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▼平成27年度  学校給食調理コンクール

いわての
学校給食

調理実技

学校給食調理コンクール表彰式

審査



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27年11月25日(水）
●実技審査　平成28年１月８日(金）
●表 彰 式　平成28年１月８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】（盛岡市立山王小学校　栄養教諭）
 千葉　　亨【岩手県学校給食研究会会長】（盛岡市立河北小学校校長）
 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）
 高橋　千佳【盛岡市都南学校給食センター　栄養教諭】
 小原由美子【岩手町立学校給食センター　栄養教諭】
 川村　育恵【花巻市西南学校給食センター　栄養教諭】

岩手県学校給食研究会　会長　千葉　　亨
（盛岡市立河北小学校　校長）

　昨年度より２年間、本コンクールに係わらせていただきまし
た。そこで審査された学校給食の献立は、ねらいに即したアイ
ディアいっぱいの献立であり、給食を食べる児童生徒の笑顔が
目に浮かぶような楽しい献立であったと思います。さらに実
際に調理する第二次審査においては、75分間の制限時間の中
で、チームワークよく効率的に調理しておりました。そして、
常日頃よりしっかりと衛生管理を行っていることが十分に伝わ
りました。そのような素晴らしい動きを随所に見ることができ
たコンクールでした。
　さて、今回も大きく次の２つのことをねらいとして審査を進
めました。それは、①食に関する指導を効率的に進めるために
「生きた教材」として活用できる献立であること。②県産の地
場産物を取り入れた献立であること。具体的には献立のバラン
スや経費、栄養的な面、献立の内容がねらいに即しているか等
の観点で第一次審査を行いました。第二次審査では実際に調理
し、献立の普及性やアイディア・独創性、味付け、盛りつけ方
や分量等の観点で審査を行いました。また、実技のメンバーは

盛岡市立太田小学校　主任栄養士　牧原　美里
　今年度に入って間もない頃、調理コンクール参加への話が舞
い込みました。これまで出場したこともなく、今年度の人事異
動で新しくメンバーとなった調理員は以前一緒に働いたことの
ある方ということで、今が経験を広げるチャンスと思い、参加
を決意しました。
　本校では、復興教育に力を入れていくという年度当初の話が
頭の中にあり、献立のねらいはすぐに思いつきました。復興教
育で姉妹校として交流活動を行っている田野畑村立田野畑小学
校に資料提供を依頼するなど、学校全体でのバックアップのも
と、取り組みが始まりました。食育の資料の作成や実際の指導
時に関わっては、たくさんの先生方に協力をいただきました。
また、献立内容や提出資料の作成に関しては、盛岡市学校栄養
士会で検討を重ねました。私ひとりではできなかったことを、

盛岡市立山岸小学校　栄養教諭　吉田　晴美
　今回、盛岡市学校栄養士会・献立研究班の皆様のご支援を受
けてコンクールに参加させて頂きました。地場産物を活用し、
生きた教材となるよう日頃の給食においても心がけるようにし
ていますが、改めて、地域の特性や子どもたちの学習計画を調
べる良い機会となりました。
　総合的な学習で「中津川探検隊」になって中津川の自然に触
れ合う活動をしているので、中津川に帰ってくる鮭について、
食に関する指導の際に詳しく話すとともに、給食で鮭に関する
メニューを食べることで実感させられたと思います。11月に
は、全校で地域の「中津川ロードレース」に参加するなど、中
津川は子どもたちにとって、とても身近な自然であり、環境を

３名以内としておりますが、本年度は２名で実技審査に臨んだ
チームもあり、効率的な動きであったかどうかも考慮されまし
た。慣れない設備や調理器具を使いながらも６人分を調理し、
野菜の下処理から盛りつけまで行いました。そのために、作業
がスムーズに進むよう声を掛け合い、確認し合いながら調理を
進める協働の姿が見られました。このことからも、安心で安全
な学校給食を提供するためには、いかにチームワークのよさが
大切なのか改めて思い知らされたところです。
　本年度のコンクールには、県内各地より７つのチームが参加
しました。いずれの献立にも、県産の地場産物が取り入れら
れ、地域性あふれる献立内容となっていました。その中で「生
きた教材」として児童生徒の教育活動に位置づけられた献立
が、高い評価を得たと思います。即ち、復興教育や地域学習、
総合的な学習の時間など学校の教育活動と学校給食を関係づ
け、学校の教育活動全体で食の指導を進める意図が明確な献立
が選ばれたと思います。
　これらの審査を通して、学校給食は「生きた教材」として活
用される教育活動の一環なのであるという意義を、改めて認識
することのできたコンクールとなりました。

