
全国学校給食甲子園®
第16回決勝大会出場校レシピ集

地場産物を活かした我が校の自慢料理

※学校給食用の献立となっておりますので、ご家庭で作る場合は
分量は調整頂きますようお願い致します

優勝：茨城県 ひたちなか市立美乃浜学園



第16回大会決勝進出校・施設・レシピ紹介

青森県は農業・漁業・畜産業がさかんな
食材の宝庫。なかでも県南東部に位置する
おいらせ町は、にんじん・ごぼう・ながいも・だいこんといった根菜類の収穫が多いほか、
夏秋キャベツは県内一の生産量を誇り、特産品となっています。また、青森県では短命県
返上に向けて「あおもり型給食」を提唱。①「塩分」ひかえめ、②「野菜」たっぷり、③「あ
ぶら」ほどよく、④「ごはん」しっかり、⑤「あおもり」に感謝― の５つのコンセプトに沿っ
た学校給食に取り組んでいます。今回の献立も減塩やたっぷり野菜を意識しつつ、おいら
せ町の秋を感じさせるような旬の地場産食材を豊富に使いました。

汁物の「ながいものマーボー風汁」は、昨年センターが主催した「学校給食レシピコン
テスト」で最優秀賞に輝いた児童考案のレシピに、アレンジを加えたものです。おいらせ町
で生産がさかんなながいも・ごぼう・にんにくを使い、調味のみそは地元の農家団体が町
内産の大豆で手作りしたものを用いました。主食は町で穫れたブランド米「まっしぐら」に、
今回は県産のもち小麦を混ぜて炊き上げました。主菜は青森県を代表する魚の一つ、さば
を使った「さばのおろしソースがけ」。青魚が苦手な子どもにも食べやすいよう、町の特産の
一つであるだいこんをおろして、さっぱりとした和風ソースでいただきます。「キャベツと嶽き
みのおかかあえ」にも、町の特産物であるキャベツと県産のブランドとうもろこし「嶽きみ」
を用い、野菜がたっぷり摂れるように工夫しました。

調理員  種市 良子栄養教諭  大坊 未世子

【もち麦ごはん】
❶ 米を研ぎ浸水させ、もち小麦を入れて炊飯する。
【さばのおろしソースがけ】
❶ だいこんを洗って皮をむき、おろす。　❷ 釜にだい
こんおろし、しょうゆ、砂糖、みりんを入れて煮る。　
❸ ふつふつしたら、レモン汁を入れ水溶きかたくり粉で
とろみをつける。　❹ さばをコンビ170℃で15 分焼く。
❺ 焼きあがったさばにソースをかける。
【キャベツと嶽きみのおかかあえ】
❶ こまつなとキャベツはよく洗って、1㎝幅に切る。　
❷ こまつな、キャベツ、嶽きみをそれぞれゆでて冷却、
脱水する。　❸ かつお節を乾煎りする。　❹ ゆでた
野菜とかつお節、めんつゆをあえる。

【ながいものマーボー風汁】
❶ 熱した釜にごま油をしき、ぶたひき肉、トウバン
ジャン、おろしたにんにく、しょうがを入れ炒める。　
❷ ごぼうとにんじんはささがき、ながいもは 2㎝角、長
ねぎは 3㎜幅、黒にんにくは粗みじんにする。　❸ ひ
き肉をしっかり炒めたらごぼう、にんじんを入れてさらに
炒め、水を入れて煮る。　❹ オイスターソース、しょうゆ、
みそ、酒を入れる。　❺ ながいもを入れて煮る。　❻ 長
ねぎを入れ、かたくり粉でとろみをつける。

北海道・東北ブロック①

レシピ

青森県

もち麦ごはん、牛乳、
さばのおろしソースがけ、
キャベツと嶽きみのおかかあえ、
ながいものマーボー風汁   
 

米（まっしぐら）、もち小麦、牛乳、さば、だいこん、
こまつな、キャベツ、嶽きみ、ぶた肉、にんにく、
黒にんにく、ごぼう、にんじん、ながいも、みそ、
長ねぎ

献立

使用地場産物

エネルギー 618 kcal
たんぱく質 30.6 g
脂質 15.7 g
脂質 23 ％
カルシウム 329 mg
マグネシウム 103 mg
鉄 3.2 mg

亜鉛 3.4 mg
ビタミン A 193μgRAE
ビタミン B1 0.74 mg
ビタミン B2 0.61 mg
ビタミン C 33 mg
食物繊維 4.5 g
食塩相当量 1.8 g

もち麦ごはん さばのおろしソースがけ キャベツと嶽きみのおかかあえ ながいものマーボー風汁
米（町産まっしぐら） 65 さば切り身 50 こまつな 25 ごま油 1 オイスターソース 3
もち小麦 3.5 だいこん 15 キャベツ 20 ぶたひき肉 10 手作りみそ 3.5

しょうゆ 2 嶽きみ 8 にんにく 0.5 しょうゆ 1
砂糖 0.6 めんつゆ 2.4 しょうが 0.5 長ねぎ 15
みりん 0.4 かつお節 0.5 黒にんにく 0.2 かたくり粉 2
かたくり粉 0.2 ごぼう 24 酒 2
レモン汁 1.2 ながいも 60 水 150

トウバンジャン 0.2

材料と分量（ 1 人分・単位 g ）　　献立対象：小学校

おいらせ町立学校給食センター
青森県上北郡おいらせ町中平下長根山１ー 20
所長　石塚 善太
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奥州市は国内で３つの姉妹都市を提携し
ており、北海道長沼町、北海道厚真町、静
岡県掛川市と交流を続けています。学校給食でも毎年、姉妹都市の食材を使った給食「姉
妹都市のおいしい食材を味わう日」を実施。姉妹都市に対する児童・生徒の興味関心を高
めるとともに、自分たちの郷土についても深く考える機会を設けています。

今回は、静岡県掛川市から毎年届く「掛川茶」の茶葉を給食に使いました。衣にきざみ
茶葉を混ぜた「とりささ身の香り揚げ」は、口にするとほのかなお茶の香りがする一品です。
汁物は奥州市の郷土料理「はっと」。小麦粉に水を加えて練り、薄く伸ばした生地をゆでる
小麦粉料理の一種です。今回は地場の小麦粉「南部小麦」に粉末にした茶葉を練り込み、
白いプレーンのはっとと緑色のはっとの二色仕立てで、姉妹都市である掛川市との友好を表
現。「なかよし茶葉っと」と名付けました。

今年 6 月、小学 5 年生に食生活アンケートをおこなったところ、郷土料理や伝統食を「知っ
ている」と答えたのは約 30％という結果が出ました。給食センターでは、毎日のように地
場食材を使用し、毎月のように郷土料理を献立に組み込んでいるにもかかわらず、家庭で
食べる機会・知る機会がなくなっているせいか、なかなか浸透していないことがわかります。
次世代に郷土の豊かな食文化を伝えていくためにも、今後は給食に取り入れるだけでなく、
各家庭に対しても積極的に情報を発信していきたいと考えています。

【金芽米ごはん】
❶ 米を研ぎ、炊飯する。
【とりささ身の香り揚げ】
❶ 小麦粉ときざみ緑茶、食塩を合わせ、水で溶き、衣
を作る。　❷ とりささ身に①の衣をつけ、180℃の油
で揚げる。
【岩手野菜のじゅうねあえ】	
❶ 野菜を洗い、切る。（こまつな→ざく切り、にんじん
→千切り）　❷ ①の野菜、きくをゆでて冷却する。　
❸ じゅうねと、白ごまは合わせてすり、冷ましておく。
❹ ②の野菜に、③、調味料をあえる。
【なかよし茶葉っと】
❶ だしをとる。　❷ 小麦粉を２つに分け、片方はその
まま、もう片方には緑茶を混ぜ合わせ、２種類のはっ

とを作る。　❸ 野菜は洗って切る。（だいこん、にんじ
ん→いちょう切り、ごぼう→半月、生しいたけ→薄切り、
長ねぎ→斜め薄切り）　❹ 生揚げは色紙切りにする。
❺ ぶた肉をから炒りし、だし汁を加え、野菜を煮る。
❻ ②のはっとを一口大に伸ばし、ゆでて、冷水に取る。
❼ 野菜がやわらかくなったら、生揚げ、はっとを入れ、
調味料で味付けし、仕上げに長ねぎを入れる。 

