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　38年間、人生の半分以上も学校給食にお世話に
なってきたのだから、体の半分は給食でできてい
るといっても過言ではない。その経験を生かし、
給食でよくある光景から食育を考えてみたい。

「いただきます　から３分間、一日で一番静かな教室」
　いただきますから３分間、生きる本能で食べて
いる時間が終わったら、その後が食育の時間。自
分に合った栄養のバランスや量を考えたり、食材
の産地や旬を理解したり、またみんなで食べるよ
さを味わったりと、食育の要素はいくらでもある。
　しかし20 〜 30分の忙しい学校給食に、味付けは
味わえても食材本来の味を感じている余裕はある
のだろうか。九月になり新米が給食に出たとき、「あ
っ新米だ！」と味覚嗅覚で感じられる小さな贅沢
を大切にしたい。

「野菜のおひたしの日は、担任の器だけ超大盛り」
　野菜が苦手は、どこでも同じ。栄養士も調理員
もがんばっているが、嫌いなものを好きにはなら
ない。好き嫌いはあっても、一口でも味わう習慣
をつけさせたい。それは、地域の伝統の味を大切
にすることであったり、自分の健康のためであっ
たり、結構食わず嫌いであることも多い。だって、
年頃の女性はみんなこぞって健康にいいからと言
って野菜を食べる。子供の頃あんなに嫌がってい
たのに…。

「献立表を子供は一日３回は見る」
（登校前、給食前、寝る前）

　日本全国の小学校の教室には、平均７０枚ほど
の掲示物がある。その中で唯一毎日子供が自ら見
るのが「献立表」。学びで一番大切なのはそれに対
して心を開いていること、そう考えれば、食育の
ためには献立表以上にすばらしい教材はどこにも
ない。これを生かさない手はない！「季節感」「歴史」

「栄養」「マナー」そして「食事の楽しさ」を是非、

献立表で伝えてほしい。

　次に、校長だからの給食あるある
「検食を全部食べていると、絶対太る」

　アレルギー対応を学校で行うと、毎日２〜４食
ほど検食のメニューが増えているのが現状であろ
う。それが校長の机上に所狭しと並ぶ。
　毎日のことなので、アレルギーをもった子のつ
らさや保護者の悩みはつきない。さらに調理業務
にかかわる現場の担当者の努力も相当である。し
かもこれから益々増加していく大きな問題。これ
は当事者だけでなく、例えば将来食事を提供する
アレルギーをもたない子供達のアレルギーに関す
る理解も大きな問題になる。
　人はそれぞれに特性が異なる、だから食べられ
るものも異なる。グローバル化に伴い宗教の問題
も関わってくる。一人一人の違いを認め合うこと
が社会の基本であることを食育で是非意識できる
ようにしたい。

「小さな虫がスープの中に！」（異物混入対応）
　以前、スープに虫が混入していたことの詫びの
通知を出したところ、一人の保護者から虫１匹で
そのような対応をするのかという連絡があった。
虫１匹と言えども、入っていた本人にとってはシ
ョックなことなので、と言うと「虫が入ってよい
ということではないが、子供達の健康のため農薬
を減らし、地元の畑から直送で安全・新鮮なもの
を使っている」ことも、学校はもっと伝えるべき
なのでは、という意見だった。
　とてもおいしいイチゴを栽培している農家があ
ったので、是非給食にも提供したいと話すと、そ
んなに何回も洗われたのではせっかくのイチゴが
台無しになるから断ると言われた。
　地産・地消、何が安心で安全なのか、食育の根
本に関わる大きな問題である。

髙　山　裕　一

栃木県小学校長会長
　宇都宮市立西原小学校長

公益財団法人栃木県学校給食会  評議員

提 言

給食あるある  から食育を考える
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　上三川町立北小学校は、上三川町の北部に位置し、周りに田園地帯

