
令和４年９月１日 木曜日

牛乳

８月３０日～９月５日は防災週間です。

ひじきと切干し
大根のサラダ

やきとり丼
みそ汁

八王子市教育委員会 ♦ 八王子市学校給食センター元八王子

【防災の日】 日常備蓄できる食材を使った献立

きょうは、「防災の日」です。

大正12(1923)年の今日に起きた関東

大震災の惨事を忘れないという意味と、

この時期に多い台風に対して防災意識を

高める意味を込めて制定されました。

災害時に備えて、備蓄品は最低３日から

１週間分の家族の人数分を準備しておく

ことをおすすめします。

今日の給食は、長期保存できるツナや

コーンなどの缶詰、切干大根、高野豆腐

などの乾物を使った料理です。

備蓄品の賞味期限に注意を払いながら、

備蓄している食品を使った食事を家庭で

も考えてみましょう。



令和４年９月１日 木曜日 日常備蓄していますか？
３日～１週間の食料は備蓄しよう！

災害時の食事は炭水化物に偏りがちになります。

たんぱく質や食物繊維、ビタミン、ミネラル等を補給

できるような、乾物や缶詰も備蓄しておきましょう。

たんぱく質（主菜）

となる缶詰や

レトルト

食物繊維、ビタミン

ミネラルになる乾物

や缶詰など

果物や甘味、調味料

もあるとアレンジの

幅が広がります

戻した切干大根をカット

やきとり丼の肉をオーブンで焼きます。

ツナ、ひじき、切干大根の入ったサラダ

高野豆腐の入ったみそ汁完成！

親方は平気だよね。
この間、たくさん

仕入れてたもんね。

いや～。
それが、収納場所が

なくてあのままなんでさぁ。

備蓄品の購入は、
計画的にね。



令和４年９月２日 金曜日

牛乳

チキンのトマト煮込みは人気の献立です。

ガーリックコーンライス
☺八王子産にんにく使用

フレンチサラダ
☺八王子産きゅうり、キャベツ使用

チキンのトマト煮込み
☺八王子産にんにく使用

ペッパービーンズ

八王子市教育委員会 ♦ 八王子市学校給食センター元八王子

ガーリックコーンライスは、 八王子産

のにんにくをコーンと一緒に炒めて、ご

はんとまぜています。

にんにくの「アリシン」という香り成分

は食欲をそそるだけでなく、疲労回復

に効果があるビタミンB１を助ける働き

があります。

チキンのトマト煮込みは、トマトのうま

味成分「グルタミン酸」と、鶏肉のうま

味成分「イノシン酸」が合わさり、うま味

たっぷりです。



八王子市教育委員会
令和４年９月２日 金曜日

① 具を炒めて ② 炊けたごはん
に混ぜ込んで

③ 計量しながら各クラスごとに配缶。
今日の下処理室風景

トマトの赤い色は、「リコピン」。

リコピンには、抗酸化作用があり、

体内の活性酸素を消し去って、体がサビ

たような状態になるのを防いでくれる・・・

トマトのリコピンは,加熱することで

吸収率が大幅にアップする。しかも、 加熱

してもトマトの持つ栄養成分は、ほとんど

変わらないから、吸収率が増える分、栄養価

は格段に高くなる・・・

そして、トマトのリコピンは

ニンニクやタマネギで調理すること

でも吸収されやすくなる。

味もとっても

おいしくなるよね。

トマトの旨味の正体は、

グルタミン酸。コンブと同じ。

だから、かつお節の旨味

であるイノシン酸と合わせ

ると、旨味が数段

アップする。

合わせ出汁

の原理だよ。

魚や肉類にはイノシン

酸が豊富。

今日の給食のチキンの

トマト煮込みがおいしい

のは、旨味の相乗効果

が起きているから。

あわせ出汁と同じ

理屈だって。

ちゃんと聞いて

おきなよ。



令和４年９月５日 月曜日

牛乳

日本生まれの中華料理？？
揚げ芋の
あめがらめ

中華丼
☺八王子産にんにく使用

豆腐と青菜のスープ
☺八王子産こまつな使用

八王子市教育委員会 ♦ 八王子市学校給食センター元八王子

中華丼は、その名前から、中国の料理

かと思いがちですが、日本発祥の中国

には存在しない料理です。

日本の中華料理店のまかないとして、

中華料理の「八宝菜」を、ごはんにかけ

て食べたことからできた料理と言われ

ています。

八宝菜の「八」には、たくさんの具材

という意味があります。肉や魚介、たっ

ぷりの野菜を使った栄養満点のあんか

けのうま味がごはんに絡んで、野菜が

苦手な人でも、たくさん食べられると

思います。



令和４年９月５日 月曜日

八王子市教育委員会

八王子市学校給食センター元八王子

八王子産葉大根

スープに葉大根を投入

さつまいもを揚げています

カリっと揚がりました💛

下処理室は今日も大忙し



今日の給食は・・・。

中華丼、豆腐と青菜の

スープ,  そして・・

そして、

揚げ芋の

あめがらめ

今日の献立を見れば、

多くの人が、主役は

中華丼と考えるだろう。

清の李鴻章が世に広め

たという、中華料理界を

代表する傑作、八宝菜。

その傑作を大胆にもご飯に

ぶっかけ、１つのメニューと

して完成させた日本の先人たち

の知恵には脱帽するばかりだ。

この堂々たる風格。

主役たる存在感・・。

野菜も肉も入っていて

味はもちろん、栄養バラ

ンスもバッチリ。

李さん、日本の先人

の皆さん、ありがとう。

中華丼に圧倒され、

今日のメインの存在を

忘れてしまう

ところだった。

おおっと

いかん、いかん

中華丼の実力は、

十分に認めるが、

私にとっての今日の

主役はこれだ‼

揚げ芋のあめがらめ
（中華ポテト）

大学いもとは、

似て非なる存在。
大学いもは、中華丼や天津飯、エビチリなど

と同様、日本生まれだが、揚げ芋のあめがらめ

は、れっきとした中国料理だ。

私はどちらも大好きだが、

今日の給食に限って言えば、

揚げ芋のあめがらめをチョイス