調理員  千葉　努学校栄養職員  菊地 万里子

北海道・東北ブロック②

レシピ

岩手県

エネルギー 685 kcal
たんぱく質 28.8 g
脂質 18.0 g
脂質 24 ％
カルシウム 367 mg
マグネシウム 93 mg
鉄 2.7 mg

亜鉛 3.2 mg
ビタミン A 297μgRAE
ビタミン B1 0.40 mg
ビタミン B2 0.50 mg
ビタミン C 24 mg
食物繊維 4.8 g
食塩相当量 1.6 g

奥州市立
胆沢学校給食センター
岩手県奥州市胆沢小山字菅谷地 123 ー 2
所長　千葉　有

金芽米ごはん、牛乳、
とりささ身の香り揚げ、
岩手野菜のじゅうねあえ、
なかよし茶葉っと

金芽米、牛乳、とりささ身、南部小麦、こまつな、
もやし、にんじん、きく、じゅうね、ぶた肉、だいこん、
ごぼう、生揚げ、生しいたけ、なめこ、長ねぎ

献立

使用地場産物

材料と分量（ 1 人分・単位 g ）　　献立対象：小学校
金芽米ごはん とりささ身の香り揚げ 岩手野菜のじゅうねあえ なかよし茶葉っと

精白米 80 とりささ身 40 こまつな 30 小麦粉 15 長ねぎ 10
食塩 0.3 もやし 25 粉末緑茶 0.2 かつおだし 5
きざみ緑茶 0.5 にんじん 6 ぶたもも肉 8 昆布だし 1
小麦粉 5 きく 5 だいこん 24 こいくちしょうゆ 2
米ぬか油 5 じゅうね（すり） 1.5 にんじん 7 うすくちしょうゆ 2

白ごま（すり） 1 ごぼう 7 食塩 0.2
三温糖 2 生しいたけ 8 酒 1
こいくちしょうゆ 2 なめこ 10 本みりん 0.6
食塩 0.05 生揚げ 15
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第16回大会決勝進出校・施設・レシピ紹介

茨城県は、農業産出額で全国第 3 位（令
和元年）を誇る農業県。「茨城をたべよう」
を合言葉に、県民が一体となって地産地消を推進しています。県中央部に位置するひたち
なか市では、太平洋に面した漁港で豊富な水産物が水揚げされ、水産物加工もさかんです。
地の利を生かし、市内の学校では農協や漁協に協力を得て、さつまいも栽培・干しいも作り・
魚のつみれ作り等、自ら育て、加工調理し、味わう食育体験がおこなわれています。

今回の献立は、茨城の食材をふんだんに使うことで、郷土愛を育み、地場産物の理解
を深めることをねらいとします。「干しいもとちりめんじゃこの混ぜごはん」は、全国シェア
90％を占める干しいもと常陸沖産のちりめんじゃこを使用。県のブランド地鶏「奥久慈しゃも」
と生産量日本一のれんこんを炒めた「奥久慈しゃもとれんこんのかみかみソテー」は、こり
こりした歯ごたえのしゃも肉とシャキッとしたれんこんの異なる食感を楽しむ料理です。常
陸沖で獲れるたこは総称して「さくらだこ」と呼ばれますが、ひたちなか市はたこの加工量
が日本一。「茨城彩り野菜とさくらだこの梅香さっぱりあえ」は、地元で水揚げされたたこを
スライスして地場野菜を加え、生産量全国 2 位のなしのすりおろしと水戸名物の梅であえま
した。豚汁に使うのは、たっぷりの県産野菜と県のブランドぶた肉「常陸の輝き」。豆乳とき
な粉でまろやかさを加え、あおさで香りを出すことで、みその使用量を減らし減塩に努めます。
デザートには、ひたちなか市特産のつる付きいちご「バインベリー」を添えました。

調理員  關山 春美栄養教諭  保立 貴博

【干しいもとちりめんじゃこの混ぜごはん】
❶ 米を洗って炊飯する。　❷ にんじんは千切り、干
しいも・油揚げは短冊切り、赤ねぎは小口切りにする。 
❸ 油を熱してちりめん・赤ねぎを炒める。　❹ にんじ
ん・油揚げを加える。　❺  干しいも・むきえだまめを
加える。　❻  調味してごはんを混ぜ合わせる。
【奥久慈しゃもとれんこんのかみかみソテー】
❶ しょうが・にんにくはみじん切りにする。れんこんは
厚めのいちょう切り、ぶなしめじは石づきをとり半分に
切り、にらは3㎝長さに切る。　❷ 油を熱し、しょうが・
にんにくを香りが出るまで炒め、鶏肉を加え炒める。
❸ れんこん、ぶなしめじ、にらを加える。　❹ 調味し、
水溶きでん粉を加える。

【茨城彩り野菜とさくらだこの梅香さっぱりあえ】
❶ キャベツは短冊切り、パプリカは1/4 に切り薄切り、
みずなは３㎝長さに切り、なしは皮をむいてすりおろす。
❷ たこと野菜をそれぞれ加熱し冷却する。　❸ ごまと
かつお節を加熱し冷ましておく。　❹ なしを調味料と合
わせて加熱し冷却する。　❺  具材と調味しよくあえる。
【常陸の輝き	まろやか豚汁】
❶ 板こんにゃくは色紙切り、だいこん・にんじんはいちょ
う切り、かぼちゃは皮つきで一口大に切り、たまねぎは
くし切り、ごぼうはささがき切りにする。　❷ かつお節
でだしをとる。　❸ ごま油を熱し、ぶた肉・にんじん・
ごぼう・だいこん・たまねぎをよく炒める。　❹ だし汁
を加えてかぼちゃ・こんにゃくを加えて煮る。　❺ 豆乳・
みそ・きな粉を混ぜて加える。　❻  あおさをふる。

干しいもとちりめんじゃこの混ぜごはん 奥久慈しゃもとれんこんのかみかみソテー 茨城彩り野菜とさくらだこの梅香さっぱりあえ 常陸の輝き まろやか豚汁
精白米 70 奥久慈しゃも（とりもも肉細切れ） 40 冷凍さくらだこ薄切り 15 ぶたもも肉細切れ（常陸の輝き） 12
干しいも 10 根しょうが 0.3 キャベツ 25 板こんにゃく 10
にんじん 8 にんにく 0.3 赤パプリカ 3 だいこん 20
冷凍むきえだまめ 6 れんこん 15 黄パプリカ 3 かぼちゃ 20
油揚げ 3 ぶなしめじ 10 みずな 6 にんじん 10
ちりめんじゃこ 2 サラダ油 1 練り梅 1 たまねぎ 10
赤ねぎ（レッドポアロー） 4 にら 8 なし 10 ごぼう 10
大豆白絞油 0.5 こいくちしょうゆ 2.5 サラダ油 1 ごま油 0.5
清酒 3 三温糖 1 白いりごま 0.5 無調整豆乳 20
うすくちしょうゆ 1.5 清酒 1 かつお節 0.5 きな粉 2
本みりん 1.5 水 2 酢 3 みそ（淡色辛みそ） 6

でん粉 1 三温糖 0.8 かつお節 1
七味唐辛子 0.01 こいくちしょうゆ 1 あおさ 0.02

材料と分量（ 1 人分・単位 g ）　　献立対象：小学校

レシピ

茨城県

ひたちなか市立美乃浜学園
茨城県ひたちなか市磯崎町 5135 番地
校長　朝比奈 泰浩

干しいもとちりめんじゃこの混ぜごはん、
牛乳、奥久慈しゃもとれんこんのかみかみ
ソテー、茨城彩り野菜とさくらだこの梅香
さっぱりあえ、常陸の輝き まろやか豚汁、
バインベリー

米、干しいも、にんじん、油揚げ、ちりめんじゃこ、
レッドポアロー（赤ねぎ）、牛乳、奥久慈しゃも（とり肉）、
れんこん、ぶなしめじ、にら、福来みかん（七味唐辛子）、
たこ、キャベツ、みずな、赤パプリカ、黄パプリカ、梅、
なし、常陸の輝き（ぶた肉）、こんにゃく、だいこん、
かぼちゃ、たまねぎ、ごぼう、みそ、バインベリー（いちご）

