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「授業！給食！始まったよ！！」
【 八百津町立八百津小学校 １年生 】
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表紙の説明
『給食が始まりました！！』

八百津町学校給食共同調理場 栄養教諭　永　田　桂　子

　６月15日、３ヶ月半ぶりに学校給食が始まりました。
　最初の給食メニューはやっぱり「カレーライス！」。アレル
ギーのある児童生徒にも配慮して、全員が食べられるようにし
ました。最初の２日間は配膳の混乱がないよう、１品減の献立に、
６月中の主菜は配膳のし易さを考慮し、個付けの物にしました。
　教室ではパワーポイントを使って、学級担任から新型コロナ
ウイルス対応のための『新しい生活様式』による学校給食の
実施方法を聞いた後、衛生に気をつけながら３密を避けるよう
に静かに給食準備が始まりました。大きな声は出せないけれど、

子どもたちの口からは、自然と「わくわくする！」「楽しみ！」といった
言葉がもれました。「いただきます」のあいさつが終わると一斉にマスク
をとり、食べ始めます。それぞれに笑顔が溢れ、ガッツポーズやグーで表
現してくれる子もいました。１年生は、前の日から「給食楽しみ！」「カ
レー大好き」と給食の開始を楽しみにしていたようでした。皆でたのしく
話しながら食べる事はできないけれど、学校で給食が食べられることは皆
待ち望んでいたようでした。

　私たち給食を作る側にとっても本当に嬉しいことでした。２月の終わりに３月か
らの休校が決まった時には、とにかく食材をどう処理するかが問題でした。保育園
や老人ホームなどで使用してもらったり、保管できる物は次月に回したりするよう
にしましたが、休校が続く間に期限切れになって、やむを得ず処分することもあり
ました。来月こそは実施できるだろうという期待を持ちながら次の献立を立て、

入札、発注をし、様々な帳票の準備をする。何度も休校が延期になっては無駄
になるそれまでの労力をガッカリする間もなく、また次の仕事を進める毎日。
献立は前の物をそのまま次に回せばよいというものではなく、その時期の旬の
食材や行事食等、自分たちの思いを込めて考えていくものであり、１日無しに
なったといわれても、その１日の分をそのまま削ればよいというものではあり
ません。様々な制約がある中で、１週間の献立のバランスなどを考えながら、
また、前月使用できなかった食材を使用することや、在庫の食材を無駄にしな

いために賞味期限を見ながら取り入れるべき食材にも目を配る、そんなことの繰り返しでした。
　学校が休校中には、子どもたちに向けて何か発信できないものかと、皆がそれぞれの場所でできることに
取り組んできました。「食育だより」に給食レシピを載せて発信したり、ホームページにレシピ紹介を載せ
たり、様々なネット配信を利用して動画配信をしたり、少しでも子どもたちのためになることを見つけて
それぞれに取り組んだ期間でもありました。（八百津町ではＹｏｕＴｕｂｅを
活用し、学校から家庭に向けて様々な情報発信を行っていたため、先生に
お願いして『ちゃれんじクッキング』と題して調理動画を撮っていただき、
町内の児童生徒の家庭に配信してもらいました。）
　６月になって学校が始まり、新しい生活様式のなか大変ではありますが、
子どもたち、お家の方々、先生方、給食関係者、それぞれが待ちに待った
学校給食再開の嬉しい１日でした。
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岐阜県教育委員会 新任　あいさつ
岐阜県教育委員会　体育健康課　　　　　　　　

課長　上　田　和　伸

　本年度より、体育健康課でお世話になります上田でございます。今年度は新型コロ
ナウイルス感染症の影響で、学校給食はおろか学校自体が休校するという前代未聞の
事態からのスタートでした。５月現在、学校再開に向けて段階的に進めている状況の
中で、学校給食も感染拡大防止の徹底を図りながらの再開を目指しております。学校
給食は、児童生徒にとって心身の健全な育成を目指す上で非常に重要な役割を果たし