たくさんの方々の力をいただき、取り組むことができました。
　今回の調理コンクールへの参加をきっかけに、特色ある給食
の取り組みが始まりました。このことが、子どもたちの将来に
つながることを願って、今後も継続していきたいと思います。
　従来から、本校では地域の農家の方々から給食に食材を供給
していただいています。また、子どもたちは稲作体験学習やり
んご栽培体験学習などで地域の生産者から直接学ぶ機会があり
ます。太田地区には、地域・家庭・学校で子どもたちを育てる
というかたちが根付いています。そのような環境の中で給食づ
くりに携われることを幸せに思います。
　調理コンクールに参加して学んだことを今後の業務に活か
し、学校給食を通じて岩手を支える子どもたちを育てていきた
いと思います。たくさんの方々に感謝をし、新たな気持ちで今
年がスタートです。

守り愛することで、いつまでも鮭が帰ってくる川となることと
思います。
　また、本校の子どもたちは、鶏のからあげの時は、残食がほ
とんどないことより、日頃の嗜好も考慮し、本県が日本一の生
産地であるアマランサスと組み合せて、岩手の雑穀について知
らせることができると考えました。
　コンクールのために特別に手をかけた献立ではなく、普段の
給食の材料をほぼ100％近く県産、盛岡産に替えて食べやすい
献立にしたものでしたので、この様な賞を頂き誠にありがたく
思っています。子どもたちの笑顔のため毎日給食指導を行って
くださる先生方、調理員さん方に感謝し、これからも、がんば
りたいと思います。ありがとうございました。

学校給食調理コンクールの審査を終えて

学校給食調理コンクールに参加して

学校給食調理コンクールに参加して
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　本校では、田野畑村立田野畑小学校と姉妹校となり、交
流を通して震災を身近に感じ自分たちにできることは何か
を考えて実践する復興教育をすすめている。また、太田地
区は盛岡市の西側に位置し、田んぼやリンゴ畑が広がる農
村地帯であり、この地域性を生かし、本校では稲作体験学
習やリンゴ栽培体験学習を行っているが、このような太田
の環境と沿岸の環境とでは同じ岩手県内でも異なる部分が
多くある。今回、太田と田野畑の食材を盛り込んだメニュー
を給食に取り入れ、ふたつの地域への
理解を深めることで、岩手の食文化に
触れ、生産者への感謝の心を養うこと
をねらいとした。さらには、復興教育
のねらいである「郷土を愛し、その復
興・発展を支える人材の育成」につな
げたい。

●麦ごはん、牛乳
●鮭のヨーグルト＆チーズ焼き
●わかめと大豆のごま和え
●米粉めん汁
●りんご

盛岡市立太田小学校

献立作成のねらい

献立名

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
　カルシウムは成長期に大切な栄養素であり、小学４年生から中学
校の保健体育や家庭科において継続的に学習する機会がある。滝沢
市では小学３年生の特別活動でもカルシウムを題材にした指導を行
い、成長期におけるカルシウム摂取の大切さを伝えている。その事
後指導として、実際の食事で取り入れていこうとする意識を高める
ことをねらいとした献立である。本献立は、乳製品・小魚・海藻・
豆類・小松菜などカルシウムが多く含まれる食品を、より多く知る
ことができるように作成した。給食時間に食品を確認して食べるこ
とで、３年生だけでなく、ほかの学年も繰り返し学習の振り返りが
できるようになっている。

●ごはん、牛乳
●鮭の南部味噌焼き煮
●�クイックスイートの
　サラダ
●カルちゃんかき玉汁
●りんご

滝沢市立学校給食センター
献立名

献立作成のねらい

食に関する指導を効果的に進めるための
　　　　　　 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
『生きた教材』

　本校学区は、近くに中津川が流れ、秋には、鮭が帰って
くる。自分たちの住む地域には、鮭・アマランサス・鶏肉・
鮭粕・りんご・菊などの県産食材があることに気付き、食
べ物の大切さや、感謝する心を深めたい。また、総合的な
学習では「中津川探検隊」とし中津川について詳しく調べ
るなど、身近な地域や自然について学習している。このこ
とにも結びつけ、地場産品について知識を高めることで、
郷土に対する愛着心を持たせたい。

