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趣　旨　�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・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

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�

期　日　●書類審査　平成25年11月27日(水）
●実技審査　平成26年１月９日(木）

●表 彰 式　平成26年１月９日(木）

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）
小野寺　きみ子
（岩手県学校栄養士協議会会長）（陸前高田市立学校給食センター栄養教諭）
中川　誠悦
（岩手県学校給食研究会会長）（盛岡市立河北小学校校長）
工藤　精一
（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）
小野寺　敬子
（奥州市立前沢学校給食センター学校栄養職員）
菊地　美和子
（一関市西部学校給食センター栄養教諭）
田中　伸子
（釜石市学校給食センター栄養教諭）（書類審査）
似鳥　弘江
（大船渡市綾里学校給食共同調理場栄養士）（実技審査）

学 校 給 食 調 理 コ ン ク ー ル学 校 給 食 調 理 コ ン ク ー ル平成25年度

　調理台に整理整頓されて並ぶ食材、声をかけ合いてきぱきと進む作業、常日頃のチームワークや事前にどれだけ練習を重ねてきたかなどがうか
がい知れる調理実技審査会場。
　第一次の書類審査を受けて、最終審査に並ばれた学校給食を目の前に立つと、調理条件や地域の特性等をふまえつつ、子ども達の健やかな成長
を願ってのそれぞれの強い思いや工夫が感じられるものばかりで、優劣がつけがたく、慎重な審査が行われました。
　食に関する指導を効果的に進めるための教材として活用できるものであるためには、献立作成のねらいが食に関する指導の内容の「食事の重要
性」「心身の健康」「食品を選択する能力」「感謝の心」「社会性」「食文化」のどれをめざすものであるか、そして、どこの場面でどう活用するか明
確に示されていなければなりません。そして地域の特性や栄養バランスを考慮し、独創性、普及性があることが審査の観点です。
　子ども達がその給食を見て「食べてみたい！」という思い、そして実際に口にして「残さず食べよう！」と感じることでその給食が生きた教材
としてより生かされるものであり、最終審査の大きな鍵になります。講評では、彩りや味のバランスがよく、子ども達が食べたいと感じる、各施
設でも工夫によって活用できる普及性がある、伝統料理を上手に取り入れて食べやすいような工夫がみられるなどがあげられました。
　また、審査の観点である献立の地域性や独創性、そして普及性の相反するものをどう捉えるべきかという話題もあがりました。みなさんの意見
も反映しつつ、この調理コンクールの趣旨である調理技術の研さんと多様な献立作成意欲の高揚にさらにつながるものとしていかなければならな
いと感じます。
　最後になりましたが、学校給食調理コンクールの審査に携わって多くのことを学ばせていただいきました。審査員を代表して、全ての参加チー
ムに感謝をいたします。
　食育のための生きた教材として活用できる、安全でおいしい給食作りを子ども達のために提供していきましょう！

学校給食調理コンクール審査を終えて 岩手県学校栄養士協議会会長　小野寺　きみ子

　調理コンクールに参加する事が決まり、調理員に告げると、「やるからには、頑張りましょう。」と皆の心強い言葉。私は、故郷の恵みに改めて
感謝してもらいたいとの願いもあり、今回の献立を考えました。学校で何度か給食に提供し、児童や職員からの感想やアドバイスをもらいました。
そのなかで、食材の旨味を生かすために、食感を生かした切り方や調理方法、さらには見た目にも気を配る必要があると感じて、試行錯誤を繰り
返しました。参加する調理員だけではなく、職員全員で調理の手順を考えました。特に「たこちゃんごはん」は時間内での調理が難しく、何度も
試作を重ね、本番には今までで一番の出来栄えに、大満足でした。これも普段のチームワークがなければだせなかった味だと思います。
　今回の受賞を機にこれからも、チームワークを大切にして、学校給食を食育の生きた教材として活用し、子供たちのために、さらに、安全・安
心でおいしい給食作りに努めていきたいと思います。

チームワークを生かして 大船渡市立大船渡北学校給食共同調理場　学校栄養職員　磯谷　和代

　調理コンクール参加のお話をいただき、まず子ども達に二戸市の地場産物の良さを知らせ、こんなにも素晴らしい二戸の宝が身近にあるという
こと。また、生産者の方々は「丈夫で元気に育ってほしい」という子ども達への思いと、深い愛情を込めて食材を作ってくださっているというこ
とを第一に伝えたいと考えました。「給食だより」に掲載するために行った生産者インタビューや取材を通して、子ども達を思う温かい心に触れる
ことができ、その愛情の深さに感銘を受けたからです。
　よって、献立作成にあたっては12品目の地元食材を組み合わせ、生産者の方々と給食センター職員共通である「子ども達の健やかな成長」と
いう願いを一つにし、「感謝の心」を持たせたいというねらいに重点を置きました。また、食材の持つ特徴や風味を活かすことも意識しながら、特
に主菜のりんごソースについては、りんごの爽やかな酸味と甘み、食感を残すことで菜彩鶏の旨味を引き立たせることができるよう、調理員さん
と何度も試作を重ねました。
　このことを機会に、日々の給食指導や訪問指導に加え、作り手の思いや明確な献立のねらいを子ども達に伝えることで、さらに献立が生きてく
るのだと、改めて認識することができました。そして、毎日の給食が「生きた教材である」ということを常々意識しながら、さらなる食育推進に
努めていきたいと思います。献立作成の根本的な土台を再度見つめ直すことができた調理コンクールでした。このような機会を頂いたことに、深
く感謝いたします。ありがとうございました。

