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▼平成28年度 学校給食調理コンクール
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平成28年度
趣

学校給食調理コンクール

旨 学校給食の充実向上及び学校における食育の

期

推進を図るため、栄養教諭・学校栄養職員及
び調理員による調理コンクールを行い、関係
者の調理技術の研鑽と多様な献立作成意欲の
高揚に資する。

主

催 公益財団法人 岩手県学校給食会

共

催 岩手県教育委員会・岩手県学校栄養士協議会

日 ●書類審査 平成28年11月25日(金）

●実技審査 平成29年 １ 月 ６ 日(金）
●表 彰 式 平成29年 １ 月 ６ 日(金）

審査員 村山 枝利【岩手県教育委員会スポーツ健康課指導主事兼保健体育主事】

大石 祥子【岩手県学校栄養士協議会会長】（盛岡市立本宮小学校 栄養教諭）
柳村
栄【岩手県学校給食研究会会長】（盛岡市立山岸小学校校長）
佐々木和則【岩手県学校給食センター協議会会長】（盛岡市都南学校給食センター所長）
中野 千春【奥州市立江刺学校給食センター 栄養教諭】
高木まゆみ【一関市千厩学校給食センター 学校栄養職員】
佐藤 美香【大船渡市立学校給食共同調理場 栄養士】

岩手県学校給食研究会・岩手県学校給食セン
ター協議会・岩手県市町村教育委員会協議会

学校給食調理コンクール審査を終えて
第二次では、献立の普及性はあるか、献立の独創性・アイ
岩手県学校栄養士協議会 会長 大石
祥子
（盛岡市立本宮小学校 栄養教諭） ディアはどうか、味付けや材料の切り方はどうか、分量は摂取
学校給食調理コンクールは、学校給食の充実向上及び学校に
おける食育の推進を図るため、栄養教諭等及び調理員による調
理コンクールを行い、関係者の調理技術の研さんと多様な献立
作成意欲の高揚に資することを趣旨として開催しています。今
年度は、７チームの参加により開催されました。
今年度は、「生きた教材」として活用できる献立であるこ
と、地場産物を取り入れた献立であること、岩手県の健康課題
（肥満）に対する取り組みとして「よく噛むこと」の視点が
入っているかを観点に審査しました。
第一次は、栄養基準量は適切か、献立のねらいが明確か、献
立のバランス（主菜と副菜の組み合わせや料理形態の組み合わ
せ）はよいかなどを提出いただいた書類で審査しました。
学校給食摂取基準に準じてたてる献立ですが、食塩相当量・
鉄・ビタミンＣ・食物繊維について、基準を満たしていない施
設がありました。また、献立のバランスについて工夫が必要な
ものもありました。例えば、和洋中折衷だったり、似た食材が
複数入っていたり、主菜と副菜がはっきりしない等です。日頃
の献立も留意してください。

量として適切か、書類に示されている分量と変わりないかなど
調理実技を通して審査しました。
今年度は、だしで野菜をゆでて薄味になるように工夫をして
いた施設もありました。また、塩分計を持参する施設が複数あ
りました。減塩の取組みが進んでいることを実感しました。
参加者は、審査を待つ時間に各チームが出品した料理を試食
し、意見交流会しています。調理の仕方や、味付けの仕方など
新たな発見や刺激を受け有意義な時間となりました。
学校給食は、学校における食育の「生きた教材」です。その
ためにも、おいしく食べることができ、教育的配慮のされてい
る献立でなければなりません。このコンクールは献立作成や調
理技術の向上を図る絶好の機会となっています。今後とも、積
極的な参加を期待します。
今年は報道関係者が調理室にたくさん入り、緊張する中での
調理だったと思います。その中で、練習の成果を発揮された参
加者の皆さん大変お疲れ様でした。
私達も、コンクールの献立を参考にしながら、魅力ある給食
づくりに励んでいきましょう。