した給食スタッフの判断を称え

たい。冷めてもおいしいし、

中華料理との愛称も抜群だ！

とろりとした蜜で、ゴマがかかっていて

熱々のうちに食べたい大学芋に対し、揚げ芋の

あめがらめは、芋を揚げたらすぐに蜜を絡める

ため、表面が固くカリッとしていて、冷めても

おいしい。

さつまいもの主成分は炭水化物

だが、食物繊維、ビタミンC、

カリウムも多く含んでいる。

大阪で中華料理のデザート

と言ったら中華ポテトである。

生のさつまいもを切ると白い液体

が出てくる。これは、「ヤラピン」

という物質で、おなかの調子を整え

る働きを持っている。

豊富な食物繊維と

ヤラピンとの相乗効果で

おなかをすっきりさせて

くれるんだよ。



令和４年９月６日 火曜日

牛乳

八王子産のブルーベリーと山ぶどう
ヨーグルト里山フルーツソース

☺八王子産ブルーベリー、山ぶどう使用

スパゲティ

ミートソース
☺八王子産にんにく使用

ビーンズサラダ
☺八王子産キャベツ、きゅうり使用

八王子市教育委員会 ♦ 八王子市学校給食センター元八王子

今年も恩方と上柚木にある農園の皆さん

のご協力で、おいしい時期のブルーベリー

を収穫していただきました。さらに、高月町

で収穫された山ぶどうも使って、フルーツ

ソースを作りました。

✨ 山ぶどう農家さんからのメッセージ ✨

「山ぶどうは、他のぶどうに比べて栄養価が高い

と言われています。 農薬を使わずに育てることが

できる山ぶどうを、放作地となってしまった畑を

再生させるために植えて、農地を未来につなぎたい

と思っています。 自然の恩恵をたくさん受けて育っ

た山ぶどうを味わって食べてもらえるととてもうれ

しく思います。」



高月町

ブルーベリー 山ぶどう

八王子市教育委員会 ♦ 八王子市学校給食センター元八王子

ここで収穫されました。



令和４年９月６日 火曜日

サラダ：ドレッシングを入れて和えています。

ミートソース：調味料を入れています。

明日から

中学生が職場体験

に来るよ。

準備はいいかい？

バッチリよ！

オイラたちと同じ

中学２年生だって。どんな子たちが

来るんだろう？

いずれ、

我々も・・・

我々天文部は、

体験先としてプラネタ

リウムを希望します。

アナタたちの

体験先は決って

いるわ。

明日から、城山中の

子たちと一緒に、給食

センターに行って、その

様子をレポートしてね。



令和４年９月７日 水曜日

牛乳

オレンジ

空心菜の彩り和え
☺八王子産空心菜使用

とりそぼろ丼
みそ汁（なめこ）

八王子市教育委員会 ♦ 八王子市学校給食センター元八王子

茎に空洞がある野菜です！ ８・９月の八王子産の野菜は、

きゅうり、にんにく、キャベツ、小松菜、

なす、ピーマン、冬瓜そしてブルーベ

リーや山ぶどうなどがあります。給食

にもたくさん取り入れていきます。

小松菜やほうれん草だけでなく、

葉物野菜も色々なものがあります。

きょうは、空心菜という茎に空洞の

ある野菜を使っています。

八王子の旬の野菜をたっぷり食べ

てください。



令和４年９月７日 水曜日 八王子市教育委員会 ♦ 八王子市学校給食センター元八王子

ひき肉の検品

炒り卵は、一旦取り出します

大根のカット

オレンジのカット

次ページは、

職場体験の様子の

レポートだよ。

ちょっと～、

男子たち～！

早く着替えて

来なさいよ～



城山中職場体験レポート（1日目）

グズグズして

んじゃないよ！
我々天文部

は、夜行性だ。

ゆえに、

朝は弱い‼

エラそうに言って

るんじゃないよ！

私たちも行くよ！

炊飯室を案内して

もらっているところ

だよ。

はちっこキッチン

フェスタの掲示物を

つくってもらったよ。

炊調理風景を見学

しているところだよ。

和え物、私も

やってみたいな。

煮炊きの攪拌

やってみたいな。

炊飯室の

体験もいいな。

城山中の子たち

は、もう、行っ

ちゃったよ！

いよいよ明日は、

実際の調理体験

だよ。頑張ろうね。

時間

9:00

9:15

9:25

12:30
・ はちっこキッチンフェスタ

の掲示物作成
14:00

14:30

・ 施設見学（調理関係以外）

・ 残菜状況の学習
・ 学校における給食時間の状況
　ヒアリング

14:45

・ 一日のふりかえり15:00

【調理場】
　・ エアシャワー・手洗い・消毒
　・ 調理室（調理状況）見学
　・ 配送状況見学

・ はちっこキッチンフェスタ
の掲示物作成

10:30

11:45

・ 昼食、昼休み

9:40

体験・学習内容

給食センター到着

・手洗い・検温・健康チェック
【センター事務所】挨拶

【はちっこルーム】
・当日打ち合わせ・注意事項

・着替え（白衣、帽子、マスク）



令和４年９月８日 木曜日

牛乳

９（く）８（わ） 桑の日

豚と豆の角煮風

ごはん 沢煮椀

桑都揚げ
☺八王子産桑の葉粉使用

八王子市教育委員会 ♦ 八王子市学校給食センター元八王子

養蚕と絹産業で栄えた八王子市は、蚕の

えさとなる桑畑が広がる様子から「桑の都

（桑都）」と呼ばれていました。

今では、養蚕農家が減ってしまいました

が、従来のノウハウを活かした

「八王子織物」は八王子市の

名産品のひとつです。

今日は、八王子産の桑の葉粉をまぜた

衣を笹かまぼこにつけて揚げた「桑都揚

げ」を食べます。

今日は、給食センターに職場体験に来ている

城山中の生徒が、「ごはん」、「豚と豆の角煮風」、

「沢煮椀」の調理や配食を体験しました。



令和４年９月８日 木曜日 八王子市教育委員会 ♦ 八王子市学校給食センター元八王子

桑都揚げ
作業風景

豚と豆の
角煮風

沢煮椀 しらたき