ており、私自身も給食の思い出は数知れずあります。ちょうど小学校時に米飯給食がスタートした時代で
あり、週２回のアルミ箱に入った米飯が楽しみで仕方がなかったこと、友人とお代り競争をしたことなど、
給食は私の学校生活の中でとても大切な時間であったことを覚えております。
　今後も学校給食を通じて、児童生徒の栄養面とともに、心の健康にもつながる食育を推進していきたいと
考えております。どうぞよろしくお願いいたします。

岐阜県教育委員会　体育健康課　　　　　　　　
課長補佐　川　瀬　朋　美

　本年度より、学校給食係でお世話になります。今年度は、新型コロナウイルス感染
症予防のため学校が休校となり、これまでに経験のないスタートとなりました。よう
やく学校再開が決まったとはいえ、学校生活の中で不安の多い活動の一つである学校
給食をどう再開するかについては、皆様同様、私も試行錯誤の毎日です。学校給食係
での勤務になり、改めて規模・学校種・調理場の違いなどにより、さまざまな学校給

食があり、それぞれに違った不安があり、それぞれの工夫が必要であることを感じています。
　不安が募る一方で、子どもたちが学校給食を楽しみにしてくれていることも事実です。おいしそうに、
楽しそうに食事をする子どもたちの笑顔がみられる給食の時間が来ることを楽しみにしながら、できる工夫
をしていきたいなあと思います。調理現場から離れた職務となりましたが、ここでできることを精一杯取り
組む所存です。どうぞよろしくお願いいたします。

令和２年度　（公財）岐阜県学校給食会 役員・委員紹介
本年度の役員・各委員会の委員の皆さまをご紹介します。

評　　 議　　 員 上田　和伸 服部　和也 名取　康夫 古市　諭香 森川　賢二
安藤　邦寿 中山　庄三 立木　正一 加藤　弘子 久保　和弘
松本　好春

監　　　　　　事 森　　嘉長 中谷　惠子

理　　　　　　事 見山　政克 川治　秀輝 髙木　俊朗 石原　由美 増田　智至
林　　正治 中島　宏敏 遠藤　英治 古田　　恵 永冶　友見
青木　廣志

加工委託工場委員 石塚　敏幸 川瀬　朋美 中野　　昇 渡邊　　均 奥村　恒也
森川　賢二 石原　和寿 馬渕　舞子 竹中　誠一 尾関　郁夫

物　資　選　定　委　員 山澤　和子 石塚　敏幸 川瀬　朋美 鷲見　紀子 中島　宏敏
遠藤　英治 酒井田　環 黒田智恵美 白川　康子 山下由美子
藤井　千穂 伊藤　綾子 森　ひとみ 柴田　由美 　

物　資　開　発　委　員 森田　裕代 高見　智恵 伊藤　克子 世一　裕子 古田　幸代
森　　純子 伏見はるか 古田　美香 小林　直子 永田　桂子
斎藤　七絵 今井　有子 青豆　佳美 長谷　志帆

どうぞよろしくお願いいたします。

（令和２年７月１日現在）
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コロナ禍に負けない！
　学校が３月初めから休校となってしまいましたが、再開されるまでの間、県内の栄養教諭・学校栄養職員
の皆さんが独自のアイデアでいろいろな活動をされました。
　ここでは、各地域の４名のみなさんのご活躍を紹介します。

美濃加茂市学校給食センター 栄養教諭　渡　邉　紀　子
　学校の休校が続き、生活習慣の乱れや、食事においては野菜不足やカルシウム不足が心配されるなか、家庭で
の食事作りや栄養の偏りに悩んでいるという保護者の声も聞こえてきました。そこで、美濃加茂市学校給食センター
では３つのテーマを設け、市のホームページにレシピを掲載することにしました。
　テーマは「野菜を食べよう」「カルシウムを摂ろう」「朝食を食べよう」です。レシピは土日に家族で作れるように、
週末の金曜日に合わせて毎週紹介していきました。
　①�「野菜を食べよう」のテーマでは、家庭で食べる機会が増えると思われるカレーライ
スに、単品ではなく野菜を使った料理を１品追加して野菜をしっかりと摂って欲し
いと考え、学校給食でなじみのある “キャベツと福神漬けの和え物” を紹介しました。

