
全国学校給食週間の取り組み

昭和２１年１２月２４日に東京都の小学校で「アジア救済公認団体（ＬＡＲＡ）」からの給食用物資の贈呈式が行
われ、この日を「学校給食感謝の日」と定め、昭和２５年度の１月２４日から１月３０日を「学校給食週間」としまし
た。学校給食週間においては、学校給食の意義や役割について、児童生徒や教職員、保護者や地域住民の理解を
深める関心を高めるため、県内でも様 な々行事が行われています。ほんの一部ですが、ご紹介します。
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給食会だより

津幡町では、毎年、学校給食週間中に特別献立を実施しています。
今年は、津幡町に隣接する「金沢市献立」と「かほく市献立」、中学
生献立コンクールで入賞した「生徒考案献立」、給食アンケートで上
位だった「給食人気献立」、姉妹校のある「オーストラリアの献立」
を行いました。
「オーストラリア献立について」
津幡中学校、津幡南中学校では、平成２４年度にオーストラリアの

「ノーザン・ビーチス・ステイト・ハイスクール」と、姉妹校締結を行
いました。現在も、中学生がオーストラリアを訪問したり、ノーザン
ビーチス校から生徒が訪問したりと交流を深めています。
そこで、学校給食週間中には、津幡町全部の小中学校でオーストラ

リアの献立を実施し、姉妹校のあるオーストラリアの「食」について
学ぶ機会としています。今年は、「オージービーフ」を使用した「ビー
フシチュー」を提供しました。生徒からは、「おいしかった」「肉がた
くさん入っていてうれしかった」「肉が少し硬かった」などの感想が
ありました。調理の際には、少し解凍してから、生肉と同じようににん
にく、赤ワイン、純カレー粉で下味をつけて使用しました。

オージービーフを使用した給食
＜津幡町立津幡南中学校　堀　栄養教諭＞

全国学校給食週間を通して、給食の歴史を知り、食べ物を大切にす
る気持ちを育みたいと考え、年代別給食レプリカをお借りして展示し
ました。
実物と間違えるほどの給食レプリカに、こどもたちは興味津々で触

りたくて仕方がない様子でした。その後の給食で揚げパンが出た際に
は、1年生から「あげぱんはしょうわからたべていたんですね！」と話
してくれました。給食レプリカのおかげで、こどもたちの心に残る給
食週間になりました。

年代別給食レプリカ　キャプション
＜白山市立千代野小学校　奥村栄養教諭＞
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平成30年2月平成２９年度学校給食用米飯品質審査の結果
本会では、米飯組合との共催で、学校給食用米飯の品質向上を図るために、年１回、各委託工場の米飯を指定し
た学校・共同調理場に対して、無作為に抽出した米飯を審査しています。
その結果をお知らせします。
※検査方法：炊飯食味計分析機器による計測数値

（バランス度は「硬さ」と「粘り」のバランス）

山代中学校
稚松小学校
北陽小学校
小立野共調

羽咋市給食共調
鳳至小学校

加賀守岡屋
粟津炊飯

フードサービス松任
米心石川
和倉炊飯
細畑屋

2月19日
2月26日
2月19日
2月15日
2月27日
2月26日

学　校　名施　設　名 検　査　日
外観
7.3
8.6
8.0
9.5
8.9
6.5

硬さ
6.1
5.2
5.7
4.5
5.2
6.5

粘り
7.6
8.5
7.9
9.4
9.0
6.7

バランス
7.4
8.7
8.1
9.6
9.0
6.6

食味
75
84
79
90
86
70

食味計分析

「食味計分析」値のおおよその目安

●食味値
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●外　観
3.5
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●硬　さ
3.5

柔らかい やや柔らかい 良　い やや硬い 硬　い

5.0 6.5 8.0

●粘　り
3.5

悪　い やや悪い 普　通 やや良い 良　い

5.0 6.5 8.0

●バランス度
3.5

悪　い やや悪い 普　通 やや良い 良　い

5.0 6.5 8.0

１月３０日（火）に今年度の中学生学校給食献立コンクールで２年連続最優秀賞に輝いた中野雄太さん（寺井
中３年）のメニューが寺井中学校の給食で提供されました。

中学生学校給食献立コンクール最優秀賞の給食
＜能美市立寺井中学校＞

【中野さんのインタビューより】
　Ｑ：今日、自分が考えた給食を食べてどうでしたか？
　Ａ：自分でもいい献立ができたと思います。とてもおいしいです。

　Ｑ：改めてこれを見てどう思いましたか？
　Ａ：自分の思った通りに彩りも豊かに作られているので、

調理員さんにとても感謝しています。

　Ｑ：今日のメニューを食べて何か頑張ろうと思ったことは
ありますか？

　Ａ：またおいしい料理を食べて勉強を頑張ろうと思いました。
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研究主題 食からはじまる健康づくり　
　～食に関する多様な体験活動を通して、
　　　 健全な生活ができる力と
　　　　　　　ふるさとを愛する心を育む～