学校給食調理コンクールに参加して 二戸市学校給食センター　栄養教諭　長谷部　紘子



岩手県教育委員会教育長賞

岩手県学校給食研究会会長賞

岩手県学校給食会会長賞

東日本大震災から、もう少しで３年が経とう
としている。大船渡市を支える漁業も復興が
徐々に進み、学校給食でも大船渡の海で採れ
た海産物を提供できるようになった。当献立
は、たこやホタテ、ひじきといった地元の海
で採れたものを使用し、改めてふる里の恵み
に感謝してもらいたいと願いを込めて献立を
作成した。

今年、日本食の良さが認められ、「和食」としてユネスコ世界無形文化遺産への登録が
決まり、世界中の注目を集めている。しかし、食事調査を行うと、食生活の洋風化や
外食産業の普及により、子どもたちは日常の家庭料理である日本食から遠ざかってい
る状況にある。風土と自然に共存し、日本人の健康を守ってきた日本食は「家庭料理
絶滅危種」として家庭の食卓から消えつつある。新里給食センターでは「日常の家庭
料理」に視点を置き、日本食を中心とした献立作成を行っている。教室で食べている
子どもの姿とともに、家庭の食卓を囲む風景をも重ね思い描きながら献立を作成し、
季節を感じ旬を楽しみ、健康を支えてきた日本食の良さを、子どもたちが「食べて感
じる給食」として提供したいと考えている。この献立をとおしても、実りの秋を感じ
豊穣に感謝する心を育て、地域の産物を活用するとともに、日本食の素晴らしさを子
ども達に伝えていきたい。また、５年生特別活動における郷土食を知る学習では、給
食の献立の中に日本食を多く取り入れていることをあげ、日本食の良さを考えさせる
とともに、地域の産物を生かした郷土食の学習と調理実習を行い、食べるだけでなく
食文化の継承者であるという意識を持たせたいと考えている。

二戸市では、毎月19日（食育の日）から一週間を「二戸食（にこしょく）週間」、
毎月25日を「二戸食（にこしょく）の日」とてており、学校給食でも積極的
に二戸市産食材を取り入れた献立の実施に努めている。当献立は、二戸市の特
産の一つである菜彩鶏とりんごを組み合わせた主菜をはじめ、米、雑穀、足沢
味噌、野菜等12品目の地元食材と、たくあん、ちりめんじゃこ等のかみごた
えのある食材を活用し、かみかみ献立の一つとして二戸食週間に実施した。ま
た、これらの地元食材については、子どもたちが食への興味・関心、感謝の心
をもつことができるよう、給食訪問時や給食だより等を通して、生産者の方々
への思いや苦労・努力について紹介している。その生産者の方々が心をこめて
作った地元食材への理解を深め、食べ物を大切にする心や、郷土に対しての愛
着を深めさせることをねらいとした。

●たこちゃんごはん、牛乳
●ホタテのかくれんぼ
●ひじきの彩り和え
●あったかけんちん汁
●みかん

●黄金ごはん、牛乳
●たらの磯揚げ
●枝豆の白和え
●きのこ汁
●柿

●雑穀ごはん、牛乳、
●菜彩鶏のりんごソースかけ
●たくあん和え
●根菜のごま味噌汁
●みかん

大船渡市立大船渡北学校給食共同調理場

宮古市立学校新里給食センター

二戸市学校給食センター

献立作成のねらい

献立作成のねらい

献立作成のねらい

献立名

献立名

献立名
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酪農の町葛巻は、牛乳・乳製品の生産が盛んである。また、雑穀も多く栽培され、
稲きび、ひえ、あわ、麦などを料理に取り入れてきた。鉄分の多いかつお、
ひじきに着眼し、地場産の乳製品と雑穀を組み合わせ、スポーツの盛んな小・
中学校が鉄分カルシウムを多く取り入れるように献立を考えた。ひじきのな
かよし和えは、鉄分の吸収をよくするビタミンＣの多い野菜（ブロッコリー、
キャベツ）との組み合わせである。料理を通して郷土の食べ物により親しみ
を持ちながら、成長期の食事について学んでほしいと願っている。

