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公益財団法人福岡県学校給食会

福岡県筑紫野市紫3丁目1番1号
TEL.092-923-3322
ホームページ
https://www.fukukyuu.or.jp
広報紙「給食福岡」

＊回覧をお願いします＊
（回覧時に御活用ください）

【学校におかれましてはPTA会長様に1部お渡しください】 本紙は、給食会ホームページに掲載しています。

検 索

就任のごあいさつ

公益財団法人福岡県学校給食会
理事長 辰田 一郎

このたび、４月１日付で公益財団法人福岡県学校給食会理事長に就任い
たしました。西牟田前理事長同様、どうぞよろしくお願い申し上げます。
令和２年の始めごろから広がりをみせた100年に一度の疫病といわれる新型コロナウイルス感染症は、
あっという間に全世界に広がりました。ワクチン接種も進み、治療薬も開発され、社会活動との共存も始
まりましたが、未だに終息への道のりは遠いようです。おかげで私たちの日常生活では、マスクの着用、
こまめな手指の洗浄・消毒、検温、黙食などが当たり前といわれるようになりました。学校内でも、従来
ならば給食の時間は友達と語らいながら楽しく食事する時間でしたが、今は前を向いて黙って食べる時間
となっています。その中でも、感染防止対策をとりながら日々の給食を通して工夫を凝らした指導がなさ
れていることに感謝申し上げます。
オミクロン株の感染拡大やウクライナ情勢などにより、様々な物資の価格が値上がりしています。更に、
今後も加速が予想される資源価格の上昇や大幅な円安の影響で、物資価格の値上げが見込まれています。
しかしながら、福岡県学校給食会は公益法人の責務として、物資流通改善対策事業により年間の予約をい
ただいた物資については、年度内の価格改定は原則行わないという方針の下、全力で事業に取り組んでま
いります。
これからも安全安心な物資の安定供給及び価格の抑制に努め、更に、地産地消に対応
した物資の供給や開発などを充実させていきたいと考えています。また、学校給食の普
及充実に関する事業及び食育の推進支援も継続していきたいと考えていますので、前任
者同様に特段の御指導、御支援を賜りますようよろしくお願いします。

学校における食育の推進について

福岡県教育庁教育振興部体育スポーツ健康課

【国の動向について】
食育の推進を国民運動として総合的、計画的に推進するため、平成17年に施行された「食育基本法」に基づく
「第４次食育推進基本計画（令和３～７年度）」が令和３年３月に出されています。その中に「食は命の源であり、
私たち人間が生きていくために食は欠かせない。また、国民が健康で心豊かな生活を送るためには、健全な食生
活を日々実践し、おいしく楽しく食べることやそれを支える社会や環境を持続可能なものにしていくことが重要
である。」とあり、地域、学校、企業を含む民間団体等が家庭と連携協働し、食育を主体的に推進していく大切さ
が記されています。
その背景には、
「健康寿命の延伸、生活習慣病の予防にかかる栄養バランスに配慮した食生活の構築」、「古くか
ら各地で育まれてきた地域の伝統的な食文化の消失」、「農林漁業者の高齢化や農山漁村人口の減少」、
「食料自給
率の低迷、食品ロスの大量発生」等、我が国の食をめぐる環境の大きな変化による様々な課題があります。
そこで、推進する内容を「家庭における食育の推進」「学校、保育所等における食育の推進」「地域における食
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育の推進」等、７つに整理されました。
「学校、保育所等における食育の推進」では、取り組むべき施策に、「食に関する指導の充実」、「学校給食の充
実」、「食育を通じた健康状態の改善等の推進」、「就学前の子供に対する食育の推進」の４つが挙げられました。
「食に関する指導の充実」では、学習指導要領や第４次食育推進基本計画に基づき、学校の教育活動全体を通じて
主体的に行動できる子供を育成するための食育を組織的・計画的に推進することが大切であると示されています。
そのために、栄養教諭・管理栄養士等を中核として、学校の食に関する指導に係る全体計
画の策定、教職員間や家庭との連携・調整等を行い、関係者が連携した体系的・継続的な
食育を推進していかなければなりません。これから、「食に関する指導の時間」が十分に確
保されるよう、栄養教諭を中心とした教職員の連携・協働による「学校の食に関する指導
の全体計画」の確実な作成や内容の充実を図っていくことが学校における食育の推進で求
められています。