献立

使用地場産物

エネルギー 686 kcal
たんぱく質 32.3 g
脂質 17.2 g
脂質 23 ％
カルシウム 352 mg
マグネシウム 110 mg
鉄 3.1 mg

亜鉛 3.9 mg
ビタミン A 569μgRAE
ビタミン B1 0.46 mg
ビタミン B2 0.59 mg
ビタミン C 71 mg
食物繊維 6.5 g
食塩相当量 2.1 g

関東ブロック①
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埼玉県は野菜の生産量が多く、栽培され
る種類も多岐にわたります。今回は、主食か
らデザートまで、県内産の野菜や果物をふんだんに使用した献立を作成しました。

主食は、草加市の特産品であるえだまめを使った「えだまめごはん」です。えだまめは 3
年生が総合学習で育てるほか、給食でもサヤごと塩ゆでしたものを年に２回提供しますが、
今回は食べ方を工夫しました。主菜の「たいの彩りあんかけ」には、国の『国産農林水産物
等販路多様化緊急対策事業』により長崎県漁業協同組合から無償提供されたまだいを使
用。深谷市産のきゅうりと草加市産の赤と黄色のパプリカを加えたあんかけで彩りよく仕上
げ、子どもたちが苦手とする魚のにおいを抑えました。「青なすとじゃがいもの揚げ物」には、
巾着のような丸い形が特徴の「埼玉青なす」を使います。埼玉県の伝統野菜で、市場には
ほとんど出回りませんが、農家に依頼し学校給食用に栽培していただきました。デザートは
県内で栽培する和なしの缶詰を使った「埼玉和なしのヨーグルトあえ」。和なしは味が穏や
かで、他の果物缶詰よりも甘さが控えめなため、市内で養蜂もおこなう農家からはちみつを
分けていただいて加え、子どもたちが食べやすい味に調えました。

当日は教室を回り、地場産物を紹介しました。とくに本校で初めて使った「埼玉青なす」は、
この日初めて食べる児童も多いため、埼玉青なす・青なす・なすの 3 種を写真で提示。同じ
日のみそ汁に紫色のなすをあえて使い、食感などの食べ比べもしてもらいました。

【えだまめごはん】
❶ ごはんに酒を入れ炊く。　❷ えだまめはゆでて、粒
を出し、塩ゆでにしておく。　❸ ①とえだまめを混ぜる。
❹ 配缶する。
【たいの彩りあんかけ】
❶ たいは塩を軽くふり焼く。　❷ きゅうり、パプリカ
は小さめの色紙切りにし、ゆでておく。　❸ だしを取り、
煮立たせ塩で味をつける。　❹ ②を入れでん粉でとろ
みをつけあんを作る。　❺ バットに並べ入れたたいに
あんをかける。
【なすとじゃがいもの揚げ物】
❶ 青なすとじゃがいもを角切りにし、それぞれ素揚げ
する。　❷ ①を混ぜ合わせ、塩をふって配缶する。

【みそ汁】
❶ だし汁を煮立たせ、なすを入れる。　❷ 長ねぎを
加える。　❸ 豆腐を入れる。　❹ だし汁で溶いたみ
そを加え、煮立つ寸前に火を止める。

【埼玉和なしのヨーグルトかけ】
❶ 和なし缶をざるにあけ、水気を切っておく。　❷ ①
にヨーグルトとはちみつを混ぜ合わせる。

材料と分量（ 1 人分・単位 g ）　　献立対象：小学校

エネルギー 683 kcal
たんぱく質 31.0 g
脂質 20.5 g
脂質 27 ％
カルシウム 351 mg
マグネシウム 119 mg
鉄 3.3 mg

亜鉛 3.3 mg
ビタミン A 211μgRAE
ビタミン B1 0.48 mg
ビタミン B2 0.60 mg
ビタミン C 25 mg
食物繊維 6.9 g
食塩相当量 1.9 g

調理員  風間 真一栄養教諭  今井 ゆかり

えだまめごはん たいの彩りあんかけ 青なすとじゃがいもの揚げ物 みそ汁 埼玉和なしのヨーグルトあえ
精白米 65 まだい 50 埼玉青なす 45 なす 20 埼玉和なし 50
水 78 にんじん 5 じゃがいも 35 長ねぎ 5 ヨーグルトペースト 42
清酒 1 きゅうり 5 米ぬか油 3 木綿豆腐 20 はちみつ 1
えだまめ 20 パプリカ 5 食塩 0.3 白みそ 2.5
食塩 0.4 削り節 0.8 赤みそ 2.5

水 40 削り節 1.3
でんぷん 0.5 水 140
食塩 0.4

レシピ

埼玉県

草加市立高砂小学校
埼玉県草加市中央１ー２ー５
校長　石﨑 明子

えだまめごはん、牛乳、たいの彩りあんかけ、
青なすとじゃがいもの揚げ物、みそ汁、
埼玉和なしのヨーグルトあえ

米、えだまめ、にんじん、きゅうり、パプリカ、青なす、
じゃがいも、なす、長ねぎ、木綿豆腐、白みそ、赤みそ、
なし、ヨーグルトペースト、はちみつ

献立

使用地場産物

関東ブロック②
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第16回大会決勝進出校・施設・レシピ紹介

新潟県

五泉市立五泉南小学校
新潟県五泉市駅前２丁目５番 53 号
校長　石田 雄介

ごはん、牛乳、とんかつアロニアソース、
五泉美人サラダ、五泉のめぐみスープ、
いちご

米（コシヒカリ）、牛乳、米粉、アロニアジャム、
れんこん（五泉美人）、だいこん、にんじん、
さといも、長ねぎ、しいたけ、いちご

献立

使用地場産物

エネルギー 684 kcal
たんぱく質 28.6 g
脂質 19.5 g
脂質 26 ％
カルシウム 350 mg
マグネシウム 91 mg
鉄 5.3 mg

亜鉛 3.8 mg
ビタミン A 209μgRAE
ビタミン B1 0.68 mg
ビタミン B2 0.43 mg
ビタミン C 35 mg
食物繊維 5.0 g
食塩相当量 2.1 g

五泉南小学校では、生活科・社会科・総
合的な学習の時間を使って全学年で「郷土五
泉のお宝（良さ）」を学んでいます。6 年生になると、これまでの学習成果を下級生や教職員
はもちろん、家族や地域にも発信する活動― 例えば、市の特産物をポスターやホームペー
ジで PR する、パン屋さんと一緒に新商品を考える等を実践。今回の給食もこの活動の一環
として地元の食材を使った献立を児童が考え、これをアレンジしたものです。

越後平野の東に位置する五泉市は、三方を囲む山々から流れ出す豊富な水と、そこで生
まれる肥沃な土地によって、年間を通してさまざまな農産物が収穫されます。全国的にも有
名なさといもやれんこん等の野菜のほか、スーパーフードといわれるアロニアやいちごといっ
た果物も作られています。アロニアは北米原産のバラ科の果樹で、ブルーベリーよりも豊富
なポリフェノールを含有。主菜の「とんかつアロニアソース」は、市内で収穫されたアロニア
のジャムを使ったソースで仕上げます。「五泉美人サラダ」は、ブランドれんこん「五泉美人」
をはじめ、キャベツ・にんじん・なのはな等をすりごまであえたもの。「五泉のめぐみスープ」
には、県下一の生産量を誇るさといもをはじめ、だいこん・にんじん等を具だくさんに
入れました。ごはんは地元の「コシヒカリ」。デザートのいちごも地場産です。

新型コロナウイルス対策による制限がなくなったら、保護者向けの学校給食試食会や
生産者交流給食会を再開し、子どもたちの学びを地域に広げていきたいと考えています。

調理員  鈴木 美千代栄養教諭  佐久間 卓恵

【ごはん】
❶ 米を洗米し、炊飯する。
【とんかつアロニアソース】
❶ ぶた肉に塩こしょう、酒で下味をつける。　❷ 米
粉と水を混ぜて衣をつくっておき、①のぶた肉にまぶ
す。　❸ ②にパン粉をつけ、油で揚げ、中心温度を
確認する。　❹ レモン果汁、しょうゆ、赤ワイン、水を
煮立てる。　❺ ④にアロニアジャム、ブルーベリージャ
ムを加え、さっと煮て、中心温度を確認する。　❻ 揚
げたとんかつに、⑤のアロニアソースをかける。
【五泉美人サラダ】
❶ れんこん：いちょう切りにし、酢水に漬ける。なのは
な：1.5㎝カット、キャベツ：短冊切り、にんじん：千切り
に切る。　❷ ①の野菜をゆでて、冷却する。　❸ ②