が広がった緑に囲まれた自然豊かな創立 37 年の学校です。昭和 55 年

４月１日に地域住民の学校設立への強い思いを集めて校地を提供し

合って開校した学校であり、それ以来、保護者を始めとする地域住民

の学校への信頼・協力が続いています。

　「地域と共にみんな仲良くたくましい子を育てる北小の教育」を指標

として、地域に開かれた学校・地域と共に歩む学校を目指して、連携

を取りながら児童の健やかな成長を願って教育活動を行っています。

　本校では、これまでの環境緑化の活動が認められ、平成 26 年度に全

日本学校緑化コンクール学校「環境緑化の部」において準特選、平成

27 年度には同じコンクールの「協力者の部」において北小学校 PTA が協力賞を受賞しています。素晴らしい緑化環境

は児童の情操教育や体力増強にも役立っています。

　また、本校の特色ある活動の一つに、田植え・稲刈りなどの稲作体験活動があります。地域の農業指導者の指導を受

けて、児童がもみまきから田植え、収穫までを体験します。PTA の協力により、収穫した餅米から赤飯や餅を作り、み

んなで収穫の喜びを分かち合います。栽培や収穫、食するの一連の活動は食物を大事にし、食物の生産等にかかわる人々

への感謝の心をもたせることにも繋がっています。

　平成 28・29 年度の２か年は、栃木県学校給食研究会から食育研究助成校の指定を受け、学校給食を通した食育の推進・

研究を進めているところです。

表紙の写真の学校紹介 上三川町立北小学校

第67回 全国学校給食研究協議大会 秋田県

行事報告

11月10日・11日

「生きる力」をはぐくむ食育の推進と学校給食の充実
～食で学ぶ おいしい！楽しい！嬉しい！～

開会

あいさつ
全国学校給食会連合会　大東和美 会長

文部科学大臣表彰　栃木県の受賞は、
　・学校部門表彰　栃木市立栃木中央小学校　金山正樹 校長
　・個人部門表彰　宇都宮市立横川東小学校　澤田博子 栄養教諭
おめでとうございます。

表彰状を受け取る　金山正樹校長

講演　「子どもたちの未来をつくる学校給食」
　　　　　　　　　　　料理研究家　ベリッシモ・フランチェスコ　氏
　給食はもっとも重要な授業であり、コミュニケーション・文化・健康
を学べば給食を楽しめる。
　人は何故食べるのか、何を食べるのか、どこで出来たものなのか、誰
が作ったのか、・・・プロセスとメカニズムを理解すれば謙虚さや感謝の
気持ちが身に付く。

主催    文部科学省、秋田県教育委員会、秋田市教育委員会、全国学校給食会連合会
　　　    公益財団法人秋田県学校給食会

趣旨    学校における食育を推進する上で重要な役割を担う学校給食の在り方について研究協議を行い、併せて学校給
　　　    食関係者の資質の向上を図る。
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平成28年度 学校給食に  おける食育推進状況調査
行事報告

　栃木市立栃木中央小学校の敷地内にある栃木市中央小学校給食共同調理場は平成24年9月1日に開所。栃木中
央小学校 約600食と南小学校 約275食の給食を提供しています。

写真右から
栃木県学校給食研究会　　松本  和士　会長
栃木市教育委員会事務局　中田  勉　保健給食課長
　　　　　同　　　　　　中田  智子　副主幹兼指導主事

　栃木市立栃木中央小学校のみなさま、文部科学大臣表彰　　の受賞、おめでとうございます。

　平成29年1月23日(月)栃木県学校給食研究会の事業の一　　つである食育推進状況調査を栃木市立栃木中央小学校に
て実施いたしました。

食に関する指導の実際

① 授業と給食を関連させた取組…教科等の学習指導案と関連させた学校給食を提供し、その献立を活
用した給食時間における食に関する指導を栄養教諭が実施。

② 給食時間の指導…担任による読み聞かせ資料「ちょこっと食通信」(栃木市教育委員会発行)を活用し
児童に食に関する情報を提供。その内容をより理解させるため、クイズを作成し、給食委員会の児
童が給食時間に放送している。この日も放送していました。

