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　年の暮れにこうこ （たくあん） を大きな樽につけます。
　１２月に漬け込み、１～４月頃はこりこり歯切れのよ
い、おいしいこうこを食べ、夏以後は塩出しして、
しょう油で煮つけます。「こうこの混ぜすし」はおいし
く漬かったこうこをたっぷり使い、手近にある材料と
一緒に混ぜて作ったちらし寿司です。こうこの黄色と
歯ざわり、香りが各家で違っていて、素朴な郷土食の
味となっています。
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　今年度、新たに１１９名の栄養教諭が採用され、総勢１３９名になりました。栄養教諭として「専門的な
食に関する指導」が実施できるようになり、学校給食の充実と食育の推進に向けてご活躍されること
を期待しています。
　そして、本号発行に際し、ご多忙中、快くご寄稿いただきました方々に厚くお礼申し上げます。
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こうこ

＜作り方＞
１．すし飯をつくる。
２．こうこは薄くいちょうまたはせん切り
にする。

３．高野豆腐、かんぴょうはもどして、小
さく切る。

　　出し汁、さとう、しょうゆで煮汁が少
なくなるまで煮含める。

４．すし飯に３をいれて混ぜ、こうこと
炒った干しえびを入れて混ぜる。

＜材料　４人分＞
すし飯……３カップ　たくあん……１５０g
高野豆腐……１/２個　かんぴょう……１０g
干しえび……１０g　出し汁１.５カップ
砂糖……大さじ１/２
薄口しょう油……大さじ１/２

＜すし飯＞
米……３カップ　水……３カップ弱
昆布……３㎝角
合わせ酢
（酢……大さじ４　砂糖……大さじ２
塩……小さじ２）

学校給食部の組織（平成２０年４月現在）

　普及安全課

　　　　　　　課長

　　　　　　　参事 （食品衛生）

　　　　　　　企画・経理班長

　　　　　　　主事

　　　　　　　嘱託員

　　　　　　　管理栄養士

　

城戸　　功

藤原　勝博

河村　慎介

吉留　慶子

飯田　雅秀

西本　節子
（学校給食栄養管理システム担当）

　物資企画課
　　　　　　　課長 （牛乳）
　　　　　　　参事 （学校給食）
　　　基幹物資
　　　　　　　班長 （米）
　　　　　　　主査 （パン）
　　　一般物資
　　　　　　　班長
　　　　　　　副主査

　
上野　　智
嵯峨　健一

関　真智子
荒木　正人

坂田　信男
奥田　　豊

　常務理事 兼 学校給食部長　　武市　康男

学校給食だより／第17号 平成20年7月1日

岸和田市立山直北小学校岸和田市立山直北小学校
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財団法人　 大阪府スポーツ・教育振興財団

参事　藤原　勝博
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栄養教諭実践モデル校としての取り組み栄養教諭実践モデル校としての取り組み

 

 

   

      

 

   

 

  

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

    

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本校は、児童数１０２３人（３５学級）で市内２４小学校の中では　本校は、児童数１０２３人 （３５学級） で市内２４小学校の中では
一番大きな学校です。一番大きな学校です。
学校給食は、市内統一献立で、単独調理方式で実施してい学校給食は、市内統一献立で、単独調理方式で実施してい
ます。ます。
給食室の窓の外側にのぞき台があり、休み時間になると、　給食室の窓の外側にのぞき台があり、休み時間になると、
たくさんの子どもたちがやってきます。たくさんの子どもたちがやってきます。
いい香りにつつまれて給食の調理風景を見ながら、窓越しいい香りにつつまれて給食の調理風景を見ながら、窓越し
の会話を楽しんでいます。の会話を楽しんでいます。

勉強会
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教職員全体の食育研修や、山北アカデミー（自称若手　教職員全体の食育研修や、山北アカデミー（自称若手
職員勉強会）での食育研修を通して、全教職員が共通理職員勉強会）での食育研修を通して、全教職員が共通理
解を図った上で連携・協力しあうことをめざして食育解を図った上で連携・協力しあうことをめざして食育
をおこなっています。をおこなっています。

とっても
いいにおいがするよ。 調理室風景

－望ましい食習慣の確立をめざして－－望ましい食習慣の確立をめざして－

岸和田市立山直北小学校岸和田市立山直北小学校　栄養教諭栄養教諭 市政 雅美　市政　雅美岸和田市立山直北小学校岸和田市立山直北小学校　栄養教諭栄養教諭 市政 雅美　市政　雅美