肉投入

職場体験２日目

ガンバロ～



城山中職場体験レポート（2日目）

シャキッと
してよ‼

炊飯室だよ。

この炊飯機で1釜に

米７㎏づつ、１日24釜

くらい炊き上げるんだ

時間

9:00

9:15

【 城山中食育放送体験 】

　・ タクシー2台で城山中に移動

　・ 生徒１人と栄養士１人→ 放送

　・ 生徒4人と栄養士1人

　　　　　　　　　　　→ 資料配付

【給食センター元八王子帰館】

　・残菜確認

　・食器洗浄の様子見学

11:45
・ 昼食、昼休み

12:30

14:45

　・ 一日のふりかえり15:00

【調理場体験】

　・ 炊飯室（１人）

　・ 煮炊き室（４人）

体験・学習内容

給食センター到着

・ 手洗い・検温・健康チェック
・ 着替え（白衣、帽子、マスク）

炊飯機

炊飯体験

仕組みを教えてもらってます。

煮炊き室に
全員集合。

煮炊き体験：豚と豆の角煮風煮炊き体験：沢煮椀２日目ともなると疲れるなぁ

おいしIいごはん

が炊けたね。

頑張ったね！

力がいるん

だよね。

ガンバレー‼

みんな頑張って

いるのに、あの3人、

どうしてくれようか。

２日目終了～。

いい考えが

あるよ。

明日が

楽しみだね

早く着替えて
帰ろうぜ～



令和４年９月９日 金曜日

牛乳

十五夜

巨峰

ごまじゃこキャベツ
☺八王子産キャベツ使用

ごはん 月見汁

金目鯛の
唐揚げ

八王子市教育委員会 ♦ 八王子市学校給食センター元八王子

明日は、中秋の名月「十五夜」です。団子や里芋、

ススキを飾り、月見をする、収穫を祝う行事です。

里芋を供えることから「芋名月」とも呼ばれます。

今日は、すまし汁に、月に見立てたうずらのたまご、

月をかたどったかまぼこを入れた「月見汁」を作り

ました。私たちがいつもいただいている食事が自然

の恩恵によって成り立っていることを忘れずに、感謝

していただきましょう。



令和４年９月９日 金曜日

八王子市教育委員会

八王子市学校給食センター元八王子

金目鯛の唐揚げ
作業風景

月見汁の様子は、

次ページの職場体験

レポートでね。

粉付け

検品作業

フライ

巨峰の洗浄

いりごまづくり



疲れもピークだなぁ 城山中職場体験レポート（３日目）

今日も

グダグダだよ

でも今日は、

先生が様子を

見に来る。

そして、

そのことを

彼らは知らない

時間

9:00

9:15

【調理場体験】

　　　　※　先生来館、2階窓から
　　　　　 給食室内見学

10:30

【献立作成体験】

【 食材納品作業手伝い 】

体験・学習内容

給食センター到着

・ 手洗い・検温・健康チェック
・ 着替え（白衣、帽子、マスク）

 ・ 炊飯→1人

 ・ 巨峰数え、金目鯛衣付け→1人

 ・ 和え物→1人

 ・ 月見汁→2人炊飯室（１人）

14:30

　・ 活動の記録記入15:00

11:45
 昼食、昼休み

12:30

【食器洗浄作業手伝い】

【調味料室の
　　　　整頓・清掃作業手伝い】

明日、先生が、様子を

見に来るって言ってたよ。

だからさぁ・・

わかった！

彼らには、

絶対内緒だね。

給食センターは、

２階の窓から調理

の様子を見ること

ができる。

作業前説明

ウチの学校の

生徒たちはどこ

だろう？

城山中の

みんな、一生懸命

働いているね。

おっ！

いたいた。

しっかり
取材しているね

男子は

どこだ？



炊飯室。

城山中の子が

真面目に一所懸命

働いてるわ。

これは大変。

巨峰を１粒づつチェック。

4,500個だよ！

隠れてないで

出ておいで。

調理場に入るには、

白衣に替えて、上履きを

履いて、エアシャワーと

手洗いか。

調理場の外で

待ってるね。

きょうは、

まだ体験プログラムが

残っているから、

終わったら学校の職員室

まで来てね。

あの笑顔、

あの優しい話し方・・・。

お説教

２時間確定だね。

午後が憂鬱だ。

みんなで

食器洗浄の様子

を見学。

このあと、

調味料室の手伝い

をして、職場体験

は終了だね。

お疲れさまでした～

あの3人、先生に

呼ばれて、これから

学校だって

自業自得だよ。

作戦大成功だね



令和４年９月１２日 月曜日

牛乳

ちくわのおかか
マヨネーズ焼き

ごはん くずきりスープ

なすと豚肉の炒め物
☺八王子産なす、ピーマン、にんにく使用

八王子市教育委員会 ♦ 八王子市学校給食センター元八王子

冷凍みかん

八王子のなすの収穫時期は、6月から

10月いっぱいまでになります。

秋に収穫されるなすは、身がしまり、種

が少なくおいしいと言われます。一般的

に秋なすは９月下旬から出回りますが、

八王子産のなすは９月に入ると秋なすと

呼ばれるようです。

皮の紫色の色素である 『ナスニン』に

は、視力機能の改善作用などがあります。

なすと豚の炒め物を食べて、

午後の授業もがんばりましょう。



令和４年９月１２日 月曜日

なすと豚の炒め物 ちくわのおかかマヨネーズ焼き

ピーマンの洗浄 白菜の洗浄

あのあと、

学校に戻った

オイラたち３人を、

先生は、笑顔で

迎えてくれた・・・、

だが、当然、

そのまま済むわけはなく・・・

たっぷりと

お説教・・・

だけど、部長の予想は、

いい方にはずれ、1時間も

かからなかったし、

罰として、今週の
元八王子中の職場
体験をレポート
するんだよ

罰も、そんなに

つらいものじゃ

なかった。

先生も大変だね。

昔だったら、ゲンコツ

１つってところだ。

それが今じゃ、

ゲンコツなんざもっての

ほか、説教だって、長々

とやりゃあ体罰になりかね