③異学年交流給食…お誕生月給食、なかよし班給食
④委員会活動…放送・掲示物作成・交流給食企画運営
⑤クラブ活動
⑥出前授業の活用

①朝ごはんの推進　　　　②食のマナーボランティアの活用　　　　③PTA活動での啓発
④サマースクールでの体験活動

家庭・地域との連携

挨拶　松本  和士　会長

実践発表　伊東  美華　栄養教諭
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平成28年度 学校給食に  おける食育推進状況調査

　算数の授業で献立表を使って、食材の栄養価と分量について学んでいます。

　栃木市立栃木中央小学校のみなさま、文部科学大臣表彰　　の受賞、おめでとうございます。

　平成29年1月23日(月)栃木県学校給食研究会の事業の一　　つである食育推進状況調査を栃木市立栃木中央小学校に
て実施いたしました。

地産地消の取組

食物アレルギーの対応

①ふるさとメニュー… 大平黒大豆枝豆や大平かぼちゃ、姫きゅうり、宮ねぎ等の栃木市産の農産物や
旬の食材を積極的に活用。

②とち介ランチ… 栃木市のマスコットキャラクター「とち介」にちなんで名付けた「とち介ランチ」
は市内農産物を取り入れた献立で、市内小中学校統一で6つの献立を提供している。

①栃木市教育委員会の学校における食物アレルギーの対応指針
　食物アレルギーをもっている児童生徒の保護者に対して、医療機関を受診(年１回以上)してもらい、
医師の診断、指示に基づきアレルギー対応食を実施していくこととする。学校においては対応方法の
検討を行うため「食物アレルギーサポート会議」(校内会議)を開催する。サポート会議では学校生活管
理指導表やその他の資料に基づき、対象となる児童生徒ごとの対応を検討し「サポートプラン」を作
成し、全職員へ周知し情報の共有を図る。会議で対応に迷ってしまった場合は、市教育委員会に相談し、
市教育委員会もしくは、アドバイザー (医師)のアドバイスを受けてプランを作成することもできる。
②学校給食における対応方法
　保護者から提出(年１回)される「学校生活管理指導表」を基に、保護者との面談、児童生徒の状況、
給食施設内の諸条件を勘案したうえで決定する。

当日見学した授業の様子

当日のとち介ランチ
　・バターロール　・鶏肉と宮ねぎのトマトソースがけ　・ブロッコリーのサラダ
　・白菜スープ　　・いちごのゼリー　　　　　　　　　・牛乳

と

ち

す

け

栃木市の

地域の宝

すばらしい食材で

健康になろう
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行事報告

とちぎ食と農ふれあいフェア2016

　昨年10月29日・30日の２日間にわたって、栃木県庁で
「とちぎ食と農ふれあいフェア2016」が開催されました。
　学校給食会は栃木会館前の広場に出展しました。

　たくさん種類がある豆。その名前が書いて
ある容器に箸でつまんで移してもらいます。
箸の使い方と、豆の見た目で名前を覚えても
らう２つの目的をもったゲームです。

　宇都宮食育フェアでも好評だったゲームで
す。箱の中に入っている野菜や果物を手で触っ
て何なのか当てるゲームです。見慣れた物で
も手触りだけだと意外にわかりづらいもので
す。また、直接触ったことがない小さな子も
楽しみながら、野菜や果物をよく知る機会に
なったのではないでしょうか。

　毎年好評で長蛇の列ができる揚げパンの試食です。
パンを揚げている間に、学校給食年代別レプリカを見
ながら、係の職員が学校給食の歴史を簡潔に説明しま
した。栃木県産小麦のコッペパンがカリッと揚がった
ら、ココア、シナモンアップルティ、キャラメルミル
クの３種類の中から一つ味を選んで粉付けします。小
さなお子様からご年輩の方まで、学校給食を思って、
あつあつの揚げパンを召し上がっていただきました。

豆の種類を当てながら、
箸を上手に使ってください!

手触りで何か当ててください!

