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　佐倉市は「北総四都市江戸紀行・江戸を感じる北総の街並み」として日本
遺産に選ばれました。そこで、教育の日に合わせて地域活性化や江戸の食文
化に理解を深める料理、佐倉の産物を味わう献立を提供しました。デザート
も工夫し、地域の和菓子店の協力で、お城をかたどった最中の皮と給食室手
作りの佐倉産さつま芋餡を 500 個詰めました。子供たちは給食で「城下町
佐倉・江戸ぐるめ」を味わいました。

古代米入りご飯・玉こんにゃくの味噌煮・あじの甘味噌焼き・やたら漬け・佐倉のお城最中・牛乳最中のあん詰め

完成した最中

　昭和 63 年開校。佐倉市の最
も西に位置し、学校教育目標『自
ら鍛え、生きる力を積み重ねる
生徒の育成』のため、特に「あ
いさつ、歌声、清掃」に力をい
れて取り組んでいます。

佐倉市立西志津中学校
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　君津市の諏訪神社で行われる「ミカリ」と呼ば
れる、全国的にも珍しい神事です。「ミカリ」と
は「御狩」と表記され、「ししきり祭り」とも言
われています。毎年 12 月 5 日に上社で神事が執
り行われ、下社では獣肉がふるまわれる祭事です。
　村人は猪や鹿が収穫期の田んぼを荒らして困っ
ていました。そこで、その時の山奉行が獣を狩り、

その肉を神前に捧げ五穀豊穣を願ったのが始まり
であると伝えられています。
　祭り当日、上社で神事が行われたのち、下社
の境内に肉の入った桶が置かれます。「社家」と
呼ばれる世襲の家の主が、かみしも姿で獣肉（現
在は鶏肉）を切り、榧

かや

と藤のつるで作った器に
載せ、神前に供えられます。その後、来場者に
よる肉の激しい奪い合いが行われます。この肉
を食べると風邪をひかない等のご利益があると
伝えられています。
千葉県伝統文化伝承事業実行委員会発行「房総のミカリ祭り」・
君津市ホームページより

　明けましておめでとうございます。日頃、当給食会業務に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。
　今年は平成の時代が完結し、新しい元号の時代を迎えることになり、昭和中頃生まれの私にとっては、
三つの時代を生きることになりました。正直なところ、年を取ったなという思いと、さらにその先の時代
も経験してみたいという思いの両方があります。明治・大正時代の出来事をはるか昔の事と考えていまし
たが、新時代に活躍する若い方にとっては、昭和・平成時代が同様に感じられるようになるのでしょうか。
　学校給食自体は、明治 22 年に山形県で、貧困家庭の児童対象に出されたのが発祥と言われており、今
年で丁度 130 年の歴史を刻むこととなりました。初期は、おにぎり、塩鮭、漬物というような簡素な給食
メニューであったようですが、昭和の終盤あたりから、その時々の食の流行等を取り入れたバラエティー
豊かなものになってきています。
　時代の流れと言えば、当給食会においても直近では、学校給食の各栄養素摂取基準の改正に伴い、塩分
を減らした基本パンを昨年 8 月末から供給させていただいております。
　千葉県学校給食会は、まだまだ学校給食の歴史の半分程度の期間しか活動しておりませんが、巷間の食
の潮流も勘案しつつ、皆様方から御意見等をいただきながら、今後とも末永く、学校給食の充実と食育の
推進に貢献してまいりたいと考えておりますので、引き続き御活用の程、どうぞよろしくお願いいたします。
　結びに、新しい時代が皆様方にとって更なる飛躍の時代となることを心からお祈り申し上げます。

新年のごあいさつ 公益財団法人 千葉県学校給食会
 理事長　溝　口　敏　行

千葉県記録選択文化財（無形の民俗文化財）
（房総のミカリ習俗―平成 8年認定）

―諏訪神社のししきり祭り―（君津市）

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 和田匡史 

 第５９回全国栄養教諭・学校栄養職員研究大

会が広島県広島市で開催され、本県からは１９

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』～平和あふれ

るひろしまから 未来へ

つなごう ふるさとの味

～」です。 
 今大会は西日本豪雨の

災害を受けた直後の開催

でしたが、活発な研究大

会となりました。 
◆全体会（８月２日） 

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」に続き、実践発表「学

校・家庭・地域が一体となった食育の推進～ひ

ろしま給食１００万食プロジェクトを通して

～」、青山学院大学陸上競技部監督の原晋氏に

よる「青山学院大

学陸上競技部の

チームづくり」と

題した記念講演

が行われました。 
◆分科会（８月３日） 

 ２日目は、８つの分科会に分かれて研究協議

が行われました。また、地元の食材を使用した 
ひろしま給食弁当が協議に花を添えました。 

<ひろしま給食弁当> 

 