学校給食調理コンクールに参加して
雫石町教育委員会

栄養士

谷地

佑衣子

調理コンクールへの参加は、献立作成に向き合うことがで
き、学びの多い貴重な経験となりました。
応募献立を作成するにあたり、今回のテーマの一つである
「よく噛むこと」の視点を盛り込んだ献立について考えまし
た。そのなかで「かみかみ献立」と名前をつけ、よく噛むこと
を意識する献立をこれまでも実施していましたが、そのねらい
は子どもたちに伝わっているのだろうかという疑問が生まれま
した。コンクールへの参加をきっかけに、今までの献立をふり
返り、子どもたちに生きた教材として給食を届けるためにどの
ようにするべきか改めて考えることができました。また、岩手

紫波地区の栄養教諭のみなさんからアドバイスをいただき、今
年度実施した食生活に関する実態調査の結果について見直した
ことで課題把握につながりました。より献立のねらいを明確に
することができ、現状と課題の把握をすることの重要性を学び
ました。当日は他チームの献立の試食と意見交換で新しい発見
が多くあり、今後の献立作成の刺激になりました。
今回の調理コンクール参加において、献立の作成、試作、指
導時間の確保、給食での実施などたくさんの方にご協力いただ
きました。まわりの方への感謝を忘れずに、コンクールで学ん
だことを生かして、子どもたちへ生きた教材となる給食を届け
られるよう努めていきたいと思います。

学校給食調理コンクールに参加して
住田町学校給食センター

栄養教諭

黒田

麻由

今回の献立では、「よく噛むこと」がテーマとしてありまし
た。子ども達の食べる様子を見ると、あまりかまなくても食べ
る事のできる洋風料理を好む実態がありました。そこで献立を
考える際には、栄養価を満たすことはもちろん、家庭でも作る
ことができる和食のカミカミメニューにすること、地元の農産
物に関心を持ってもらえるように、住田町産の鶏肉・切干大根
を使用することに決めました。
給食で何度か実施し、子ども達の声を聞きながら食材や味付
けの検討を重ねました。給食を目の前にして、よく噛んで食べ
る事が健康に良い効果をもたらすことを知らせると、子ども達
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はしっかり意識して食べてくれました。本番前には調理員と調
理器具や時間配分を確認しながらの練習を行い、当日はいつも
の給食の味・チームワークを発揮することができました。どん
な場面でも自分達の味を作り出せたことは、コンクールに参加
した調理員はもちろん、給食センター職員全員にとって大きな
自信になりました。
調理コンクールに参加したことで、日常の調理作業や食べる
人のことを考える、給食を教材として活用するなど、基本を
じっくり見直すことが出来ました。これからも周りの方々と力
を合わせ、安全でおいしく・楽しく、生きた教材となる給食、
大人になってからの食生活にも活かせるような給食作りに励ん
でいきたいと思います。

○食に関する指導を効果的に進めるための
生きた教材』として活用できる献立
○岩手県産の地場産物を取り入れた献立
○ よく噛むこと”の視点が盛り込まれていること
岩手県教育委員会教育長賞
雫石町立七ツ森小学校

