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本コンクールは、学校給食の献立作りを通して、食事の重要性や地域の食材の豊かさ、食文化を再認識し、望ま
しい食習慣の形成を図ることを目的として、県内の中学生より献立を募集しているものです。
（公財）石川県学校給食会
◆主
催 石川県教育委員会、
◆今年度の応募数 （
）内は昨年度

◆審

市町及び県立学校数

応募学校数

１８市町＋3県立（１７市町＋2県立）

３４校（３３校）

作

品

数

２，
５７５点（２，
５４８点）

査

・実 施 日：平成２９年１０月５日㈭
・会
場：石川県庁舎
・審査結果：
最優秀賞

優秀賞

優良賞

努力賞

１点

２点

５点

10点

【総 評】
・多くの種類の食材を使用することで栄養バランスに優れ、主食・主菜・副菜の組み合わせで調理法が重
ならないように工夫されており、先生のきめ細かな指導と生徒が健康に成長していきたい気持ちが良く
わかる作品が多かった。
・地場産物を積極的に取り入れ、地域性を意識した献立作りがされており、石川の食文化の継承にもつな
がる内容の作品が目立った。

最優秀賞

能美市立寺井中学校

３年 中野 雄太さん

《献立名》
・能美市印の豚ひき肉と小松菜と錦糸卵をのせた
はと麦とコシヒカリの３色そぼろスタミナごはん
・能美市産でいっぱい!! ７種のレインボーかきあげ天ぷら
〜ゆずのしぼり汁の天つゆをかけて〜
・緑の小松菜と赤いフルーツトマトと黄色いツナのシグナル和風サラダ
・能美市全開!! 健康トロうまみそ汁
・秋から冬へ!! ほっこりあたたか丸いも紅白汁粉
・牛乳
《講評》
・能美市の地場産物の特徴を理解し、組み合わせの工夫、食材の切り方や調味料の使い方、出来上がりの彩
まで計算された、食べる人を幸せにできる作り手の思いがあふれる献立です。また、６群全ての食材を使用
し、健康を意識した素晴らしい献立です。
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七尾市立七尾中学校

１年 奥田 華恵さん

優秀賞

《献立名》
・七尾たっぷり七宝めし
・等伯の豆腐ハンバーグ
・能登のほっこり
ポテトサラダ
・かがやきスープ
・能登っ子ヨーグルト
・牛乳

優良賞

努力賞

七尾市立七尾中学校

１年 南

優太さん

《献立名》
・大根しみしみ野菜カレー
・能登の自然たっぷりコロッケ
・石川食材ミックス
きんぴらごぼう
・いろどり野菜と
ふくらぎのさっぱり
みそ汁
・前田家印のいももち
・牛乳

津幡町立津幡南中学校 ３年 中邨 愛里さん

津幡町立津幡南中学校

２年 鍋島 里菜さん

津幡町立津幡南中学校 １年 納口 円香さん

小松市立南部中学校

２年 角

能美市立辰口中学校

２年 越村 眞琴さん

宝達志水町立宝達中学校 ２年 上牧

加賀市立東和中学校

１年 山口 真歩さん

能美市立辰口中学校

桃華さん
蛍さん

２年 長谷川 愛さん

津幡町立津幡中学校

２年 松田さくらさん

宝達志水町立宝達中学校 ２年 田中 真心さん

小松市立国府中学校

１年 中野 快星さん

能美市立根上中学校

１年 山岸 由依さん

能美市立寺井中学校

１年 米屋 智央さん

白山市立美川中学校

１年 馬緤 真愛さん

白山市立松任中学校

１年 堀田 望緒さん

野々市市立野々市中学校

１年 高尾 涼花さん

能登町立松波中学校

１年 大鷲 晴香さん

◆表 彰 式
・実 施 日：平成２９年１１月１７日㈮
・会
場：石川県庁舎
・式 次 第：（１）開式の辞
（２）賞状授与
（３）保健体育課長挨拶（近岡課長）
（４）受賞代表者の言葉
（中野さん・能美市立寺井中学校）
（５）閉会の辞
中野さんのお礼の言葉