 第６９回全国学校給食研究協議大会が、「『生

きる力』を育む食育の推進と学校給食の充実～

未来につなごう 食で育む こころ豊かな人

～」を主題とし、兵庫県神戸市で開催されまし

た。本県からは８名が参加しました。 
◆1日目（１１月２９日） 

文部科学大臣表彰式において、栄町立安食小

学校栄養教諭の伊藤万里子先生が表彰されま

した。伊藤先生は印旛地区学校栄養士会の会長

を務めるなど長年

にわたり学校給食

の充実に率先して

取り組んでこられ

ました。おめでとう

ございます。 
表彰式の後、「社会的課題に対応するための

学校給食の活用～地産地消の推進と伝統的食

文化の継承の取組を通して～」をテーマとした

シンポジウム、作家で兵庫県の教育委員でもあ

る玉岡かおる氏による特別講演「生きる力・生

き抜く力を食育で」が行われました。 
 ◆２日目（１１月３０日） 

 ２日目は、学校給食の管理及び食に関する指

導について８つの分科会を設定し、各研究主題

に沿った研究協議が行われ、活発な議論が展開

されました。 

第 59回全国栄養教諭・学校栄養職員

研究大会 第６９回全国学校給食研究協議大会 
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　本校には、校舎の近くに約 20,000 本の広大な「ひ

まわり畑」があります。船橋市で、金杉小学校と言

えば「ひまわり畑」という言葉が自然と出てくるほ

ど有名です。「金杉小学校のひまわり畑」は船橋市景

観 80 選にも選ばれています。

　 毎年、船橋市農業士等協会の方々が畑を耕し、児童・

教職員・保

護者・地域

の方々を交

えて全校で

種 を ま き、

草取りをし

て大切に育

てます。そ

の 後、7 月

に行う「ひ

まわりフェ

スティバル」

に む け て、

3 年生が考

えた迷路の

デザインに

なるように

ひまわりを間引きして通路を作成します。フェスティ

バル当日は、船橋市長をはじめ、教育長・保護者・

地域の方が来場し、迷路で子供たちとともに楽しみ

ます。

　フェスティバルが終わると、ひまわりの種を採取

し「ひまわり油」を製油します。「ひまわり油」は癖

がなく、きれいな黄金色をしており、色々な料理に

活用できます。そこで、多くの人の思いや労力が詰

まった、この「ひまわり油」を給食で使用し、子供

たちへの食育とともに、栽培に携わった方に感謝の

気持ちを伝えようと考えました。「金杉パリパリひま

わりサラダ」は、船橋産の小松菜をはじめとした野菜、

食用のひまわりの種、揚げたワンタンの皮を使用し

た 献 立 で す。

ドレッシング

は、製油した

「ひまわり油」

で 作 り ま し

た。サラダ献

立 の 中 で も、

特に児童に人

気のある献立

です。

　学校・家庭・地域が一体となって「ひまわりを育

てる」という本校の特色ある体験活動と給食を連携

させることが、食に関する指導の「感謝の心」「社会性」

「食文化」という観点の指導につながると考えています。

今後も「ひまわり」が人と人をつなぎ、地域ととも

に育っていく子供たちのために地域の名物「ひまわ

り」を使って、本校の教育目標「豊かな心　たくま

しい体」をつくる献立を考えていきます。

地域の名物「ひまわり」から学ぶ食育
～ひまわり油を給食に～

船橋市立金杉小学校
栄養教諭　上野　理絵

シーフードドリア・金杉パリパリひまわ
りサラダ・レンズ豆のスープ・キウイフ
ルーツ・牛乳

全校でひまわりの種まき

3 年生デザインのひまわり迷路

金杉パリパリひまわりサラダ ひまわり油
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　本校は、平成 29、30 年度に国立教育政策研究所