【福岡県の食育の取組について】
福岡県教育委員会は、学校における食育を推進するため、学校給食等に関する教育諸課題について実践的に研
究し、その成果を県下の公立学校に広く普及啓発するため、福岡県学校給食研究指定委嘱事業を行っています。
指定委嘱校は２年間、学校における食育に関する研究に取り組み、その成果や課題をまとめ、報告書や発表会で
県下に広めています。令和３年度は、１１校が取り組みました。
また、令和２、３、４年度は福岡県重点課題研究指定委嘱事業として、福津市立神興小学校と上毛町立南吉富
小学校において「学校における食育の推進」について研究を推進しています。推進校は、「栄養教諭を中心に、全
職員が連携・協働した食育の推進体制づくり」、「学校・家庭・地域が連携した食育に関する取組」、「組織的・計
画的に食育を推進するための全体計画づくり」の３つの視点で取り組んでおり、学校における食に関する指導の
全体計画や学習カリキュラムの作成・整理、栄養教諭を中心とした食育の進め方や地域や家庭との連携などにつ
いて究明し、学校で食育を推進する上で参考になる内容になっています。
福岡県教育委員会は毎年、「食に関する指導」等の状況調査を行い、学校における食育推進の状況を把握してい
ます。令和３年度の調査結果では、食に関する指導の全体計画は県内小・中学校全ての学校で作成されているこ
とが分かりました。しかし、栄養教諭と学級担任が連携した給食の時間における食に関する指導については、「実
施できた」の割合が、小学校33.7％、中学校36.3％でした。また、栄養教諭等の食に関する指導の授業への参画
については、「参画できた」の割合が、小学校35.6％、中学校27.9％と、「給食の時間における食に関する指導」
や「栄養教諭等の食に関する指導の授業への参画」について６割から７割の学校が何らか不十分さを感じている
ことが分かりました。この指導の充実を図るためには、組織的、計画的な計画の見直し、整理が必要ではないで
しょうか。国の動向でも触れましたが、食に関する指導の全体計画を見直し、学校の教育活動全体を通じて子供
が主体的に行動できるように育成していかなければなりません。
福岡県では、子どもが作る「ふくおか弁当の日」についても推進しています。令和３年度の「食に関する指導」
等の状況調査では、子どもが作る「ふくおか弁当の日」を実施している学校は、小学校24.3％（前年度24.3％）、
中学校28.7％（前年度42.9％）となっており、新型コロナウイルス感染症による学校行事や教育活動の制限など
が影響していると考えられます。しかし、「ふくおか弁当の日」は、食事を作る楽しさや達成感を味わうことがで
きたり、家族間のコミュニケーションを深めることができたりと、食への関心を高め、食に対
する感謝の気持ちを育てることができる取組の一つであり、食に関する指導の全体計画に計画
的に位置付けることで、学校における食育の推進を図ることができるはずです。
福岡県教育委員会では、さらに学校、家庭、地域に啓発を進め、子供や家庭の食育に対する
関心を高めることや主体的に行動できる子供の育成を目指していきます。
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令和３年度

福岡県学校給食レシピコンクール
主催

福岡県教育委員会・公益財団法人福岡県学校給食会

「福岡県学校給食レシピコンクール」は、学校給食の意義や福岡県産食材への理解を深めると
ともに、食に関する興味・関心を高めることを目的として、中学生を対象に「わたしがつくる
『福岡』の学校給食」をテーマに学校給食レシピを募集するものです。
福岡県産の食材を効果的に活用していること、栄養バランスがとれていること、色どりや料理
の組合せがよいことなどを審査の基準とし、応募総数2,058点の中から最優秀賞1点、優秀賞3
点、優良賞6点が選出されました。（受賞者の学年は、令和３年度の学年です。）

