令 和４年３月 日の﹁あさぴースマイル給 食 ﹂
は︑ごはん︑
ツナの甘辛煮︑
ハリハリ漬け︑
じゃが
もちのみそ汁 ︑手巻きのり︑牛乳でした︒食器
は︑児童生徒から募集したイラストが描かれた
強化磁器食器を使用しています

イス︑マーボー豆腐︑ビビンバ︑洋風
団子汁︑イタリアンサラダが人気メ

給食ができるまで
献立は栄養教諭を中心に３カ月前
に素案を作成︒チェックなどを受け︑
アサヒ 尾張旭市学校給食センター

２カ月前には完成します︒

校の約７６００食を 〜
人で調理

では︑市内の小学校９校︑中学校３

佐藤彩栄養教諭は︑学校生活に合

しています︒
わせて献立を工夫︒休み明けの月曜
や煮物︑主食がパンの水曜は洋食︑第

小学

高木和代栄養教諭は﹁家庭の食事
で不足しがちなカルシウムや食物繊
維を補うため︑乳製品︑小魚︑海藻︑
大豆製品などを積極的に取り入れて
います﹂と教えてくれました︒

人気＆名物メニュー
アサヒ 令和３年度のアンケートで

人気だったのは︑１位カレーライス︑
２位ラーメン︑３位揚げパン︑４位ビ
お米のタルトは近隣でも提供され

ビンバ︑５位肉じゃがでした︒

米を使用し︑市のキャラクターである

ていますが︑尾張旭市では市内産の
あさぴーのシールが付いた独自のタ
セト

鶏肉のてりかけ︑カレーラ

ルトを提供することもあり好評です︒

アサヒ 月２回の﹁あさぴースマイ

作った強化磁器食器で︑近隣に先駆

提供︒毎日使う食器は市内の窯元が

のごも︑けんちゃんなどの郷土料理を

と一緒に︑学校給食で笑顔になれるよ

た給食を提供しています︒あさぴー

おかずから７大アレルゲンを除去し

しいと 令 和４ 年 ４月の 献 立 表 から

また︑親子で考えるきっかけにしてほ

くことも多いです﹂と高木栄養教諭︒

応で保護者から感謝の言葉をいただ

﹁食物アレルギーへのきめ細かい対

学校給食
センターの

●野菜の下処理が必要な場合は
７時頃にスタート

早い日は子どもたちの登校前から
準備が始まる学校給食センター︒
１日の流れを紹介します︒

１日

column 1
●洗う︑切る︑煮る︑炒める︑
和える︑揚げるなど
各担当に分かれて調理

●朝礼の後︑
本格的に調理がスタート

７
：00
●各校で給食スタート

●各校では配膳員が給食を
クラスごとに仕分け

積み込み第１便のトラックが出発

● 給食を入れたコンテナをトラックへ

●安全のために
○水の塩素濃度や調理後の
食材の温度の確認
○卵は１個ずつ容器に
割って確認
○野菜は必ず３回洗う など

8：00頃
11：00頃
●食器を湯につけ︑洗浄機にかける

●給食が終わると配膳室に集め
トラックへ積み込み

12：30

は人気メニュー︑調子が出る火曜は魚
２・４木曜は麺︑週末の金曜は新しい
メニューが定番です︒
﹁夏は汁物を増

人で調理︒その他の市内

各校調理のメリットは︑作りたてのお

集しています︒
毎年１月下旬の﹁全国学校

ル給食﹂︒食物アレルギーのある児

けて 年以上前に導入しました︒

また︑給食への関心を高めるため︑

うにという願いが込められています︒

ラムを掲載しています︒

﹁給食から考えるＳＤＧｓ﹂というコ

米飯は業者に委託していますが、瀬戸のごも
（鶏めし）
はセン
ターで火加減を調整しながら炊いています。強化磁器食器は
通常の食器に比べ3倍以上の強度があります

●コンテナごと消毒保管庫に入れ
消毒・乾燥

●洗浄した食器はコンテナへ

●残飯を計量し食缶などを洗浄

13：30すぎ

やしたり︑和え物を冷たくするなど︑
瀬戸市学校給食センターで

季節も考慮します﹂と話します︒
セト

は︑にじの丘中学校を除く市内６中学
〜

校と掛川小学校の約３４００食を
校︑にじの丘中学校︑瀬戸特別支援学
校の計 校は各校で調理しています︒
いしい状態で食べてもらえることです︒

んぴらなどに調理します︒
セト

重労働で大量の汗をかくため︑濃い
童・生徒が︑アレルギーのない子ども

給食週間﹂には︑おちょんぼり︑瀬戸

目の味付けを好んだそうです︒瀬戸
たちと同じものを食べられるように︑

まちならではの取り組み

の子どもたちにも︑鶏肉のてりかけ

ニューです︒
﹁瀬戸焼の窯元の職人は︑

のような甘辛い味付けが人気です﹂

両市とも︑地元でとれた野菜など

毎年﹁あったらいいな こんな給食﹂

と栗田陽子栄養教諭︒

を学校給食に取り入れ︑地産地消を

と銘打って︑子ども達から献立を募

セト

地産地消メニュー

年６月の﹁愛知を食べる学校給食の
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生かした食育を推進しています︒毎