教育課程研究センターの指定を受け、食育に取り組

んできました。また、研究テーマを「好きを増やす」

とし、日々の授業や意味ある体験の中での取組みを

模索してきました。ここで紹介する内容はその一部

です。

　「おいしさ」とは、その食べ物自身がもっている色や

香り、食感、味等のことです。児童が「おいしさ」を

自分で実感

することが、

「 食 べ 物 」

や「食べる

コト」に関

心 を も ち、

そのことが

「 好 き 」 を

増やせると

考えました。

その一つが、給食で使用する食材の皮むき体験です。

児童は、食べ物本来の色や形、香り等に触れ、調理

前後の変化を五感で楽しんでいました。また、五感

の活用は、授業でも取り入れてきました。2 年生では

「やさいとなかよくなろう」に取り組み、本物の野菜

と真剣に向き合っている目がとてもすてきだと感じ

ました。

　さらに、食品の背景に触れる学習を取り入れてき

ました。3 年生では、産直店舗と大型店舗の違いから

「顔の見える食品」を実感しました。また、青木昆陽

で有名な千葉県ですが、成田地区もさつまいもの生

産が盛んで、特に「大栄愛娘」は市の特産品です。

そこで、4 年生ではさつまいもの味わいを通して、農

産物の歴史的・地理的背景や携わる人々の「心」を

感じていま

した。

　「 お い し

さ」をつく

ることにつ

いては、主

に 5 年生か

ら学習する

家庭科の授

業で取り組

んできまし

た。加熱の温度や時間の僅かな違いで「味わい」が

全然違うことに児童は驚き、自身の感じた「おいしさ」

を作ろうと個々の児童が熱心に調理を行いました。

　「おいしさ」を感じるのは個人のため、個人を尊重

することにもつながります。これらの取組みで児童

は眼を輝かせ、食に関心をもつようになりました。

また、食わず嫌いが減り、知らない食べ物でも少し

口にしようとするなど、主体的にモ
・ ・

ノに関わること

も増えてきています。

「好き」を増やす
―「おいしさ」を感じ，「おいしさ」をつくる力の

育成をとおして―

成田市立公津の杜小学校
主幹教諭　佐藤　雅子

2 年生「やさいとなかよくなろう」

4 年生「さつまいもを知ろう」

5 年生「ゆで方をマスターしよう」

平成 29・30 年度　教育課程研究指定校（国立教育政策研究所）
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　旭市は農業産出額で全国第６位（Ｈ 27 農林水産省

公表）という農業のまちです。本学区も、米作り、

養豚、ミニトマト栽培等、市内でも特に農業が盛ん

な地域の一つです。

　5 月、地元

ＪＡちばみど

り 青 年 部 の

方々が学校を

訪問。２年生

の生活科での

｢ ミニトマト

栽 培 ｣｢ サ ツ

マイモの植え付け ｣ を優しくサポートしてくれます。

　９月、青年部の方々の力を借りて、大きく成長した

サツマイモを収穫。10 月初旬には、婦人部の皆さん

とサツマイモを使った調理に挑戦。学校公開の日は、

保護者の方も

駆けつけ、子

供たちを応援

します。高学

年も地元のお

年寄りが先生

となり、米作

り体験を行い

ます。

　地域の方とともに、植える、育てる、収穫する、

調理する、そして、味わうといった活動が、子供た

ちの ｢ 食 ｣ や ｢ 人 ｣ への感謝の心を育てます。

　本校の食育は『地域の力』によって支えられています。

  本 校 で は、

児童の「生き

る力」の育成

を目標に、体

験活動を重視

した地域に根

ざした学習活

動を推進して

います。5 年生では、学校水田での米作りを通して、

収穫の喜びや感謝の気持ち、食べ物を大切にしよう

とする心を育んでいます。地域の方が田んぼの先生

となり、 4 月中旬の田起こしから、田植え、草取り、

稲刈り、脱穀などの農作業を子供たちと手作業で行

います。また田んぼ学習委員会では保護者を中心に

協力していただきました。子供たちは、半年以上か

けて大事に米を育ててきたので、お米一粒の大切さ

を学ぶことができました。

　11 月下旬に、5 年生の伝統行事「収穫祭」を行いま

した。感謝の気持ちを込めた歌や劇の発表と、収穫し

たお米で作ったおにぎりなどをお世話になった地域の

方などと食べる会食会を実施します。今後も地域のつ

ながりを大切

にし、収穫し

た米を給食に

使用するなど

米作りを通し

ての食育を進

めていきたい

と思います。

旭市立古城小学校
校長　朝倉　真由美

我孫子市立我孫子第二小学校
栄養職員　小松　弥生

「地域の力」が育てる
感謝の心

お米一粒の大切さ
～感謝の気持ちを育む米作りをとおして～

婦人部の先生とサツマイモの調理

青年部の先生とサツマイモ掘り

田んぼの先生とみんなで田植え

田んぼの先生たちと感謝の会
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に変わったように思います。これからも食に関する指導
や給食指導を通して、児童生徒に食の大切さを伝え体験
させていきたいと思うと同時に、笑顔あふれる給食時間
を過ごして欲しいと願っています。
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給食は楽しい時間