●ごはん、牛乳
●かつおのチーズみそ焼き
●ひじきのなかよし和え
●三穀つぶつぶ汁
●みかん

葛巻町学校給食センター

献立作成のねらい

献立名

本校では、昨年度より、復興教育の一環として田野畑小学校との交流活動を行っ
ている。この交流をいかした給食として「田野畑の恵み給食」を計画した。田
野畑村の特産品を給食に取り入れることで、田野畑村の理解を深めるとともに、
生産者や郷土の恵みに感謝する心を育てたいと考えた。また、被災した特産品
の現状を知らせることで、東日本大震災の被害を身近に感じ、被災地の人々に
心を寄せ、相手を思いやる心を育てたい。この日の献立は復興教育の教育的価
値の中「かかわる」、食育のねらいである「感謝の心」「食文化」の育成をめざ
した。

●山葡萄のちらしずし、牛乳
●さつま芋のミルク天ぷら
●切干大根の香味炒め
●田野畑わかめのすまし汁
●みかん

盛岡市立本宮小学校

献立作成のねらい

献立名

岩手県学校給食センター協議会会長賞

食育の推進のために『生きた教材』として活用できる献立
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北上市は、北上川と奥羽山脈、北
上山地の恵みを受け、豊富なさんぶつ作物が作られている地域である。自分たちが
生まれ育った北上市には、米をはじめ、野菜や大豆など昔から作り伝えられている
ものと、ブルーベリーやグリーンアスパラガスのように、新しく取り入れ作られて
いるものがある。こうした昔から受け継がれてきた二子里芋、えごまや野菜と新し
い特産物として作られた桑茶を取り入れることにより食を通じて、この地域が豊富
な食材に恵まれていることに気づき、北上の良さを学ぶことをねらいとした。

●ごはん、牛乳
●鮭の里芋桑ソースがけ
●日高見キャベツのえごま和え
●北上揚げと白菜のみそ汁
●りんご

北上市西部学校給食センター

献立作成のねらい

献立名

小学校の肥満傾向児童の割合は、
男女ともに岩手県の割合を上回り、昨年度よりも肥満傾向児童の割合が増加して
いる。給食の時間に様子を見ていると、いただきますをして間もなく食べ終わっ
ている児童もおり、よく噛まずに飲み込んでいる様子がうかがえるため、よく噛
んで食べることを意識づけることをねらいとした。また、歯科検診での歯石や歯
垢の有所見者が多く、よく噛んで食べることが口腔内の衛生を保つことにもつな
がるということをあわせて指導することとした。

●ごはん、牛乳
●酢豚
●カリポリ漬け
●中華なめこスープ
●りんご

花巻市東和学校給食センター

献立作成のねらい

献立名

当センターは、室蓬譲水の里大東町と、名勝日本百景猊鼻渓東山町の２つにまた
がる区域を受配校にもちます。共に清流の里で、さらに、農産物の生産がさかん
で、その種類も豊富です。汁物は、古代米、桑茶パウダーを使用し、緑、ピンク、
白の団子をこね、地元に伝わる風習「まゆっこならし」を表現しました。主菜は、
蓬葉山、室根山の山々に囲まれた地元の里山をイメージし、素朴さをアピールし
ています。副菜は、地理的環境から、浜との交流がある地域ならではの家庭料理、
主食は、大東町曽慶の小学生が「NHK　いわてみんなのうた」で歌った「大根
コン！」より大根の葉を取り入れました。デザートは、大東、東山の２つの結び
つきを表現しています。この給食には、地元を愛し、この地域に昔から伝わる風
習を知ってほしいという願いがこめられています。

●大根葉ごはん、牛乳
●いわいどりの山里焼き
●白菜となまり節の炒め煮
●まゆっこ汁
●ゆいっこりんご

一関市大東学校給食センター 献立作成のねらい

献立名

平成25年度　学校給食優良校表彰　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。

　浅岸小学校の学区は、綱取ダム周辺から上流約12キロメートルに
渡る山村です。今年度の児童数は５名、その内４名がスクールバスで
通学しています。給食は自校給食で家庭的な手作りの給食を提供して
います。
　　ランチルーム給食
　本校の給食は、児童と職員
が一緒になって配膳しランチ
ルームで会食しています。温
かいものは時間ぎりぎりで仕
上げ、冷たいものは配食まで
冷やし適温の状態で提供して
います。すべて手作りの家庭
的な献立となっているため、食事中の話題はどのように作ったのか、
味付けは何を使ったのかというような質問も出るなど生きた教材と
なっています。
　進級や修了・卒業、学期毎に行う誕生会給食の日などには、日本の
食文化である「ハレの日」の食事「お赤飯」をいただいてみんなでお
祝いしています。
　　食育
　食育指導は、給食時間を活用し年間20回程度行っています。全員
一緒の会食のため、食育は年齢の低い児童もわかるような指導を心が

