄養教諭・学校栄養職員
研究大会の報告

　８月３日、４日に大阪府で開催された第５７

回全国栄養教諭・学校栄養職員研修大会に千葉

県から県指導主事を含め合計１０名の栄養教

諭・学校栄養職員が参加しました。

　１日目の全体会では、文部科学省からの「学

校における食育の推進と栄養教諭の役割」につ

いての説明に続き、松竹芸能独自のプログラム

である ｢ 笑育～食育漫才～ ｣ をトライアングル

( 松竹芸能所属 ) が実演、大阪府からの実践発表、

千房株式会社代表取締役の中井正嗣氏による

「食を通じて人を育てる心を育てる」という演

題での記念講演が行われました。

　２日目の分科会は、８分科会８会場に分かれ

て実施され、食育の推進、障害児への食に関す

る指導、個別的な相談指導、環境・衛生に配慮

した食育等、バラエティに富んだ実践発表が行

われました。

第 67回全国学校給食研究協議会報告

　雪の降る秋田県で、11 月 10 日、11 日に開

催された、第６７回全国学校給食研究協議大会

に千葉県から合計 13 名の関係職員が参加しま

した。

　１日目に行われた文部科学大臣表彰式に　お

いて、今年度千葉県からは千葉県立船橋夏見特

別支援学校　南雲　惠子　栄養教諭と千葉県立

長生高等学校　畠山　敬子　上席専門員の２名

が表彰されました。

　おめでとうございます。

　表彰式に続き、「子どもたちの未来をつくる

学校給食」という演題で、料理研究家である　

ベリッシモ・フランチェスコ氏の特別講演が行

われました。

　２日目は、小学校の食育、中学校の食育、学

校経営における食育、地場産物・国産食材の活

用方策、食物アレルギー対応、和食献立の提供

と栄養管理、学校給食の衛生管理と危機管理の

７つの分科会に分かれ、それぞれ実践発表、研

究協議１、研究協議２そして講義が実施され充

実した内容となりました。　

−  3  −

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

表彰された　千葉県立船橋夏見特別支援学校　
南雲惠子　栄養教諭（左）と千葉県立長生高等
学校　畠山敬子　上席専門員（右）
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米づくりボランティアの支援により“稲作体験学習”

　毎年１１月には、“ひめはる感謝祭”の実施（米づくりボ
ランティアを含む学校支援ボランティア等、お世話になっ
ている地域の方を招待）。米づくり発表会を行い、５年
生が作ったおにぎ
り、とん汁でお客
様を接待、感謝状
を贈呈しています。 
　「人が良くなる」
と書いて「食」と
なります。食べた
ものが自分の体を
作って いること、
食べたものの栄養素で体が動き健康を維持すること、元
気で毎日の生活を送れること等が挙げられます。 
　本校の児童は給食の時間を楽しみにしています。 特に、
地産地消の食材を使った献立や全国の伝統的な献立に
ついては、残菜もなく食べることに興味を持っています。
特に、「自称：鶴枝米」を使ったご飯で、作ってくれた人
を身近に感じて食べることや感謝の気持ちを忘れずに食
べてほしいことをつたえています。 
　給食室では、調理員さんと工夫して、好き嫌いや苦手
な食べ物であっても、調理法の工夫で苦手な食べ物でも
頑張って食べることを願って毎日調理しています。保護者
に対して給食試食会を実施し、調理法や献立の工夫、レ
シピの説明と提供をし、子どもたちの食を通して健康な体
を作るという視点で実施しています。 
　ス−パーやコンビニに並んでいる物を多く見ている子ど
もたちですが、今後も美味しい食材がどこから来ているの
か、生産者や調理している人はどんな工夫をしているのか
を「鶴枝米」の稲作体験を通して学び、今後とも主食で
ある地元のお米
を末永く食して
いくことを願っ
ています。 
　食材 × 調理
法＝味（これが
私の願いです。） 