最優秀賞

映えます！夏野菜たっぷりランチ
献

立

使用した
県産品

志免町立志免東中学校 ２年

藤井 真央 さん

・麦ご飯 ・タラのムニエル〜カレー風味の夏野菜を添えて〜
・梨とキャベツのサラダ ・わかめと卵の中華スープ ・牛乳
・トマト ・オクラ
・きゅうり ・卵

・パプリカ

・なす

・キャベツ

・梨

料理を作ってみて給食は、栄養素のことだけでなく彩り、旬、
おいしさなど、
たくさんの
ことに気を付けなければいけないことがあると分かりました。
また、少し意識してみると、身の回りには福岡県産の食材がたくさんあることに気付
き、地元の食材を使った料理を作り、食べることができたことが大変うれしかったです。

優 秀 賞

笑顔あふれるおいしい給食
献

立

使用した
県産品

北九州市立門司中学校 １年

岐部 杏樹 さん

・ご飯 ・肉だんごと野菜のヒラヒラスープ
・ベーコンとシャキシャキアスパラの炒め物
・レンコンとサツマイモのコロコロ和え ・牛乳
・アスパラガス

・小松菜

・さつまいも

・たまねぎ

自分で献立を一から考えて、炒め方や野菜の切り方などアレンジするのが、
とても大
変でした。でも、自分が作ったものを家族が「おいしい!!」
と笑顔で食べてくれたので、大
変さの中に嬉しさがあることが分かりました。
この料理を作ることで、毎日食事を作ってくれる家族のすごさに改めて気付きました。

優 秀 賞

小・中学生 苦手野菜をおいしく食べよう学校給食!!
献

立

使用した
県産品

宗像市立日の里中学校 ２年

末永 匠雲 さん

・ご飯 ・チキンソテーのラタトゥーユ添え
・オクラの胡麻和え ・セロリとちくわのピリ辛和え
・モロヘイヤと豆腐のスープ ・牛乳
・なす

・オクラ

・モロヘイヤ

・ピーマン

夏が旬の小、中学生に苦手意識のありがちな野菜を取り入れました。
切り方や手順、色合いや栄養バランスを考えるのはとても難しかったけれど、自分で
作った料理はおいしかったです。
いつも料理を作ってくれる家族に感謝！
！

優 秀 賞

夏バテ解消食欲が出る学校給食

八女市立見崎中学校 １年

立

・栗ご飯
・みそ汁

・とりとササミのチーズ巻き
・もも ・牛乳

使用した
県産品

・しめじ

・トマト

献

・じゃがいも

西村 舞羽 さん

・豆サラダ

・ねぎ

・白菜

ササミの中にキムチやチーズを入れることで、暑い夏にも食欲が出て、たくさん食べ
ることができました。みそ汁にしめじをたくさん入れることで味がよくなり、体の中もき
れいになりそうです。
食欲がないときでもたくさん食べることができるメニューだから、学校給食にぜひ取
り入れてほしいです。
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優 良 賞

優 良 賞

優 良 賞

夏野菜たっぷり肉みそ炒め

野菜がとれる
ヘルシーな給食

夏バテを吹き飛ばそう給食

北九州市立門司中学校

北九州市立門司中学校

大野城市立大野東中学校

２年

藤澤 怜央 さん

・ピーマン
・たけのこ
・トマト

小野 叶温 さん

・鮭としらすのまぜご飯
・れんこんの肉づめあんかけ
・たことキュウリのマリネ
・具だくさんみそ汁
・マスカット ・牛乳
・マスカット
・きゅうり

まぜご飯に大葉を入れたり、あんを冷やした

たけのこは、有名な合馬産を使いま
した。たくさんの野菜を食べやすく調理
したメニューです。

優 良 賞

使用した
県産品

・ご飯 ・牛肉とピーマンとたけ
のこのオイスターソース炒め
・トマトとズッキーニのバターポ
ン酢炒め
・さつまいもとネギのごまみそ汁
・牛乳

２年

立

使用した
県産品

夏野菜のたっぷり肉みそ炒めは、野菜と肉に
みそがしっかりからみ、いい具合に味付けがで
きました。
トマトと卵のスープは、コンソメで味付けをしまし
た。具材が柔らかくておいしく出来上がりました。