栄養教諭実践モデル校としての取り組み栄養教諭実践モデル校としての取り組み
－望ましい食習慣の確立をめざして－－望ましい食習慣の確立をめざして－
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発達段階に応じて食育に各学年でとりくんでいます。　発達段階に応じて食育に各学年でとりくんでいます。
日々の給食の時間と教科とを関連づけて体験などを通して積み上げていくことをめざしています。　日々の給食の時間と教科とを関連づけて体験などを通して積み上げていくことをめざしています。

《《《《《《《《《《２２２２２２２２２２年年年年年年年年年年生生生生生生生生生生》》》》》》》》》》 《２年生》
夏野菜を栽培し、収穫する体験学習や、食べ物
や人に感謝し、いただくことを学びました。
 （写真：長生きうどん）

《《《《《《《《《《１１１１１１１１１１年年年年年年年年年年生生生生生生生生生生》》》》》》》》》》 《１年生》
教科間で関連づけて食について楽しく学ぶことに
重点をおき、 給食を生かした学習をしています。

かもうりを手に給食指導をする
（学級担任）

食生活学習教材で学習 図工
体にいいうどんをつくろう

おかあさんへ
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《《《《《《《《《《４４４４４４４４４４年年年年年年年年年年生生生生生生生生生生》》》》》》》》》》 《４年生》
給食のごみのゆくえについて考えたり、古代米
の栽培をして、食べ物を育てる大変さ、大切さ
を学びました。

《《《《《《《《《《３３３３３３３３３３年年年年年年年年年年生生生生生生生生生生》》》》》》》》》》 《３年生》
総合的な学習の時間に食を通して、国際理解（韓
国について知ろう）を深めることや大根作りを
行いました。

バケツのたんぼづくり もみ殻の中から黒い米大根の芽をまびく 大根畑

《《《《《《《《《《６６６６６６６６６６年年年年年年年年年年生生生生生生生生生生》》》》》》》》》》 《６年生》
社会科や総合的な学習の時間を通して、食生活
について考え、家庭科で朝食にあうおかずの調
理実習を行いました。

《《《《《《《《《《５５５５５５５５５５年年年年年年年年年年生生生生生生生生生生》》》》》》》》》》 《５年生》
調べ学習を中心に児童の自主性を生かした学習
とゲストティーチャーによる学習を行いました。

地域生産者の授業（エコ米）かつお節をけずる
だしのとり方 （出前授業）

朝食にあうおかずづくり平和学習　壁新聞
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　児童の自主性を活かしつつ、家庭にも協力していただいています。

すくすく通信
による
健康管理
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食育キャラクター������
泉州特産物の水なすに、山直北小学校の
「山」「北」が頭と足の部分に合体したもの。
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　食育推進の一環として、食に関わる夏休みの宿
題を出しています。
①朝食モリモリ野菜バリバリのポスター
②食生活に関わる標語
③山北小の食育キャラクター
④朝食レシピ
⑤食に関わる自由研究

食育キャラクター「ナッキー」
・食品キャラクターの作品３００点以上の中から、学
級担任・食育担当者が選んだ最優秀作品を山直北
小学校の食育キャラクターに決定しました。
・名前の公募を行い「ナッキー」に決定しました。

食育宿題

・ねらいの中の数字について
文部科学省 （平成１９年３月） からでた「食に関す
る指導の手引き」 １０１ページの指導案を本校用
にアレンジして作成したものです。
 （詳しいことは手引き
　　　　　　９５～９７ページを見て下さい。）
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　平成１９年４月より、栄養教諭実践モデル校の取り組みをスタートしました。本校では、幼稚部から高
等部専攻科までの全学部に対し、食に関する指導の取り組みを行いました。平成１９年度の取り組みを一
部ご紹介します。

１．学校の概要
　全国で６９校、大阪府で２校しかない視覚支援学校(盲学校)の一つです。
幼稚部３歳児から、高等部専攻科まで計１３９名の幼児児童生徒が在籍して
おり、年齢層にかなりの幅があります。
　自宅からの通学生以外に、本校併設の寄宿舎の寮生と児童福祉施設からの通学生とが在籍し、生活環
境もかなりの違いがあります。寄宿舎は、学校給食だけでなく、寄宿舎食（朝食・夕食）も提供してい
ます。
２．実践内容について
　本校は、学級数や学級人数が少ないため、個々の幼児児童生徒に合わせ個別に近い内容で食に関する
指導を進めていきました。指導に際しては、点字資料作成や拡大本の活用・実物の提示等創意・工夫を
凝らし、特に、全盲の生徒にも触覚で働きかけるような分かりやすい教材等を作成し、指導にあたりま
した。また、野菜や魚などの元の形を知る機会が少ない幼児児童生徒もいるため、学習の中で実物の掲
示は必要不可欠です。それらを考慮に入れながら実践していきました。