各班の話し合い

生徒考案給食献立

「筋肉モリモリたんぱく質献立」

ごはん・牛乳・豆腐ハンバーグ・

こまつなの煮びたし・とん汁

袖ケ浦市立昭和中学校
教諭　淡路　倫子

袖ケ浦市立学校給食センター
栄養教諭　大工原　紘子

深い学びから野菜不足解消 地域に広がる TT による
給食の献立

掲示に活用してください

栄養満点レシピ・ハッピー給食で健康に！
―教科担任と栄養教諭がコラボレーションした授業―
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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。このコンクールは県下の中学生が、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。
　今年は第一次のレポート審査に34チームがエントリーされ、うち
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
い方のためのおべんとうづくりから片付けまでを90分間で行い、そ
の後完成したおべんとうへの思いをプレゼンテーションで審査員に
伝えました。
　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30年11月10日（土）ところ：千葉県総合教育センター

（献立）千葉のこしひかり・カラフルピーマン
のさんが焼き詰め・鶏と枝豆のロール春巻き・
シャキシャキ蓮根のめんつゆ炒め・あおさの
だし巻き卵・人参塩昆布のナムル・紫キャベツ
の爽やかハチミツレモン・きゅうりの浅漬け・
ブロッコリー・揚げない大学芋・飾りりんご

　私たちは、毎日忙しく自分の健康に気遣
う時間のない母の為に、千葉県産の食材を
使用して病気予防になるお弁当を作りまし
た。献立から本番まで常に母の事を考えな
がら作りました。また、本番では失敗して
も「気にしない気にしない」とみんなで声
を掛け合い、互いを気遣いながら作業をす
すめました。このコンクールで、改めて仲
間の大切さを実感しました。

田子愛優美・星野美羽・伊藤　結
『千葉の「うまい！」をお届け弁当』

松尾香苗・西原真依子

（規定課題「魚を使った調理」）
カラーピーマンのさんが焼き詰め （献立）ツナコーンの炊き込みご飯・梅しそアジフライ・ひじきの酢の物・ピーマンと

ちくわの味噌炒め・ほうれん草の卵焼き・おからサラダ・さつまいもの甘煮・えのきと
わかめのスープ

『体癒し弁当～かなまいから
頑張る母に感謝をこめて～』
（規定課題「魚を使った調理」）

梅しそアジフライ

内山侑香・西間木咲希

（規定課題「魚を使った調理」）
さけのチーズ焼き

『好物満載！
母への感謝と応援弁当！』

審査員特別賞
千葉市立蘇我中学校

大塚明弥・鍋嶋　春

キッコーマンおいしい記憶賞
四街道市立四街道西中学校

大田美耶子・吉田千遥・齊藤莉奈

（公財）千葉県学校給食会
理事長賞

千葉市立蘇我中学校

東京ガスエコクッキング賞
千葉市立蘇我中学校

長野桜季・黒﨑真愛

喜びの声

代表　2年　田子愛優美

プレゼンテーション風景 審査風景

千葉県会長賞
千葉市立葛城中学校

千葉県会長賞
千葉市立蘇我中学校

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

西田奈緒・阿部由奈

「貧血対策弁当」

喜びの声

　私たちは、毎日仕事や家事で忙しい母の為に、疲労回復効
果のある食材を多く使った「体癒し弁当」を作りました。初め
てのおべんとうコンクールの参加で、わからないことが多く
戸惑うこともたくさんありましたが、準備してきた成果が発
揮できたので良かったです。今度は、私の母にも作ってあげ
たいと思いました。

　代表　3年　松尾香苗

『骨折したおばあちゃんへ !!
サポート弁当！』

（規定課題「魚を使った調理」）
鮭ハンバーグ

『栄養たっぷりへルシー弁当』
（規定課題「魚を使った調理」）
鮭とほうれん草の
チーズ風味フライ

『お母さんの健康応援弁当』
（規定課題「魚を使った調理」）
あじのさんが焼き

髙𣘺桃音・髙𣘺天音

（規定課題「魚を使った調理」）
鮭と彩り野菜の甘酢あんかけ

『「千葉の力で長生きしてね！」
おばあちゃんいつも
ありがとう弁当』

　10月9日（火）審査員・協力員等で34作品を厳正に審査し、第２次審
査（実技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。

（献立）鮭のパン粉焼き・
厚揚げのみそ炒め・小
松菜豚肉炒め・オクラと
キャベツのナムル・ネ
ギ入り卵焼き・いわし
のバター醤油炒め・ひ
じきご飯・ミニトマト・
ブロッコリー・炭酸ゼ
リー・フルーツゼリー

第一次審査（レポート審査）の様子

−  8  −



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。このコンクールは県下の中学生が、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。
　今年は第一次のレポート審査に34チームがエントリーされ、うち
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
い方のためのおべんとうづくりから片付けまでを90分間で行い、そ
の後完成したおべんとうへの思いをプレゼンテーションで審査員に
伝えました。
　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30年11月10日（土）ところ：千葉県総合教育センター