　本校の学区は昔から米づくりの盛んな地区をもちなが
ら、米づくりの経験のある児童はほとんどいません。そこ
で、本校では第５学年の総合的な学習の時間を中心に、
社会科学習の補完的な学習の場として、 平成１０年度か
ら学区の米づくりボランティアの支援により“稲作体験学
習”を行っています。この稲作体験学習では①主食である

「ご飯」がどのようにしてできるのかを知り、『食の大切さ』
について理解を深めること。②学校の教育活動にご協力
いただいている ボランティア（稲作活動を含む）をご招待
しての「ひめはる感謝祭」の開催を通して、地域の人々や
先人たちの生活の中の工夫に触れさせると共に郷土愛を
育成する一助とすること。③体験活動を通して地域の人々
と“共に活動する喜び”を体験することを主なねらいとして
行っています。 
　 第５学 年児 童は、
稲作ボランティアの代
表の牧野さん や多く
の地域の方々の指導
のもと、４月下旬に田
植え、 ９月上旬の稲刈
り体験をします。その
後は収穫したお米 （自
称：鶴枝米）を地域の福祉施設に贈ったり、給食で 食
べたりしています。 

～「食」の大切さを
　　　　　　　伝える～
茂原市立鶴枝小学校
　校　長　小幡　亮二

「このように植えるんだよ」 

稲刈り体験：稲作ボランティアと一緒 

美味しい給食：今日は「鶴枝米」のご飯です。

 残さず食べました。おいしかったです。
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心身共に健やかな児童の育成をめざして

　本校は創立４６年目、特別支援学級を含め２１学級の学

校です。閑静な住宅地のなかにあり、大変落ち着いた環境

です。児童は地域の温かいまなざしに見守られ素直にすく

すく成長しています。合唱が上手で、すてきな歌声が各教

室から響いてきます。

  健歯コンクールで学校代表になった児童が「かむかむ大

使」となり、「きれいな歯で元気にすごしましょう。」と全

校に呼びかけま

す。また、学 校

歯科医の先生が

「よく噛むとどん

ないいことがある

か」わかりやすく

授業で教えてくだ

さいます。

　保健師さんからの「いのちの授業」もあります。赤ちゃ

んは栄養だけでなく「愛」という心の栄養をもらって生まれ

てくることを教えてくださいます。このことは子どもたちだけ

でなく育児で悩んでいる保護者も感動し、家庭教育支援に

役立っています。

　「いのち」をいただきながら「いのち」をつないでいくこと

を食育全体を通して今後も子どもたちに伝えていきたいと思

います。

　本校では、児童が本物とふれあえるような食体験を大

切にした食育を進めています。

　学校歯科医の先生との授業、４年生「かむことの大切

さを考えよう」は今年で５年目になります。普段の給食

時間での声かけ

だけではよく噛

んで食べる習慣

はなかなか児童

に身につきませ

ん。この授業で

歯科医の先生か

ら、よく噛むとよいこと「ひみこのはがいーぜ」を映像

も含めて教えていただき、咀嚼ガムを使い自分の噛む力

も確かめます。歯科医の先生から直接教えていただくこ

とで、よく噛むことの大切さを意識できました。

　また、東葛六市レストランサミットによる「味覚の授

業」では３年生が「五味」を体験します。同じ甘みでも

「白砂糖」と未精

製の「黒砂糖」の

違いなどをプロの

シェフから説明を

聞いて味わう、貴

重な体験も行って

います。

　地域や企業の方々に関わっていただくことで、児童は

本物の味や、食を大切にする心をより深く知ることがで

きました。それぞれの体験を単なる知識だ

けで終わらせないよう、学校職員との連携

も強め、食に興味をもてる心豊かな子ども

たちの育成のために励んでいきたいと思い

ます。

心の栄養もたっぷりと

柏市立柏第八小学校
　校　長　馬場　秀樹

地域と育てる健やかな児童

柏市立柏第八小学校
　栄養教諭　内野　清美
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　坂田共同調理場では、中学校３校、小学校５校、幼稚