使用したメニューを提供しています︒

日﹂には︑地元産や愛知県産の食材を
アサヒ いちじく︑アレッタ︑ヤーコ

月１回程度は︑瀬戸市産米

見た目はさつまいもに似て
いますが、
シャキシャキとした
食感でサラダにもおすすめ

ン︑大根︑玉ねぎ︑キャベツ︑ねぎ︑
プチヴェールなど︑市内産の野菜を
使用︒ＪＡと﹁尾張旭産直友の会﹂が
給食への長期的な提供に対応できる
よう取り組みを進めています︒
﹁いちじくは新鮮なうちにジャム
に加工︒大学芋にからめたり︑ソース
にして豚肉などに掛けています﹂と
佐藤栄養教諭︒プチヴェールはケー
ルと芽キャベツを掛け合わせた冬野
セト

菜︒サラダなどに調理します︒
の﹁ あいちのかおり ﹂や﹁ミネアサ
ヒ﹂を使用︒
﹁瀬戸市産の米の日には︑
いつもに増して﹃おいしかった﹄とい
市内産の食材は豚肉︑なす︑サト

う声が届きます﹂と高木栄養教諭︒

●洗浄が終了後︑翌日の打合せ

時 間はおおよその目 安です︒尾 張 旭 市と瀬 戸
※
市で異なる場合があります
給食の調理や配
※
送などの業務を民間業者に委託しています

給食の味を家庭で再現！

メニュー
レシピ

レシピサイト
﹁クックパッド﹂
で︑
尾張旭市の学校給食レシピを
紹介しています

写真提供／尾張旭市学校給食センター、瀬戸市学校給食センター デザイン／Beanstalk
文・写真／栗本洋子

❶もやしはさっとゆで、卵はいり卵にしておく。
❷切干大根は水戻しをして、長ければ切っておく。
❸細切りにした牛肉を炒める。
❹おろしたにんにくとしょうが、
せん切りにしたにんじんを加え、
さらに炒める。
❺たれの材料を入れてよく混ぜ、①を入れて余分な水分を飛ばすように炒める。
❻ごま油、
いりゴマを入れて完成！
❶鶏もも肉にしょうゆ・酒で下味をつけておく。
❷①に片栗粉をまぶして約180℃の油で揚げる。
❸鍋に三温糖・
しょうゆ・みりん・水を入れてひと煮立ちさせる。
❹③に水溶き片栗粉を加え、
とろみをつけてたれを作る。
❺揚げた鶏肉にたれをからませ、仕上げにゴマをふって完成！

ごま油................. 少々
いりゴマ.............. 少々
片栗粉 ....... 小さじ１
水............... 小さじ２
白ゴマ ........ 小さじ１
片栗粉 ....... 大さじ２
揚げ油 ....... 適量

イモ︑白菜︑さつまいも︑アレッタ︑

フランス語で
「小さい緑」
という意味。
ビタミンや
ミネラルが豊富です

人気

しょうゆ ....... 小さじ１
酒............... 小さじ１
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㊧瀬戸市学校給食センター
栄養教諭 高木 和代さん
㊧尾張旭市
学校給食センター所長
松原 友雄さん

ヤーコンなどを使用︒昨年度︑導入し

日本生まれの新品種。
つぼみや茎、葉まで
全て食べられます

塩・こしょう.......... 少々
三温糖 ...............８ｇ
こいくちしょうゆ ... 12ｇ
酒.......................４ｇ
コチュジャン........８ｇ
三温糖 ....... 大さじ２
しょうゆ ....... 大さじ２
みりん......... 小さじ１
水............... 大さじ４

栄養面はもちろん、給食で子ど
もたちの学校生活の後押しをし
たいと思います。また、子どもた
ちだけでなく、保護者の方にも
寄り添った給食でありたいです

を掛け合わせた野菜︒ヤーコンは︑き

ヤーコン

column 2

カレーは、米粉のルーを使っています。
ラーメンは塩・しょうゆ・味噌の３種類あ
ります。揚げパンは高温でさっと揚げる
ことでふわふわに

㊧安全で安心して食べられる給食のため、調理後の食材の温度
はその都度確認します
㊨安心して食べてもらえるよう、食材の品質や調理場内の衛生に
は特に気を付けています

15

アサヒ
●カレーライス
●しょうゆラーメン
●揚げパン

60

プチヴェール

〜16：00

たれ

鶏もも肉..... 60ｇ×４

17

㊨瀬戸市学校給食センター
栄養教諭 栗田 陽子さん
㊨尾張旭市栄養教諭
佐藤 彩さん

セト
安全で安心して食べてもらえる
ことを第１に考え、給食を作って
います。給食には食材の生産
者や調理員など多くの人が関
わっています。感謝の気持ちを
忘れず食べてくださいね

アサヒ

50

アレッタ

アサヒ

ビビンバ（４人分）

セト

鶏肉のてりかけ（４人分）

コーチャン
ツバッキー

たアレッタは︑ブロッコリーとケール

材

名物メニューに、おいしいデザート、地域の農産物を使用したおかずや郷土料理など、
バラエティに富む学校給食。栄養価はもちろん、さまざまな工夫が凝らされています。
尾張旭市と瀬戸市の学校給食センターを訪れ、給食に込められた思いやこだわりを取材しました。

洋風団子汁はもちもちの米粉だん
ごが人気。マーボー豆腐は小学生で
も食べやすいよう味噌が主体の味
付けです。
イタリアンサラダはチーズ
とアーモンド入り
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地産地消メニューで活躍！地元の食

わがまち 給 食 自 慢
セト
●洋風団子汁
●マーボー豆腐
●イタリアンサラダ
11

たれ

もやし......... 100ｇ
卵...............２個
切干大根 ... 12g
牛肉........... 100ｇ
にんじん...... 60ｇ
にんにく......２ 片
しょうが .......４ｇ
下味

巻 頭 特 集

知れば知るほど、おいしくなる！

アサヒ＆セト
アサヒ