の野菜、コーン、すりごまをあえる。　❹ ③にマヨネー
ズ、しょうゆ、砂糖を加え、さらにあえる。
【五泉のめぐみスープ】
❶ だいこん、にんじん、さといも：いちょう切り、こま
つな：1.5㎝カットし、下ゆで、長ねぎ：小口切り。　
❷ しいたけは戻しておく。　❸ あさりに酒をまぶしてお
く。　❹ だいこん、にんじん、しいたけ、あさりの順に
材料を煮る。
❺ 長ねぎ、しょうがを加える。　❻ 調味料を加える。
❼ 溶き卵を少しずつ回しいれる。　❽ 最後にこまつ
なを加え、ひと煮立ちさせ、中心温度を確認する。

とんかつアロニアソース 五泉美人サラダ 五泉のめぐみスープ
ぶたヒレ（赤肉） 40 ブルーベリージャム 4 れんこん 20 だいこん 20 おろししょうが 0.2
食塩 0.2 レモン果汁 0.7 なのはな 20 にんじん 10 清酒 1
こしょう 0.03 こいくちしょうゆ 2.2 キャベツ 10 さといも 25 鳥がらだし 3
清酒 2 赤ワイン 2 にんじん 4 乾しいたけ 0.4 こいくちしょうゆ 3
米粉 9 水 1.5 ホールコーン水煮 5 鶏卵 15 食塩 0.4
水 10 すりいりごま 1.5 あさり水煮 8 こしょう 0.01
パン粉乾燥 5 ノンエッグマヨネーズ 6 清酒 1 水 100
米ぬか油 3.5 うすくちしょうゆ 1 こまつな 10
アロニアジャム 2 三温糖 0.1 長ねぎ 8

材料と分量（ 1 人分・単位 g ）　　献立対象：小学校

レシピ

甲信越・北陸ブロック①
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福井県

福井県立南越特別支援学校
福井県越前市上大坪町 35 ー1 ー1
校長　滝川 照美

もみわかめとじゃこのおにぎり、牛乳、
厚揚げとぶた肉のみそ炒め、かきたま汁、
オレンジ

米、もみわかめ、ぶた肉、厚揚げ、にんじん、
たまねぎ、みそ、卵、白ねぎ

献立

使用地場産物

エネルギー 691 kcal
たんぱく質 26.2 g
脂質 23.6 g
脂質 31 ％
カルシウム 410 mg
マグネシウム 105 mg
鉄 3.0 mg

亜鉛 3.3 mg
ビタミン A 338μgRAE
ビタミン B1 0.44 mg
ビタミン B2 0.53 mg
ビタミン C 41 mg
食物繊維 4.4 g
食塩相当量 2.0 g

福井県では、児童生徒や保護者の食に対
する関心を高めるために、地場産物を活用し
た「ふくいっ子アイデアメニューコンテスト」を実施し、「家族と食べたいおにぎり朝ごはん」「ふ
くいの恵みを味わう学校給食」の２部門で児童生徒のアイデアを募っています。このコンテ
ストに挑戦するため、本校では今回、給食でおにぎり作りを体験できる献立を考えました。

主食は、福井の特産品である「もみわかめ」とカルシウム強化のためのちりめんじゃこ
を加えた「もみわかめとじゃこのおにぎり」です。児童生徒はラップを使って自分でおに
ぎりを握り、のりを巻いて食べました。おにぎりと合わせる主菜は、福井県が消費量全
国 1位である厚揚げを使用した「厚揚げとぶた肉のみそ炒め」。厚揚げの原材料となる
大豆は県内産を使って作ってもらい、ぶた肉も市内の養豚場で育てられたものです。調
味のみそも地場産とし、児童生徒が食べやすい甘めの味付けに調えました。汁物は家
庭での食事のモデルとなるよう、たまねぎ・にんじん・じゃがいも・えのきたけ等、野菜を
たっぷり使った「かきたま汁」です。卵は市内にある養鶏場でとれたものを使用しました。

地場産物の指導では「もみわかめ」に注目。福井の海でとれたわかめを使っていること、
天日で干し手でもんで作られる手間暇かかった食材であることを知るとともに、おにぎりの
具材となる地場産物として他に梅干しやおぼろこんぶ等もあることを紹介。家族と一緒に
調理したり、味わったりする体験へとつなげていきたいと考えています。

【もみわかめとじゃこのおにぎり】
❶ ちりめんじゃこは、オーブンで焼く。　❷ 炊いたご
はんに、もみわかめとちりめんじゃこを混ぜる。
【厚揚げとぶた肉のみそ炒め】
❶ しょうがはみじん切り、厚揚げは一口大、ピーマン・
たまねぎは２㎝角、にんじんはいちょう切りにする　 
❷ 調味料は合わせておく。　❸ ぶた肉としょうが以
外の材料をスチコンに入れて加熱する。　❹ 油を熱
し、しょうがとぶた肉を炒める。　❺ スチコンで加熱
した食材を加える。　❻ 調味し、味を調える。

【かきたま汁】
❶ たまねぎはスライス、にんじん・じゃがいもはい
ちょう、えのきたけは３㎝幅、白ねぎは小口に切る。卵
は割って、ほぐしておく。　❷ お湯を沸かし、卵以外
の材料を加えて加熱する。　❸ 野菜に火が通ったら、
調味し、卵を加える。

材料と分量（ 1 人分・単位 g ）　　献立対象：小学校

レシピ

調理員  栗田 真寿美栄養教諭  櫻川 朗江

もみわかめとじゃこのおにぎり 厚揚げとぶた肉のみそ炒め かきたま汁
精白米 78.76 油 0.5 砂糖 1.3 卵 15 しょうゆ 2.5
強化米 0.24 ぶたこま切れ肉 20 みそ 2.5 たまねぎ 15 和風だし 1
わかめ 1 しょうが 1 しょうゆ 0.5 にんじん 10 酒 1.2
上乾ちりめん 2.5 厚揚げ 50 酒 1.2 じゃがいも 15 塩 0.3
おにぎりのり 3 ピーマン 10 みりん 1.2 えのきたけ 8 こしょう 0.01

にんじん 10 白ねぎ 6 かたくり粉 0.5
たまねぎ 20 ホールコーン 5 水 160

甲信越・北陸ブロック②
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第16回大会決勝進出校・施設・レシピ紹介

本校では、学部ごとに特色ある活動を通
して富士市や静岡県の地場産物を学んでい
ます。小学部では、みかん狩りを通じて県の特産であるみかんについて学習。中学部では、
茶摘みやお茶づくり体験で静岡茶について学ぶほか、富士市名物「つけナポリタン」の調理や、
特産であるにじますの養鱒場見学等をおこないます。高等部では、開校 30 周年や SDGs
と絡め、昨年度から持続可能な農業を考える高等部農耕班の授業をスタート。有機農業
を学ぶ一方で「オーガニック給食の日」を毎月設け、有機野菜を給食で食べるだけでなく、
地域へ広げていく取り組みにも力を注いでいます。富士山と駿河湾の恵みをたっぷり使った
今回の献立は、今年 7月に初めて実施した「オーガニック給食週間」に提供しました。
「駿河湾しらすごはん」は、駿河湾産のしらす干しと日本一の漁獲量を誇るかつおを加工し

たかつお節を炒め、ごはんに混ぜたものです。静岡県はにじますの養殖収獲量が日本一で
あることから、主菜はブランドにじます「フジヤマレインボー桜咲鱒」に富士市大渕のお茶
の衣をまぶした「富士宮白糸産にじますのお茶天ぷら」にしました。県内産のこまつなやたけ
のこを使った「さくらえび入りおひたし」は、日本では駿河湾だけで漁獲されるさくらえびをあ
えた一品。焼津のかつおだしと大渕ふるさと村の手作りみそを使った地場産物100％の「富
士宮有機野菜のみそ汁」には、有機農業で栽培されたじゃがいも・たまねぎ等が入っていま
す。デザートには県産のみかんを、静岡の給食では定番の「冷凍みかん」にして添えました。