　②�「カルシウムを摂ろう」のテーマでは、子どもが自ら作れるおやつレシピとし、ホッ
トケーキミックスを使用した “チーズ in おからパンケーキ” や “切干大根と桜えびの
かみかみ焼き” を紹介しました。

　③�「朝ごはんを食べよう」のテーマでは、簡単に作れる “野菜たっぷりレタススープ”
を紹介しました。

　掲載するレシピは家庭で作りやすいように、当センターの栄養教諭・学校栄養職員で試作し、味や作り方を
確認して作成しました。
　この活動は家庭への啓発の新たな方法を考えるきっかけにもなり、今後の活動に生かしていきたいと考えてい
ます。

土岐市学校給食センター 栄養教諭　鈴　木　晃　子
　緊急事態宣言により、約３か月もの長い間学校が休校となり、子どもたちは自宅待機を余儀なくされました。
土岐市では、保護者や子どもたちへの支援として「朗読集」や「読み聞かせ」等の動画をＨＰで公開すること
となりました。これに準じて給食センターでも料理レシピの紹介をすることとなり、手順を写真撮影した画像と
ともにＨＰで公開しました。当初は毎日子どもの昼食作りに忙しい保護者向けに、簡単で栄養満点メニューの
紹介を予定していましたが、こういう機会だからこそ充実した「お家時間を過ごしてほしい」、「親子で料理を
作ることによって楽しい時間を過ごしてほしい」と考え、子ども向けメニューも紹介することとしました。
　子ども向けメニューは難易度により２つに分けました。「かんたんメニュー ～ひとりでできるよ！」として、
ひとりで料理をほとんどしたことがない子が楽しく取り組める料理、「チャレンジメニュー」として、小学校
高学年や中学生がチャレンジできる料理にしました。かんたんメニューでは、火を使わない、包丁を使わない、
電子レンジを使用して自分でできることを目指し、「むしパン」「手作りグミ」などのメニューを紹介しました。
チャレンジメニューでは、子どもが留守番している時に自分で昼食を作ることができるようにと、電子レンジを
使用した「ハムピラフ」を紹介しました。また、理科の実験のように楽しめる「カッ
テージチーズ」の作り方も紹介しました。
　保護者向けのメニューについては、不足しがちな栄養をしっかり摂れるように、学
校給食のレシピを活用してもらえたらと考え、給食の「千草卵焼き」や「チョコタッ
フィ」なども掲載しました。
　今回、栄養教諭が料理レシピを作成することで、子どもたちが取り組みやすいメ
ニューや興味が持てそうな料理を紹介できたと考えています。ＨＰ公開後、保護者か
ら「子どもがカップケーキをつくりました」とのメールをいただきました。
　今後も学校訪問や家庭科の授業で得た子どもたちのニーズを踏まえつつ、紹介レ
シピを増やせたらと考えています。

休校中における家庭への食育

休校中における情報発信について

休校中における家庭への食育

休校中における情報発信について
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揖斐川町立大和小学校 栄養教諭　林　　　陽　子
　思い起こせば、臨時休校がいつまで延びていくのかと先が見えない不安を持ちながら、この数か月を過ごして
きました。無駄になるかもしれない献立作成や入札、注文、献立盛り付け表や材料表の作成、給食時間の放送資料、
作業工程表などいつも通りに進め、いつ給食が再開されても良いように準備を進めていました。
　一方で休校が長引くことで、夏休みが短くなることも予想できたため、毎年長期休校中に実施していた「大和 
クッキングマイスター」の取り組みを実施することにしました。保護者の方も家で過ごす子どもとどう過ごしたら
よいか、何をさせたらよいかと不安だったと思います。その不安を少しでも解消するためにも、将来自立した
生活ができるように、家庭の一員としてお手伝い段級表に取り組んでもらうことにしました。取り組みのお願い
文書と取組表を、宿題のプリントと一緒に封筒に入れ配付しました。本校ではこの取り組みを９年継続している
ため、配付の時期の変更については保護者の理解も得られていると思っています。
　学校が再開され、取組表を回収して進行状
況や児童や保護者の方の感想をみると、急遽
取り組むことにしてよかったと思いました。
学校で教えることができないことも、台所で
保護者が子どもに教えたり、見守ったりしな 
がら子どもをほめたり励ましたりして、興味
や関心を引き出してくださいました。次は
もっとやってみようとする意欲につながって
います。まだ授業を受けたことのない１年生
は、10級の「たんけんしよう」で、台所で使う道具を知ることができました。この10級の達成率は83％で、児童
の感想は ｢難しかった｣。保護者からは「意外にわからない道具が多かったので、次からは道具の名前を言うよう
に気をつけようと思った」とありました。６年生では「早く家庭科の勉強をしたい」とあり、取り組みのつなが
りを感じることができました。
　今後も継続することで、将来の生活に活かされる事を期待したいです。