岩手県学校給食会会長賞
住田町学校給食センター

献立名

献立名

●麦ごはん、牛乳
●かつおと大豆のかみかみ揚げ
●切干大根和え
●ふるさと汁
●りんご

●雑穀ごはん、牛乳
●みちのく清流若鶏のかりんと
揚げ
●水菜と切干大根のサラダ
●カミカミ根菜汁
●りんご

献立作成のねらい

献立作成のねらい

今年度実施した食生活に関する実態調査によると、82%

子ども達の食べる様子を見ると、カレーやシチューな

の児童がよく噛んで食べることに気をつけていると回答し

どあまりかまなくても食べる事のできる西洋料理を好ん

ている。しかし、実際に給食を食べている様子を見ると、

で食べる実態がある。また、町内の小学校では、肥満傾

よく噛まずに食べている児童が多く、実践につながってい

向の児童やう歯所有者が多い。肥満出現率は岩手県や全

ない。また、町内の児童の肥満度は県平均を上回っている

国と比較して２倍となっている。そこで、よくかんで食

学年が多く、全体指導としてよく噛む

べる事が歯の健康をはじめ、健康に

ことに取り組み、実践することが肥満

良い効果をもたらすことを知らせ、

予防の観点から必要であると考えた。

よくかんで食べる事を意識させたい

そこで給食のなかで噛みごたえのある

と考えた。家庭でも作ることができ、

食品を知らせ、実際に食べながら噛む

地元の農産物に関心を持ってもらえ

ことを意識し、実践につなげることを

るように、住田産の鶏肉・切干大根

ねらいとした献立である。

を使用し、この献立を作成した。

岩手県学校給食研究会会長賞
盛岡市立米内小学校
献立名
●外 山わらび入り炊き込みごはん、
牛乳
●県産鮭のゆず香味やき
●くきわかめのシャキシャキ炒めに
●米粉アマランサスひっつみじる
●りんご

献立作成のねらい

本校は平成26年度より外山小学校と統合し、外山小
学校で続けられてきた「わらび学習」を４年生の総合
学習として引き継ぎ、学習している。わらび学習（収
穫・加工・販売）を通して地域の方々と交流し、地元
の食材の特長を学び、食文化の知識や郷土を愛する気
持ちを育てている。また、岩手県内には地域ごとに特
色のある食材がある。食材を給食に取り入れることに
よって、生産に関わる人々への感謝の心を育てたいと
考え、ねらいとした。本献立は、県北のアマランサ
ス・沿岸のくきわかめ、本校学区内の米内川から流れ
着く中津川に上ってくる鮭、そして、外山わらびを取
入れた。年間を通じてわらび学習を行い（給食時間に
おける食に関する指導等）、地域と学校、子どもが関
わりあうことによってねらいを深めたい。
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岩手県学校給食センター協議会会長賞
盛岡市立仁王小学校