（献立）千葉のこしひかり・カラフルピーマン
のさんが焼き詰め・鶏と枝豆のロール春巻き・
シャキシャキ蓮根のめんつゆ炒め・あおさの
だし巻き卵・人参塩昆布のナムル・紫キャベツ
の爽やかハチミツレモン・きゅうりの浅漬け・
ブロッコリー・揚げない大学芋・飾りりんご

　私たちは、毎日忙しく自分の健康に気遣
う時間のない母の為に、千葉県産の食材を
使用して病気予防になるお弁当を作りまし
た。献立から本番まで常に母の事を考えな
がら作りました。また、本番では失敗して
も「気にしない気にしない」とみんなで声
を掛け合い、互いを気遣いながら作業をす
すめました。このコンクールで、改めて仲
間の大切さを実感しました。

田子愛優美・星野美羽・伊藤　結
『千葉の「うまい！」をお届け弁当』

松尾香苗・西原真依子

（規定課題「魚を使った調理」）
カラーピーマンのさんが焼き詰め （献立）ツナコーンの炊き込みご飯・梅しそアジフライ・ひじきの酢の物・ピーマンと

ちくわの味噌炒め・ほうれん草の卵焼き・おからサラダ・さつまいもの甘煮・えのきと
わかめのスープ

『体癒し弁当～かなまいから
頑張る母に感謝をこめて～』
（規定課題「魚を使った調理」）

梅しそアジフライ

内山侑香・西間木咲希

（規定課題「魚を使った調理」）
さけのチーズ焼き

『好物満載！
母への感謝と応援弁当！』

審査員特別賞
千葉市立蘇我中学校

大塚明弥・鍋嶋　春

キッコーマンおいしい記憶賞
四街道市立四街道西中学校

大田美耶子・吉田千遥・齊藤莉奈

（公財）千葉県学校給食会
理事長賞

千葉市立蘇我中学校

東京ガスエコクッキング賞
千葉市立蘇我中学校

長野桜季・黒﨑真愛

喜びの声

代表　2年　田子愛優美

プレゼンテーション風景 審査風景

千葉県会長賞
千葉市立葛城中学校

千葉県会長賞
千葉市立蘇我中学校

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

西田奈緒・阿部由奈

「貧血対策弁当」

喜びの声

　私たちは、毎日仕事や家事で忙しい母の為に、疲労回復効
果のある食材を多く使った「体癒し弁当」を作りました。初め
てのおべんとうコンクールの参加で、わからないことが多く
戸惑うこともたくさんありましたが、準備してきた成果が発
揮できたので良かったです。今度は、私の母にも作ってあげ
たいと思いました。

　代表　3年　松尾香苗

『骨折したおばあちゃんへ !!
サポート弁当！』

（規定課題「魚を使った調理」）
鮭ハンバーグ

『栄養たっぷりへルシー弁当』
（規定課題「魚を使った調理」）
鮭とほうれん草の
チーズ風味フライ

『お母さんの健康応援弁当』
（規定課題「魚を使った調理」）
あじのさんが焼き

髙𣘺桃音・髙𣘺天音

（規定課題「魚を使った調理」）
鮭と彩り野菜の甘酢あんかけ

『「千葉の力で長生きしてね！」
おばあちゃんいつも
ありがとう弁当』

　10月9日（火）審査員・協力員等で34作品を厳正に審査し、第２次審
査（実技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。

（献立）鮭のパン粉焼き・
厚揚げのみそ炒め・小
松菜豚肉炒め・オクラと
キャベツのナムル・ネ
ギ入り卵焼き・いわし
のバター醤油炒め・ひ
じきご飯・ミニトマト・
ブロッコリー・炭酸ゼ
リー・フルーツゼリー

第一次審査（レポート審査）の様子

−  9  −



−  10  −

［船橋市立坪井中学校　栄養職員　岩島由美子］

検査室から
平成30年度の食品検査状況（4月～10月）

※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
309
227 

詳細は給食会のホームページをご覧ください。

　パンの焼き色や減塩に向けた配合の調整などが細かく行わ
れていることを知り、製造者の方が私達の給食作りのために
いかに尽力してくださっているかを改めて実感しました。い
つも食べている給食のパンにも子供たちへの想いが込められ
ていることを感じました。多くのことが学べ、とても貴重な体
験になりました。学校でも伝えたいと思います。

横芝光町立横芝小学校　技師　島﨑　茜

　パン製造に使う食塩にはグルテンを引き締め、発酵を制御
する役割があり、減塩は簡単ではないことを知りました。そし
て、摂取基準が見直される中で、給食用のパンを少しでも減塩
しようと努力している作り手の思いを感じました。パンのお
いしさや作り手の苦労を知ることができ、有意義な時間にな
りました。