立

使用した
県産品

・なす
・トマト

献

立

・たけのこ
・ピーマン

立山 瑞月 さん

献

献

・ご飯
・夏野菜たっぷり肉みそ炒め
・オクラのゆかり和え
・トマトと卵のスープ ・牛乳

３年

りしたおかげで、夏でも食べやすかったです。弟
に「おいしい」と言ってもらえて、たくさん入れた
野菜も完食してもらえたのがうれしかったです。

優 良 賞

優 良 賞

みんな大好き!!たっぷり
夏野菜のイタリアン風！

夏野菜たっぷり酢豚定食

海の幸バリ給食

新宮町立新宮中学校

新宮町立新宮中学校

新宮町立新宮中学校

１年

河添 友香 さん

岩下 優里 さん

使用した

食材の火の通り方の違いによって切り方
を変えたり下茹でをして炒める時間を短く
したり工夫しました。味見をしたときに、コ
クが足りないと思い、オイスターソースを加
え、味わい深く仕上げることができました。

県産品

・モロヘイヤ
・空芯菜

立

・きのこご飯
・夏野菜酢豚
・オクラとモロヘイヤのおひたし
・ナスのみそ汁
・牛乳

１年

献

使用した

県産品

使用した

県産品

野菜やお豆をたくさん使ったメニューで、
地元の野菜を使っておいしい料理ができ
ました。これからも、福岡の食材に注目して
地産地消を目指していきたいと思います。

立

立

・なす ・ブロッコリー
・ミニトマト ・たまねぎ

献

献

・ご飯
・ごろごろナスミート
・ブロッコリーとれんこん貝柱
のサラダ（ごまドレあえ）
・お豆と野菜のコンソメスープ
・牛乳

１年

渡邊 礼央 さん

・わかめしらすご飯
・タラのオリーブオイル焼き
・豚肉と野菜のスープ
・オクラとトマトのツナ和え
・大根とにんじんの煮物
・巨峰 ・牛乳
・オクラ ・トマト
・白菜 ・しめじ ・巨峰

海の近くに住んでいるので海の幸を
多く使いました。
カルシウムの多いしらすをご飯に入
れたのがポイントです。
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受取においては、知的障がい教育部門の小・中学部で配膳
ワゴンが導入されました。そのことにより、握力が弱い児童生
徒も教員と一緒に安全に給食当番活動ができるようになって

給食室より児童生徒の姿を見つめて

います。学年が上がり、中学部や高等部になると、生徒同士で
運搬するクラスを声に出して確認し、教員の指示を待たずに、
自分たちで考えて活動ができるようになってきました。
さらに、

福岡県立築城特別支援学校

小学部の受取が遅くなった際には、先に行かせて、早く給食が

栄養教諭

食べられるように配慮してくれます。

宇野 満喜子

返却においては、児童生徒が食缶や食器等を種類別に分類
しています。食器を丁寧に扱い、種類別に正しく分類する活動
私が勤務する築城特別支援学校は、肢体不自由教育部門と

は、高等部卒業後の就労に向けて大切な能力となります。
また、

知的障がい教育部門があり、小学部から高等部の児童生徒約

他のクラスの片付けを手伝う児童生徒も多くいます。

240人が在籍する京築地区唯一の特別支援学校です。教職員

給食の受取時と返却時に調理員さんへの「いただきます」

数も多く、約380食の給食を提供しています。食べる事が好き

「ごちそうさまでした」の挨拶や、順番待ちをしているクラスへ

な児童生徒が多く、朝の会では、給食の献立を確認することを

の「お待たせしました」の言葉掛けも増築前から続けて行われ

楽しみにしています。

ています。

本校では、令和2年の2学期に児童生徒数の増加に伴う給食

コロナ禍で教育活動に制限がありますが、給食は毎日実施

室増築工事が行われました。増築部分は明るく、配膳場所も広

されています。その中で、給食室が社会性や感謝の心を養う大

くなりました。翌年度、新校舎の運用が始まると同時に給食の

切な場所となっています。
これからも、教職員と協力し、栄養教

受取および返却方法が変更になりました。

諭の立場から教育活動の充実に努めていきたいと思います。

ー
ュ
ニ
メ
め
おすす
もやしときゅうりのシャキシャキサラダ

もやしときゅうりの食感を楽しめるサラダです。夏
には地域でとれたきゅうりを使い、少し分量を増やし
て作ります。ツナ、マヨネーズ、ごま油で味付けをす
ることで、野菜が苦手な児童もおいしく食べることが
できます。