加賀市立山代小学校　公開研究発表会
平成３０年２月２日（金）、加賀市立山代小学校では、平成２９年度文部科学省「つながる食育推進事業」モデル校

として公開授業を行いました。その様子を紹介します。

授業では、工夫された教材を使用し、教員のきめ細かな指導が行き届いて
おり、児童が積極的に課題解決に取り組んでいました。グループ活動では、お
互いの意見を尊重しながら、自分の考えを発表する姿も多く見られました。こ
れも、日頃から、校内は勿論、家庭と連携した取り組みが行われた成果と感じ
ました。
６年生の家庭科では、山代中学校の「自家弁の日」を意識し、児童が自分で
作る弁当の献立を栄養のバランスや彩り等に配慮し見直していました。作成し
た献立を家庭に持ち帰り、実際に弁当を作ることで、家庭での食育実践へとつ
なげ、児童の食の管理能力の向上となる取り組みであると感じました。

◉公開授業
・１年２組　生　活　授業者：佐野　華枝 教諭

おうちの仕事にチャレンジ！！
「こんなことができたよ」はっぴょうかいをしよう

・４年４組　体　育　授業者：戸田　祐子 教諭、鍛冶　かおり 養護教諭
育ちゆく体とわたし　～見つめよう　ぼく・わたしの成長～

・６年３組　家　庭　授業者：村中　仁美 教諭、二木　葉子 栄養教諭
共に生きる生活

◉全 体 会
・講演会　演　題 ： 「学校における食育の推進」
　　　　　講　師 ： 新潟医療福祉大学　教授　森泉　哲也 氏

全給連関係物資・輸入牛肉加工工場見学会から
平成２９年９月２２日（金）、石川県給食会取扱物資である「輸入牛肉モモスライス・ミンチ」のニッシングルメビー
フ㈱松山工場（愛媛県）の工場視察を行い、工場の設備状況・製造工程などを見学してきました。
輸入牛肉モモスライス・ミンチ肉の製造工程に沿って説明を受けながら製造ラインを見せてもらいました。工場は
食肉を取扱しているにもかかわらず“工場全体がきれい”原料から製品に出来上がるまでしっかりとした製品の安
全管理・確保を実施し、管理体制か整っている工場で製品を製造している印象をうけました。

（公財）石川県学校給食会　林典子
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平成２９年度　ＨＡＣＣＰ基礎研修会

将来、制度化されるＨＡＣＣＰによる衛生管理の手法を取り入れ、学校給食関係業者が、学校給食の安全性の更
なる向上を図ることを目指すことを目的として、ＨＡＣＣＰ基礎研修会を開催しました。学校給食関係業者衛生管理
講習会でも研修を進めてきましたが、より、具体的な内容で研修を行いました。大雪の影響があったのにもかかわら
ず、多くの方の参加がありました。

理事会・評議員会を開催しました。

２月２３日（金）に第５回理事会、３月２０日（火）に第３回臨時評
議員会を開催しました。いずれも「平成３０年度事業計画」及び
「平成３０年度収支予算書」について審議し、承認されました。
次年度も、衛生管理の徹底に重点を置き指定加工工場の調査・
指導を継続して行います。
事業としては、食材のレプリカや検査機器を増やし、食育の推進
を支援していきたい。また、地場産物活用レシピをホームページを
通して多くの人に紹介をしていきます。
さらに７月に開催予定の石川県学校給食研究大会では、石川県
学校給食会の設立６０周年を記念し、県教育委員会と連携して、盛大に開催したいと考えています。皆さんのご協力
をお願いします。

◆日　　時
◆会　　場
◆参 加 者
◆演　　題
◆講　　師

　

平成３０年２月１０日㈯　１３：３０～１６：００
石川県地場産業振興センター　本館　第４研修室
パン・米飯・一般物資の製造関係者　３９名参加
「ＨＡＣＣＰ義務化と企業対応について」
株式会社アルプ　
「食の安全研究所」客員研究員　新蔵　登喜男氏

※講義資料より
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石川県学校給食用主食（基本物資）の流れ
安全良質なパン・米飯、牛乳の主食をすべての学校に同一価格で安定供給に努めている