けています。職員には事前に
共通理解を図り一緒に参加
していただいています。日常
的に五感を使って味わって
いることを自覚してもらう
ため「五感で感じる楽しい食
育」を中心に指導していま
す。香り当てクイズでは給食の材料を活用しかぎあててもらいました。
子どもたちは今までの体験から想像をめぐらせ発言していました。出
汁の違いを知ろうでは、それぞれの出汁を使った給食をいただき出汁
の味の違いを体験しました。その後出汁
を飲み比べて何の出汁かを当ててみ
ました。昆布とかつお節を混ぜ
た出汁を飲んでおいしさが増
していることに驚いていまし
た。調理員には「プロの技紹介」
として児童の目の前で飾り切り
の披露や包丁砥ぎの実演をしても
らいました。
　　終わりに
　この度、たくさんの方々のご協力とご支援のおかげでこのような表
彰を受けることができました。今年度をもって127年の歴史を閉じ
る浅岸小学校ですが、学校給食がこれからも子どもたちの健やかな成
長に少しでも力になっていくことを願ってやみません。

岩手県学校給食センター協議会会長賞

「五感で感じる食育」
盛岡市立浅岸小学校　栄養主査　及川　由江
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平成25年度　学校給食功労者表彰　岩手県学校給食会会長賞

平成25年度　学校給食優良校表彰　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。

「完全給食開始50年の歩み」
山田町立大浦小学校

　本校は、山田町内小中学校11校中、唯一学校給食が行われている
学校である。昭和 38年に完全給食が始まり、今年度は、ちょうど
50周年の節目の年に当たる。東日本大震災により壊滅的な被害を受
けた小谷鳥海岸には「大浦小学校実習場」があり、かつて、児童がマ
ツモ・ヒジキ・フノリ等を収穫し、給食の食材にしたり、大浦漁協が
それらを買い取り給食費に充てたりしていた。また、調理員は、大浦
地区民が担当してきた。このように、地域ぐるみで学校給食を支えて
きた歴史が今でも脈々と受け継がれている。
　震災後の平成 24 年 5
月、町内一斉に仕出し弁
当給食が実施され、給食
開始までの 20 日間、本
校では「支援物資給食」
を行った。仕出し弁当給
食が始まってからは、不
足がちな栄養素を補充するために「オリジナル献立」を実施し、その
結果、学校給食摂取基準に近づけることができた。
　同年8月、本校栄養教諭が、全国栄養教諭・栄養職員研究大会にて、
支援物資を活用した「学校給食」に関わる実践発表を行った。その反

響は大きく、長野県・京都府から講演等の依頼が続いた。被災地にお
ける学校給食の取り組みの実際を、全国に発信することができた意義
は大きいものがあったと考えている。
　現在本校では、児童に栄養バランスのとれた食事、楽しい食事につ
いて理解させるため、献立の多様化、行事給食の実施、地場産品・支
援物資の活用など、心と体を育む献立を作成している。行事給食では、
行事の由来はもちろん、食文化の継承や自然の恵み、勤労の大切さ等を、
給食時間の教室訪問・校内放送を利用し伝えている。週四日の米飯給
食では和食を中心とした献立を提供し、生涯を通して健全な心と身体
が培われるための生きた教材として活用している。
　また、日本人にとって理想的な食事である和食の大切さを教えると
ともに、児童が「食」に関する知識と、自ら正しい「食」を選択する
力を習得できるよう努めている。
　さらに、食物アレルギーをもつ児童へは、保護者との定期的な連絡・
主治医からの学校生活管理指導表に基づき、除去食で対応し、個に応

じた給食の提供に努めている。
　これまで、機会ある毎に「支援物資
給食」も続けてきており、親子給食会
の際には、支援物資入りカレーを保護
者と一緒に食した。全国・全世界から
寄せられた善意に対して感謝の心を忘
れないだけでなく、震災を過去のもの
と風化させないために。

育の中に位置づけられている私たちの職務についても、食を大切にして
いる日本ならではのものであると気づきました。日本や岩手の学校給食
を見つめなおし、世界の食文化や食教育のあり方を肌で感じ多くのこと
を学んだ貴重な研修でした。
　食育基本法が制定され、学校教育として食に関する指導の重要性が認
められて間もない平成20年度には、当時勤務していた学校で「教師

の感化力を高める」という学校公開が
行われました。私は６年生の食に関す
る指導の授業を公開する機会に恵まれ
ました。徳育・知育・体育の上に食育
が位置づけられ、国語や算数などの教
科と食に関する指導が特別活動として

公開されました。校内の研究は先生方とともに区別なく行われ、教科等
の研究会では戸惑うこともありましたが「共に授業を構築する仲間であ
りたい」と後押しをしてくださった先生方に恵まれたことも幸せなこと
でした。健康教育の指定ではなく、教科とともに食育の授業が実践され
るこの日が来ることを願っていた私は万感の思いでした。
　毎日の給食や食の指導は子どもたちが望ましい食のあり方について
考え、生きる力をつけるために実践をする教材です。家庭での食事や給
食を食べることにより、毎日の食生活が積み重ねられ、子どもたちが生