ないってぇんだからよ。



令和４年９月１３日 火曜日

牛乳

マスカット

変わりきんぴら

ごはん 冬瓜と卵のスープ
☺八王子産 冬瓜 使用

鰆の照り焼き

八王子市教育委員会 ♦ 八王子市学校給食センター元八王子

生産者の中西さん

からメッセージ

いつも私たちが作った

八王子野菜をおいしく食べてくれて

ありがとうございます。

八王子産の「冬瓜」は、5月頃、畑に

植えます。八王子市全体で年間約11.6

トンが収穫さます。

「冬瓜」は、比較的作りやすい作物

なので、みなさんも機会があれば作っ

てみてください。

じつは、
夏の野菜
なんだよ。



令和４年９月１３日 火曜日

冬瓜の皮むき

皮をむいた冬瓜のカット

冬瓜のスープに卵を投入変わりきんぴらに入る肉を炒める

冬瓜って、

冬の野菜じゃ

ないの？

冬でも食べられる

けど、旬は夏なの。

しかも、暑い季節の

健康チャージに役立つ

スグレモノなんだよ。

熟すと皮が厚くなって、

冬まで保存がきるから

「冬瓜」って呼ばれるよう

になったんだって。

昔は、冬場は野菜が少な

かったから、冬まで保存で

きる野菜は重宝したんだよ。

冬瓜は、カリウムが

とっても豊富なんだよ。

カリウムは、高血圧やむくみ

の予防、筋肉を正常な状態に保

つなどの効果を持っているけど、

汗で流れ出して失われてしまう

んだって。
だから、たくさん汗をかく

夏に向いた野菜なんだよ。

体温を下げる効果もある

し、ビタミンＣも豊富だか

ら、お肌のダメージケアに

も役立つんだよ。

冬瓜のほかにも、夏の野菜

なのに、冬に食べるものがあ

るけど、わかるかしら？

そうだね。かぼちゃは、

皮が硬くて保存が効くし、

収穫して数カ月追熟させた

方が美味しくなるんだよ。



令和４年９月１４日 水曜日

牛乳

給食センター特製のゼリーです！

フルーツゼリー
（オレンジ）

ビーフカレー
☺八王子産にんにく使用

わかめサラダ
☺八王子産きゅうり、キャベツ使用

八王子市教育委員会 ♦ 八王子市学校給食センター元八王子

給食のフルーツゼリーは、給食センター

の手作りです。オレンジジュースに粉寒天

を加えて火にかけ、フルーツ缶と合わせて

冷やし固めました。

寒天の原材料は「天草」という海藻です

が、特定の種類ではなく、さまざまな海藻

の総称です。天草を煮溶かして固めると

「ところてん」に、ところてんを凍らせて

乾燥すれば寒天になります。

ところてんも寒天も食物繊維がたっぷり

入った食品です！
きょうから、

元八王子中の生徒さんが

職場体験に来ているよ。



令和４年９月１４日 水曜日

八王子市教育委員会 ♦ 八王子市学校給食センター元八王子

本日から元八王子中の生徒さんが職場体験に来ています。

牛肉検品

下処理室

カレールーづくり

ルーを入れて煮込めば完成

元八王子中の子たち
の様子は、次ページ
だよ。



元八王子中職場体験レポート（1日目） 本日から元八王子中の生徒さんが職場体験に来ています。

アイツ、

なに張り切って

るんだよ？

時間

9:00

9:40

　・ はちっこキッチンフェスタ

　　の掲示物作成

体験・学習内容

給食センター到着

 ・手洗い・検温・健康チェック
【センター事務所】挨拶

【はちっこルーム】

 ・ 当日打ち合わせ

 ・ 注意事項(白衣の着方、手洗い、

  トイレのルール、白衣や爪ブラシ

  の番号など）

・着替え（白衣、帽子、マスク）
・ エアシャワー・手洗い・消毒

【調理場】

　・ 調理室（調理状況）見学

　・ 配送状況見学

11:45

・ 昼食、昼休み

12:30

　・ 食材納品作業の手伝い

　・ 調味料室の片づけ・

  　　　　整頓作業の手伝い

　・午後の洗浄見学

10:30

14:45

・ 一日のふりかえり15:00

相変わらず、
朝は弱いな・・。

オイラ、準備万端、
睡眠十分。

勝負にならんな。

オイラ、

好感度No.１決定。

甘すぎるぞ

小僧！

甘いわっ‼
きょうは、

調理以外の体験が主だよ。

調理体験は明日だって。

食材の納品作業の

お手伝い。

まずは、玉ねぎ。

長ねぎの

納品もお手伝い。



令和４年９月１５日 木曜日

牛乳

フレンチポテト

ジャージャー麵
☺八王子産にんにく使用

にらたまスープ

八王子市教育委員会 ♦ 八王子市学校給食センター元八王子

にらは、香り成分のアリシンを含んでいます。

アリシンは、にんにくの香り成分と一緒で、

疲労回復に効果があるビタミンＢ１を助ける

働きがあります。なので、ビタミンB1を含む

食品と一緒に食べるのが効果的。

ビタミンB1は豚肉に多く含まれています。

今日のジャージャー麵の肉みそは豚肉。ジャー

ジャー麵とにらたまスープをしっかり

食べれば、疲労回復にぴったりです。

にらと豚肉は相性ばっちり！

今日も

元八王子中の生徒

さんが職場体験に

来ているのよ。
きのうは、納品作業

を手伝ってもらった

から、今日は、調理

をやってもらうの。

きょうは、

1人増えて

４人だよ。



令和４年９月１５日 木曜日
八王子市教育委員会
♦ 八王子市学校給食センター元八王子

今日の下処理室（もやし洗浄）

フライドポテト ： カリっと揚がりました！

元八王子中職場体験レポート（2日目）

本当に

朝がダメな

人たちだね

調理のための
説明を受けて
いるよ。

時間

9:00

15:00

11:30

　　　・ 昼食、昼休み

12:30

　・ 施設見学（調理関係以外）

給食センター到着

体験・学習内容

・ 手洗い・検温・健康チェック

・ 着替え（白衣、帽子、マスク）

【調理場体験】

　・ 煮炊き室

　・ コンテナ積込み

10:45