　幼稚部では、毎月クッキングの時間などで食育に取り組んでいます。子どもたちは自分
たちで育てた大根を収穫し、ふろふき大根を作って食べました。
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　小学部を対象として「えんどう豆
の皮むき」を体験させ、翌日給食で
使用しました。皮むき体験の様子は
食堂内で放送し、教室で食べるクラ
スには臨時給食便りを発行しました。
また、校内の掲示板には、「食育だよ
り」を掲示し、保護者にも食育への
取り組みを紹介しました。

栄養教諭実践モデル校としての取り組み栄養教諭実践モデル校としての取り組み
－望ましい食習慣の確立をめざして－－望ましい食習慣の確立をめざして－

大阪府立視覚支援学校大阪府立視覚支援学校　栄養教諭栄養教諭 寺中 純子　寺中　純子

「栄養教諭実践モデル校」「栄養教諭実践モデル校」
学校で食育を推進するために学校で食育を推進するために

としての取り組みについてとしての取り組みについて

畑で大根を収穫 たらいの中で
一つ一つ丁寧に洗います。

次の日にふろふき大根を
作りました

豆むきの様子 食育だより
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　幼稚部では、毎月クッキン
グの時間などで食育に取り
組んでいます。子どもたち
は自分たちで育てた大根を
収穫し、ふろふき大根を作っ
て食べました。

上手にさつまいもを
切っています。

　「野菜を知ろう」というテーマで、府立学校栄養士研究会
の研究授業を行いました。大根とかぶ、ほうれん草と小松
菜、水菜としろな、キャベツとレタス、ねぎとニラを見分け
る学習などを行いました。

さつまいもの皮むき
めっちゃむずかしい！

白玉団子作りに挑戦さ
せました。
自分で作った団子は
とってもおいしいと大
好評でした。

学校給食だより／第17号 平成20年7月1日
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３．その他の取り組み
　「学校給食週間」の取り組みとして、各学部のリクエスト給食を実施しました。アンケート結果から一
番リクエストが多い献立が給食に登場しました。

４．おわりに
　栄養教諭モデル校として全体計画作成から始まり、ゼロからのスタートでしたが、各学部の協力によ
り、平成１９年度はなんとか終えることができ、あっという間の一年でした。
　本校の幼稚部や小学部では、積極的に食に関する授業をしており、一緒に授業を展開する機会がたく
さんありました。これらの活動の中で、幼児・児童の実態などが把握でき、食に関する指導の授業形態
が整いました。また、活動することにより、子どもたちとの日常的な交流も深まりました。まだまだ栄
養教諭２年生。前年度の反省をもとに今年度はいろんなことにチャレンジしたいと思っています。

子どもたちは、魚（鯖）
を一人一匹ずつさわり、
内臓も自分たちで取り出
しました。

�������	
�������	
�����

魚の内臓をさわるのは、
はじめてです！

調理実習を行いました。
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玉ねぎのみじん切りも
手際よくできました。

いただきま～す。
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　「清涼飲料水に含まれる砂糖と食品添加物
について考えよう」などのテーマを設定した
授業を実施しました。
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　「疾病と食事(糖尿病・腎疾患・肝臓疾患を
中心に)」などのテーマを設定した授業を実施
しました。