岩手県学校給食センター協議会会長賞
岩手県立花巻清風支援学校

献立名

献立名
●麦ごはん、牛乳
●笹かまの天ぷら
●油麩の卵とじ
●おくずかけ
●たくあん
●みかん

●麦ごはん、牛乳
●鮭の豆腐ぽん酢がけ
●あさりと小松菜のうま煮
●野菜のごま汁
●りんご

献立作成のねらい

献立作成のねらい

６月の食育月間に、家庭での食生活の実態を把握する

９月15、16日に小学部６年生の仙台松島方面への修

ため全校児童に「食べものアンケート」を実施した。そ

学旅行が計画されていたため、給食では「修学旅行いっ

の結果、家庭では食べ慣れない食材として「魚介類」大

てらっしゃい給食」と題して宮城県の郷土料理や名産品

豆製品」「海藻類」「野菜類」「きのこ類」など、毎日

を使った給食を実施した。

の食事で意識して食べてほしい食材ばかりが挙げられ

９月の献立表には６年生に

た。その実態をふまえ、本校では給食の時間における食

向けたメッセージを掲載

に関する指導を通じ、健康な食生活のキーワードである

し、給食実施日には給食時

「まごわやさしい」という合言葉を活用し、食生活改善

間に児童が読む原稿を作成

を図りたいと考えた。本献立は、身近な食べ物である、

した。給食をとおして宮城

鮭、りんご、豆腐などの地場産物を活用し、「まごわや

県の食文化に触れ、修学旅

さしい」の合言葉を知り、健康な体をつくるためになん

行への興味関心を高めるこ

でも食べようとする意欲を育てることをねらいとした。

とをねらいとした献立であ
る。

岩手県学校給食センター協議会会長賞
奥州市立水沢南小学校

岩手県学校給食センター協議会会長賞
一関市真滝学校給食センター

献立名

献立名
●発芽玄米ごはん、牛乳
●サンマの梅煮
●根菜のみそからめ
●あったか塩麹汁
●りんご

●金芽米ごはん、牛乳
●かみシャキバーグ
●マメ豆小鉢
●奥州はっときのこ汁
●りんご

献立作成のねらい
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献立作成のねらい

胆江地区で実施している「給食レシピコンテスト」に

岩手県は、食塩の摂取量が高く、男女ともにワースト

本校の６年生全員が毎年、家族で一緒に考え応募してい

１となっている。成人を対象とした脳卒中の取組が各方

る。今年度は「地場産物を使ったレシピ」「かみかみレ

面で行われているが、本センターでは汁もの等の塩分を

シピ」「朝食レシピ」のテーマのもと、たくさんのレシ

測定し、薄味となるよう確認して

ピが考えられた。その中からいくつかのレシピを実際に

給食を提供している。だしをうま

給食に取り入れ、子どもたちだけでなく、毎日の食事を

く活用することで、小さなときか

作る保護者にも「食べ物」そして「食べること」の大切

ら素材の旨みがわかり薄味でもお

さについて考えるきっかけとなればと思いこの献立にし

いしいと感じられる味覚を育てた

た。

い。

平成28年度 学校給食優良校等表彰 岩手県学校給食会会長賞
この賞は、学校給食の普及と充実を図るため、学校給食実施上優れた成果をあげてきた学校及び共同調理場を表彰しています。

真滝学校給食センターの取組

一関市真滝学校給食センター

真滝学校給食センターは、開設から６年目を向かえた
オール電化の施設で、「おいしくて楽しい給食」を目指
して市内の小学校５校、中学校２校に給食を提供していま
す。開設当初から産直協議会が組織され、定期的な情報交
換の機会があることから、一年を通じて計画的な地場産物
の活用が可能となっています。
給食には教科と関連した食材や料理、オリンピックや国
体などのイベントに合わせた料理などを取り入れるととも
に、デザートを選ぶ「選ぶ給食」、各学校の希望を取り入
れた「希望給食」、６年生と中学校３年生の「もう一度食
べたい給食」なども行っています。特定の食物を摂取する
ことにより生じる食物アレルギーについては、市教委が中
心となり組織的に取り組むことにより、安全に配慮しなが
ら除去食・代替食について対応している現状です。また、
提供する汁物や煮物に塩分計を活用することにより、味を
見て確かめ、さらに測定して確かめることができるように
なり、提供する給食の味に自信を深めています。これが、
児童生徒の「減塩・適塩の食習慣」形成につながることを
期待しています。

て来年度入学予定の新１年生、小学生と保護者、さらに
は、市教委が企画する一般市民対象のものまで幅広く行っ
ており、各小中学校での開催以外に、見学を兼ねて給食セ
ンターを会場に開催することもできます。
月に一度発行する給食だよりは、読みたくなるような紙
面作り、給食に期待が持てるような内容となるよう工夫
し、これとは別に、「先生の給食の思い出」を給食週間に
合わせて特集したり、卒業を前にした小学校６年生と中学
校３年生の「給食の思い出」を特集したりしています。
食に関する指導については、各学校の「食に関する指導
の年間計画」に基づいた依頼により、栄養教諭が計画的に
指導しますが、依頼内容に沿った指導になるよう事前に打
合せを行うようにしています。そして、発達段階に合わせ
た指導内容を検討し、児童生徒が楽しいと感じるととも
に、給食や栄養教諭が関わる授業に対して期待が持てる内
容となるように心がけています。
このような取組が認められ、この度「学校給食優良校等
表彰」受賞の栄誉を得ることができました。関係の皆様に
心より感謝申しあげます。これからも、建物は学校から離
れていますが、心はいつも子どもたちの隣にいるような気
持ちで取り組んでいきたいと思います。

試食会は、保護者を対象とするもの以外に、希望に応じ
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平成28年度

学校給食功労者表彰

岩手県学校給食会会長賞

この賞は、学校給食の普及と充実を図るため、学校給食実施に関し、特に功績のあった学校給食関係者を表彰しています。

子どもたちの幸せのために

タイルです。②全校朝会での一斉指導は、年に１回全校児

盛岡市立高松小学校
栄養副主幹 吉田 しづえ

この度平成28年度学校給食功労者表彰を受賞させてい
ただきました。これもひとえに盛岡市教育委員会、本校は
じめ関係各位の皆様のおかげと心より御礼申し上げます。
本市には、給食センター２か所、単独調理場28か所あ
ります。平成８年に起こった食中毒事故を契機にＨＡＣＣ
Ｐに基づく衛生管理が徹底されるようになりました。ハー
ド面ソフト面両方の改善に向け努力してきました。しか
し、細菌やウイルスが絶滅したわけではなく、気を抜けな
い状況は給食を実施している限り続くものと思われます。
これで完璧ということは無く、日々の絶え間ない努力が、
子どもたちを守るために必要です。
食に関する指導の授業研究会を実施したのは平成11年
のことでした。当時、県内各教育事務所主催の授業研究会
が行われていましたが、本市は、市学校栄養士会が主催し
て初めて実施しました。５年生の担任、養護教諭と栄養士