園１園の約２，７００名の子供たちの成長を支える給食を、

調理員２１名で場長、栄養士２名と共につくっています。

　６つの大きな回転釜で大量調理を行うため、技術と体

力、精神力が要求されます。釜ごとに形も蒸気の強さも違

い、また、小学校と中学校では味付けも異なるため、各

釜当番が絶妙なタイミングで食材や調味料を入れていかな

ければなりません。焼き物、揚げ物の調理時間、食材は

もちろん、季節によっても調理方法を調整します。切り方

等も栄養士と相談し、より良い給食提供を目指しています。

　施設は築４４年と老朽化が激しく、機械等の修繕は絶

えません。また、冷暖房がない為、衛生面には特に気を

つけ、安全で安心、美味しい給食を届けられるよう、音

やにおいなどの小さな変化にも細心の注意をはらっていま

す。そのため、個々の技術や意識のレベルアップが必要

不可欠です。

　重労働なので、毎日筋肉痛状態ですが、子供たちの口

に直接入る大切な給食、心に残る給食を心がけ、給食の

おばさんは頑張ります。

君津市学校給食坂田共同調理場
　調理員　熊川　　綾

全ては子供たちの
　　　　笑顔のために…

　本校では、児童集会活動として、ペア学級（１年生＆６

年生、２年生＆４年生、３年生＆５年生）で年間を通して

いろいろな活動をしています。その１つとして、食事を通し

て好ましい人間関係を育成し、学級や学年をこえた集団

意識を高めることをねらいとした「なかよし給食」を行って

います。なかよし給食後の昼休みにはペア学年での活動

を通して、ふれあいを深め、お互いの良さを認め合える場

作りをすることをねらいとした「なかよしタイム」という活動

も行っています。この「なかよし給食・なかよしタイム」は

年に２回実施しています。

　「１年生と一緒にご飯が食べられ、会話も増え、普段よ

りもおいしく感じました。」「１年生は、とても笑顔がすて

きでした。教室中に笑顔があふれていました。」「１年生は、

４月の時よりも成長していて、すぐに給食の準備ができて

よかったです。」「次はもっと楽しくしたいです。」（６年生

の感想より）

　これからも給食の時間が楽しく、ふれあいを深め、お互

いの良さを認め

あえる時間とな

るよう、協力し

ていきたいと思

います。

木更津市立波岡小学校
　学校栄養職員　御園　京子

～なかよし給食
　　　 なかよしタイム～
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おいしそ～！

　私たち農業経済部は、稲作栽培を通して、農業経済を

実践的に学んでいます。私たちが栽培するコシヒカリは、「ち

ばエコ農産物」の認証を受けた安心・安全なお米です。

　私たちは、近隣の大網小学校５年生そして大網東小学

校５年生が行う、稲作体験学習のお手伝いをさせてもらっ

ています。

　田植えを自分でやることは簡単ですが、小学生に稲の

持ち方や植え方を教えながら一緒に植えるのは大変でし

た。小学生がドロドロになりながら一生懸命に植えている

姿を見て、自分たちも負けてられないと一緒になって植え

ました。次第に仲良くなり、田植え体験の最後に「ありが

とうございました。楽しかったです。」とお礼を言われたと

きに、やってよかったとうれしい気持ちでいっぱいでした。

人に何かを教える大切さと、理解してもらった時の達成感

を得ることが出来ました。

　稲刈りは、天候が悪く残念ながら行えませんでしたが、

私たちが届けたお米を「おいしい」といってもらえるとうれ

しいです。

　私たちのお米作り
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千葉県知事賞
千葉市立蘇我中学校

③
　公益財団法人千葉県学校給食会が後援する「あなたのためのおべんと
うコンクール」が今年は、学校数11校・182名・70レポートの参加で
開催されました。
　第１次審査で選ばれた７チームが、後片付けまで含む90分の実技と
プレゼンテーションでその成果を競いました。
　県下の中学生が家庭科などで学習した内容を生かし、おべんとうづ
くりを行い、その成果の発表をとおして知識や技術の向上を図りより
よい食生活を目指そうとする意欲を育てるものです。
　また、食べてもらう相手のことを考えたおべんとうづくりをとおし
て、身近な人とのかかわりの大切さや「食」の重要性を考えて欲しいと
願っています。