＜表彰式の様子＞

＜記念撮影＞

最優秀賞という素晴らしい賞をいただきましてありがとうございます。
僕は１年生の時は優秀賞を２，３年生では最優秀賞をいただくこと
ができて、うれしい思いで一杯です。
僕は能美市の地場産物をたくさん使っておいしくて食べるのがとて
も楽しみになる献立を作りました。
僕の献立で能美市という郷土の素晴らしさが皆さんに伝わったらとてもうれしいです。
最後にもう一度、最優秀賞を頂き本当にありがとうございました。
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【中野さんへのインタビューから】
◎今回の献立で特に意識したことは何ですか？
・能美市の地場産物は優れているので、食材をどううまく使うかを意識しました。
・今回は今までと違ったジャンルの料理に挑戦しました。
◎献立のアイデアはどんな時に考えますか？
・家での食事や学校での給食を食べているときに献立を考えます。
・家の人に自分の考えた献立にどのような栄養素が入っているかなどを教えてもらいます。
◎将来の夢は？
・学校の先生。人に密接にかかわる仕事や人の役に立つ職業に就きたいです。

平成29年度

第２回学校給食用パン品質審査会の結果 10月13日㈮

本会では学校給食用パンの品質向上を図るため、年間２回、各委託加工工場のパンを無作為に抽出し、審査を
行っています。今年度は第１回目を金沢製粉株式会社において７月１４日（金）に実施しました。今回は、石川県学校
給食栄養研究委員会の方々も参加して、パン審査の講義や審査の様子や方法を研修しました。

◆実 施 日
◆会
場
◆審 査 員

平成２９年１０月１３日㈮
石川県庁舎

1407会議室

並木

利文 氏（一般財団法人日本パン技術研究所

今寺

幸雄 氏（金沢製粉㈱開発部）

研究調査部）

◆各工場の成績

＜コッペパン＞
卜部製パン タカマツパン タカマツパン 小西製パン パンあづま屋 サンキョウパン 佐野屋製パン

工場名

ブロス

学校名

北陽小

羽咋共調

東部共調

北部共調

御幸中

松陽中

合計点

82.80

82.55

81.80

78.35

81.00

79.05

81.00

81.00

判 定

優

優

優

良

優

良

優

優

細畑屋

細畑屋

ブロス

工場名 川岸ベーカリー 小西製パン パンあづま屋
学校名 山中給食C

内灘共調 七尾東部中

サンキョウパン 卜部製パン

能美小

第一小

向洋小

町野共調

鞍月共調

津幡南中

志賀共調

合計点

80.85

80.85

81.20

80.95

82.40

80.90

82.65

82.20

判 定

優

優

優

優

優

優

優

優

＜食パン＞
工場名

細畑屋

学校名

輪島中

合計点

83.00

判 定

優

◆総評（審査員より）
製品採点の基準は、現在、最高品質を85点としており、80点以上は品質の良いパンとして「優」の判定としていま
す。学校給食用パンの製造工場においては80点以上を維持できるようにしてもらいたい。石川県は総じて出来栄え
が良く、これだけの品質のものが揃っているという事は、パン屋さんを褒めてあげても良いと思います。
製造過程に於いて、従来、給食のパンは良く醗酵をとり、しっかりと焼きこんだものが香ばしくおいしいパンと位置
づけされてきました。昨今は焼き色のやや薄いものも「良し」としますが、焼き色の薄過ぎる場合は風味が劣ります。
パンの品質を維持するためには、パン給食の回数の維持も重要であり、学校とパン屋さんの良いコミュニケーショ
ンが、パン屋さんの頑張りにつながり、良いパンづくりにもつながります。
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平成29年度