静岡県立富士特別支援学校
静岡県富士市大渕 3773 ー 1
校長　村木 明広

駿河湾しらすごはん、牛乳、
富士宮白糸産にじますのお茶天ぷら、
さくらえび入りおひたし、
富士宮有機野菜のみそ汁、
静岡県産冷凍みかん

調理員  金子 由紀子学校栄養職員  滝浪 永梨

精白米、しらす、かつお節、葉ねぎ、牛乳、
にじます、粉茶、こまつな、たけのこ、じゃがいも、
なす、たまねぎ、さやいんげん、手作りみそ、
かつおだし、みかん

【駿河湾しらすごはん】
❶ しそ、葉ねぎは細かく刻む。　❷ 鍋にごま油を加
え熱し、しょうが、しそ、葉ねぎ、しらす、かつお節を
加え炒める。　❸ 調味料を加え味を調える。　❹ 中
心温度を確認し、配缶する。
【富士宮白糸産にじますのお茶天ぷら】
❶ にじますは、しょうが、酒で下味をつける。　❷ 米
粉、粉茶、水を混ぜ、衣を作る。　❸ にじますに小麦
粉をふる。　❹ にじますに衣をつけ、油で揚げる。　
❺ 中心温度を確認し、塩をふり配缶する。
【さくらえび入りおひたし】
❶ こまつなは２㎝、たけのこは短冊切り、にんじんは千
切りにする。　❷ こまつな、たけのこ、にんじんを蒸す。

❸ さくらえびを炒る。　❹ 食材を冷却する。　❺ 冷
ました食材と調味料をあえる。　❻ 中心温度を確認し、
配缶する。
【富士宮有機野菜のみそ汁】
❶ だし汁をとる。　❷ じゃがいもはいちょう切り、な
すは半月切り、たまねぎはスライス、いんげんは２㎝
に切る。　❸ たまねぎ、じゃがいもをだしで煮る。　
❹ なすを加え煮て、さやいんげんを加える。　❺ み
そを溶かし入れる。　❻ 中心温度を確認し、配缶す
る。     
  

駿河湾しらすごはん 富士宮白糸産にじますのお茶天ぷら さくらえび入りおひたし 富士宮有機野菜のみそ汁
精白米 70 こいくちしょうゆ 1 にじます 50 こまつな 45 じゃがいも 20
水 90 みりん 1 粉茶 0.5 たけのこ 8 なす 16
しらす 4 上白糖 0.5 しょうが 0.1 にんじん 5 たまねぎ 12
かつお節 3 酒 2 さくらえび 1 さやいんげん 5
しそ 0.6 小麦粉 3 こいくちしょうゆ 1 かつおだし 2.5
葉ねぎ 0.5 米粉 8 みりん 1.5 手作りみそ 9
しょうが 0.1 大豆油 6 かつおだし 1 水 140
ごま油 1 食塩 0.1

材料と分量（ 1 人分・単位 g ）　　献立対象：小学校

献立

使用地場産物

レシピ

中部・近畿ブロック①

エネルギー 665 kcal
たんぱく質 31.3 g
脂質 17.7 g
脂質 24 ％
カルシウム 396 mg
マグネシウム 92 mg
鉄 3.0 mg

亜鉛 2.8 mg
ビタミン A 315μgRAE
ビタミン B1 0.66 mg
ビタミン B2 0.55 mg
ビタミン C 45 mg
食物繊維 5.5 g
食塩相当量 1.9 g

静岡県
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【丹波黒豆de 赤飯】
❶ 小黒豆は洗って水を切っておく。洗米した米ともち麦
の上に小黒豆をのせ、1.25 倍の水加減で炊飯する。黒
ごまをふって配食。
【とり肉と岩津ねぎのご馳走盛り】
❶ とりむね、もも肉は各々塩こうじに30 分以上つけておく。
❷ 材料の下準備。じゃがいもは拍子切りにする。岩津ね

ぎは 1㎝ 幅の斜め切りにする。にんにくすりおろし、
赤ピーマン粗みじん切り、ひじきは水で戻し、ザルにあげ
ておく。たまねぎみじん切り、高野豆腐は粉末にする。レ
バーは加熱して、みじん切りにする。　❸ むね肉は白みそ、
バジルペースト、抹茶、みりんを混ぜて下味をつけておく。
もも肉は赤だしみそ、にんにく、みりん、赤ピーマンを混
ぜておく。ひき肉は調味料を加えて粘りがでるまでこね、
チーズ、ひじき、たまねぎ、高野豆腐、レバーを入れてよ
く混ぜ、成型する。　❹ 紙ケースにじゃがいも、岩津ね
ぎをひいてその上にむね肉、つくね、もも肉を順番に盛る。
❺ スチームコンベクションオーブンで 200 度スチーム
50％で15 分ほど加熱調理する。
【ひょうご五国サラダ】
❶ だいこん 3㎜のいちょう切り、マッシュルーム 5㎜にス
ライス、ごぼう2㎜の輪切り、にんじん、れんこん 3㎜の
いちょう切り、レッドキャベツ、レッドオニオン 3㎜にスラ

イス。レモン絞る。みずなは 3㎝にカットする。　❷ 材料
をゆで、冷やして水気を十分きっておく。白ごまは煎ってお
く。　❸ 調味料、レモン汁を合わせ、全ての材料とあえる。
【トマトの旨味スープ】
❶ こんぶと削り節でだしをとる。　❷ たまねぎは 5㎜に
スライス、しめじ小房に分け、にんじん 2㎜のいちょう切り、
トマト2㎝角にカット。こまつな 3㎝にカット。割卵する。
❸ 1人150mℓのだし汁に、たまねぎ、にんじん、しめじを
入れ加熱。調味料を加えて、トマトを入れて、とき卵を流
し入れる。こまつなを加え仕上げる。
【神戸いちごソース・ミルクプリン】
いちごソースは、いちごを5㎜角ほどに切り、砂糖1.8ｇと
合わせて加熱しておく。　❶ アガーと残りの砂糖 5.8ｇを
よく混ぜる。　❷ 牛乳を85度に加熱、①を加えてよく混ぜ、
90 度まで上げ、アガーを煮溶かす。あら熱がとれたら型に
流し、冷やし固める。　❸ いちごソースをかけて出来上がり。

芦屋市では、市内の小中学校 11校で単独
献立単独調理方式を採用し、学校ごとにオ
リジナリティあふれる手作り愛情給食を実施。学校給食は市の自慢のひとつとなっています。
摂津・播磨・但馬・丹波・淡路の五国からなる兵庫県は、南北で瀬戸内海と日本海に面し、
沿岸部から農山村や離島まで地域ごとに多様な食文化が育まれてきました。今回本校では、

「ひょうご五国の恵みに感謝し、味わおう！」をテーマに、地場産物にふれることが少ない都
市部の生徒たちにも、郷土への理解・誇り・愛情が生まれるような献立を考えました。

主食は、ブランドである丹波産黒豆の小粒豆を炊き込んだ「丹波黒豆 de 赤飯」。淡路産とり
肉を使った主菜の「とり肉と岩津ねぎのご馳走盛り」は、部位による食べ比べができるメニュー
です。むね肉は播磨産バジル・三田市の抹茶・白みそ等で、もも肉は養父市のにんにく・赤だし
みそ等で味付け、ひき肉とレバーは淡路産ひじき・チーズ等と合わせてつくねにし、じゃがいもと
岩津ねぎを敷いてスチームコンベクションオーブンで調理。みそは芦屋市の「六甲みそ」を使用
します。「ひょうご五国サラダ」は、神戸市のマッシュルームや淡路産レッドオニオン等をあわせた
根菜サラダにレモンの風味が効いた一品。県産の野菜を和風に仕立てたトマトスープと、生産
量全国２位を誇る焼きのりも添えました。デザートは、淡路産の牛乳で作ったミルクプリンに、
神戸市の地域ブランド「二郎いちご」のソースをかけた市内有名パティシエ直伝のレシピです。

生徒の興味を深めるために、今後は「ひょうご五国・地産地消week」を実施する予定です。

芦屋市立精道中学校
兵庫県芦屋市南宮町 9 番 7 号
校長　西端 充志

丹波黒豆 de 赤飯、牛乳、
とり肉と岩津ねぎのご馳走盛り、
ひょうご五国サラダ・瀬戸の焼きのり、
トマトの旨味スープ、
神戸いちごソース・ミルクプリン

米、もち麦、黒豆、とりむね肉、バジルペースト、
抹茶、とりもも肉、にんにく、とりひき肉、ひじき、
たまねぎ、とりレバー、じゃがいも、岩津ねぎ、
だいこん、マッシュルーム、にんじん、れんこん、
レッドオニオン、レモン、みずな、焼きのり、トマト、
卵、こまつな、牛乳、いちご