　　　・ 献立作成体験

　・ 食材納品の手伝い

　・ 調味料室の手伝い

　・ 食器洗浄手伝い

14:00

　・ 一日のふりかえり

14:45
初めてなのに、

さまになってる。



令和４年９月１５日 木曜日

大変だけど、
もうひと頑張り！

青いエプロン
と青い手袋つけて、
配缶に挑戦。

配缶終わって、
コンテナに積み
込むよ。

今回は、
ちゃんとできた
みたいだね。



令和４年９月１６日 金曜日

牛乳

和み献立 ～ 滋賀県の郷土料理 ～

じゅんじゅん

麦ごはん 打ち豆汁
☺八王子産こまつな使用

ますの唐揚げ

八王子市教育委員会 ♦ 八王子市学校給食センター元八王子

巨峰

滋賀県は日本のほぼ真ん中にあり、近畿と

中部、北陸、東海を結ぶ交通の要衝として古く

から栄え、食文化も多彩です。

じゅんじゅんは、牛肉や鶏肉をすきやき風に

味付けした鍋料理です。具材を煮る音が「じゅ

んじゅん」と聞こえたことで名付けられたと

言われています。

打ち豆汁の打ち豆は、蒸した大豆をつぶして

乾燥させたものです。大豆は、つぶすことで

味がしみ込み食べやすくなります。貴重な

たんぱく源である大豆をおいしく食べるため

の、昔から大切にされてきた食材です。



令和４年９月１６日 金曜日

八王子市教育委員会

♦ 八王子市学校給食
センター元八王子

「じゅんじゅん」配缶中

ますの角切りの検品中

うち豆

滋賀県と言えば、

近江商人、近江牛、世界遺産

の比叡山延暦寺などが有名

だが何と言っても日本一大きい

湖、琵琶湖抜きには語れないな。

滋賀県の人たちは、いにしえから琵琶湖と

ともにある。平成27年には、「琵琶湖と

その水辺景観－祈りと暮らしの水遺産」とい

うストーリーが日本遺産に認定されている。

滋賀県って、

の

ふるさと？

ところで、

嬢ちゃんたちは、

「急がば回れ」という

諺を知っているな？

この諺は、「もののふの 矢橋（やば

せ）の船は速けれど 急がば回れ 瀬田

の長橋」という短歌に由来する。

琵琶湖では、古くから湖上交通が発達

していて、東海方面から京都に向かう旅

人にとっては、陸路を行くより、草津の

矢橋から大津まで船で渡る方が早かった。

それで、急ぐなら遠回り

でも瀬田の唐橋を通った方が

確実だという意味でこのよう

に詠まれたのじゃ。

舟の方が早かったが、

琵琶湖は、しばしば強風が

吹き荒れる危険な湖だった。



令和４年９月２０日 火曜日

牛乳

オレンジ

いりどり

古代ごはん みそ汁

さばの煮付け

八王子市教育委員会 ♦ 八王子市学校給食センター元八王子

ＳＤＧｓ週間に合わせ、20日から22日は

ＳＤＧｓをテーマにした給食です。

今日の給食のテーマは、目標３ 「すべて

の人に健康と福祉を」です。

現代の日本人の食生活は、過剰な栄養摂取や、

貧困による栄養不足、偏った食生活による栄養

バランスの乱れといった課題を抱えていると

言われています。

生涯にわたり健康にすごすためには、健全な

食生活は必要不可欠であり、とても重要です。

きょうは、ごはんと汁を基本に主菜、副菜を

組み合わせた和食です。和食は、栄養バランス

がよく、ユネスコ無形文化遺産にも登録されて

います。



令和４年９月２０日 火曜日

「さばの煮付け」：コンベクションオーブンで煮ました。

「いりどり」完成です！

「古代ごはん」：
もち米・赤米・黒米を計量中。

今日の給食の

テーマは、SDGs

の目標３。

健康のために

バランスのいい食事

をとろうということ

ですね。

どんな

メッセージが込め

られているかしら？

SDGｓの目標は、相互

に関連し合っているの。

そうだね。

でも、それだけで「すべて

の人」が健康になれるかしら？

一人ひとりが、健康に気を

付けることは、確かに、目標

達成に向けた取り組みの１つ

だけど、もっと広い視野を持

つことも重要なんだよ。

例えば、飢餓に苦しんでい

る人たちは、食事のバランス

なんて二の次だよね。

目標３を達成するためには、

目標２「飢餓をゼロに」を達

成することも必要なんだよ。

それだけじゃないわ。

衛生面からは目標６、

環境面からは、目標の

14・15も関係してくる。

だから、SDGsの１つの

目標を達成するためには、

すべての目標が達成される

必要があるの。

でも、私たちに

できることなんて

限られてるよ。

一人ひとりが、できる

ことを積み重ねていく

ことが大事なの。

まずは、バランスのいい食事

をとったり、給食を残さず

食べて、食品ロスをなくし

たりすることから始めようね。



ＳＤＧｓ週間に合わせ、20日から22日はＳＤＧｓ

をテーマにした給食です。

きょうは、

目標７ 「エネルギーをみんなに そしてクリーンに」

目標１３「気象変動に具体的な対策を」

がテーマです。

令和４年９月２１日 水曜日

牛乳

手作り苺ジャム

ごまドレッシングサラダ
☺八王子産きゅうり、キャベツ使用

ミルクパン
ポークビーンズ
国産大豆使用

八王子市教育委員会 ♦ 八王子市学校給食センター元八王子

八王子市の学校給食は、できるだけ地元産、または国産

の食材を使うようにしています。地産地消に努めることや

国産の食材を使うことは、日本の農業を維持、活性化させ

る手助けになります。また、輸送にかかるエネルギーが少な

く済むため、CO２排出量の少ない、環境に優しい消費方法

と言えます。

今日は、八王子産のきゅうり、キャベツを使ったサラダ、

国産大豆を入れたポークビーンズです。皆さんも食品選び

に地産地消、国消国産を意識してみましょう。



令和４年９月２１日 水曜日

手作りジャムの原料となる冷凍いちご 手作り苺ジャム完成!