涯にわたる健康な体や豊かな心を築
くことができるよう願っています。
　残すところ１年余りとなりました
が、日々を大切に、これまでの経験
を活かしながら、私の研修テーマで
ある「体に良い物をおいしいと感じ
る子ども」の育成に努めて参りたい
と思います。ありがとうございまし
た。

これまでを振り返って
宮古市立宮古小学校　栄養教諭　伊藤　百合子

　このたび、平成25年度学校給食功労者として表彰をいただきました。
宮古教育事務所はじめ、宮古市教育委員会、学校給食に携る関係者の皆
様のご配慮によるものと、心よりお礼申しあげます。
　これまでの事を思い返してみますと、食育基本法の制定や栄養教諭の
新設、衛生管理の改訂など、学校給食に携る私たちにとって大きな波を
乗り越えることがたくさんあったように思います。その中で、40年近
くにわたり、事故もなく多くの子どもたちの成長に寄り添うことができ
ましたことは、栄養教諭としてとても幸せなことでした。学校栄養士の
皆様、学校給食に携る皆様のご指導、ご支援のお陰と感謝を申しあげま
す。
　私がこの仕事についた昭和50年は、初
めて学校栄養士が県費負担職員として
採用になった年でした。当時初任者
研修などはなく、それまで長年給食
を作ってきた調理員さんたちに支え
られ、大先輩の菊池愛子先生からは献
立作成等について細やかにご指導をいた
だきました。初任の頃の教えは今でも献立を考
えたり、指導をしたりする上での私のよりどころとなっているように思
います。
　平成９年には全国の学校栄養士とともにヨーロッパ、アメリカを30
日間にわたる視察研修の機会に恵まれました。文化や食生活、学校教育
のあり方は国により異なりますが、日本の学校で行われる食の指導は充
実しており、とても大切なことだと再認識いたしました。さらに学校教



１年を振り返って
　盛岡市立城北小学校　小野　詩織
　栄養教諭になり、あっという間に１年が経とうとしています。思い
返してみれば、最初は何もわからず迷ったり悩んだりもしましたが、
たくさんの人々に支えられて取り組むことができた１年でした。
　給食管理の業務では、安心安全でおいしい給食を子どもたちに提供
するため、衛生管理に気をつけながら調理員とともに頑張っています。
子どもたちや先生方から「いつもおいしい給食ありがとうございます。」
「今日の給食もおいしかったです。」という言葉をいただき、とても嬉
しく毎日の励みになっています。給食を通して、食べることの大切さ
や楽しさ、感謝の気持ちを伝えていくことができるようにこれからも
調理員と共に努力していきたいです。
　研究授業では、指導案や授業内容を検
討する際に、担任との連携の大切さを学
びました。児童の実態に沿った指導内容
や発言の引き出し方、指導方法など担任
と連携した授業作りを行うことができ、
子どもたち一人一人に栄養や食全体への意識向上を図ることができま
した。協議会では、先生方を始め、指導主事の先生など多くの方々にご
指導をいただき、今後の改善につなげることができました。また、この
ような研究授業を行うことができたのは担任の先生だけではなく、多く
の先生方、給食を支えてくださる調理員の方々、そして何よりも子ども
たちのおかげです。支えていただいた皆様に本当に感謝しています。
　この１年間で残った課題の一つとして、食に関する指導の充実が挙
げられます。給食管理業務を基本にし、食に関する指導をもっと行っ
ていけるよう働きかけ、先生方と連携して取り組みたいと思います。
来年度も子どもたちの成長や健康のため、学校だけではなく、家庭や
地域と連携しながら学校給食の充実、食育の推進に取り組んでいきた
いと思っています。

　大槌町学校給食センター　後藤　真由美
　私が栄養教諭になって１年になりましたが、この１年は良い事も大
変な事もあり、とにかくあっという間に過ぎたと感じています。また、
１年間の臨時学校栄養職員としての経験はあったものの、まだまだ勉
強不足・経験不足であると痛感した１年でもありました。

　まず調理では、調理指示を明確に出す
ことと設備や作業に考慮した献立作りに
苦労しました。初めはマニュアルもしっ
かり理解しておらず、曖昧な指示や大変
な献立を出してしまうこともありまし