と　き：平成28年11月12日（土）　ところ：千葉県総合教育センター

（献立）鮭の甘酢炒め、かぼちゃようかん、
ひじきと里芋の混ぜご飯、カラフルピーマ
ンのみそ炒め、学校でとれたおいしい柿、
きゅうりの塩昆布和え、オクラと梅のさっ
ぱりすまし汁

　私たちは、祖父母のために日頃の感謝の気
持ちを込めて、お弁当を作りました。
　メンバー同士、学年が違うこともあり、最
初はどこかぎこちなく、話し合いがスムーズ
に進みませんでした。しかし、お弁当を作っ
ていく上で、互いに助け合うようになり、改
めてこのコンクールの良さを実感しました。
　また、食べてもらう相手のことを考えてお
弁当を作ることの楽しさを知り、これからも
お弁当作りを続けていきたいと思いました。

飯野　真悠子・速水　美優・高橋　桃音
中川　玲壮・池田　健人・小川　輝

（規定課題「魚を使った調理」）鮭の甘酢炒め
（おべんとう名）

孫からのプレゼント！いつもありがとう弁当

（献立）具材たっぷり健康ご飯、夏の旬野菜の豚
肉巻き、色とりどりの卵焼き、竹輪ときゅうりと
パプリカの酢の物、肝臓を守るしじみ汁、ゴマの
においバッチリ！ほうれん草ともやしのナムル、
オアシススイートポテト

（規定課題「魚を使った調理」）
糖質制限を抑えたいわしのハンバーグ

（おべんとう名）
身赴任のお父さんの健康を守り
千葉の味を思い出させるお弁当

秋葉　湧介・加瀬　哲也・北島　柊

（規定課題「魚を使った調理」）
あじのなめろうれんこん焼き

（おべんとう名）
栄養たっぷり感謝たっぷり弁当

審査員特別賞
四街道市立四街道西中学校

小坂　佐紀・織田　愛梨

キッコーマンおいしい記憶賞
千葉市立蘇我中学校①

鎌田　萌・男鹿　彩花

（規定課題「魚を使った調理」）
生鮭とバターの銀紙焼き

（おべんとう名）
元気に長生き！おばあちゃん弁当★

（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
千葉市立蘇我中学校②

大木　優佳・杉山　初音・藤崎　朱々

喜びの声

千葉市立蘇我中学校③
代表　飯野　真悠子

コンクールを通して…

プレゼンテーション風景 審査風景

県会長賞
山武市立蓮沼中学校

県会長賞
勝浦市立北中学校

表彰式（理事長賞）

学校給食会
レポート賞
勝浦市立
北中学校

深山優希奈
末吉　佑莉
花ヶ崎　結

「地域の食材を使った
ヘルシー弁当」

喜びの声
　今回、学校給食会理事長賞を頂いてとても嬉しいです。単
身赴任のお父さんに、千葉の味を思い出してもらって、健康
に過ごしてほしいと願い、このお弁当を作りました。
　千葉県で全国上位の食材を13種類も使い、仕事で疲れてい
るお父さんのことを考えて作りました。
　硬式テニス部の３人でお弁当コンクールに参加することが
できて楽しかったです。

お父さんのためのお弁当　千葉市立打瀬中学校　代表　中川　玲壮

齋藤　知哉・市川　陸斗・中村　隼

（規定課題「魚を使った調理」）
あじのソテー
（おべんとう名）

野菜たっぷり千産千消弁当

（規定課題「魚を使った調理」）
鮭の白みそ漬け
（おべんとう名）

目指せ紀寿！いつでも元気弁当！

（規定課題「魚を使った調理」）
いわしのシャキシャキレンコンバーグ

（おべんとう名）
野菜たっぷり、でも甘～い♡元気100倍弁当！

「学校賞」は、木更津市立太田中学校が受賞されました。
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検査室から 平成28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
269
108