ポークビーンズ
のルー作り。

ポークビーンズに使用する肉の検品

きのうは、SDGｓの各目標

は、それぞれ関連し合ってい

て、目標達成のためには、他

の目標も達成する必要がある

ということを勉強したね。

今日の給食のテーマは、

目標７と目標13で、その

ために地産地消、国消国産

に努めましょうということ

だけど、

地産地消・国消国産は、ほかの

目標とも関連するよね。

地産地消を支援する

ことは、日本の農業の

持続可能な生産にも

つながるし、

日本の農業を維持、活性化

させる手助けになるから、

目標８の「働きがいも経済成

長も」に役立つんじゃない？

そのほかには、

どんなことが

考えられるかな？

日本は、多く

の食料を輸入に

頼っているよね。

地産地消に努めて、

輸入を減らせば、その

分を飢餓に苦しむ人た

ちが手にできるかも

しれないよね。
そう考えて行動することは、

持続可能な消費体制を構築して

いくことにもなる。

地産地消

国消国産

地産地消、国消国産を

進めることは、環境への

負荷を軽減できるだけ

じゃなくって、いろいろ

な効果を生み出すんだね。

オイラは、

自給自足を

目指す。



令和４年９月２２日 木曜日

牛乳野菜ののり和え
☺八王子産こまつな使用

きびごはん 豚汁

いかのカリント揚げ

八王子市教育委員会 ♦ 八王子市学校給食センター元八王子

ＳＤＧｓ週間に合わせ、20日から22日はＳＤＧｓ

をテーマにした給食です。

今日のテーマは、

目標１４ 「海の豊かさを守ろう」です。

地球上の約７割は海に覆われています。生物は海から

生まれ、私たちは海からたくさんの恵みを受けています。

その海の現在の環境は、プラスチックごみなどによる

汚染の進行、魚をはじめとする水産資源の減少、地球温暖

化による海水温の上昇などにより、危機的な状態に追い

込まれています。今、海の豊かさを守る行動をとらなけれ

ば、地球環境は悪化し、生態系は歪められ、持続可能な

世界の実現は難しいものになってしまいます。

今日は、海の恵み「いか」や養殖栽培されている「のり」を

使った献立です。自然の豊かな恵みを未来に残すために

はどうしたらよいか考えてみましょう。



令和４年９月２２日 木曜日

●下処理室：じゃがいもの芽とり●
イモクリという器具で芽の部分をくり抜きます。

●いかのカリント揚げ●
細い短冊切りのイカに粉をまぶします。

●下処理室● ネギ洗浄中。

八王子市教育委員会

八王子市学校給食
センター元八王子

! 『沖縄県全域で

サンゴの白化現象進む』

だってよ‼

きのうまで、SDGｓの目標は、

相互に関連していること、そして、

たくさんの目標達成に役立つ行動も

あるということを学んだね。

今回は、今日の給食の

テーマ「海の豊かさを守ろ

う」について考えてみよう。

「7月下旬から石垣島や

西表島を含む八重山諸島

周辺で、例年以上の規模

で白化現象が確認されて

いる」だと～～。

海の環境が悪くなって

きていることを示す１つの

例として「サンゴの白化

現象」というのがあるよ。

サンゴが、白い骨格を

残して死んでしまうんだ。

今、その現象が増えて

きているんだよ。

なになに・・

「最大の原因は、海水温の上昇と

いわれている。今年8月の沖縄周辺

海域の平均海面水温は、30.1℃。

これは過去40年の間で最も高い」

原因は、地球温暖化

などによる海水温の上昇

や水質汚染の進行などだ

と言われてるよ。
次ページに

つづく



サンゴが動物だって

ことは知ってるよね？

サンゴ礁をつくるサンゴは、

その体内に褐虫藻という藻類を

共生させているの。

サンゴは、その褐虫藻を体内

に住まわせてあげる代わりに、

褐虫藻が光合成で作る栄養の

一部をもらってエネルギーに

しているんだよ。

だけど、水温の上昇や水質の

悪化などのストレスがかかると、

サンゴの体内の褐虫藻は、大幅

に減少してしまうの。

共生している褐虫藻が失われて

しまえば、光合成生産物を受け

取ることができないから、サンゴ

は、白い骨格だけ残して死んで

しまう。

やっぱり、SDGｓの

目標は、相互に関連して

いる・・・

どっちが先なんだ？

わたし、それ、

テレビで見た。

白いサンゴも

きれいだな、

なんて思ってた。

そうだね。

でも、かわいそうって

だけじゃないんだよ。

サンゴの保護は、

SDGｓの観点からも、

とっても重要なの。

サンゴは、二酸化炭素を吸収して

体内に留めているの。一説によれば、

世界中のサンゴが体内に留めている

二酸化炭素の量は、熱帯雨林に匹敵