※外国産小麦……１ＣＷ（カナダ産）：ＤＮＳ（アメリカ産）：ＨＲＷ（アメリカ産）＝50％：30％：20％
※強化ビタミンの混入（小麦粉25㎏あたり、ビタミンＢ１を0.6㎎、Ｂ２を0.3㎎）
※専門検査機関による検査　小麦粉残留農薬検査：年１回、委託工場衛生管理調査：年２回　

パン箱衛生検査：年１回、パン細菌検査：年1回
※委託工場衛生状況調査（本会と調査員による）：年２回　　　
※学校給食関係業者衛生管理講習会：年２回　　
※パン品質審査会：年２回　

パ

　
　
　ン

※安定供給（年間必要数量の確保）　　　
※低価格（全農石川県本部と年２回〈新米時期と年度末〉協議）　　　
※安全確認（全農による種子管理、生産履歴、農薬検査）
※強化米（ビタミンＢ１、Ｂ２を配合）を精米10㎏あたりに0.3%混入〈強化米は全国学校給食会連合会
　から購入〉
※衛生管理調査（専門検査機関に委託）：年２回　　　
※衛生状況調査（本会による）：年２回　　　
※学校給食関係業者衛生管理講習会：年２回
※米飯食缶及び米飯食品検査（専門検査機関に委託）：年１回　　　
※米飯品質検査（専門検査機関に委託）：年１回
※玄米抜き取りＤＮＡ検査（(一財)穀物検定協会に委託）：年２回　　　
※精米分析（(一財)穀物検定協会に委託）：毎月

米

　
　
　飯

◆知事は石川県教育委員会と協議し、学校給食用牛乳の供給事業者及び供給価格について、公正な
　決定方法を定める。
※牛乳供給事業者……ＨＡＣＣＰ承認業者　　　
※学校給食関係業者衛生管理講習会：年２回

牛

　
　
　乳

製粉工場

一般競争入札

パン委託
加工工場

外国産
小麦 パ　ン 小・中学校等農林水産省

本会と価格協議

精米
工場

県産
コシヒカリ

精米

米飯

玄米 小・中
学校等

県内
生産者

全農
石川県本部

一般競争入札 北陸農政局（補助金－事務手続：本会）

牛　乳原　乳 小・中学校等県農林水産部 乳業者 生産者 乳業者

炊飯
委託工場



災害時非常食

すべてのインフラ(電気、ガス、水道等)が断絶した状態の中で、
温めたり加水しなくても食べられ、救援物資が届くまでの72時間
「いのちをつなぐ」ための非常食を目指しました。

製品コンセプト

保存方法／直射日光や高温多湿を避け、常温で保管してください。
賞味期限／３年間(1,095日)賞味期限等

◎救給カレー150ｇ×40袋　379(W)×244(D)×154(H)
◎救給カレー250ｇ×30袋　379(W)×244(D)×154(H)ダンボール外寸（㎜）

1、給食時間や防災訓練等で災害時の食事の状況を学習し、非常食を食べることで
自然災害への理解を深め、食育の一環としても学習するとき。

2、台風が来ることが予想されたため、給食を中止にしたが、給食再開にむけて、材
料の調達が難しいとき。

3、断水や調理設備の故障などで調理ができないとき。 

こんな時にも
活用できます

◎底が広がるスタンディングパウチに入っており、開封後そのままお召し上がりい
ただけます。（皿不要）
◎「直進くん」加工を施していますので、お子様でも
まっすぐ簡単に開封できます。
◎温めるときは、袋をあけずに熱湯に５分ほど入れ
て温めてください。
◎中身が熱くなっていますので、袋をあけるときはや
けどにご注意ください。

召し上がり方

災害時非常食

全学栄

全学栄 のご注文は

規格：150ｇ×40食
　　　250ｇ×30食
　　　（スプーン付き）

※全学栄とは？ 
　公益社団法人
　全国学校栄養士協議会
　のことです。

◎完全受注生産の為、２か月前までにご注文してください。
※1ケース単位で発注をお願いいたします。

（公財）石川県学校給食会へ

1、アレルギー特定原材料等２７品目すべて不使用です。
2、温めなくても、水がなくても、そのまま食べられます。
3、成長期の子どもたちのために安全で、おいしく栄養のバランスを考えたカレー
ライス。国産の米・じゃがいも・人参・玉ねぎ・スィートコーン・ぶなしめじを使用。

4、衛生状態を配慮し、個包装したスプーンを添付しております。
5、食べ終わった後は丸めて捨てることができますので、ごみがかさばりません。

製品特徴

物 資 紹 介