第２回学校給食関係業者衛生管理講習会 10月28日㈯

学校給食が安全・安心であるために、食材及び食品の提供に関わる関係業者の食中毒の根絶、衛生面の徹底に
向けた意識の高揚を目的として、年間２回本講習会を開催しています。
２回目は、これからの時期、多くの食中毒の発生が危惧される中、ノロウイルスを中心とする食中毒の防止に向け
て講演と実習を実施しました。

◆実 施 日 平成２９年１０月２８日㈯
◆会
場 金沢保健所３階 駅西健康ホール「すこやか」
◆対
象 パン・米飯・牛乳・一般物資の製造及び配送保管関係者 （参加者55名）
◆講義及び講演内容
演

題：「続・ノロウイルス等による食中毒の防止に向けて」

講

師： 一般財団法人

石川県予防医学協会

川口

純一氏

◆内
容
◉講義より
（抜粋）
＜ノロウイルスの特徴＞

＜大量調理施設衛生管理マニュアルの改正＞

1． 糞便やおう吐物に大量にウイルス粒子が排出

平成９年にHACCPの概念に基づき作成

2． 症状が始まった後も長期間ウイルスの排出

給食施設、弁当・惣菜製造業、仕出し屋

3． 感染しても症状が出ないことも不顕性感染

飲食店、食品製造業等を中心に広く活用

4． 感染力が強い10〜100個程度で感染・発病

・例年多発するノロウイルス食中毒事故

5． なかなか不活化されない。

・未加熱野菜が原因の腸管出血性大腸菌に

6． エタノールが効きにくい。

よる食中毒事故

7． 粒子が小さく除去が難しい。

平成２９年６月１６日付で改正

◉グループ情報交換

◉グループ演習

【健康管理】

【手洗い点検】

健康チェックシートの活用について

①手洗いチェッカーで洗い残しの点検

・運用の有無

・洗い残しの多いところは？

・書式（表組、記述、日・週・月）

②使い捨て手袋の運用

・チェック項目の内容

・使い捨て手袋をする前の手洗い

・問題があった場合の対応、手順

◆参加者からの感想
・１に手洗い、２に手洗い

手洗いの徹底

・今までのやり方では不十分である。
体調管理シートの管理を再確認する。
・ノロウイルスの危険性、感染力の強さを改めて知った。
・衛生に関するマニュアルを作成する。

授業・給食の時間レポート
毎年、各学校に於いて「食育」の授業が積極的に行われており、子どもたちの「食」への興味関心が高まっていま
す。今回は県内で開催された公開授業や給食の時間での指導の様子などを紹介します。
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公開
授業

白山市立松南小学校 ＜平成29年11月16日㈭＞

「全国小学校家庭科教育研究大会石川大会」の会場として１年生と３年生、５年生、６年生で４つの公開授業が開
催されました。５年生では、西岡教諭と竹中栄養教諭、北本教諭と奥名栄養教諭のTT授業が行われました。

５年生の授業は、＜もっと作りたいな！おいしいご飯とみそ汁＞を
学習課題として「つかむ」→「さぐる」→「深める」→「生かす」の流れ
で授業が展開されました。特にグループ活動では、
リーダーを中心に
活発な話し合いが行われ、その内容も長年築き上げて備わった知識
が表れていました。
またTTの良さが生かされ、専門知識と授業の展開がマッチング
し、児童の活動が盛んになっていました。
校舎内はたくさんの掲示物や今までの成果物が展示され、学校
の教育活動全般で行われており、さらに地域・保護者との連携の強
さを感じました。