完成した揚げパンを召し上がれ揚げパンの粉付け（味が 3 種類）

学校給食年代別献立レプリカ展示

お箸でつまんで　　　
豆の名前を当てたまめ

4 4 箱の中身は何だべジタブル

揚げパンコーナー
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学校栄養士さんからのメッセージ

　先日、給食会さんから「題は自由」ということで、
この原稿依頼を受けたことをきっかけに私の栄養
士人生を振り返りながら、個人的なノスタルジー
も含めて今までの経験を少々綴ってみたいと思い
ます。
　大学卒業後、虎ノ門病院に栄養士として２年間
ほど勤務した私は、栃木県に戻り今度は学校栄養
士として、栃木市の大宮北小で子供達の給食作り
に携わる事になりました。
　しかし同じ栄養士といっても、最初はなかなか
学校給食の仕事には馴染めませんでした。
　給食室では、調理員さん方が数台の大釜で1300
人分もの同じ料理を一気呵成に仕上げる迫力に圧
倒されました。病院での患者さん個別の治療食作
りとは大違いでした。
　事務処理も当時、パソコンなどはなかったので
栄養計算も週報月報も、給食費の出納や管理も、
みな電卓での手計算でした。年度末の決算時期に
は、予算と献立の整合が難しく、本当に苦労した
ことを覚えています。　　
　また栄養士が現金を取り扱うことも多く、給食
業者への支払いのために、私は毎月数百万円もの
現金を持って、一人で自転車に乗り金融機関を回
らなければなりませんでした。
　そんな状況でしたが、困った時は管理職の先生
方に助けていただいたり、悩んだ時は栃木市の栄
養士の先輩や同輩の皆さんにアドバイスを頂いた
りして、山あり谷ありの新人時代を私は何とか凌
ぐことができました。
　平成８年の１学期、衝撃が走りました。
　岡山の邑久町、大阪の堺市等で給食を原因とす
る大規模集団感染、あの忌まわしいＯ157の食中毒
事件が起きてしまったのです。
　当時私は県内でも指折りの食数を持つ鹿沼市学

校給食共同調理場に勤務をしていました。同調理
場は老朽化のために年度末に移転し、翌平成９年
度の４月から新調理場での給食開始を計画してい
ました。
　私は後輩の栄養士と共に、より安全性の高い加
熱料理への献立変更や、職員の意識の向上、老朽
化した施設・機器類なども含めた調理場全般の衛
生管理の強化と食中毒の防止に努めました。
　そして３月、給食終了と同時に新調理場への怒
涛の移転作業が開始されました。大規模調理場と
いう事で作業の難航が心配されましたが、職員全
員が一丸となり計画通りに移転を完了し、４月の
滑り出しも順調に迎えることができました。私は
衛生的な新調理場にほっとするのと同時に、この
時ほど職場の結束とチームワークの大切さを実感
し、また感謝した事はありませんでした。
　さて現在私は拠点校方式をとる、鹿沼市の北押
原小に勤務しております。
　給食や私達栄養士を取り巻く環境も以前とは様
変わりしましたが、基本は変わりません。それは「安
全でおいしく栄養のある給食」を子供達に提供す
るということです。　　　　　　
　学校栄養士は、そうした基礎基本からさらに食
に関する指導や地産地消の推進といった、枝葉の
部分もしっかりと伸ばす努力をしなければなりま
せん。
　また、食の専門家として、学校や家庭・地域に
有益な情報があれば正確に速やかに発信し、その
周知に努め、さらに自らをアピールしていくとい
う事も大切な仕事です。　　
　私も常に視野を広く持ち、経験を生かして給食
と食育のさらなる推進に努力していきたいと思い
ます。

阿　部　則　子鹿沼市立北押原小学校　栄養教諭

栄 養 士 、 今 昔 物 語
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投稿
食育と学校行事【蔵王祭】

　下野市立吉田西小学校では、毎年11月に保護者や地域の方々と協力
して行う収穫祭「蔵王祭」を実施しています。蔵王祭は昭和63年の11
月より始まった伝統ある学校行事です。子どもたちは春からの一連の
野菜づくりや田植え・稲刈りの集大成として、毎年この行事をとても
楽しみにしています。
　蔵王祭では自分たちが育てた野菜やお米を使って、保護者と一緒に
おにぎりや西