するとも言われているわ。

サンゴが死んでいって、地球

上の二酸化炭素量が増えれば、

温暖化の進行に拍車がかかって

しまうかもしれないよね。

それにね、サンゴ礁は、

いろいろな生物の住みかに

なっていて、多様な生物を

育んでいるの。

白化すれば、たくさんの生物

が行き場を失って海洋資源が

減っていく。私たちの食生活に

も大きな影響が出るわ。

・・・

サンゴを守ることは、

「海の豊かさを守る」こと、

それは、地球環境を守るこ

とにもつながるんだよ。

今、温暖化についてサンゴが

警鐘を鳴らしている。海の豊かさ

を守るためには、気候変動に対す

る具体的な取り組みも必要なの。

猛暑、干ばつ、

台風・ハリケーンの巨大化、

猛烈な豪雨・・・。

本当に地球の温暖化

が原因なのかは、わから

ないけど、可能性は高い。

むなしいねぇ・・。

CO2抑制のために

お茶も水で淹れるよう

かねぇ・・。

水で淹れられるのかね？



令和４年９月２６日 月曜日

牛乳

秋の味覚 栗を食べます！

ごま和え
☺八王子産こまつな使用

栗ごはん けんちん汁

うなぎの甘辛煮

八王子市教育委員会 ♦ 八王子市学校給食センター元八王子

旬です
「栗」

今日は、秋の訪れを感じ取ることができる

献立、『栗ごはん』です。さとう、水でほん

のり甘く煮た栗をごはんにまぜました。

栗は、９月から１０月に収穫の時期を迎えま

す。小さい粒の中に、炭水化物、ビタミンC、

カリウム、食物繊維、カルシウム、マグネシウ

ム、リン、亜鉛、鉄など人間の健康維持に

必要なミネラルをたくさん含んでいて、穀類、

果物、種実に含まれる栄養素を合わせ持つ、

とても栄養価の高い食品です。

ほくほくの秋のごちそうを楽しんで

ください。

つるむらさき
入り



令和４年９月２６日 月曜日

栗ごはん

けんちん汁完成！
完成したら配缶する前に50ｇ

を取り分け、保存食として冷凍

庫で2週間保管しておきます。

お母ちゃん、

妖術の腕

上げたね。

うん。

こんなだった

もんね。

アタシじゃないよ！

作者が下手クソ

だったの！

いや、それは、

ちゃんと描いてる

時間がなくて・・・

問答無用‼

言い訳は嫌いだよ！



令和４年９月２７日 火曜日

牛乳

八王子産のかぼちゃを食べます！

冷凍みかん

パンプキングラタン
☺八王子産かぼちゃ使用

ミルクパン
ジュリエンヌスープ

☺八王子産キャベツ使用
八王子市教育委員会 ♦ 八王子市学校給食センター元八王子

かぼちゃは、７月～８月に収穫したものを

保存して追熟させます。そのため、９月頃から

出回ることになります。収穫後2～４週間

ほど熟させることで、でんぷんが糖になり、

水分も抜け、ホクホクのおいしいかぼちゃに

なるのです。

今日の給食は、八王子産のかぼちゃを使っ

たパンプキングラタン。八王子市の給食は、

手作りがモットーなので、グラタンのホワイト

ソースももちろん手作りです。かぼちゃを

活かしたやさしい味に仕上げました。



令和４年９月２７日 火曜日

八王子市教育委員会

♦ 八王子市学校給食

センター元八王子

パンプキングラタン

親方、新入り

の黒子Cです。

やっと
俺たちも姿を現す
ことができたな。

ああ. しょせん,
黒子だけどな。

セリフだけより
マシってもんよ。

ところで、
なんで黒子なんだ？

テキトーな
作者だねぇ。

ところで、新入り、

ジュリエンヌスープって

のを知ってるか？

顔を描かなくて
いいからだってよ！

テキトーが
服着て歩いてるね。

しゃれた名前だ

と思うだろ？

「どんなスープ

なのかなぁ」

なんて思うよな？

俺なんざぁ

よぉ・・
すっげー期待

したんだよ。

そんなふうに思うのは

アンタだけだって言ってやれ！

お前さんが新入りだから、素直に

同意してくれると思ってるんだよ。

期待しながら聞いたら、

「ジュリエンヌってのは、

フランス語で野菜の細切

りって意味だ」なんてよ。

そりゃぁねえだろって

なもんよ。

日本語にすりゃぁ、細切

野菜汁だよ。細切野菜汁。

日本語にすると,

つまらないよねぇ。

そうは思わねえかい？

新入りさんよう。

日本語にしなきゃいいじゃねぇか、

そういう名前なんだよって言ってやれ。



令和４年９月２８日 水曜日

牛乳

野菜を１日３５０g摂りましょう！

プルーン

大根とわかめのサラダ
☺八王子産きゅうり使用

ごはん

中華風たまごスープ
豚キムチ

☺八王子産にんにく、白菜キムチ使用

八王子市教育委員会 ♦ 八王子市学校給食センター元八王子

今日の給食で食べる

野菜の量は… 188ｇ!!