船橋市立七林中学校　栄養教諭　芦田　絵美

　減塩パンに変わったのを感じられなかったのですが、先生
に言われて意識して食べてみると前より少しだけ甘みがある
のに気づきました。塩分の取り過ぎは体に良くないと言われ
ています。これからも、減塩パンのようなものが増えていくと
いいなと思いました。

3 年　福山　未咲姫

　「9月から減塩パンになりました」と聞いて味が薄かったり
おいしくなくなったりしているのではないかと思いました。
でも、減塩されていることを忘れるほどいつもと変わらずお
いしかったです。体にもよく、しかもおいしいということは一
石二鳥だなと思いました。塩分の取り過ぎになりにくくして
くれる素敵なパンでした。

3 年　井野　未悠

生徒の感想

　塩味は視覚や嗅覚では判断できず、食べてみてはじ
めて感じます。9 月から 0.3％減塩になったコッペパン
と食パンを使って給食を提供していますが、生徒は以
前のパンと変わりなく、よく食べています。パン献立の
塩分相当量が減り、栄養士として献立を作成しやすく
なりました。これからも子供たちの健康を考えながら、
おいしい給食を提供していきます。

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

学校給食用パンの実技講習会減塩パンを使った献立紹介塩分1.9％
→1.6％

【献立】
丸型コッペパン（減塩） ・白花豆のコロッケ・マリネサラダ・
マカロニソテー・あさりとチンゲン菜のスープ・りんご・牛乳
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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 630 21.3 17.5 591 1.6 380 0.53 0.46 25 4.3 1.9
パン献立 822 33.7 35.3 441 9.8 262 0.53 0.63 32 7 3.3

ビ　タ　ミ　ン

（1食単価 233.5 円） （1食単価 285円）

・麦ごはん
・「給食番長」の
ビーフカレー

・ひじきとツナの
サラダ

・りんご
・ウエハース
・牛乳

・くるみパン
・ホイップハニー
・豆入りハンバーグ
りんごソース
・コンソメスープ
・かぼちゃサラダ
・ジョア

匝瑳市立八日市場小学校 匝瑳市立八日市場第一中学校

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 >
　読書週間に合わせて、絵本『給食番長』に登場する「ビーフカレー」と「ひじきサラダ」
を提供しました。どちらも匝瑳市仕様にアレンジして、カレーは牛肉のにおいが気にならな
いようにスパイシーに、ひじきサラダはツナとしょう油ベースのドレッシングで食べやすい
味に仕上げました。学校には料理が登場する本を紹介した資料を掲示し、子供たちも絵
本について話題にしながら給食を楽しんでくれました。

麦ごはん・「給食番長」のビーフカレー・ひじきとツナの
サラダ・りんご・ウエハース・牛乳 献 立 名

重量 g 作　　　り　　　方

くるみパン・ホイップハニー・豆入りハンバーグりんごソース・
コンソメスープ・かぼちゃサラダ・ジョア

おいしい給食　  　東総地区学校栄養士会

麦ごはん
・精米
・押し麦
・強化米
「給食番長」のビーフ
カレー
・牛角切り
・玉ねぎ
・にんじん
・じゃがいも
・キャノーラ油
・みじんにんにく
・みじんしょうが
・オニオンソテー
　 ・チャツネ
　 ・トマトケチャップ
　 ・中濃ソース
　 ・ミルクカレー
　 ・コータスカレー
　 ・特選カレー
・水
ひじきとツナのサラダ
・冷凍カット小松菜
・もやし
・きゅうり
・にんじん
・芽ひじき
・ツナ
・バンバンジードレッ

シング
りんご（6 つ切り）
ウエハース

（カルシウム強化）
牛乳

実　施　日　平成 30 年 10 月 26 日
調　理　場　匝瑳市学校給食センター
（職氏名）　 学校栄養職員　柴田　依里奈

実　施　日　平成 30 年 10 月 3 日
調　理　場　匝瑳市学校給食センター
（職氏名）　 栄養教諭　林　裕美

材　料　名
くるみパン
ホイップハニーソフト 
豆入りハンバーグ
　・きざみ大豆（ゆで）
　・豚ひき肉
　・牛ひき肉
　・黒こしょう
　・玉ねぎ
　・おろししょうが
　・生パン粉
　・牛乳
　・スキムミルク
　・鶏卵
　・ダイスチーズ
　・いりごま（白）
りんごソース
　・水
　・おろしりんご
　・トマトケチャップ
　・中濃ソース
　・粉からし
　・上白糖
コンソメスープ
・豚小間肉
・玉ねぎ
・にんじん
・キャベツ
・ぶなしめじ
・冷凍カットほうれん草
・コンソメ
・黒こしょう
・食塩
・水
かぼちゃサラダ
・キャベツ
・きゅうり
・ダイスチーズ
・味付カットかぼちゃ
・シーザーサラダドレッシング
ジョア