童を対象に、食事をしっかり食べることの大切さについ
て、アンパンマンやバイキンマンを媒体として、子どもた
ちの気持ちに届くように工夫して行っています。③給食試
食会での保護者への講話では、給食や子どもたちの様子を
知らせたり、日本型食生活の大切さを訴えたり、様々な食
に関する情報を直接保護者へ伝える機会と捉えています。
④児童の給食委員会の活動に関わっては、全校児童朝会で
の発表内容について指導をしたり、毎日の給食時間に放送
する内容を作成したりしています。
最近、「子どもの頃嫌いな物を無理やり食べさせられて
給食が嫌いになった。」という話を時々耳にします。確か
に昔は給食を残さないようにという指導が徹底していて、
掃除の時間になっても埃が舞う中で食べさせていた時代が
ありました。しかし今考えると子どもの人権を無視したも
ので間違った指導だったと言わざるをえません。願わく
は、給食は子どもたちの幸せのためにこそ役立って欲しい
ものです。

の三者によるＴ・Ｔ授業で、公開で実施しました。以降、
市学校給食研究会主催で毎年行われ現在に至っています。
参加者も給食主任や養護教諭等へと広がり、今後さらに児
童への食に関する指導が浸透していくことを願います。
本校では、①給食時間における訪問指導を学期１回実施
しています。三色エプロンを着けて学級へ行くのが私のス

祝

平成28年度

学校給食表彰(文部科学大臣表彰)個人の部

平成28年11月10日（木）第67回全国学校給食研究協議大会が
秋田県秋田市で開催され、表彰されました。

心からお祝い申し上げます。
岩手県立盛岡となん支援学校

栄養教諭

徳田

惠子 氏

平成27年度には学校給食功労者表彰（岩手県学校給食会会長賞）も受賞されております。
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新 規 採 用 栄 養 教 諭 の 紹 介

平成28年度

栄養教諭になって
盛岡市立東松園小学校 栄養教諭

ます。栄養教諭としての専門性はもちろんですが、わかり

高橋

舞帆

栄養教諭となって早１年。目まぐるしい毎日ですが、人
に恵まれ頑張ることができています。目の前にあることを
必死でこなすことで精一杯だった１・２学期でしたが、
やっと最近、この仕事の楽しさを感じながら、あんな指導
をやってみたい、こんなメニューをやってみたい、そんな
思いが出てきました。
２年間臨時職員としての経験があったものの、職場が変
わると仕事内容もやり方も、できる献立も違います。給食
管理の基本に立ち返り、衛生管理や調理技術の理解の大切
さを改めて感じさせられました。学校給食は、衛生面や食
物アレルギー等、様々なことへ配慮しなければなりませ
ん。その中で、いかにおいしく、魅力ある給食を作ること

やすい授業作りや発問の仕方等、指導力も高めていきたい
です。また、食に関する指導が学校全体で行われるよう、
コーディネートしたり、マネジメントしたりする力も身に
つけていかなければと思っています。
この１年、東松園小学校の子どもたちを近くで見てい
て、強くなった思いは、給食を通して様々な食材や味、料
理を知ってもらいたいという思いです。卒業したとき、大
人になったとき、ふと思い出してもらえるような記憶と心
に残る給食を作っていきたいと思っています。そして、食
の力で子どもたちの温かい心と健康な体を作っていきたい
です。
食の大切さと魅力を伝えられる栄養教諭になれるよう学
ぶ姿勢を忘れず頑張ります。