●麦ごはん、牛乳
●南部鶏のアマランサスがらめ
●野菜のひじき和え
●県産鮭粕汁
●りんご

盛岡市立山岸小学校

献立作成のねらい

献立名

岩手県学校給食会会長賞
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　遠野市では、地域で生産された農産物を使用した給食
を生産者や食育活動に携わる方々と、児童生徒が会食す
る「遠野まるごと給食」を行っている。今回、地場産野
菜をよりインパクトを持って味わえるようかき揚げに調
理加工したものと、市内農業女性団体が学校給食のため
に考案し、作成されたレシピ集の中から郷土料理「け
なっこ汁」を取り入れ、地域の食
の恵みと地域に伝わる料理につい
て興味関心を深めることをねらい
とした献立である。

　西和賀町、特に沢内地区は雪深い気候であり、昔から
凍み大根や塩漬けの山菜など保存食に優れた食文化を
培ってきた。凍み大根や干し椎茸、塩漬けわらびなどの
伝統の食材と大根、ヨーグルト、豆腐など地元産の食材
を学校給食で味わうことで、先人の知恵と地元産業に関
心を持ってもらいたい。

●ごはん、牛乳
●遠野産野菜かきあげ
●ひじきと切干大根の和えもの
●けなっこ汁
●みかん

●ごはん、牛乳
●しみでこわらびつみれ
●鉄カルたっぷりサラダ
●雪国みそ汁
●みかん

遠野市学校給食センター 西和賀町沢内学校給食共同調理場

献立作成のねらい 献立作成のねらい

献立名 献立名

岩手県学校給食センター協議会会長賞 岩手県学校給食センター協議会会長賞

　花泉町は特産品の古代米をはじめ、野菜や果物の生産
が盛んな地域である。隣町の藤沢町では「食は命」を
モットーに、配合飼料や衛生管理に気を配った養豚が行
われている。給食でも季節の地場食材を味わってもらう
ように努力をしているが、児童の地場産品への関心はあ
まり高くないように思われる。中でもまこもたけは、地
域活性化のために２年前から本格的に栽培が始まっただ
けに、まだあまり知られていない。そこで生産者と連携
をとりながら給食に積極的に取り入れ、お便り等でも栽
培の様子や栄養価などを紹介しながら地域の食材に関心
を持てるようにしれいる。また白いご飯の残食が多いこ
とから、主菜に子どもの好きな甘みそをかけることで、
主食もしっかり食べてもらおうと献立を作成した。

　釜石市は三陸海岸に面し、鉄と魚の街として栄えてき
ました。秋になると、市内産の農作物も収穫され海と山
２つの自然に恵まれています。釜石の子どもたちが、郷
土の食べ物のおいしさを知り、食に関わる人への感謝の
気持ちを持ってほしいという願いを込め、献立には釜石
で採れた鮭とわかめ、市内農家の方々が育てたじゃがい
も、ねぎ、りんごを使用し釜石の恵みをつめこみまし
た。また、副菜の「みそじゃが」
は、より食を身近なものとしてと
らえ、興味を持てるよう、児童が
考えたアイデア料理を給食風にア
レンジしています。

●ごはん、牛乳
●箱ヶ森ポークのみそだれかけ
●まこもだけのサラダ
●古代ロマンのはっと汁
●りんご

●ごはん、牛乳
●鮭の南部焼き
●みそじゃが
●三陸磯スープ
●りんご

一関市花泉学校給食センター 釜石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

献立名 献立名

岩手県学校給食センター協議会会長賞 岩手県学校給食センター協議会会長賞
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岩手県学校給食優良校等表彰を受けて
一関市西部学校給食センター

所長　澤田　充一
　この度は名誉ある表彰を受け、今までの努力と毎日の積
み重ねが評価された思いで、大変うれしく、また感激して
おります。
　本年度で11年目を迎えた西部学校給食センターです
が、年数とともに施設も老朽化してきており、施設にも
色々手を入れながらの給食づくりです。
　所長も私で３人目、県職の栄養教諭も現在の２名のほか
７名の先輩栄養士が勤務されてきました。現在、調理は５
名の市の正職員と12人の臨時調理員が担当し、事務は所
長と1人の臨時事務職員というメンバー構成です。