川崎町立川崎小学校（川崎町学校給食センター）

塚本 涼香

栄養教諭

材

料

〈１人分〉

〈4人分〉

●もやし

40ｇ

160ｇ
（3/4袋）

●きゅうり

10ｇ

40ｇ
（1/2本）

●にんじん

8ｇ

32ｇ
（1/3本）

●ツナ

8ｇ

32ｇ
（1/2缶）

●マヨネーズ

6ｇ

24ｇ
（大さじ2）

●薄口しょうゆ

1ｇ

４ｇ
（小さじ2/３）

●酢

0.6ｇ

2.4ｇ
（小さじ1/2）

●ごま油

0.6ｇ

2.4ｇ
（小さじ2/3）

●すりごま

0.5ｇ

2ｇ
（小さじ1）

作り方
①きゅうりを２㎜幅の半月切り、にんじんを４㎝長さの千切り
にする。

②もやし、きゅうり、にんじんをそれぞれ茹で、水で冷ます。

献立例

ごはん・ヤンニョムチキン・もやしときゅうり
のシャキシャキサラダ・わかめスープ・牛乳

栄養価１人分

③②の水気をしっかり切り、油切りしたツナ、調味料を入れて
和える。

④最後にすりごまを混ぜる。

エネルギー64kcal たんぱく質3.2ｇ 脂質4.7ｇ 食塩相当量0.4ｇ カルシウム17㎎ マグネシウム13㎎
VA（RAE）60㎍RAE VB₁0.04㎎ VB₂0.03㎎ VC3㎎ 食物繊維総量1.1ｇ 亜鉛0.2㎎
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鉄0.3㎎

令和 3 年度 学校給食フェア 報告

「特別 講 座

オ ンラ イ ン 料 理 教 室 」 を 開 催

「学校給食フェア」は、学校給食の意義やねらい、学校給食用物資の安全性等について理解を深めると

ともに親子等で楽しく体験することをとおして「食」に関する興味・関心を高め、家庭における食生活

の改善や子供たちの望ましい食習慣の形成に寄与することを目的として福岡県教育委員会、公益財団法
人福岡県学校給食会、福岡県学校栄養士会の主催で開催しています。

例年、料理教室の他、食に関する体験活動や展示、クイズ大会などを行っていますが、令和３年度は新

型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から内容を料理教

室に限定し、
オンラインにより３月６日（日）に行いました。
講師には料理研究家の佐藤彰子先生をお迎えし、「福岡

県産品を使って家族で楽しくお料理しよう」というテーマ
で２つのコースを設け、第１回（初心者コース）は 15 組
が「季節の野菜たっぷりおみそ汁」を作り、第２回（経験