中学部の
リクエスト献立

メニューは、 
 「しゅうまい」と
 「当日の給食のメニュー （野菜スープ）」
 です。

・オムライス
・キャベツのスープ
・いちご
・牛乳
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　島本町は大阪府の北部、京都府に隣接する所に
位置し、近くにはサントリー研究所、大山崎蒸留
所があり、自然豊かで水のおいしい所として知ら
れている。
　給食における地場産野菜の使用は前任校である
島本町立第三小学校での事である。地場産野菜の
使用が始まったのは、平成１２年度からで、使用し
ているのは町内でも第三小学校のみ、今年で９年
目になる。お米は町内全校において高槻・島本産
の「ひのひかり」を使用している。
　野菜の納品は校区内の生産者からで、翌月の野
菜の発注は使用野菜の種類と数量を作成し、その
中から納品できる野菜を選びます。そして、使用
日の朝に納品して給食で使用する方法で実施して
いる。天候等により予定数量が見込めない場合は
連絡があり、野菜業者へ発注をしている。
　納品される地場産の野菜の種類は、玉葱、人参、
大根、ほうれん草、じゃがいも、小松菜、青葱、
白菜などで、季節により種類、使用頻度、使用量
に変動がある。これらは、もちろん形も大きさ、
天候に左右され、調理作業の手間もその状態で左
右される。また状態によっては、万が一腐りなど
で廃棄が多すぎたらと、発注量より少し多い目に
納品する。
　児童へは、地場産野菜の使用日を毎月の献立カ
レンダーに載せる。納品時の姿や畑の様子の写真
が撮れた時は、ランチルームに掲示する。また、
地場産野菜を給食に使用するだけでなく、学校と
生産者を含めた地域住民との連携も同時に始まり
今も続いている。

�������	
�

　近くの水田で米作りをする。収穫された米は、
新米給食として使用し、全校で新米のおいしさを
味わう。５年生は、お世話になった方を招いて会
食をする。残ったお米は、家庭科、学年行事で
使ったりする。
�������	
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　学校隣の畑で夏野菜（キュウリ、トマト、とう
もろこし、なす、すい
か、かぼちゃ）を栽培
する。
１学期終業式の日に、
「スイカパーティー」
と称し、お世話になっ
た方を招いてスイカを
食べながら交流する。
収穫野菜は、栽培を担当した委員会、クラブの児
童が持って帰る。

　校区内に協力してくださる生産者がいることは
大変ありがたい話である。生産者も高齢化してい
るので、いつまで給食に使用できるかと言う不安
もあるが、児童と地域
住民の方との連携など
をも通して、野菜の姿
やとれたての味がわか
り、食育が深まる事を
願っている。

カルシウム食塩相当量脂質たんぱく質エネルギー

３０４ mg２． ３ g１４． ４ g 
（２３． ０％)２５． ５ g５６３ Kcal

食物繊維ビタミン
Ｃ

ビタミン
Ｂ２

ビタミン
Ｂ１

ビタミン
Ａ鉄

２． ８ g９ mg０． ５３ mg０． ２０ mg３５５μｇ RE４． ２ mg

栄養価 （中学年）・ごはん　・牛乳　・鯨の竜田揚げ
・ひじきの炒め煮　・すまし汁
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学校給食と地産地消

本日のメニュー

（元）三島郡島本町立第三小学校（元）三島郡島本町立第三小学校
（現）三島郡島本町立第二小学校（現）三島郡島本町立第二小学校
学校栄養職員学校栄養職員 亀谷 たくみ　亀谷　たくみ

学校給食だより／第17号 平成20年7月1日
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行事案内

日　時　　平成２０年７月３１日 （木）
　　　　　　　　　８月１日 （金）

会　場　　大阪パン会館
　　　　　（大阪市中央区内久宝寺町）

対　象　　小学生とその保護者
　　　　　　　　　各１名の１０組×２回

�������	
 �������

日　時　　平成２０年８月７日 （木）～
　　　　　８月８日 （金） の２日間

会　場　　大阪パン会館
　　　　　（大阪市中央区内久宝寺町）

対　象　　栄養教諭・学校栄養職員
　　　　　学校給食関係者　定員２０名

おおさか食育フェスタ２００８

　大阪府の食育について府民の理解を深めると共に、
子どもと保護者のみならず、食に関心が薄い世代等も
楽しめる参加型イベントです。

日　時　 平成２０年８月２６日 （火）
　　　　　　　　　　午前１０時～午後６時
会　場　　そごう心斎橋本店　１４階
＊「財団」として試食・展示・体験等で出席する予定です。