た。しかし、委託側の栄養士さん、調理員さんが様々な意見をくれたり、
私が思い描く献立を実現してくれたり、協力的でとてもよくしてくだ
さったおかげで、子ども達や先生方に「おいしい！」と言ってもらえ
る給食を作ることができました。
　そして食に関する指導では、子ども達に「学びたい」「食生活を改善
したい」と思わせるような動機づけが難しいと感じました。また、ど
の学級も年１回程しか指導がないからと詰め込みすぎてしまい、教え
たい事がぶれてしまうことが多いです。もっと他の先生の指導技術を
盗み、子ども達が楽しく分かりやすく学べる授業ができるようになら
なければと感じています。
　私はこの１年間、多くの人に助けられ、支えられて過ごしました。給
食センター職員の方々、所属校・受配校の先生方、村山先生、田中先生、
栄養教諭の先輩方、同期のみんなには本当に感謝しています。来年度は、
今年学んだ事、感じた事、反省した事全てを活かし、子ども達のために、
より生きた教材となる給食づくり、望ましい食習慣形成のための食に関
する指導を行っていきたいです。至らない部分が多いため、今でも「私
は栄養教諭を名乗ってよいのだろうか」と思うことがあります。これか
らは今まで以上に積極的に様々な事に取り組み、自信を持って胸を張っ
て「私は栄養教諭です」と言えるようになりたいと思います。

平成25年度　学校給食功労者表彰　岩手県学校給食会会長賞

　震災直後の炊き出しでは、学校給食調理員がリーダーとなり、地域
の方々と協力して握ったおにぎりは、被災した方々が、おいしく食べ
られるように、おにぎりの具や味付けに工夫を凝らし、少しでも多く
食べられるように、炊きあがった熱々のご飯を流れ作業で黙々と握り
続けました。
　普段は、子ども達のために思いを込めて作っている学校給食から、
この時は、顔も知らない見ず知らずの方々のために、様々な職種の方々
が一丸となっておにぎりを作りました。
　また、震災翌月の人事異動で赴任した、現在の勤務地の大浦小学校
では、支援物資を活用した学校給食を行うことができました。支援物
資は避難所からおすそわけしていただき、お返しに給食で作った汁物
を届けました。この地域と学校を結びつけた活動は、以前から高橋澄
夫前校長をはじめとする教職員等の信頼関係があったからこそだと痛
感いたしました。
　また、支援物資給食を行うことで、担任の先生方を通して、食の大

切さや感謝の気持ちを児童に伝えるこ
とができ、食に関する指導に結び付け
ることができたと思います。
　これまで学校給食に携わってきたこ
とをふり返り、どんな場面でも「食の
持つパワー」を感じております。
　今後も子ども達が震災で受けた辛い
思いが、学校で学べることや学校給食

を美味しく食べられるという平時の生活を続けることで、心の安定につ
ながることを願い、これからも日々の仕事に励んでまいります。

学校給食から　つながって
山田町立大浦小学校　栄養教諭　刈屋　保子

　この度は、平成25年度学校給食功労者受賞の栄に授かり、大変恐
縮しております。
　山田町教育委員会をはじめ、宮古教育事務所、教育関係者の方々の
お力添えにより受賞できましたこと
を心より感謝申し上げます。
　これまでの自分の仕事を
顧みますと、初任の単独校
勤務で多くの方々に、調理
現場や指導の基礎・基本を教
わったことが、現在の仕事につな
がっております。これを基に、給食センター
勤務では、献立作成や調理作業の検証はもちろん、子ども達の給食時
間の様子や残菜量などを関連付けて、調理員と話し合い、知恵を出し
合い、よりよい学校給食を作るために努力してまいりました。
　そんな中で、平成 23年 3
月11日の東日本大震災では、
これまで経験したことのない
状況の中で、自分の役割や学
校給食のあり方を模索しなが
ら、周りの方々と協力して行
動することになりました。

6
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　宮古市立学校新里給食センター　本木　奈保美
　栄養教諭として働き始め、１年が過ぎようとしています。この１年
間は、早く日々の業務を覚え、こなしていけるようにすることを目標
に毎日を送ってきました。
　給食センターでの業務の流れが掴め
てきてからは、学校給食の果たす役割に
ついて理解が足りず、勉強不足を痛感す
る日々です。失敗や反省から学び得るこ
とは多く、周囲の先生方からのご指摘や
ご助言はとても励みになります。
　今年は、初任者研修や、食に関する指導を経験し、児童・生徒の生
の声を聞いたり、一緒に給食を食べる機会も多くありました。その度
に、私たちが提供している給食の先に、児童生徒の笑顔があることを
実感し、おいしい給食を提供したいという気持ちもより強くなります。

給食時間の指導では、給食を教材として使用するよう心掛けました。
栄養バランス、マナー、郷土食等、目の前に実物の給食があるだけで、
子どもたちの興味関心をグッと引き付けることが出来ました。
　また、所属校では図書館学習と食育を結びつけた単元学習に取り組
みました。読書によって培われた知識が食に対する関心を生み、食か
ら感じた疑問点がまた読書に繋がる道筋を子どもたちに見せてもらい
ました。全て知識として教えるのではなく、知る術や興味を持つきっ
かけをつくれば児童は主体的に学んでくれるのだなと感じました。
　知識も経験も足りない私を温かく迎え入れ、支えて下さった先生方、
調理員や運転手のみなさんには感謝の気持ちでいっぱいです。この気
持ちを忘れず、人との繋がりや信頼関係を大切にしていきたいです。
同時に、常に自分の課題と向き合い、自己の向上に努めていきたいと
思います。今後とも、ご指導よろしくお願いします。