公開
授業

加賀市立山中小学校 ＜平成29年11月30日㈭＞

平成２９年度加賀市教育会・第３回学校給食研究部研修会に於
いて、山中小学校の５年生の学級活動の時間に食育の公開授業が
ありました。
「よくかんで食べよう」の課題で、担任の中西教諭と西田栄養教
諭、
下出養護教諭の３人のT３の授業で、
「かむ」ことを健康、栄養、
調理、学力などから考える多面的な授業の展開でした。
「咀嚼チェックガム」の実験で、自分のかむ力の強さを知り、かむ
ことの大切や、かむことへの工夫などがグループ活動を通して活発
に話されていました。
西田教諭からは、
「よくかんで食べる食 材」
「食材の大きさ」
「献立の組合せ」などの献立で
の工夫の話を聞き、児童の給食への関心が深ま
りました。
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給食の
時間

かほく市立河北台中学校 ＜平成29年10月12日㈭＞

「むかご給食」の取り組み
かほく市は長いもの生産が盛んで、各家庭では昔から「むかご」を
使った料理がありました。
「むかご」とは長いもの葉元にできた直径１㎝
程の球芽です。しかし今ではむかごを知らない人もいるようです。
かほく市では生産者と連携し、市内全中学校で「むかご給食」を実
施しました。ここでは、河北台中学校１年生のランチルームでの様子です。
この日は、生産者の方も一緒に給食を頂きました。
＜生徒からの感想＞
・むかごの収穫は手からぽろぽろ落ちるなど難しかった。
でも、楽しい。
・おいしかった。ホクホク感があった。やわらかい。また食べたい。
・おばあちゃんの家で食べたことがある。
＜生産者からの声＞
・４月に植え１０月末に収穫。長い時間をかけて作った。
・８月の水やり、収穫が特に大変である。
・今後も地場産物を学校給食に提供したい。
また、河北台中学校では、ミカンの皮には殺菌作用があることや長い
もの優秀な肥料になることを知り、全校生徒で、給食で出されたミカン
の皮を乾燥させチップ状に加工し、生産者にお礼として渡しました。
＜かほく市第１学校給食センター塚本所長より＞
核家族、飽食の時代になり、私たちの生活、行動様式が大きく変わっ
てしまいました。伝統料理や郷土食は、今や絶滅危惧種化しています。
祖先から子孫へと長期にわたって脈々と継承されてきた地域文化が、
私たちの代で途切れてしまっては、ご先祖様に申し訳がたちません。む
かご給食実施の裏には、私たちや関係各位の郷土食継承を願う熱い思いもあったのです。

給食の
時間

加賀市立山代中学校 ＜平成29年11月22日㈬＞

「自家弁の日」の取り組み
１０年前から、日頃から世話になっている家族への感謝の気持ちの
醸成と、今の子供たちに必要な「生きる力」の育成をねらいとして年間２
回「自家弁の日」を設定しています。生徒が自分で献立を考え、買い物
をし、弁当を作って持ってきて昼食時に食べます。
さらに自分の弁当だけでなく、家族の弁当も用意します。
生徒指導担当教諭や源栄養職員の事前指導や学校挙げての呼び
かけに応じて、生徒はほぼ全員が手作りの弁当を持参しました。
この取り組みを通して、親子のコミュケーションつくりのきっかけになり「会話が増えた」など、保護者から賛同の意
見が寄せられました。
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＜家族の感想文より＞（中略）
○１年女子：私は自家弁でお母さんの大変さが分かりました。
今回はお父さんにお弁当を作りました。「おいし
かったよ」と言ってもらえてうれしかったです。
●

母

：自分で頑張って作る姿をとても微笑ましく見てい
ました。父親もとても喜んでいました。家族の誰
かの役に立つってこんなにうれしいことだと実感
したのではないでしょうか。

○３年男子：友達と笑顔で食べるお弁当はおいしかった。毎日、
ご飯を作ってくれる親に本当に感謝したいです。
自家弁を通じて色々な事を学べました。
●

兄

：弟が一生懸命に弁当を作っている姿を見て、自家
弁は、自分で行動する力をつける良い行事だと思
いました。

○３年女子：卵焼きを作るのが大変だったけど、お父さんが優しく教えてくれたからいい感じにできました。
せっかく頑張って作った卵焼きを入れるのを忘れてすごく残念でした。
● 父