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

　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も
ので、その中から第一
次審査で選ばれた11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。

　細菌検査室の必需品としてオートクレーブ（高圧蒸気滅
菌装置）があります。高圧をかけて100度以上の蒸気を発生
させる滅菌装置で、地球上の全ての微生物を死滅すること
が可能です。一方、消毒とは病原性のある微生物を害の無
い量まで減らしたり、感染力を失わせたりすることを言いま
す。その方法のひとつに薬剤を使った消毒があります。
　一般的なものとして、消毒用エタノールと次亜塩素酸ナト
リウム溶液があります。消毒用エタノールは、微生物の細胞
壁を破壊、たん白質を変性させると言われています。欠点と

して芽胞菌、ノロウイルスには効
果が無いことが挙げられます。イ
ンフルエンザウイルスのような
エンベロープ（膜）に覆われたウ
イルスには効きますが、ノロウイ
ルス、ロタウイルス、アデノウイ
ルスなどエンベロープを持たな
いものには効きません。

　他方、次亜塩素酸ナトリウム溶液は強力な酸化作用によ
り芽胞菌、ノロウイルスも不活化します。欠点として金属類、
繊維類のほとんどが腐食されます。刺激臭があり、手指に使
用すると手荒れします。
　しかし、近年エタノールに別の成分を添加し，不活化効果
を高めたエタノール系消毒剤が各種市販されています。それ
らの中には、洗浄後の有機物汚染の少ない環境下でノロウ
イルス不活化効果を期待できるものがあります。大量調理施
設衛生管理マニュアル改正（厚労省通知　平成28年7月）で、
それらの効果が認められました。
　各々の消毒
剤の特性を良く
理解した上で、
適切に使用し、
作業環境を向
上させましょう。

貸出教材の紹介
～貸出校からの声～

衛生管理室だより　～滅菌と消毒～

平成28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

● 千葉県知事賞　高校生16才　城　鈴奈　「彩りゆたかなたのしい弁当」

● 千葉県学校給食会理事長賞
　 小学生10才　堀　こころ
　「千葉といえばこれ！
   　　　    かみかみ千葉弁当」　

オートクレーブ

● 千葉市立さつきが丘東小 ●
　本校では、学校保健委員会を児童
と保護者と学校医と教職員で行って
います。
　その全校集会で、給食委員会の子
供たちによる小劇を行い、その際に、
「早ね、早おき、朝ごはんエプロンシ
アター」の貸出教材を使用させてい
ただきました。
　低学年向けの教材であることから、
内容も理解しやすく、集会後には、
「早ね、早おき、朝ごはん」を口にし
ながら教室に帰る児童の姿がみられ
ました。よい教材を通して、早ね、早
おき、朝ごはんの大切さを伝えること
ができました。

受賞者の皆さん

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
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（1食単価 323円） （1食単価３５７．３円）

・ビビンバ
・牛乳
・餃子
・温野菜の添え物（カ
ボチャ・ブロッコ
リー）

・わかめスープ
・ヨーグルト

・コッペパン
・牛乳
・チキンソテー（ハニー
マスタードソース）
・ブロッコリー
・人参のグラッセ
・シーチキンサラダ
・コーンスープ
・オレンジ

千葉県立佐倉東高等学校定時制 千葉県立銚子特別支援学校

おいしい給食　 自　慢　献　立　  高等学校・特別支援学校

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 821 31.6 28.8 356 3.1 275 0.57 0.83 53 5 3.3
パン献立 821 37.2 38.6 361 2.3 323 0.33 0.54 50 7.2 3.4