60
9

12
16.8
16.8
0.08

18
0.24
8.4
2.4
2.4
12
6
2

6
4.8

6
1.2

0.12
0.12

12
24
12
24
12
9.6

0.86
0.04
0.65
130

17
10
5

20
2

125
< 献立のねらい及び児童の反応 >
　ハンバーグは、よくリクエストにあがる人気メニューの一つです。毎回、ハンバーグに入れる
具材やソースを変えるなど工夫して提供しています。今回は、具材にごまとダイスチーズを入れ
食感と風味を変えました。そして、ソースは、おろしりんごでほのかな甘みをプラスしました。
子供たちに苦手と言われがちな「豆」も、ハンバーグに入れると気にせず完食してくれます。

①米を洗米し、吸水後に麦、強化米を加
えて炊く。

①にんじんは厚めのいちょう切り、玉ね
ぎ、じゃがいもはさいの目にする。

②油を熱し、にんにく・しょうがを炒め
たのち牛肉を入れ色が変わったら、①
を順に入れ炒める。

③オニオンソテーと水を加えて煮込む。
④材料に火がとおったら、A の調味料と

B のカレールーをお湯で溶いて加え、
さらに煮込む。

①きゅうりは輪切り、にんじんは千切り
にする。

②にんじん・もやし・ひじき・小松菜・きゅ
うりを茹でて、冷却する。

③②にツナとドレッシングを加えて和える。

66.5
3.5

0.21

25
50
30
25
0.3
0.5
0.5

3
3
2

0.45
3.6
3.6
4.5
80

10
15
10
5

0.7
5
4

40
7.1

206

①玉ねぎはみじん切りにする。粉から
しは少量の水（分量外）で溶いておく。

② A の材料を入れ、よく捏ね混ぜる。
③成形し、天板に並べて、オーブンに

入れ 200℃で 13 分程度焼く。
④ B を釜に入れ加熱し、りんごソース

を作る。
⑤③に④をかける。

①玉ねぎはスライス、にんじんは太め
の千切り、キャベツは 1cm 幅の短
冊切り、ぶなしめじは石づきをとり
ほぐす。

②釜に水を入れ、沸騰したら豚肉を入
れ、①を順に入れて加熱する。

③材料に火がとおったら、調味し、ほう
れん草を加える。

①キャベツは 1cm 幅の短冊切り、きゅ
うりは輪切りにする。

②①のキャベツときゅうりを茹でて、冷
却する。

③②とチーズ、かぼちゃ、ドレッシング
を和える。

A

B

B

A

［船橋市立坪井中学校　栄養職員　岩島由美子］

検査室から
平成30年度の食品検査状況（4月～10月）

※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
309
227 

詳細は給食会のホームページをご覧ください。

　パンの焼き色や減塩に向けた配合の調整などが細かく行わ
れていることを知り、製造者の方が私達の給食作りのために
いかに尽力してくださっているかを改めて実感しました。い
つも食べている給食のパンにも子供たちへの想いが込められ
ていることを感じました。多くのことが学べ、とても貴重な体
験になりました。学校でも伝えたいと思います。

横芝光町立横芝小学校　技師　島﨑　茜

　パン製造に使う食塩にはグルテンを引き締め、発酵を制御
する役割があり、減塩は簡単ではないことを知りました。そし
て、摂取基準が見直される中で、給食用のパンを少しでも減塩
しようと努力している作り手の思いを感じました。パンのお
いしさや作り手の苦労を知ることができ、有意義な時間にな
りました。

船橋市立七林中学校　栄養教諭　芦田　絵美

　減塩パンに変わったのを感じられなかったのですが、先生
に言われて意識して食べてみると前より少しだけ甘みがある
のに気づきました。塩分の取り過ぎは体に良くないと言われ
ています。これからも、減塩パンのようなものが増えていくと
いいなと思いました。

3 年　福山　未咲姫

　「9月から減塩パンになりました」と聞いて味が薄かったり
おいしくなくなったりしているのではないかと思いました。
でも、減塩されていることを忘れるほどいつもと変わらずお
いしかったです。体にもよく、しかもおいしいということは一
石二鳥だなと思いました。塩分の取り過ぎになりにくくして
くれる素敵なパンでした。