白川村立白川郷学園 学校栄養職員　長　谷　志　帆
　白川郷学園では児童、生徒、職員に一台ずつｉＰａｄが支給されています。そのため新型コロナウイルスによる
臨時休校中も先生方が研修を重ね、昨年度末よりビデオ会議アプリを使ってオンライン授業を実施してきました。
　当初は自分には無縁のものと思い、物資のやり繰りや年度末の会計処理に追われていましたが、新年度、さらに
臨時休校が延長したことで「自分にもできることはないか」と、まずアレルギーの保護者面談をオンラインで
実施してみました。三密状態を避けるうえでも有効な手立てであり、保護者にわざわざ出向いてもらうこともなく、
今後も活用していけると考えています。
　次に、臨時休校中の生活リズムが乱れていないかが心配されたため、「食事」「運動」「睡眠」について養護教諭
と日替わりでオンラインで指導をすることにしました。また、「春みつけ」をしていた学年に「山菜クイズ」や、
５月に給食で予定していた食材の紹介などを行いました。本校は普段は１年生から９年生までが一斉にランチルー
ムで給食を食べるため、給食時間の指導は話す内容や資料の提示など配慮が必要ですが、オンラインでの食育は
資料の写真を鮮明な状態で見ることができ、一人一人の反応も知ることができます。さらに低学年では画面の
奥には保護者の存在があり、家庭での食育にもつながる効果的な取り組み
であったと感じています。
　その他、Ｇｏｏｇｌｅフォームを用いて毎日の健康チェックを実施したり、
休校中の生活リズム調査などを行ったことで、児童・生徒の生活の実態
把握ができ、学校再開後の指導に活かすことができました。
　オンライン機器の活用は、普段の学校生活ではなかなか踏み入れるこ
とができなかった苦手な分野でしたが、この休校中に挑戦できたことで、
さらに今後の食育にも活かしていけるのではと考えています。

クッキングマイスターでつなげる

臨時休校中の食育の実施

クッキングマイスターでつなげる

臨時休校中の食育の実施

大和小 クッキングマイスター（段級表抜粋）
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ホームページからお知らせ！！
　当会が主催する『私が考えた学校給食メニューコンクール』で優秀賞やアイデア賞に輝いた受賞作品の
５つをピックアップして、レシピや作り方を『クックパッド』に掲載することにしました。
　当会のホームページのトップページから『推進普及』→『レシピ』→『おうちで作ろう！』のページから

『クックパッド』に入っていただき閲覧できます。もしくは、トップページの最下部にある『おうちで作ろ
う！』のリンクバナーからでも『おうちで作ろう！』のページに入っていただけます。
　これからも受賞の料理を載せる予定ですのでお楽しみに。

『トップページ』
↓

『推進普及』
↓

『おうちで作ろう！』

『トップページ』
↓

『おうちで作ろう』のバナー
↓

『おうちで作ろう！』

『クックパッド』で
レシピを閲覧！
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※ 行事予定は新型コロナ感染拡大防止等のため、已む無く中止や日程の変更がある場合がございます。
　悪しからずご了承ください。