：一緒に一つの事をやることが全然ないので、とてもいい時間を過ごすことができました。また
一緒にご飯を作ろうね。

給食の
時間

輪島市立鳳至小学校 ＜平成29年11月30日㈭＞

「α（アルファ）のめぐみ給食」の取り組み
輪島市の農林水産課では、食育の一環として学校給食や保育所へ地
場産物の食材提供を行っています。これは、子どもたちに、地元の食材
の旬の味、自然の味、食文化を知らせるよい機会となっています。鳳至
共同調理場では、戸田栄養教諭のもと昨年度から「αのめぐみ」という
豚肉を調理場でトンカツに調理して提供しています。
当日は、農林水産課の方から「αのめ
ぐみ」についてのお話があり、石川県で
開発された豚肉であることや、輪島では
門前町原地区だけで飼育されているこ
と、α-リノレン酸が多く含まれていて、血
液をさらさらにしてくれること、脂に甘み
があることなどを教えていただきました。
子どもたちからも、おいしいという声が
多く聞かれました。低学年には、少し大
きいサイズでしたが、残量はほとんどあ
りませんでした。
「あえのこと給食」の取り組み ＜平成29年12月5日㈫＞
奥能登地方に伝わる農耕神事の「あえのこと」は、2009年にユネスコの世界無形遺産に登録されました。
輪島市の学校給食では、郷土が誇る文化を子どもたちに知ってもらうために「あえのこと給食」を実施しています。
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「あえのこと」で提供される料理は各地域や家庭で様々ですが、その土地でとれた食材を使うという習わしがあり、学
校給食でもできる限り、郷土の食材やそれに近いものを使用するようにしました。
子どもたちは小豆ごはんやなますなど食べ慣れていないようで、食べにくそうにしている子もいましたが、郷土の文化
を知るよい機会となりました。

本会教材の郷土料理レプリカ、
ぬいぐるみ教材の活用
金沢市立中央小学校（岡田栄養教諭・藤江栄養教諭）
平成２９年１１月１６日（木）、全国小学校家庭科教育研究会

石川大会

第３会場（金沢）の分科会全体会の場

で石川県内の郷土料理の掲示と共に、郷土料理のレプリカ（いしる鍋、じぶ煮、はす蒸し）を展示しました。

金沢市立小立野小学校（越川栄養教諭）
加賀れんこん生産者の方による食育出前講座の導入部分で活
用しました。
授業では、この日の朝収穫したばかりの加賀れんこんを見せな
がら、穴の開いている意味や栽培方法、生産の苦労話などを通し
て、食べ物の大切さについて学びました。
また、加賀野菜の特徴を生かした郷土料理をレプリカを通して
学習しました。
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能美市立浜小学校（西出栄養教諭）
給食の時間に５分程度で「お米について知ろう」の課題のもと、
お米になる過程をお米のぬいぐるみを通して指導しました。
また、学校給食のご飯は、地元のお米を食べていることを知ら
せました。