ができるかが、この仕事の難しさであり、おもしろさでも
あるのかなと感じています。大変な面や悩むこともありま
すが、毎日給食を楽しみに待ってくれている子どもたちの
存在は大きく、日々の私の原動力となっています。
食に関する指導では、子どもの気づきを促すような発
問の仕方、子どもが主体的に学ぶことができるような展
開の仕方等、「教えること」の難しさと奥深さを感じてい

平成28年度

親子料理教室

わ くわく・うきうき

クッキングスクール
●平成28年11月19日(土）  ●参加者 親子32名

講師

デモンストレーション

キャラ
チャレ 弁に
ンジ！

フードコーディネーター

浅沼

賀子先生

平成19年度から本会の事業として、小
中学生及び保護者を対象に、学校給食の意
義や本会の役割等についてより一層の理解
を得るため、料理教室を開催しています。昨年同様、広く公募に
よりご参加いただき、開催しました。
講師は、ＴＶの料理コーナー出演やフリーペーパー「マ・シェ
リ」にレシピ提供、いわて生協のハピママでの料理教室等幅広く
活躍されている浅沼賀子先生をお迎えし、「キャラ弁」にチャレ
ンジしました。
アンケートでは
「ていねいな指導でとても楽しく作る事ができた。」「きれい
に出来て良かった。遠足とかにぜひ作ってみたい。」「揚げない
大学いもは時短で良い。」「じょうずにできたので、家でもチャ
レンジしたい。」
等々大変好評でした。

☆
☆
☆
☆
☆

くまさんのお弁当
ひよこのうずら卵
ハムのお花
揚げない大学芋
カットりんご

完成品
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平成28年度

第２回物資委員会

選 定 商 品 の ご 案 内
去る平成29年２月15日に本会において、「平成28年度第２回物資委員会」
が開催され、メーカー10社14品が新規取扱物資として選定されましたので、ご
紹介いたします。
なお、選定された商品の原料配合・栄養成分等の詳細については、物資だよ
り№335にてご案内しております。
また、サンプル等のご希望がございましたら本会までお気軽にお問合わせ下
さい。たくさんのご利用をお願いいたします。
県産

県産

①岩手県産素干しあみえび
500g 名給

②八幡平産マッシュルーム水煮スライス
１kg 小森商店

③国産香信足切小（菌床）
500g 藤和乾物

④煮干しだしパック
600g（150g×4袋） 藤和乾物

⑤まるごとピューレ大豆
１kg 北海道アンソロポロジー

⑥ぷちっとモチ玄米
１kg アルファー食品

⑦あじフィレカレーフライ
40g・50ｇ ピアット

⑧白身魚レモンペッパーフライ
40g・50g 名給

平成29年度
行事名
栄養教諭・学校栄養職員研修会

⑨モウカ味噌カツ
40g・50g 名給

行

事

予

⑩カルシウムと鉄分強化のお魚カツ
40g・50g 大関食品

定

会場
盛岡市

期日
平成29年 ６ 月23日(金）

参加対象者
栄養教諭・学校栄養職員

学校給食用物資展示会

学校給食会

平成29年 ７ 月27日(木）

学校給食関係者

学校給食調理講習会

学校給食会

平成29年 ７ 月27日(木)28日(金) 栄養教諭・学校栄養職員

学校給食調理員研修会
親子料理教室

盛岡市
学校給食会

平成29年 ８ 月 ４ 日(金）

学校給食調理員

未定

県内小・中学生及び保護者

学校給食調理コンクール（書類審査）

盛岡市

平成29年11月28日(火）

栄養教諭・学校栄養職員

栄養教諭・学校栄養職員研究大会

盛岡市

平成29年12月 １ 日(金）

栄養教諭・学校栄養職員

第53回岩手県学校健康教育研究大会

盛岡市

平成29年12月26日(火）

学校保健・学校安全・学校給食関係者

学校給食調理コンクール（実技審査）

盛岡市

平成30年 １ 月10日(水）

栄養教諭・学校栄養職員・学校給食調理員

（注）日程等については予定であり、開催案内により確認して下さい。
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