さいこうじる
校汁（自作の野菜みそ汁）作り、餅つきを行います。毎朝、

登校後に学校の農園で水やりをしたり、害虫をとったり、手塩にかけ
て育ててきた野菜の味は格別で、苦手な野菜も美味しそうに進んで食べる子どもたちの姿を見ることができま
す。また、全校児童で行う学校田での田植えや稲刈りを通して、お米ができるまでの大変さを改めて感じるこ
とができます。
　この活動を通して、収穫の喜びを味わうとともに、改めて食べ物に対する感謝の気持ちが育まれています。

・味噌の機能性と健康
　食品には大きく分けて三つの機能があります。一次機能が「栄養」で二次機能が「味」、そして三次機能が「効能」
です。当然のことながら、その食品を摂取して生命を維持するための栄養は必要ですし、そこにおいしさが加
わることも大切な要素であると言えます。しかしよく言われる食品の機能性とは、三次機能である効能、つま
り体調を整えたり病気を予防したりする身体に何かしらの良い影響を与えることを指すことが多いです。
　　みその原料である大豆は、畑の肉と称されるほどの良質のたんぱく質を含んでいます。また、発酵食品で
あるみそは、アミノ酸やビタミンなどが多量に生成されます。原料である大豆由来のたんぱく質は、酵素によっ
て分解されて約30％がアミノ酸となり、その中には必須アミノ酸９種が全て含まれています。一つの食品でこ
れほど多くの栄養を含むものは、他にはなかなか見当たりません。こうしてみると、みそは非常に機能性の高
い食品と言っても過言ではないでしょう。
　　近年の研究では、様々な生活習慣病やがんなどのリスクを下げるという発見が、各界の研究者たちによっ
てなされています。高血圧予防や糖尿病予防に効果があるという研究データもあり、生活習慣病の若年化が問
題化している今、小さいころから毎日みそ汁を飲むという習慣付けをすることが、健康に成長するための重要
な部分になってくるのではないでしょうか？給食で提供されるみそ汁も、少しずつでもそんなお手伝いができ
ていればいいな、と思います。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　物資課一般物資係　 　　　 　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　みそソムリエ認定協会認定「みそソムリエ」　 池 田　定 芳

収穫 餅つき 料理

下野市立吉田西小学校
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　今季の冬は 11 月に雪が降ったり、急に暖かい日があったりと忙しく天候が変化し

ましたが、厳しい寒さもピークを過ぎ、後は温かくなるのみ。春がすぐそこに見え

てきました。新年度を前にして、卒業される方々とのお別れ、新たに入学される方々

との出会い。悲喜交々の場面が訪れることが想像されます。給食会の職員も新たに

給食を食べる新入生の顔を思い浮かべつつ、日々の業務に携わっております。

　今号では、本会評議員である宇都宮市立西原小学校校長の髙山裕一様にご提言を

いただきました。心より厚く御礼申し上げます。また、栃木市立栃木中央小学校様

ならびに宇都宮市立横川東小学校 栄養教諭 澤田博子 様、文部科学大臣表彰の受賞、

誠におめでとうございます。今後も益々のご活躍をお祈り申し上げます。

　年度末は何かと忙しい日々が続くことと思います。

インフルエンザがまだまだ流行しておりますので、く

れぐれもお体をご自愛され新年度をお迎えください。

　次号の給食会だよりは 5 月の発行を予定しておりま

す。

編集者より

　学校給食レシピや食育、料理紹介、食べ物自慢など食に関する内容であれば何

でも結構です。

　◎ 文字数は200～300字で形式は自由です。

　◎ 応募は学校教育関係者であれば、どなたでも応募できます。

　◎ 提出方法は、栃木県学校給食会あてに郵送かFAX・メールでお願いいたします。

　　　　　　 　　ＦＡＸ：0 2 8 － 6 5 6 － 2 3 1 1 ㈹
　　　　　　 　　E-mail：webmaster@tgk.or . jp

　◎ 次回は　３月31日（金）を締め切りとさせていただきます。

　◎採用させていただいた方は、粗品を差し上げます。

皆様の声・意見・レシピ
などを大募集します
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