　岩泉町立学校給食共同調理場　佐藤　沙紀
　栄養教諭として採用になって、もうすぐ１年が経とうとしています。
振り返ると、模索の１年だったという印象です。
　大学を卒業して岩泉の地に引っ越し、こ
れからここで栄養教諭として働くんだ、と
大きな不安と期待を抱えていた四月。岩泉
町は昨年度、栄養士の確保にとても苦労し、
給食の提供が危ぶまれる状態だったそうで、
「本当に良く来てくれましたね、これからよ
ろしくお願いします。」と歓迎していただきました。嬉しい反面、この
期待に応えることができるだろうかと不安がさらに大きくなりました。
しかし、給食センター職員の皆さんや小学校の先生方をはじめ、指導教
員である山本先生など、多くの方に指導助言していただきながら、業務
に慣れることができました。
　初めて受配校でおやつ指導をした時のことですが、後日校長先生か
ら、「うちの職員で、あの指導の後ポテトチップス食べる事をやめたっ
て先生がいるよ。児童も関心を持ったと思う。食に関する指導って面
白いね。また、来年もよろしくお願いします。」と言っていただいたこ
とがありました。教材等試行錯誤し、緊張の中実施した授業だったので、
とても嬉しかったことを覚えています。毎日の給食管理や食に関する
指導の準備に追われる日々ですが、「沙紀先生、今日の給食とってもお
いしかったです。」と子どもたちに声をかけてもらえることが何より嬉
しく、辛いという気持ちを忘れてしまいます。そして、またこの子た
ちのために頑張ろう、と力が湧いてきます。
　まだまだ、栄養教諭としては未熟ですが、１年終えて見通しが持て
るようになったので、来年度は今年度出来なかったことに積極的に挑
戦し、成長していけたらと思います。毎日が勉強という気持ちを忘れず、
子どもたちの自立と将来の幸せを支えていける栄養教諭になることを
目標に、前に進んでいきたいです。

　久慈市学校給食センター　中塚　晶子
　私は、栄養教諭になって１年を迎えることができとてもうれしく思い
ます。仕事をしていく中では、たくさんの方にご迷惑をおかけしながら
も、支えていただきました。また、新採用研修では校内研修、校外研修
ともに多くの先生や関係機関の方にお世話になり、知識や視野を広げる
ことができました。恵まれた環境で１年を過ごさせていただいたことに
感謝しております。ありがとうございました。

　私の栄養教諭1年目は、県北教育事務所での失敗
と反省から始まりました。
　４月、新採用教員の決意表明というスピーチで、
他の新採用小中学校教諭、養護教諭が子ども達への
想いを堂々と述べているのに対して、私は子ども達
のことにはほとんど触れず、学校と連携することや、

調理員との共通理解などについて述べました。その時の私は、栄養教諭
としてやる気には満ちていたとは思いますが、給食や食育を通して「子
ども達をどう育てたいか」というビジョンが明確ではなかったのだと思
います。その場はとても恥ずかしく、情けない気持ちでいっぱいでした
が、この経験のおかげで「栄養教諭とはどのような立場か？子どもに
どんなことをしてあげられるだろうか？」ということを深く考えるきっ
かけになりました。
　日々を仕事に追われながら忙しく過ごしてきまし
たが、その時々で児童生徒の目指す姿を考えてみて
も、やはり答えを具体的にすることは難しかったで
す。それでも少しずつつかめてきたのは、子ども達
の様子見るために学校へ足を運ぶことができたり、
先生方や保護者、先輩栄養教諭・栄養職員の話を聞いたりと、身近な場
所に学ぶチャンスがたくさんあったからだと思います。
　栄養教諭は想像していたよりもずっと大変な仕事でした。しかし、
子ども達の未来をつくる一役を担う、非常にやりがいのある仕事であ
るとも感じています。栄養士と教諭に憧れた初心を忘れず、子ども達
のために努力したいと思います。どうぞよろしくお願いします。

平成25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25年11月17日(日）  ●参加者 親子38名

講師
料理研究家

千葉　星子先生

　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。
　当日は、フリーアナウンサーでテレビ・ラジオのほか料理教室等幅広
く活躍中の千葉星子先生をお迎えし、手に入りやすい食材を使って簡単
にできるクリスマスニューにチャレンジしました。

●くるくるローストチキン
●スノーマンのマッシュポテト
●ツリーのタルト

アンケートでは ——————————————
　「おいしかった」「スノーマンポテトをつくってよかった」「簡
単でおいしかった家でも作れそうです」「大人数での調理実習は
貴重な体験になりました」「子供が楽しく取り組めて親も見守る
形で出来、親も子もいろいろ成長できました」等々大変好評で
した。