『しっかり食べよう！野菜３５０（さんごーまる）』

は、八王子市が進めている健康づくりの１つです。

野菜は、健康な体をつくるためにとても大切な

食物ですが、不足しやすく、意識して食べることが

大切です。カレーライスや丼ものだけでは、野菜が

不足してしまいます。そんな時はプラス一品、副菜

の小鉢を意識して加えるといいですね。

給食ではサラダは残りがちです。１人分をしっか

り食べられるように、均等に盛り切りましょう。

しっかり食べよう！

野菜３５０（さんごーまる）



令和４年９月２８日 水曜日

プルーン

今日の下処理室
（チンゲン菜の洗浄中）

スープ完成。
配缶前に温度を確認。

親方、きょうは、

野菜350の日だってねぇ。

あっしたちも協力しよう

と思ってるんでさぁ。

そいつは

いい心がけだ。

んで・・、

一体何をしようって・・

言うん

毎月、

野菜350の日に

いろいろ協力

いたしやす

黒子軍団

Paprika bro

今日から、

あっしのことはレッド

と呼んでくだせえ

あっしは

グリーン

あっしは

イエローでさあ

パプリカだけに、

中身がないってか。

つまらないオチだねぇ。

・・・・・

んで、どんな協力を

しようって言うんだい？

そっ、それは・・

これから考えよう

ってんで・・・



令和４年９月２９日 木曜日

牛乳

江戸東京野菜

八王子しょうが
を食べます！

キャベツの八王子しょうが風味
☺八王子産キャベツ、八王子しょうが使用

ごはん きのこ汁

味噌カツ

八王子市教育委員会 ♦ 八王子市学校給食センター元八王子

生産者の

中西さんからメッセージ

八王子の伝統野菜を知ってもらえて嬉しいです。

心をこめて育てました。この機会にしょうがを

好きになってほしいです。

しょうがを食べると風邪をひかないといわれて

います。おいしく食べてくださいね。

江戸東京野菜とは、江戸時代から昭和40年代ごろまで東京

近郊で栽培され、人々の食生活を支えてきた野菜です。

農地の減少や、栽培の難しさから、あまり見かけなくなった

東京の伝統野菜です。市場に出回らないので、とても貴重な

野菜です。 50種類のうち、八王子しょうが、川口エンドウ、

高倉だいこんの３種類が八王子の江戸東京野菜です。



令和４年９月２９日 木曜日

【今日の下処理室】
キャベツは葉を1枚1枚バラにして洗浄します。【きのこ汁】 具たくさんのきのこ汁の完成です。

【味噌カツ】
①衣を付けた肉をフライヤーに投入。
②揚げの途中で肉をひっくり返します。
③揚がったカツを配缶。

③

②

①

江戸のまちでは、

たくさんの行商人が行き

かって、いろいろなもの

を売り歩いていたんだよ。

現代人が江戸のまち

から学ぶべきもの

魚や野菜はもちろん、

くし・かんざしのような

小間物、金物、かご、

げた、古着など数え上げ

ればきりがないくらい。 買い物難民なんてあり得ない。

だから、たいていの物は

簡単に手に入ったの。

すぐ近くまで来てくれる

から、超便利よね。

３Ｒ（スリーアール）

だから、食物は余すとこ

ろなく全部食べきったし、

どんな物でも、とっても

大切にしたんだよ。

代人が江戸のまち

から学ぶべきもの

そのため、３Ｒが

浸透している理想的な

ECO社会だったの。

でも、そうは言っても、

庶民の生活は苦しく、

おいそれと物を買うことは

できなかったの。

現代人が江戸のまち

から学ぶべきもの

３Ｒ（スリーアール）

・ リデュース

・ リユース

・ リサイクル

リデュースは、あたり前、

どんな物もリユース、リサ

イクルして使っていた。

そして、いよいよ使えなく

なったら、燃やして灰にして

肥料なんかにしたんだ。

家庭で出た灰を買い

取って、転売する行商人

までいたんだって。

江戸の３Ｒ、

見習わなきゃね。



令和４年９月３０日 金曜日

牛乳

ビタミンＤをしっかり摂ろう！

オレンジ

きのこピラフ ビーフシチュー
☺八王子産にんにく使用

白身魚のハーブ焼き
☺八王子産にんにく使用

八王子市教育委員会 ♦ 八王子市学校給食センター元八王子

食べられるきのこは、１００種類ほどあるといわ

れています。そのうち、給食に登場するきのこは、

しいたけ、しめじ、なめこ、えのきたけ、きくらげ、

マッシュールーム、エリンギなどです。

きのこは食物繊維が豊富で、お腹の調子を整え

てくれたり、糖質の吸収を穏やかにしてくれたりし

ますが、注目したい栄養素はビタミンDです。

ビタミンDは、カルシウムの吸収を助け、骨を強

くする働きがあります。筋肉を動かすためや、脳と

身体のあらゆる場所との間のメッセージを神経が

伝達するため、また、体内に

侵入してくる細菌やウイルス

を撃退するなどの働きもします。



令和４年９月３０日 金曜日

【白身魚のハーブ焼き】 カップに魚を入れていきます。

【オレンジ】
センターでは果物は酸性の
電解水で洗います。

ビーフシチュー

きのこは、おいしいだけでは

ない。生態系における循環システム

の維持に役立っているのだ。

植物や動物の遺体などの有機物を

分解して無機物へ還元し、植物の栄養

として土へ戻す役割を果たしている。

たまには、

ひとり鍋も

悪くないね。

きのこ、

たくさんもらっ

ちゃったなぁ

たくさん食べて

おくれ。
きのこは、まだまだ

あるからね。

御隠居の話は
つまらん。

なぜ、

我々だけ食えん

のだ