　人間関係がとてもうまくいって
いるため、雰囲気も明るく、働
きやすい環境が長年続いてきてお
り、これが今回の表彰にも繋がっ
ているような気がします。
　1　�安全で栄養バランスのとれ

た給食を提供する。
　2　�食に関する正しい知識と健

全な食習慣を養う。
　3　�地場産品を取り入れ、食文

化の体験を通じて郷土への
関心を高める。

の運営方針のもと、配食校の校長
先生・ＰＴＡ代表者で構成する
西部学校給食センター運営協議会
や、学校の給食担当の先生による

学校給食優良校表彰を受けて
岩手県立盛岡となん支援学校

校長　及川　　求
　本校は、肢体不自由児を対象とする特別支援学校で、小
学生から高校生まで118名が在籍しています。身体の不自
由はあっても小･中･高等学校と同じ内容の学習に取り組ん
でいる児童生徒もいれば、看護師に付き添われ医療的ケア
を受けながら授業に参加している児童生徒もいます。
　本校が学校給食で大事にしているのは、「おいしく、楽
しく、安全に」ということです。給食は成長や健康のため
のエネルギー源というだけでなく、障がいの重い子にとっ
ても楽しみな時間です。毎日、朝の会で今日の給食献立を
確認している学級も多く、好きなメニューの読み上げに笑
顔や歓声が上がります。
　また、本校では、児童生徒の多様な実態に対応しながら
望ましい食習慣の形成を図るため、『食育推進委員会』を
設置し、食育、摂食指導、アレルギー対応などに取り組ん
でいます。郷土食も盛り込んだ年間35回の行事給食の実
施、「給食ありがとう会」「食を考えるつどい」など学部
毎に発達段階に応じた食育指導などが、食への興味・関心

や望ましい食習慣の形成につ
ながっていると思います。
　本校における給食の大きな
特徴として、食形態が４つあ
ることが挙げられます。普通
食のほかに、咀嚼や嚥下機能
の障がいの状況に応じて、特
別食（きざみ食、きざみトロ
ミ食、ペースト食）を提供し

担当者会議を年２回ずつ開催し、
様々なご意見や要望を踏まえ、昨
年よりより良いものにしたいと頑
張ってきました。
　６月の食育月間には交流給食と
称して、地元の生産者の方々が学
校で児童・生徒のみなさん達と一
緒に給食を食べ、「私が作ったこの野
菜おいしいでしょう!?」などと交流を
したり、１月の全国学校給食週間に
は、実際に調理している調理員全員が
学校を訪問して児童・生徒と給食を
一緒に食べ、「一生懸命つくっていま
す。残さないで食べてくれるとうれし
いです。」などと、子ども達と交流す
るのを毎年楽しみにしています。
　どこの学校でも秋の学習発表会が毎年ありますが、西部
学校給食センターに隣接する萩荘小学校のこの機会に、ラ
ンチルームをお借りし、給食の出来上がるまでの資料展示
や試食会として150食分（主菜、副菜、汁物）を無料で地
元の方々に提供しています。この行事は給食について関心
を持ってもらう良い機会だと考えており、今後も充実させ
ていきたいものです。
　最後に、時代の流れなので仕方がないことですが、西部
学校給食センターも平成28年度から調理委託が決定して
います。
　11年かけて築いてきた西部の良いところを今後も継承し
ていっていただきたいと職員一同熱望して止みません。西
部学校給食センターの今後の益々の貢献を期待しています。
　西部学校給食センター頑張れ！

ています。特別食の児童生徒
は、誤嚥の危険性が高いため、
慎重な対応が求められます。そ
のため、咀嚼や嚥下機能の発達
段階の見極め、食形態の決定、
食べる時の姿勢や使用する食器
具の検討、介助方法など一人一
人について検討会を実施してい
ます。摂食についての研修会を
実施したり、言語聴覚士などの
外部専門家に実際の給食場面で
ご指導ご助言もいただいたりし
ながら、安全な給食指導を心が
けています。
　さらに、保護者との連携も不
可欠です。給食だよりや毎月の
献立表などによる情報発信の工夫はもちろんのこと、栄養
教諭が保護者からの個別の相談に応じたり、特別食の作り
方の講習会を行ったりするなど保護者への支援も大事な取
り組みとなっています。
　このたび、本校職員の日々の積み重ねを評価していただ
いたことに感謝いたしますとともに、今後も、児童生徒が
給食をおいしく、楽しく、安全に食べられるように、食の
指導の充実に取り組んでいきたいと思います。