材料と分量（ 1 人分・単位 g ）　　献立対象：中学校

献立

使用地場産物

レシピ

調理員  砂田 久佳栄養教諭  奥　瑞恵

丹波黒豆 de 赤飯 とり肉と岩津ねぎのご馳走盛り ひょうご五国サラダ トマトの旨味スープ 神戸いちごソース・ミルクプリン
精白米 75 とりむね皮なし 18 干しひじき 0.2 だいこん根 25 たまねぎ 20 牛乳淡路産 58
もち麦精麦 10 液体塩こうじ 0.3 たまねぎ 8 マッシュルーム 15 ぶなしめじ 15 砂糖 7.6
黒豆 5 白みそ 1.5 高野豆腐 5 ごぼう 10 にんじん 10 アガー 0.67
黒ごま 3 県産バジルペースト 2 レバーとり肝臓 5 にんじん 8 トマト 25 いちご 8

抹茶 0.1 塩 0.13 れんこん 15 鶏卵 18
みりん 0.7 こしょう黒 0.02 レッドキャベツ 5 こまつな 10
とりもも皮無 18 じゃがいも 35 レッドオニオン 5 削り節 3
液体塩こうじ 0.3 岩津ねぎ 15 レモン 3 こんぶ 1
赤だしみそ 1.5 みずな 10 しょうゆうすくち 0.5
にんにく 0.15 ごま 1 塩 0.6
みりん 0.7 米ぬか油 2 こしょう 0.04
赤ピーマン 3 酢 3.6
とりひき肉 20 しょうゆうすくち 3.6
チーズ 1 砂糖 1.2

中部・近畿ブロック②

エネルギー 840 kcal
たんぱく質 38.5 g
脂質 25.1 g
脂質 27 ％
カルシウム 497 mg
マグネシウム 145 mg
鉄 4.6 mg

亜鉛 4.8 mg
ビタミン A 1078μgRAE
ビタミン B1 0.50 mg
ビタミン B2 0.91 mg
ビタミン C 68 mg
食物繊維 9.1 g
食塩相当量 2.3 g

兵庫県
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江津市桜江は、中国地方最大の河川であ
り「中国太郎」の呼び名で知られる江の川の
下流に位置しています。江の川の恩恵を受けた肥沃な土地で育つ「桜江ごぼう」や「桑茶」
が有名で、河口から広がる日本海の海産物も多く水揚げされ、山・川・海の産物に恵まれた
ところです。本センターが給食を提供する桜江小学校では、１・2 年生は学級園で育てる「さ
つまいも」、3 年生は特産品の「桜江ごぼうと桑茶」、4 年生は有機栽培される「こまつな」、
5 年生は江津市で水揚げされる「まあじ」、6 年生は有機大豆を使った「みそ作り」と、学
年ごとに異なる地場産物について学んでいます。今回の献立は、これらの学習と関連付け、
地域のお宝食材を組み合わせた「丸ごと江津ランチ」としました。
「炒り大豆ごはん」は、江津市で穫れる島根のブランド米「きぬむすめ」と、桜江で有機

栽培された大豆・ごまを使いました。「あじの塩焼き」は島根県西部の日本海で水揚げされ
た「まあじ」を丸ごと一匹使用。本校では毎年 6 月と11月に「箸を上手に使って魚を食べよ
う」を実施しています。「えごまあえ」は江津市産のにんじん・キャベツと有機栽培されたこ
まつな・えごまを使ったあえ物。汁物は「桜江ごぼう」と地元の根菜を使い、現在の６年生
が 5 年生の時に有機大豆で手作りしたみそを用いた「桜江ごぼねっこ汁」としました。「桑茶
豆乳くずもち」は、桜江で栽培された桑の葉を乾燥させ粉末にした「有機桑抹茶」を使い、
豆乳とあわせて食べやすくした人気の手作りデザートです。

江津市立桜江学校給食センター
島根県江津市桜江町川戸 1264
所長　濵岡 繁人

炒り大豆ごはん、牛乳、あじの塩焼き、
えごまあえ、桜江ごぼねっこ汁、
桑茶豆乳くずもち

調理員  柳光 真由美栄養教諭  酒井 美恵子

うるち米、玄米、有機大豆、有機ごま、牛乳、
まあじ、有機こまつな、にんじん、キャベツ、
有機えごま、有機ごぼう、だいこん、さつまいも、
葉ねぎ、手作りみそ、しまねのだしっ粉、
有機桑抹茶、きな粉

【炒り大豆ごはん】
❶ 大豆とごまは、釜で別々に炒る。　❷ 米と玄米を
あわせて洗米し浸水させておく。　❸ ②に①の炒った
大豆、調味料を加えて炊飯する。　❹ 炊き上がりに、
炒ったごまをふる。
【あじの塩焼き】
❶ あじに塩をふる。　❷ ホテルパンにあじを並べ、ス
チコンのコンビモードで12 ～15 分焼く。
【えごまあえ】    
❶ こまつなは 3㎝の長さに切る。キャベツ、にんじんは
3㎝の短冊切りにする。　❷ ①の野菜を蒸し、冷却す
る。　❸ えごまを炒り、する。　❹ 冷却後の野菜をすっ
たえごまとしょうゆであえる。
【桜江ごぼねっこ汁】
❶ 鍋に水を入れ、しまねのだしっ粉をつける。　❷ ご

ぼうは乱切り、にんじんとだいこんはいちょう切り、さつ
まいもは半月切り、葉ねぎは小口切りにする。　❸ ①
の鍋を火にかけだしをとり、だしっ粉の袋をとり出す。
野菜を入れて煮る。途中あくをとり、さつまいもを加え
る。　❹ さつまいもがやわらかくなったら、みそを溶
き加え、味を調える。最後に葉ねぎを加える。
【桑茶豆乳くずもち】
❶ 釜に豆乳、でん粉、三温糖、桑抹茶を入れよく混ぜ
合わせる。　❷ ボールにきな粉、三温糖、食塩を混
ぜ合わせておく。　❸ ①の釜に火を入れ、弱火で練り
あげる。　❹ ③のくずもちをよく冷ましてから丸め②の
きな粉にとり、アルミカップに入れる。   
    

献立

使用地場産物

レシピ

中国・四国ブロック①

エネルギー 649 kcal
たんぱく質 29.4 g
脂質 15.8 g
脂質 22 ％
カルシウム 459 mg
マグネシウム 139 mg
鉄 4.6 mg

亜鉛 3.5 mg
ビタミン A 261μgRAE
ビタミン B1 0.40 mg
ビタミン B2 0.52 mg
ビタミン C 30 mg
食物繊維 6.7 g
食塩相当量 2.0 g

島根県

材料と分量（ 1 人分・単位 g ）　　献立対象：小学校
炒り大豆ごはん あじの塩焼き えごまあえ 桜江ごぼねっこ汁 桑茶豆乳くずもち

うるち米 70 まあじ 40 こまつな 30 ごぼう 15 豆乳 40
玄米 5 食塩 0.4 にんじん 5 にんじん 8 じゃがいもでん粉 4.8
国産黄大豆　乾 10 キャベツ 20 だいこん 15 三温糖 3.2
食塩 0.07 えごま　乾 3 さつまいも 15 有機桑抹茶 0.16
合成清酒 2 こいくちしょうゆ 2 葉ねぎ 6 全粒大豆　青大豆 1.6
いりごま 1 米みそ 6 三温糖 0.8
水 112.5 しまねのだしっ粉 2.4 食塩 0.04

合成清酒 1 アルミカップ 1 枚
水 130
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西条市は四国最大の耕地面積を誇る農業
の町です。豊かな土壌と市の南側にそびえる
石鎚山系から流れ出る伏流水「うちぬき」で育てられた農作物は、生産量日本一のはだか
麦をはじめ、県下一の収穫量を誇る米・ほうれんそう・きゅうり・アスパラガスと豊富で、か
きやいちごの産地でもあります。本校では、多くの地場産物を見る体験・食べる体験を通し
て学ぶために、毎月1回「西条産献立の日」を実施。今回は非常食をテーマに、災害時の
食品やその食べ方、非常食のリメイク料理等を学ぶ「玉の子防災給食」としました。