学校給食用物資展示試食会

大阪の子ども達の健やかな成長を願って
私たちは学校給食の食育を応援します。

◆パン・米飯・一般物資の展示及び試食
　ビデオ・DVDおよび図書の展示・貸出します。

テーマ

「食　育　応　援　団　宣　言　!!」

日　時　 平成２０年７月２９日 （火）
　　　　　　　　午前１１時～午後３時
会　場　　ホテルアウィーナ大阪　金剛の間

第４９回全国栄養教諭・
　　　　　学校栄養職員研究大会

日　時　 平成２０年７月３１日 （木）
　　　　　　　　　　　　～８月１日 （金）
会　場　　福岡県久留米市
　　　　　　　　　石橋文化センター

第６２回大阪府学校給食大会

学校給食に功績の顕著な

学校及び個人を表彰します。

日　時　 平成２０年７月２４日 （木）

　　　　　　　　　　　　午後１時　開会

会　場　　大阪市中央公会堂 （大阪市北区中之島１-１- ７）

講演者　　吉原ひろこ氏　料理研究家・食育 （給食育） 研究家
　　　　　　（朝日新聞大阪版「学校給食食べ歩記」連載中）

演　題　　「学校給食食べ歩きから見た
　　　　　　　　　　給食の明るい未来へのポイント」
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平成２０年度パン・米飯指定工場事務連絡会を実施しま
した。（４月７日）
　「すべての子供に安全でおいしい給食を！」をテーマ
に当財団、食品衛生担当の藤原参事が３２工場代表者を
対象に講演しました。

【内容】
１．食中毒・食品の事故の現状
２．巡回調査について
３．異物混入の現状および防止対策
４．自主衛生管理（５Ｓ活動の徹底）

平成１９年度第２回パン品質審査会の表彰も行いました。これからも安全でおいしいパンをよろしく
お願いします

講師の藤原参事３２工場、全工場が出席しました

５Ｓとは・・・

整理・整頓・清掃・
清潔・習慣づけ

行事報告

財団の地場産物取扱商品紹介

最優秀賞
西田製パン所

優秀賞
関西食品工業(株)

優秀賞
ケイアンドケイフーズ(株)富田林工場

優秀賞
ウエダパン(株)

ＳＮ食品研究所
配送 （直送物資） 製造

(株)田中食品興業所

生米に対して約４３％の割合で炊き込んで下さい。
<目安：生米７ｋｇに対して、本品を３袋 （３ｋｇ） 使用>
水加減は不要です。

召し上がり方

☆大阪府産たけのこと大阪府産しいたけを使用した 炊き込みごはんの素です。
☆ごぼう、にんじんは国産のフレッシュを使用しています。
☆醤油は国産原料を使用した無添加醤油 （アルコール不使用） です。
☆エキスは使用せず、利尻昆布のだし・国産のかつおだしを使用した上品な味わいです。

製品特徴

かかかかかかかかかかかかかかややややややややややややややくくくくくくくくくくくくくくごごごごごごごごごごごごごご飯飯飯飯飯飯飯飯飯飯飯飯飯飯のののののののののののののの素素素素素素素素素素素素素素かやくご飯の素

単独校センター品番
１， ２９３円１， ２５１円Ｂ３００

売渡価格  １kg

Ｏ－１５７セレウス菌耐熱生菌数黄色ブドウ球菌大腸菌群一般生菌数検査項目
（－）（－）（－）（－）（－）＜300/ｇかやくご飯の素

検査結果
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原料配合・栄養成分・アレルギー情報
がわかる物資登録申請書が掲載され
ています。
７月ごろ配布予定です。

バージョンが
新しくなり
マニュアルも
改訂されました。

ご希望の方は
財団担当 （奥田） まで
ご連絡お願いします。

特定保健用食品 （トクホ） のマーク
「血圧を正常に保つことを助ける」「おなかの調子を整えるのに役立つ」など、健康への作用を
持つ成分を含んでいて、有効性や安全性が科学的に証明されていることを国が認めている食品
に付いています。このマークが付いていない食品には、上に書かれているような健康への作用
を表示してはいけないことになっています。 

条件付き特定保健用食品のマーク
特定保健用食品と比べて、有効性が十分に証明されていないけれども、ある程度の有効性が確
認されている食品に付いています。

特別用途食品のマーク
乳幼児の発育や、妊娠中、授乳中、高齢、病気の方などの健康の保持や回復などに適している
食品に付いています。

HACCPのマーク
HACCPシステムによって衛生管理していると厚生労働大臣が承認した工場で作られた「乳・乳
製品」「清涼飲料水」「食肉製品（ハム、ソーセージなど）」「魚肉練り製品（かまぼこ、魚肉ソー
セージなど）」「容器包装詰加圧加熱殺菌食品（缶詰、レトルト食品など）」に付いています。

地域特産品認証マーク （Eマーク） 
その地域で生産された原材料で作られた特産品に付いています。

�
�
�
�
�
�
�
	


�
�
�

�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
	


�
�
�

�
�
�
�
�

平成２０年度一般物資取扱商品ＣＤを配布します！

学校給食栄養管理システムインストールについて
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