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。

平成27年度  学校給食優良校等表彰  岩手県学校給食会会長賞

普通食 きざみ食 きざみトロミ食 ペースト食食を考えるつどい
（高等部）

食堂での給食

教室での給食
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　　　文部科学省 平成27年度　学校給食表彰 学校給食功労者（個人）

平成27年11月５日（木）６日（金）、第66回全国学校給食研究協議大会が高知県高知市で開催され、表彰されました。
心からお祝い申し上げます。

山田町立大浦小学校　栄養教諭　刈屋　保子 氏
平成25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。

学校給食功労者表彰を受賞して
奥州市立水沢区中学校給食センター

所長　千葉　ひろ子
　この度は、平成27年度学校給食功労者表彰の栄を授か
り、大変恐縮しております。奥州市教育委員会をはじめ県
南教育事務所、教育関係者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。
　顧みますと、学校の栄養士として勤務し始めた昭和52
年は、米飯給食が月1回から２回に増えた頃でした。パン
給食の調理設備のまま米飯給食が始まり、児童生徒にとっ
ては魅力的な米飯給食でした。しかし、調理師さん側は回
転釜でご飯を炊くことが大変なことで、何回も試行錯誤を
重ねたものでした。そんな調理師さん方の努力が頼もしく
感じたのを思いだされます。また、地区栄養士の先輩方か
らのアドバイスも自分の学校栄養士としての道を開いて下
さったと感謝しております。
　当時は回転釜で煮物・スープ・ご飯炊きをしており、１
号缶を台にしてフライヤーの網を載せて蒸し物を作った
り、錦糸卵を焼いたりと、いつも子ども達の笑顔を楽しみ
に新メニューに挑戦していたことを思い出されます。
　今から見れば衛生面を後まわしにして手作り調理に燃え
ていた頃でした。その後「衛生管理の基準」が策定され手

歩いてきた道
岩手県立盛岡となん支援学校

栄養教諭　徳田　恵子
　平成27年度学校給食功労者表彰を受けて、今まで支え
ていただいた皆様と、「今日の給食おいしかったよ。」
と、とびっきりの笑顔で元気をくれた子どもたちに、心か
ら感謝申し上げます。思えばただひたすら、障がいを有す
る子どもたちを見つめてきた年月だったように思います。
　私が採用された当時の盲・聾・養護学校（現在の特別支
援学校）には、寄宿舎が併設されている４校にのみ栄養士
が配置され、私は新設された久慈養護学校に配置された、
５人目の栄養士でした。新採用で新設校ということで、一
からすべて自分で考えていかなくてはならない状況でした
が、幸い、一年間民間の実務研修所で、給食管理や大量調

理のノウハウ、衛生管理や
調理技術にいたるまで、
ぎっちりと仕込まれてきま
したので、何とか大過なく
スタートさせることができ
ました。その当時は若かっ
たこともあり、大量調理未
経験の調理員を指導しなが
ら午前中は現場に立ち、午

作り給食から一転して、原材料の検収から喫食までＨＡＣ
ＣＰに基づいた施設ごとの作業手順書を作成して学期ごと
に見直して改善を図ることが必須になりました。
　そのような中、教育委員会に異動し市内の施設の運営を
調整する立場になりました。合併前の市町村のこだわりで
運営していたことも生かし新奥州市としてのより良い給食
の運営に方向づけたい。同時に中核的な役割として「食に
関する指導」を担う栄養教諭が児童生徒の将来にわたる
「食の管理能力や望ましい食習慣」を身に付けさせること
が重要でした。さらに、食物アレルギー対応や肥満傾向へ
の計画的な指導・地産地消の推進についても栄養教諭の手
腕が問われる時代になりました。これらを市の教育方針と
して構築することが急務でした。これも、食や健康に係っ
ている方々からのお力添えにより現在は定着、推進してい
ることについて心から感
謝しております。
　最後に、学校給食関係
者の方々の更なるご健勝
と今後の益々のご活躍、
学校給食の更なる発展を
お祈りいたしまして、お
礼のことばといたしま
す。