3 年　井野　未悠

生徒の感想

　塩味は視覚や嗅覚では判断できず、食べてみてはじ
めて感じます。9 月から 0.3％減塩になったコッペパン
と食パンを使って給食を提供していますが、生徒は以
前のパンと変わりなく、よく食べています。パン献立の
塩分相当量が減り、栄養士として献立を作成しやすく
なりました。これからも子供たちの健康を考えながら、
おいしい給食を提供していきます。

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

学校給食用パンの実技講習会減塩パンを使った献立紹介塩分1.9％
→1.6％

【献立】
丸型コッペパン（減塩） ・白花豆のコロッケ・マリネサラダ・
マカロニソテー・あさりとチンゲン菜のスープ・りんご・牛乳

−  11  −

財団マスコットキャラクター
「ゴールドメシーガ」

財団マスコットキャラクター
「ピンキーパンナ」
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編 集 後 記　
　2019 年亥年、健やかに新しい年明けをお迎えのこと存じます。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ことと思います。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

ひっつみのカミカミせんべい

シーフードドリア

冬野菜とあおさのスープ

VOL.04

材料名 分量（ｇ） 切り方 作り方
＊鶏肉団子 10 ①分量の水に、ごぼう・にん

じん・だいこんを入れ煮る。
② 野 菜 が 柔らかくなったら、
たもぎたけ・白菜・ねぎを入れる。
③②が沸騰したらＡの調味料
を入れ味を調え、でん粉でと
ろみをつける。
④最後にあおさのりを入れ沸
騰したらすぐに火を止める。

※あおさのりを入れてから加
熱を続けると、鮮やかな緑色
が茶色に変色してしまうので
注意する。

にんじん 10 ３cm の短冊切り

ねぎ 10 １㎝の小口切り

白菜 20 ３cm のぶつ切り

だいこん 15 ２㎜のいちょう切り

ごぼう 5 ささがき

＊水煮たもぎたけ 10 水を切る

＊冷凍あおさのり 5 流水解凍

水 110
＊豆板醤 0.2
塩 1
しょうゆ 2      

でん粉 1

材料名 分量（ｇ） 切り方 作り方
＊アルファー化米 30 ①分量の水・ケチャップ・コンソメを混ぜた

中にアルファー化米を入れ１時間浸漬し、ア
ルファ化米に十分調味料液を含ませる。
②油で玉ねぎ・たもぎたけを炒め、分量の
水を入れ煮る。沸騰したら、シーフードミッ
クス・コーン・枝豆を入れる。
③分量のバターを溶かした中に、振るった小
麦粉を入れ焦がさないよう弱火で 15 分炒め
ルーを作る。
④②に③のルー・塩を入れ味・硬さを整える。
⑤①で浸漬した米の調味料を軽く切りグラ
タン皿 に 入れ、 上 に④・チ ーズ を の せ、
230℃で約 15 分焼き、中心温度を上げると
共にチーズに焼き色をつける。

＊乳アレルギーには、バターをサラダ油に替
え、チーズをのせずクラッシュ大豆を散らし
焼いても良い。また、小麦アレルギーには、
ひよこ豆パウダーを使用しルーを作ると良い。
ひよこ豆は、ルーにしなくても水で良く溶い
て流し入れてもとろみはつく。

＊ケチャップ 10
＊コンソメ 0.2
水 60
＊シーフードミックス 15
玉ねぎ 30 粗みじん
＊たもぎたけ水煮 10 水気を切り粗く切る
＊冷コーン 10
＊むき枝豆 10
塩 0.6
水 50
油 0.5
＊小麦粉 4.5      ルーを作る＊バター 4
＊シュレッドーチーズ 15

材料名 分量（ｇ） 切り方 作り方
＊ひっつみ 10 ①ひっつみは 150℃〜 160℃の

低 温で、カリカリになるまで
ゆっくり揚げる。
②刻み昆布はさっと洗い水を
切るり、素揚げする。
③かえり煮干しは、100℃でカ
リカリになるまで 5~8 分焼く。
④①・②・③を和える。

※塩は加えなくても素材の塩
分で十分だと思うが、好みに
よって加えても良い。

＊刻み昆布 1.5
＊かえり煮干し 3
揚げ油 10

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

46 2.6 1.2 26 0.3 82 0.06 0.07 8 1.4 1.6

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

61 2.6 8.3 70 0.6 1 0.01 0.01 Tr 0.3 0.2

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
284 10.4 10.5 134 1.1 77 0.11 0.13 7 0.9 2.8

アレルゲン

鶏肉団子（鶏肉・大豆）・しょうゆ（小麦・大豆）

特定原材料

 

特定原材料
シーフード（エビ・いか）・バター（乳）・チーズ ( 乳）・小麦・
コンソメ（牛肉・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。

A