主菜は、災害時に皿を使わず、たき火でも調理ができる「たいのプチっとだいこんホイル
焼き」。地場産のたい・はだか麦・おろしだいこん・ねぎを使います。「西条産たっぷり切干し
だいこんのしょうが煮」には、西条の伝統野菜である「絹かわなす」をはじめ、市内でとれるピー
マンやこまつな、常備菜であるじゃがいも、乾物の切干しだいこんと大豆を入れました。「み
そ玉みそ汁」は、非常食にもなるみそ玉を作ることを想定して、のり・梅干し・ふといった乾
物を具材に使用。保存がきき、非常時の塩分補給にもなる一品です。主食にも缶詰や乾物
を利用して「ツナ缶とこんぶの炊き込みごはん」としました。ビタミン C 補給のため、デザー
トにはそのまま食べられるみかんやミニトマトを添えました。

今回のしょうが煮と炊き込みごはんは、防災教育の一環として、耐熱性ポリ袋を使って湯
煎で調理する「パッククッキング」で実際に調理する体験学習もおこなっています。

西条市立玉津小学校
愛媛県西条市玉津 200 ー 1
校長　川又 勇人

ツナ缶とこんぶの炊き込みごはん、牛乳、
たいのプチっとだいこんホイル焼き、
西条産たっぷり切干しだいこんのしょうが煮、
みそ玉みそ汁、みかん、ミニトマト

米、にんじん、牛乳、たい、米粒麦（つぶちゃん）、
ねぎ、みかんジュース（ポンジュース）、
切干しだいこん、大豆、じゃがいも、絹皮なす、
赤ピーマン、こまつな、梅干し（媛高梅）、黒ばらのり、
麦みそ、煮干し、みかん、ミニトマト

献立

使用地場産物

調理員  秦　陽子栄養教諭  井上　彩

中国・四国ブロック②

エネルギー 653 kcal
たんぱく質 29.8 g
脂質 17.7 g
脂質 24 ％
カルシウム 438 mg
マグネシウム 140 mg
鉄 2.9 mg

亜鉛 2.8 mg
ビタミン A 309μgRAE
ビタミン B1 0.68 mg
ビタミン B2 0.54 mg
ビタミン C 64 mg
食物繊維 6.9 g
食塩相当量 2.0 g

愛媛県

【ツナ缶とこんぶの炊き込みご飯】
❶ にんじんは短い千切り、しめじは小房にする。　❷ 米
を洗米しておく。　❸ 炊飯器に米、①、ツナ、こんぶ、
ごま、水を入れ、炊飯する。
【たいのプチっとだいこんホイル焼き】 
❶ たいは解凍し、酒で下味をつける。　❷ はだか麦

（米粒麦）を固めにゆでておく。　❸ 調味液と麦、すり
だいこん、小口切りをしたねぎを合わせる。　❹ アル
ミホイルの上に、たい、③を置いて、オーブンで 200℃
15 分で焼く。

【西条産たっぷり切干しだいこんのしょうが煮】
❶ 切干しだいこんと大豆を洗って戻しておく。　❷ 大
豆は下ゆでをしておく。　❸ じゃがいも、なす、赤ピー
マンは千切り、こまつなは1.5㎝幅に切る。　❹ 調味
料と切干しだいこん、大豆、野菜、水を入れて煮る。
【みそ玉みそ汁】
❶ 煮干しでだしをとる。　❷ みそを溶いて、ふ、刻ん
だ梅干し、ばらのりを入れて、さっと煮る。

材料と分量（ 1 人分・単位 g ）　　献立対象：小学校

レシピ

ツナ缶とこんぶの炊き込みご飯 たいのプチっとだいこんホイル焼き 西条産たっぷり切干しだいこんのしょうが煮 みそ玉みそ汁
精白米 65 まだい（養殖） 40 切干しだいこん（乾） 2 ふ 5
にんじん 5 清酒（普通酒） 1 大豆全粒（国産､ 乾） 1.5 梅干し 1.5
ぶなしめじ 5 すりだいこん 20 じゃがいも 10 ほしのり 2
まぐろ（缶詰・油漬・フレーク・ライト） 10 米粒麦 5 なす 15 麦みそ 7
刻み昆布 3 葉ねぎ 1.78 赤ピーマン 5 煮干し 3.79
ごま（いり） 1.89 こいくちしょうゆ 1.5 こまつな 5 水 119.27

米酢 1 うすくちしょうゆ 1.5
うんしゅうみかん（濃縮還元ジュース） 1.5 本みりん 0.5
ごま油 0.5 三温糖 0.5
三温糖 1 水 10

しょうが 0.1
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佐賀県の南西部に位置する白石町は、有
明海の広い干拓地と干潟で知られる町です。
佐賀県屈指の米どころであるとともに、いちご（さがほのか）・れんこん・たまねぎ・とうもろ
こしといった農産物のほか、地場産の大豆から作る「しろいしテンペ」も有名です。テンペ
とは、煮大豆にテンペ菌を混ぜ発酵させたインドネシア由来の健康食品。「しろいしテンペ」
は減反の転作作物として生産される大豆を使った町の特産品で、鉄分・カルシウム・ビタミ
ンＢ群が豊富な抗酸化食品として広く知られるようになりました。

この「しろいしテンペ」を、鉄分の多いひじきや食物繊維が豊富なごぼう等と甘辛く煮て、
地場産の米「ヒノヒカリ」に混ぜ込んだのが「しろいしテンペ入り混ぜごはん」です。「煮じゃあ」
は秋の収穫に感謝し奉納される「おくんち」の行事食。白石町の家庭ではあかがい（もがい）
を入れるのが特徴で、町の特産品「白石れんこん」も使います。「まだいの利休焼き」には、
佐賀県北部の仮屋湾で養殖されたまだいを使用。「有明の磯香あえ」は、町内産のキャベ
ツと佐賀市富士町で収穫されるほうれんそうを、「佐賀のり」で有名な有明海産の焼きのり
であえ、野菜が苦手な子どもたちでも食べやすいよう工夫しました。デザートは有明海沿岸
の温暖な気候で育つビタミン C 豊富な「佐賀みかん」です。

地場産物を使った給食のほか、本給食センターでは「かむ給食」「日本の味めぐり」「オリ・パラ
給食」を実施、子どもたちの食への興味・関心を高めるさまざまな取り組みをおこなっています。

白石町学校給食センタ－
佐賀県杵島郡白石町大字遠江 60 ー 1
所長　野中 和男

しろいしテンペ入り混ぜごはん、
さが生まれ牛乳、唐津まだいの利休焼き、
有明の磯香あえ、煮じゃあ、佐賀みかん 
    

調理員  古賀 綾子栄養教諭  川田 孝子

精白米、強化米、テンペ、ごぼう、にんじん、油揚げ、
牛乳、とり肉、あかがい、さといも、れんこん、
こんにゃく、生揚げ、まだい、ごま、ほうれんそう、
キャベツ、のり、みかん

【しろいしテンペ入り混ぜごはん】
❶ ごはんは普通に炊く。　❷ テンペは開封し、ほぐし
ておく。　❸ ひじきはよく洗い、戻す。　❹ にんじん
は短めの千切り、ごぼうはささがきにする。　❺ 油揚
げは千切りにし、ゆでて油抜きする。　❻ 冷凍むきえ
だまめは解凍し、ゆでる。　❼ 釜を熱し、サラダ油を
入れ、ごぼうをよく炒め、にんじんの順に炒める。　
❽ 水を加え、しばらく煮込み、ひじき、テンペを入れさ
らに煮て、油揚げ、えだまめを加える。　❾ 材料がだ
いたい煮えたら調味する。　❿ 炊きあがったごはんに
混ぜ込む。
【唐津まだいの利休焼き】
❶ まだいに酒をふり、塩をふる。　❷ まだいをしょう
ゆにつけ、引き上げ天板に並べ、上からごまをふり焼く。
【有明の磯香あえ】
❶ ほうれんそうは1.5㎝長さに、キャベツはあら千切り