ビ　タ　ミ　ン

ゴールドメシーガ ピンキーパンナ

献 立 名
・コッペパン・牛乳・チキンソテー（ハニーマスタードソース）
・ブロッコリー・人参のグラッセ・シーチキンサラダ
・コーンスープ・オレンジ

材　料　名 重量 g 作　　　り　　　方
コッペパン
いちご & マーガリン

50
11 １人１個

牛乳 200 １人１本
チキンソテー

（ハニーマスタードソース）
　鶏もも肉
　塩
　黒こしょう
　油
　　　はちみつ
　Ａ　粒マスタード
　　　レモン汁

80
0.4
0.5

2
2.4
2.4
2.4

①鶏もも肉は両面に塩、黒こしょうを振る。
②鉄板に①を並べ、油を塗る。
③鍋に Aを入れ混ぜ合せ、火にかけて、ハニー
　マスタードソースを作る。
④ ②をオーブンに入れて、10 ～ 15 分焼く。
⑤食べやすい大きさに切り、ハニーマスター
　ドソースをかける。

ブロッコリー・人参のグラッセ
　ブロッコリー
　シャートキャロット
　無塩バター
　塩
　水

20
25
1.5
0.3

①ブロッコリーは小房に切り、茹でる。
②鍋にシャーキャロット、無塩バター、塩
　を入れ、にんじんがかぶるくらいの水を
　入れて火にかけ、煮立ったら火を弱め、
　20 分くらい煮る。

シーチキンサラダ
　キャベツ
　きゅうり
　にんじん
　ホールコーン
　シーチキンフレーク
　ミニトマト
　和風ドレッシング

50
15
7
8

10
１個

5

①キャベツは細めの短冊に切り、きゅうり
　は半月切り、にんじんは千切りにして、
　それぞれ茹でて、冷ます。
②ミニトマトはヘタを取り、洗浄消毒流水をする。
③①とホールコーン、シーチキンフレーク
　を和える。
④ 器に盛り付け、ミニトマトをのせ、ドレッ
　シングをかける

コーンスープ
　玉ねぎ
　無塩バター
　Ａ　コンソメ
　　　水
　うらごしコーン
　牛乳
　塩
　こしょう
　クルトン
　パセリ（粉末）

20
2

0.5
100
60
30
0.5
0.1
2.5

0.05

①たまねぎは半分に切って、薄くスライス  
　する。
② 鍋に無塩バターを入れて、①を炒める。
　しんなりしたら、Ａのスープを入れて、
　１5 分くらい煮る。
③②にうらごしコーン、牛乳を入れ、ふた
　たび煮立ってきたら火を弱めて、10 分
　くらい煮て、塩、こしょうで調味する。
④③を器に盛り、クルトンをのせ、パセリ
　を振る。

オレンジ 50
①オレンジは洗浄消毒流水後、１／６に　
　カットする。

＜献立のねらい及び生徒の反応＞
　銚子・佐原・香取など千葉県の北部に位置する北総地区では「水郷錦爽どり」
と呼ばれる鶏肉が有名です。「水郷錦爽どり」は千葉県・茨城県をまたがる利根
川下流域から霞ヶ浦かけての水郷と呼ばれる緑美しい自然と澄んだ水に恵まれ
た地域で飼育されています。旨みが濃厚で、弾力のある肉質で、嫌な臭みがな
いのが特徴です。今回はハニーマスタードソースで洋風にしましたが、この「水
郷錦爽どり」を使ったその他の献立も児童・生徒に人気があります。