みんなで会食

クリスマスメニューにチャレンジ！

完成品
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　去る２月27日（木）本会において学校給食用パン
の品質検査会が行われました。
　今回の検査では、季節柄やや発酵不足のパンもあっ
たものの、全体的には昨年より高い評価となりました。
　なお、コッペパン６番は米粉パンであることから、
あくまでも参考としての評価となります。
　体積点が低いのは米粉の性質上のものであり、もち
ろん問題等はございません。
　また、岩手県パン工業組合には、すべての工場に対
して、常に安定して供給できるよう、県技術アドバイ
ザーによる技術指導等をお願いいたしました。

平成25年度　学校給食用パン採点表

平成26年度　行事予定

コッペパン 食パン

平成25年度

学校給食用パン
品質検査の
結果について

番
号 委託工場名

外観 内相
合
計体

積
焼
色

形·

均
整

皮
質

小
計

す
だ
ち

色
相

触
感 香 味 小

計

10
10 5 5

30
10 10 15

10 25 70 100
20 35

1 村谷パン 6.7 15.0 21.7 27.0 8.0 18.0 53.0 74.7

2 糧玄食品 7.2 16.0 23.2 28.0 8.0 18.0 54.0 77.2

3 オリオンベーカリー 6.8 14.0 20.8 27.0 8.0 19.0 54.0 74.8

4 飯豊パン 7.7 16.0 23.7 27.0 8.0 18.0 53.0 76.7

5 ワークステーション湯田・沢内 7.8 15.0 22.8 27.0 8.0 18.0 53.0 75.8

6 黄金製パン 5.3 14.0 19.3 27.0 7.0 19.0 53.0 72.3

7 すずや食品 6.9 14.0 20.9 27.0 7.0 20.0 54.0 74.9

8 沢口製パン 7.9 15.0 22.9 28.0 8.0 19.0 55.0 77.9

9 城内製パン 7.9 16.0 23.9 28.0 7.0 19.0 54.0 77.9

10 梅木製パン 7.6 15.0 22.6 28.0 8.0 20.0 56.0 78.6

11 丹市菓子店 7.6 15.0 22.6 28.0 8.0 20.0 56.0 78.6

12 一野辺製パン 8.0 14.0 22.0 28.0 8.0 20.0 56.0 78.0

　　平均 76.4

前年度平均 75.9

番
号 委託工場名

外観 内相
合
計体

積

外
皮
の
色

形·

均
整

焼
上
均
等

外
皮
の
質

小
計

す
だ
ち

内
部
の
色

触
感香味 小

計

10
8 5 3 4

30
15 10 15

10 20 70 100
20 40

1 村谷パン 6.5 16.0 22.5 32.0 8.0 16.0 56.0 78.5

2 糧玄食品 6.6 15.0 21.6 32.0 8.0 15.5 55.5 77.1

3 オリオンベーカリー 6.7 16.0 22.7 32.0 8.0 15.5 55.5 78.2

4 黄金製パン 7.0 16.0 23.0 32.0 8.0 16.0 56.0 79.0

5 沢口製パン 6.6 16.0 22.6 32.0 8.0 16.0 56.0 78.6

6 梅木製パン 7.0 16.0 23.0 32.0 8.0 16.0 56.0 79.0

7 丹市菓子店 5.9 16.0 21.9 31.0 8.0 15.5 54.5 76.4

8 一野辺製パン 7.8 16.0 23.8 32.0 8.0 16.0 56.0 79.8

　　平均 78.3

前年度平均 76.7

評価≪80点〜75点−優　74.9点〜70点−良　69.9点〜65点−可　64.9点以下−不可≫
※採点について
食パン、コッペパンとも採点は80点満点としています。
これは採点基準（Ａ�完全品質　Ｂ�企画品質　Ｃ�製造品質）の内、学校給食用パンはＣ�製造
品質に属し、コマーシャルベースで作られる最高品質を80とする考え方に基づくものです。

行事名 会場 期日 参加対象者

栄養教諭・学校栄養職員研修会 盛岡市 平成26年６月27日(金） 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26年7月29日(火） 学校給食関係者

学校給食調理講習会 学校給食会 平成26年7月29日(火)30日(水) 栄養教諭・学校栄養職員

学校給食調理員研修会 高校教育会館 平成26年８月4日(月） 学校給食調理員

親子料理教室 学校給食会 未定 県内小・中学生及び保護者・一般

栄養教諭・学校栄養職員研究大会 盛岡市 平成26年12月5日(金） 栄養教諭・学校栄養職員

学校給食調理コンクール（書類審査) 盛岡市 平成26年11月26日(水） 栄養教諭・学校栄養職員

学校給食調理コンクール（実技審査) 盛岡市 平成27年1月9日(金） 栄養教諭・学校栄養職員・学校給食調理員

第50回岩手県学校健康教育研究大会 盛岡市 平成27年1月8日(木） 学校保健・学校安全・学校給食関係者

（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。