にし、ゆでて冷却する。　❷ 焼きのりは焦がさないよ
う煎る。　❸ 調味料は煮立たせ、冷ましておく。　
❹ 清潔な手指等で、二次汚染に注意しあえる。
【煮じゃあ】
❶ あずきはかためにゆでる。　❷ あかがいむき身はよ
く洗い、酒をふりゆでる。　❸ さといも、れんこんはい
ちょう切りにし、さっとゆでる。　❹ 生揚げ、こんにゃ
くはさいの目切りにし、ゆでる。　❺ にんじんはいちょ
う切り、ごぼうは斜め小口切りにする。　❻ 冷凍さや
いんげんは解凍し、斜め小口切りにする。　❼ 釜を熱
し、サラダ油を入れ、とり肉、ごぼうを炒め、酒と昆布
粉を入れる。さらに、こんにゃく、にんじんの順に炒める。
❽ 水を加え、しばらく煮込み調味料を加える。材料に
だいたい火が通ったら、あずき、さといも、生揚げを加
えしばらく煮る。　❾ 味を調え、あかがい、さやいん
げんを加え仕上げる。

しろいしテンペ入り混ぜごはん 唐津まだいの利休焼き 有明の磯香あえ 煮じゃあ
精白米 65 こいくちしょうゆ 3 まだい 40 ほうれんそう 35 （乾）あずき 5 （冷）さやいんげん 5
強化米 0.2 酒 1.5 塩 0.1 キャベツ 20 とり肉むね皮なし 5 三温糖 0.5
テンペ 7 みりん 1.4 いりごま 1.5 焼きのり 0.5 あかがいむき身 8 みりん 1
ほしひじき 0.8 サラダ油 1 こいくちしょうゆ 1.5 こいくちしょうゆ 1 さといも 10 こいくちしょうゆ 4.5
ごぼう 5 水 5 酒 1 うすくちしょうゆ 1 れんこん 20 酒 1
にんじん 5 みりん 0.3 板こんにゃく 25 水 30
油揚げ 3 にんじん 15 昆布粉 0.2

（冷）むきえだまめ 5 ごぼう 15 サラダ油 0.5
三温糖 1 生揚げ 25

材料と分量（ 1 人分・単位 g ）　　献立対象：小学校

献立

使用地場産物

九州・沖縄ブロック①

エネルギー 669 kcal
たんぱく質 31.9 g
脂質 18.1 g
脂質 24 ％
カルシウム 426 mg
マグネシウム 169 mg
鉄 4.2 mg

亜鉛 3.3 mg
ビタミンA 374μgRAE
ビタミンB1 0.57 mg
ビタミンB2 0.40 mg
ビタミンC 44 mg
食物繊維 8.7 g
食塩相当量 2.0 g

佐賀県

レシピ
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大村市内の全中学校 6 校 3,150 食を賄う
本センターは、大規模ながら地場産物を取
り入れた魅力ある献立作りに取り組んでいます。今年度は、家庭科の「バランスの良い献立
作り」で生徒たちが考えた献立をもとに、地場産物を使った給食メニューを考案しました。

本センターで使う米は、年間を通して地元大村産を使っています。今回の主食「青菜しら
す黒米きびごはん」にも、大村産の黒米と長崎県産のもちきびを使用。黒米を使ったことで
ピンク色に炊き上がったごはんは、もちきびの黄色や青菜の緑で彩りもよく、食物繊維や鉄
が豊富です。主菜の「玖島バジルトマトソースのミートローフ」は、県産の肉に大豆をフレー
ク状にしたものと鉄分豊富なひじきを加え、つなぎに大村産の卵を使用。仕上げにかけるト
マトソースは、玖島中学校の生徒が技術科で栽培したバジルを用い、夏休み期間に試作を
重ねて完成させたものです。付け合わせの「彩り野菜添え」には、大村産きゅうりと長崎県
産ほうれんそうに、彩りのよいにんじん・えだまめ・コーンも加えました。生徒たちが好きな
ポタージュには、1日に摂る緑黄色野菜を満たすために、かぼちゃを使用。具がたっぷりの「ポ
テトとパンプキンのゴロゴロポタージュ」としました。

同世代が考えた今回の献立は、実施日に市内全中学校に周知するだけでなく、今後の家
庭科授業で献立作成のモデルとしても紹介していこうと考えています。さらに地場産物への
理解は、総合的な学習「ふるさとのよさを知ろう」にもつなげていきたいと思います。

大村市中学校給食センター
長崎県大村市森園町 1564 ー 5
所長　出口　孝

青菜しらす黒米きびごはん、牛乳、
玖島バジルトマトソースのミートローフ、
彩り野菜添え、
ポテトとパンプキンのゴロゴロポタージュ 
   

米、もちきび、黒米、牛乳、牛肉、ぶた肉、卵、
ソテーたまねぎ、ひじき、バジル、ほうれんそう、
きゅうり、にんじん、とり肉、かぼちゃ、
かぼちゃペースト、じゃがいも、えのきたけ

献立

使用地場産物

調理員  岩永 慎也栄養教諭  佐田 マキ

九州・沖縄ブロック②

エネルギー 856 kcal
たんぱく質 36.1 g
脂質 25.2 g
脂質 26 ％
カルシウム 458 mg
マグネシウム 155 mg
鉄 4.2 mg

亜鉛 5.8 mg
ビタミンA 633μgRAE
ビタミンB1 0.62 mg
ビタミンB2 0.88 mg
ビタミンC 57 mg
食物繊維 9.4 g
食塩相当量 2.3 g

長崎県

【青菜しらす黒米きびごはん】
❶ 米に、きび、黒米を入れて炊飯する。　❷ 炊き上がっ
たごはんに青菜しらすを混ぜる。
【玖島バジルトマトソースのミートローフ】
❶ ひじきは戻しておく。　❷ 割卵後、ときほぐしておく。
❸ 牛ひき肉、ぶたひき肉、大豆フレーク、卵、ソテー
たまねぎ、ひじき、脱脂粉乳、塩、こしょう、ナツメグ
を混ぜ合わせる。　❹ 混ぜ合わせたものを、天板に
広げてスチームコンベクションオーブンで焼く。　❺ バ
ジルは、フードプロセッサーで細かくする。　❻ ダイス
トマト、ケチャップ、デミグラスソース、ウスターソース、
砂糖、水を混ぜて加熱する。最後にバジルを入れて加
熱する。　❼ ミートローフを切り分け、バジルトマトソー

スをかける。
【彩り野菜添え】
❶ ほうれんそうは２㎝幅に切る。きゅうりは輪切り、に
んじんはせん切りにする。　❷ 野菜をボイルし、冷却
する。　❸ 調味料を混ぜ合わせてドレッシングを作り、
野菜をあえる。
【ポテトとパンプキンのゴロゴロポタージュ】
❶ じゃがいもはさいの目に切る。にんじんはいちょう切
りにする。　❷ 湯にチキンブイヨンを入れ、とり肉を煮
る。にんじん、じゃがいも、えのきたけ、かぼちゃ、か
ぼちゃペーストを入れて煮る。　❸ 牛乳を入れて煮る。
❹ チーズ、調味料を入れて、味を調える。

レシピ

材料と分量（ 1 人分・単位 g ）　　献立対象：中学校
青菜しらす黒米きびごはん 玖島バジルトマトソースのミートローフ 彩り野菜添え ポテトとパンプキンのゴロゴロポタージュ

精白米 90 牛ひき肉 24 デミグラスソース 5 ほうれんそう 35 とりむね肉 5
もちきび 0.5 ぶたひき肉 16 ウスターソース 2 きゅうり 10 冷凍かぼちゃ 30
黒米 0.5 大豆フレーク 10 砂糖 0.3 えだまめ 10 かぼちゃペースト 50
青菜しらす 0.8 卵 15 水 5 にんじん 3 じゃがいも 25

ソテーたまねぎ 10 バジル 0.1 スイートコーン 3 えのきたけ 15
ひじき 0.3 穀物酢 3 にんじん 10
脱脂粉乳 4.5 なたね油 1 水 35
食塩 0.4 砂糖 1.3 チキンブイヨン 10
こしょう 0.05 食塩 0.2 白ワイン 1.5
ナツメグ 0.06 こしょう 0.01 食塩 0.6
ダイストマト 8 牛乳 55
ケチャップ 5 ナチュラルチーズ 2
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