年 間 行 事 予 定
月 日 曜 行　　　　　事 月 日 曜 行　　　　　事

５ 29 金 令和２年度 東海・北陸・近畿ブロック会議〔岐阜県〕

10
29
30

木
金 第71回 全国学校給食研究協議大会〔熊本県〕

６ 27
28

土
日 第15回 食育推進全国大会〔愛知県〕

未　定 学校給食メニューコンクール審査

７
28 火 食育セミナー 基礎講座①〔県学校給食会〕

11
７ 土 ふれあい給食教室〔川辺町中央公民館〕

30
31

木
金

第61回 全国栄養教諭
　　  　・学校栄養職員研究大会〔栃木県〕

28 土 食育セミナー調理実技講座〔県学校給食会〕

12
未　定 工場調査

８

６ 木 食育セミナー 基礎講座②〔県学校給食会〕 29 火 中学生学校給食選手権〔県学校給食会〕

19 水

学校栄養士会調理実技講習会

学校給食パン実技講習会〔栄養教諭・学校栄養職員〕

加工委託工場調査

１ 未　定 加工委託工場衛生管理講習会〔県学校給食会〕

２
６ 土 食育セミナー調理実技講座〔県学校給食会〕

19 金 全給連理事会・総会〔東京都〕

27 木 学校給食調理発表会審査会 未　定 理事会・臨時評議員会〔県学校給食会〕

９ 14 月 学校給食メニューコンクール〆切

３

４
５

木
金 全給連実務担当者研修会〔東京都〕

10
７

～

９

水

～

金
フードシステムソリューション2020〔東京都〕

未　定 加工委託工場委員会〔県学校給食会〕

この文字色は中止行事 未　定 加工委託工場在庫調査

　世界中に広がった新型コロナ感染拡大の影響で、日本中の学校が休校となり、学校給食も中止になっ
てしまいました。今までには考えも及ばぬ状況となり、感染者等の報道に注視する不安な日々を過ごし
ました。
　やっと、学校が再開し当会も本来の業務に戻ることができました。給食を食べている子どもたちの顔
を見ていると、今まで以上に岐阜県の学校給食の発展につながるように業務を行っていきたいと思って
います。今後ともどうぞよろしくお願いします。

み
んな
でいただきます！

八百津町立八百津小学校２年生のみなさん



学校給食だより8

　平成30年度に開催した学校給食調
理発表会で理事長賞を受賞した献立よ
り、主菜の「大豆の包み揚げ」を製品
化しました。
　豆が苦手な子でも美味しくお召し上
がりいただけるよう、カレー粉や
トマトケチャップなどで味付けされた大豆を、春巻の皮で包んであります。
　調理発表会では、皮のパリッとした食感が生かされるよう、献立写真のよ

うな三角形に包まれていました。製品化するためには、春巻
型にしておりますが、パリッとした食感はしっかりと表現さ
れています。
　時間が経ってもパリッとしていますので、食感も楽しみな
がら、県産大豆をたくさん味わってください。

　県産の大豆まるごとと、豆腐（県産大豆使用）を使用した、大豆いっ

ぱいの豆腐ハンバーグです。ふわっとした食感に、まるごと入った大豆

が良いアクセントになっています。

　開発時には塩分量に注意し、何度も試食・検討を重ねまし

た。薄味でシンプルに仕上げてあります。また、形も50gが

丸形、60gが楕円と差をつけ、連続調理の際に規格の区別が

できるように工夫がしてあります。

　シンプルな商品なので、各調理場でお好み

のアレンジをしていただけます。和風に限ら

ず様々なアレンジでご使用ください。

シリーズ地 地
消産

シリーズ ～開発物資～
今年度より、地場産物を使用した開発物資に新たに２品加わりました。
どちらも岐阜県産の大豆をたっぷり使用した商品です。

　大豆の包み揚げ　
30g×30個／袋

大豆がギッシリ詰まった

　大豆とうふバーグ　
50g／個、60g／個

畑のお肉のハンバーグ

＜１個あたりの食塩相当量＞
50g：0.25g、60g：0.3g

＜理事長賞受賞献立＞

肉みそかけ中華あんかけ

ピザ風

50g 60g