後からは机に向かい、給食時間と夕食後に子どもたち一人
一人と触れ合っていきました。そんな中で、食べるという
ことは必ずしも本能ではなかったんだと漠然と感じていま
した。
　知的障がいを対象とする久慈養護学校、花巻養護学校に
勤務中は、まだ漠然と感じていたままだったこの思いが、
肢体不自由を対象とする盛岡養護学校（現盛岡となん支援
学校）に赴任して、より一層はっきりとした状況に衝撃を
受けました。咀嚼できない、嚥下できない、口を閉じられ
ない。一つ間違えば大きな事故になりかねない、そんな給
食を提供することはできないという思いから、摂食嚥下リ
ハビリテーションの研究会やセミナー等に足を運び、本を
読みあさり、どうにか今まで事故なく勤めてきました。今
では食形態、食器具、姿勢の保持、介助や訓練法等、試行
錯誤しながらも、一人一人に対応できるようになってきま
した。
　特別支援学校では、障がいの内容や状況が個々に異な
り、食育も個に応じた対応が求められます。先生方が一人
一人の食育に向き合うことができるように支援しながら、
私は、先生方が取り組みにくい内容を担うように心がけて
きました。
　これからも「食べることは楽しいこと」を伝えながら、
子どもたちが今も未来も笑顔でいられるような給食を目指
したいと思います。

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。

平成27年度　学校給食功労者表彰　岩手県学校給食会会長賞

白菜まるごと
縦に切ると…。

祝
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新 規 採 用 栄 養 教 諭 の 紹 介新 規 採 用 栄 養 教 諭 の 紹 介

　陸前高田市立学校給食センター�栄養教諭　福地　美月
　私が栄養教諭になって１年が経とうとしています。思い返してみ
ると、たくさんの方々にご迷惑をおかけしながら力強く支えていた
だいた１年だったと感じています。知識も経験も足りない私を支え
てくださった皆様に感謝の気持ちでいっぱいです。本当にありがと
うございます。
　震災のあった３月に高校を卒業し、自分にできることはないかと
思いながら、後ろ髪を引かれる思いで県外の大学に進学しました。
大学で学んでいく中で、子どもたちの成長に関わりたいと強く思
い、栄養教諭を目指しました。栄養教諭になるまでもたくさんの方
に支えていただきました。赴任地は陸前高田市。震災後、何もでき
なかった私は子どもたちのために少しでもできることをしていきた
いと思い、４月に引っ越してきました。
　栄養教諭になってからは勉強不足・経験不足だと感じることが多
くありました。献立を立てるにしても、子どもの目線になって考え
ることができていなかったり、「こうすれば良かった」と後から気
付くこともたくさんありました。まだ給食管理では分からないこと
が多くあります。先輩方や調理員さん方に様々なことを教えていた
だき、毎日が勉強の日々です。
　食に関する指導では、６月から12月にかけて全ての受配校に足
を運びました。授業を進める中で、栄養教諭だからこそ言える専門
性の必要さと給食を生きた教材として効果的に使うことの大切さを
感じました。給食センターに勤務する私にとって、各学校で子ども
たちとふれあう時間はとても貴重なもので、「子どもたちのために
頑張ろう」と心から思うことができます。
　まだまだ栄養教諭として未熟ですが、今年度の経験や反省したこ
とを生かし、子どもたちのことを思いながら職務に励んでいきたい
と思います。また、子どもたちにとって楽しみであり、将来大きな
学びとなるような給食の提供と食に関する指導ができるよう日々努
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いたしま
す。