者コース）は 13 組が「魚のみそホイル焼き、菜の花のご
ま和え、春のお吸い物」を作りました。

講師と参加者（小・中学生とその保護者）をオンライン

会議アプリ（Zoom）でつなぎ、画面越しに講師による作

り方や使用する食材の説明を熱心に見聞きし、途中、質問
も交えながら自宅の台所で楽しく料理を仕上げました。

料理教室で使用した福岡県産の食材（一例）

料理教室終了後に参加者からは、「一つ一つ丁寧な説明

でわかりやすく、子供たちも楽しく料理ができた。」、「い

りこと昆布からだしをとることで優しい味のおみそ汁がで
きた。」、「他の材料でアレンジしてまた作りたい。」、「買い

物でも子供と一緒に福岡県産の食材を選ぼうと思った。」
などの感想が寄せられました。

なお、２つのコースの様子は YouTube にて動画配信し

ています。また、各コースのレシピは、福岡県学校給食会
ホームページに掲載しています。

第 2 回 ( 経験者コース ) の献立

オンライン配信中の料理教室
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表紙の
写真は…

学校給食調理講習会（保護者対象）
みやま市学校給食 会

みやま市は、平成19年1月に山門郡瀬高町、山川町、三池郡高田町が合併して誕生した市で、山川みかん、茄子、セ
ロリ、苺等の栽培が盛んな地域です。
みやま市学校給食会は合併と同時に誕生し16年目を迎えました。現在の主な活動は、学校の巡回指導、夏休み料理
教室（児童生徒対象）、学校給食調理講習会（保護者対象）の実施などです。新型コロナウイルス感染症の影響で、
令和3年度もなかなか事業が実施できませんでしたが、県給食会の食育推進事業の中で唯一、「学校給食調理講習会」
を行うことができました。当講習会は、学校と家庭の連携を図り、学校給食に対する理解と認識を深め、子どもたち
の望ましい食習慣の形成に寄与する目的で、PTA役員の方々に調理実習と講演を行っています。例年は、1日で実施し
ていましたが、新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受け、密を避けるため2日間に分け、検温、健康チェックシー
トで参加者の健康状態を確認する等できる限りの感染対策を行い実施しました。
調理では、災害時のポリ袋レシピとして「ごはん、肉じゃが、卯の花サラダ、蒸しパン」を作りました。例年は、学
校給食献立を調理していましたが、今回は感染対策を兼ねポリ袋でも作ることができる献立としました。講演では、
しょくぢから

「食力」と題し、食の大切さ、学校給食の献立の趣旨や減塩のことなどを市内の栄養教諭から話してもらいました。
参加者からは、「食の大切さを知ることができ、子どもの心や体の成長に関することがわかりました」「食を通して
子どもを育てる事を日頃から考えていたので改めて食＝生きる力だと思いました」「朝食に菓子パンやおにぎりが多
いので考えさせられました。みそ汁を作って食べさせようと思いました」「ポリ袋料理が美味しかった」などの感想
をいただきました。
今後も引き続き新型コロナウイルス感染症対策が求められます。私たちを取り巻く環境に対応しながら、子どもや保
護者に食の大切さや学校給食が大切にしていること等を理解してもらえるような企画を考えていきたいと思います。

Voice

守りたい！子どもたちの楽しい食事の時間
福岡県PTA連合会 副会長
（小郡市立のぞみが丘小学校 前PTA会長）

のぞみが丘小学校は、令和２年４月より自校式給食

食事をする時以外は必ずマスクを

となりました。しかし、新型コロナウイルス感染症拡

していました。「学校で教わった

大防止での緊急事態宣言が出たため、実際に開始され

の？」と尋ねると「食べる時以外

たのは２か月後。同時に始まったのが感染対策を考慮

はマスクするでしょ！」と当たり

した給食。机を向かい合わせにして、みんなで楽しみ

前というような口調で答えました。その答えに驚くと

ながら食べる給食から、黒板に向かって一人一人で静

ともに、日頃の先生方の指導に感謝でした。当時の感

かに食べる給食に。給食時間に学校に訪れた際、子ど

染拡大の原因は大人たちの会食と報道されていました。

もたちは黙食しながらも、以前と変わらず、笑顔で美

その感染拡大のために多くの学校行事が中止されてい

味しそうに食べていました。しかし、以前のように給

ました。頑張っている子どもたちの大切な時間を私た

食を楽しめているのかと疑問を感じました。遠足もこ

ち大人が奪っていることを申し訳なく思いました。

こ２年、お弁当を持参することもなく、給食を含め「友

子どもたちが楽しく、健やかに学校生活を送るため

達と一緒に食べる」という機会がありませんでした。

には、私たち大人一人一人が、子どもたちの事を考え、

私は「一緒に楽しく食べる」は食育の一部だと思って

感染防止に努める必要があると思います。新型コロナ

います。大人になっても一人で静かに食べる事が当た

ウイルス感染症終息後は、学校生活での食事が以前の

り前となってしまわないかと心配な部分もあります。

ように楽しく、子どもたちの心を育てる時間となるこ

また、以前、家族で外食した際に、小学生の息子が
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とを望みます。

本紙に関する御意見等をお聞かせください。

（給食会ホームページ「お問合わせ」を御利用いただくと便利です。https://www.fukukyuu.or.jp）