平成29年度
西田

学校給食文部科学大臣賞

郁さん（加賀市立山中小学校

受賞

11月９日㈭

栄養教諭）は平成２９年１１月９日（木）、鹿児島県鹿児島市で開催された

「第68回全国学校給食研究協議大会」に於いて、
「学校における食物アレルギー対応指針

石川版」の作成メン

バーなど、長年、学校給食の実施において顕著な功績が賞され、学校給食文部科学大臣賞を受賞されました。おめで
とうございます。
西田先生に受賞の喜びの声と食育の推進についてインタビューしてきました。
◎受賞されての感想をお願いします。
たくさんの方の支えと応援のおかげで今の自分が
あるのだなと感謝の気持ちでいっぱいです。喜びとと
もに、身の引き締まる思いでもあります。これからも一
層努力を重ねていきたいと思っています。みなさん、本
当にありがとうございます。
◎今後、学校での食育の推進についてのお考えをお
聞かせください。
まず、先生方に、自分たちが日々の給食づくりにお
いて、工夫していることや衛生面での取り組み、そして
その献立に込めた願いを、様々な場面でお話ししてい
くことが大切ではないかと思います。また、保護者の方々には、試食会やアレルギー対応の面談等を通して、日々の子ど
もたちの様子をお伝えし、理解を得られるよう努めています。子ども達には、給食の時間の教室訪問等を通して、
「食
べ物の大切さ」そして「食べることの大切さ」を伝え続けていきたいと思っています。また、児童が食に興味関心を持て
るように、委員会活動での取り組み等にアドバイスをしながら、児童同士が食の大切さを伝えあえる雰囲気づくりをし
ていきたいと思っています。
◎これまで大切にしてきたことは何ですか。
何より大切なのは、給食づくりの現場と調理員の方々だとの思いのもと、仕事を続けてきました。これからも現場を大
切にし、調理員の方々に子どもたちや先生方の喜ぶ様子を伝え、子どもたちや先生方には調理員の方々の日々の努力
を伝えていきたいと思います。
◎若い方々へのひと言をお願いします。
依頼された仕事を丁寧に、その時自分ができる最善を尽くすことで、信頼を得ることができ、次の仕事につながって
いくように思います。また、今の自分には無理かもしれないと思う仕事にも、思い切って挑戦してみると、自分の可能性
が広がっていくのではないかと考えています。自分の力を信じて、１歩１歩焦らずに進んでいって下さい。みんなが応援
しています。
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平成29年度

石川県学校給食優秀共同調理場受賞

「野々市市中学校給食センターの紹介」
野々市市は石川県のほぼ中央に位置し、海・山の無い平坦地です。
御経塚遺跡や末松遺跡があり、古くから開けた地域でもあります。
手取川扇状地である農地では稲作が盛んであるとともに、野菜・果
物の栽培が行われています。
しかし、本市の産業は商業が中心で、近年、スーパーや家電量販
店、書店、生活雑貨店などの大店舗が進出してきています。それに
伴い、新興住宅地が急激に増え、市外からの移住が多く、核家族も
増加してきています。もともと居住する住民の昔ながらの家や、３世代同居の家庭もあるなかで、地域を中心とした
伝統行事、祭りなど、昔から受け継がれてきた生活様式と新興住宅地における新しい生活様式とが混在しています。

◆施設の概要
当センターは、平成15年２月、野々市・布水の両中学
校に完全給食を提供するため、HACCP概念を導入し
た北陸初の電化厨房システムによる給食センターとし
て開設されました。
所 在 地：野々市市太平寺３丁目126番地１
竣

工：平成15年２月（平成21年９月増築）

供用開始：平成15年９月
調理能力：2,100食/日
配 送 校：野々市中学校、布水中学校
施設概要：ドライシステム、オール電化厨房

毎月１９日「食育の日」前後には、
「本から飛び出した料理」と題し
て本に出てくる料理が、給食に登
場します。
「郷土料理」や「行事食」など
季節や行事などに合わせた献立
も多く取り入れています。

米飯は週４回、パンは１回と
なっています。お米は野々市産
の「コシヒカリ」１等米を使用し
ています。白ごはんだけでなく
季節のごはん、チャーハンや五
目ごはんなどの変わりごはん
も作っています。
パンもホットドックやピザ
トーストなど調理しています。
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献立について
食材は、食品の規格、安全
性、製造工場の衛生管理状況
等を十分考慮し選定していま
す。
また、野々市市内で収穫さ
れる新鮮で美味しい野菜や大
豆なども生産者と連携して積
極的に取り入れるように献立
を工夫しています。
調理面では、食材の検収、
温度管理、調理時間等を徹底
し、衛生面にも配慮した美味
しい給食を作っています。