久慈市山形地区学校給食センター�栄養教諭　山平　朋子
　栄養教諭として採用になり、もうすぐ1年が経とうとしていま
す。思い返してみると、悩み考えた日々であった反面、とても充実
した楽しい日々でもありました。そして、本当に多くの方に支えら
れてきた1年間だったなと感じます。
　昨年度わたしは今の場所で臨時栄養教諭として働き、そのまま現
地採用となりました。そのため、自分の中で給食センターでの業務
や学校教育を大まかには掴めていたつもりでした。しかし、初任者
研修を通して、わたしの考えは見事に打ち崩されました。栄養教諭
としての役割を全く果たせていなかったこと、所属校の教育目標で
さえも把握せずに指導を進めていたこと、取り上げるときりがない
ほどに、自分の勉強不足を痛感する日々になりました。勉強不足を
痛感するとともに、「このままではだめだ、栄養教諭として成長せ
ねば」という思いを持ち、毎日を過ごすようになりました。
　まず、給食管理業務では、安全安心でおいしい給食を提供するた
めに、設備に配慮した献立作成や作業工程表の見直しを図る等、衛
生管理に気をつけ給食を作ってきました。子どもたちや先生方から
の笑顔の「おいしいです！」という言葉は毎日の励みになります。
給食を通して、食べることの大切さや楽しみを伝え続けていくため
にも、今後も調理員や運転手とともに協力し、子どもたちの毎日の
楽しみである給食を作り続けます。
　また、食に関する指導では、子どもたちの実態に沿った指導内容
や授業展開をするために、先生方との連携が大切なことを学びまし
た。わたしは指導技術を含め、まだまだ未熟者です。子どもたちに
とって楽しく、学んだことを生活に取り入れることができる分かり
やすい授業を展開することができるように、先生方の指導技術、
栄養教諭の先輩方の授業の工夫を見て聞いて学び、努力していきま
す。
　この１年間、栄養教諭の先輩方や給食センターの方、学校の先生
方、村山先生、同期…多くの方に助けられ、支えられてきました。
本当に感謝の気持ちでいっぱいです。この気持ちを忘れず、そし
て、将来の子どもたちの健康のために日々成長し続ける栄養教諭と
して今後も励んでいきます。

　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北日本ハイテクニカルクッ
キングカレッジの教員等も務める福士正子先生をお迎えし、県産
食材を使った秋向けのスイーツにチャレンジしました。
アンケートでは
  「そば粉を使った生地が硬く仕上がるかと思いましたが、もちも
ちしておいしかった。」「春巻きの皮で作ったタルトがパリパリし
ておいしかった。」「普段は一緒に料理をすることはないので、楽
しいクッキング教室でした。」
 等々大変好評でした。

講師
レストラン「ウサギボタニカ」

福士　正子先生

平成27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27年11月８日(日）		●参加者	親子35名

　　　文部科学省 平成27年度　学校給食表彰 学校給食功労者（個人）

がっこうきゅうしょくの
ひみつを知って

もっと好きになろう 食育指導
生活習慣病を
予防しよう

デモンストレーション

☆	かぼちゃのパリパリタルト
☆	そば粉のクレープ
　	～りんごのソテーと
　　　アイスを添えて～
☆	三陸鮭ときのこの
　　　　チーズピザトースト

完成品

秋のスイーツにチャレンジ！

平成27年度
栄 養 教 諭 に な っ て
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平成28年度　行　事　予　定
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28年６月24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28年７月28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28年７月28日（木）29日（金）栄養教諭・学校栄養職員
学校給食調理員研修会 盛岡市 平成28年８月１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
学校給食調理コンクール（書類審査） 盛岡市 平成28年11月25日（金） 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28年12月16日（金） 栄養教諭・学校栄養職員
第52回岩手県学校健康教育研究大会 盛岡市 平成28年12月27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29年 1 月６日（金） 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。

平成27年度　第３回物資委員会

　去る平成28年３月１日に本会において、「平成27年度第３回物資委員会」が
開催され、メーカー９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№323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。

⑦あじのさんが焼き
40g・50g　名給

⑪岩手田舎みそ（赤）Ca、Fe強化
1㎏・10㎏・20㎏　佐々長醸造

④短冊かまぼこ（赤）（白）アレルゲンフリー
１㎏　ピアット

⑧骨まるごと鮭ボール（8ｇ）
1㎏　丸和油脂

⑫さんまオレンジ煮
50g10入P　マルヌシ

⑨子持カラフトししゃもの磯辺揚げ
約15g　丸味フーズ

⑬さけ黒酢あんかけ
40g10入P　マルヌシ

⑤黄金カレイ骨ごとフライ
40g・50g　ピアット

①おいし～のだ
50g・60g　SN食品

②棒餃子
40g　太平商事

③さんま煮つけ（梅かつお）
40g・50g10入P　太平商事

⑩大豆とごぼうのミンチカツ（Fe、Ca）
40g・60g　MCC

⑭さけケチャップ煮
40g10入P　マルヌシ

⑥青森県産帆立ボール（8g）
1㎏　ピアット

選 定 商 品 の ご 案 内

県産 県産 県産 県産

⑪～⑭は
岩手県産商品
です。