実　施　日　平成 28 年 11 月 11 日
調　理　場　千葉県立銚子特別支援学校
  （職氏名）　 技師　飯沼　隆仁

献 立 名
・ビビンバ・牛乳・餃子
・温野菜の添え物（カボチャ・ブロッコリー）
・わかめスープ・ヨーグルト

材　料　名 重量 g 作　　　り　　　方
精白米 80 米に水を加えて炊飯する
牛乳 206 １人１本
ビビンバ

豚肩ロース（脂身付）
合成清酒
三温糖
こいくちしょうゆ
しょうが

40
2
1
2

0.2

①せん切りにする
②調味料でした味をつける
③フライパンに油をしき炒める

たまご
三温糖
食塩
大豆油

25
1

0.1
2

①薄焼きにする
②せん切りにする

生ぜんまい（ゆで）
三温糖
合成清酒
こいくちしょうゆ
大豆油

40
1
1
2

0.2

①茹でる
②味付けをする

ほうれんそう
三温糖
こいくちしょうゆ
大豆油
もやし
こいくちしょうゆ
とうがらし

18
0.4
1.5
0.2
40
1
0

①ほうれん草を食べやすい大きさに切る
②もやしとほうれん草を一緒に茹でる
③調味料で味をつける

餃子
　ぎょうざ（冷凍）
　こいくちしょうゆ
　ラー油
　穀物酢

60
3
1
2

①コンベックで焼く

温野菜の添え物（カボ
チャ・ブロッコリー）
　ブロッコリー
　食塩
　西洋かぼちゃ

18
0.1
28

①ブロッコリーとかぼちゃを一口大くらい
　の大きさに切る
②ブロッコリーを茹でる
③かぼちゃを崩れないように茹でる

ヨーグルト（全脂無糖） 40
わかめスープ
　生わかめ
　玉葱
　固形コンソメ
　こいくちしょうゆ
　かたくり粉
　白こしょう

3
15
1
3

0.5
0

①玉葱をスライスする
②玉葱を煮る
③調味料で味付けをする
④わかめを入れる

＜献立のねらい及び生徒の反応＞
　定時制高校の給食は、小学校、中学校とは少し違います。それは、仕事をしな
がら学校へ通う生徒がいることです。仕事を終え、お腹を空かせて登校すること
が多く、とてもよく食べます。しかし、好き嫌いがあり、特に野菜を苦手として
いる生徒が多いです。煮物やサラダには、たんぱく質を含んだ食材を入れ食べや
すくするなどの工夫をしています。給食をしっかり食べて体力のつく食事を心が
けて献立を考えています。
実　施　日　平成 28 年 10 月 31 日
調　理　場　スタミナフード八千代支店
  （職氏名）　 技師　戸羽　多香代
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編　集　後　記
　２０１７年の干支は酉（にわとり）です。新年に一番になく鳥のため縁起が良いとされています。
また、行動力があり積極的とも言われています。
　今年は昨年にも増して行動力と積極性を持って、児童生徒に安全・安心でおいしい学校給食
が提供できるよう職員一同努めてまいります。
　最後に発刊に際しご多用にもかかわらず、寄稿及び資料を提供いただいた皆様に感謝申し上
げます。

＊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。

給食会の物資を使用したメニューの提案

材　料　名 分量（ｇ） 切　り　方 作　　　り　　　方
＊アルファー化米 40

混ぜておく ①分量の水に昆布・しめじを入
　れ煮る。
②①が沸騰したら枝豆・こまつ
　な・調味料を入れ味を調える。
③後から桜えび・胡麻を加え米
　を入れ炊く。

釜で炊飯の場合は、水を加減する。
桜えびは最後に入れると風味が良
い

＊プチットもち玄米 10
＊むき枝豆 10
しめじ 10 小房に分ける
＊ごま 1
＊桜エビ 1.5
＊千切りこんぶ 1 １㎝に切り水に浸す
水 90
和風だし 0.5
塩 0.8

特定原材料
えび・ごま

桜えびと枝豆の彩りごはん

材　料　名 分量（ｇ） 切　り　方 作　　　り　　　方

＊蒸しひよこまめ 25
①ひよこまめは 150° 15 分か
　りっとなるまで素揚げする。
②かえり煮干しはオーブンで焼
　く。Ａを混ぜ、①と②に和え
　る。

油

＊かえり煮干し 1.5

＊カレー粉 0.15
Ａ

塩 0.2

特定原材料
ごま

ひよこまめとかえり煮干しの
カレー風味

材　料　名 分量（ｇ） 切　り　方 作　　　り　　　方

＊ししゃもＬ 2 尾
①Ａを混ぜたれを作る。
②ししゃもに、①のたれをまぶ
　し焼く。

＊味噌 3

＊マヨネーズ 3

Ａ＊すりごま 3

酒 3

特定原材料
ごま・卵

シシャモのマヨ胡麻焼き

VOL.01
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