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筍の筑前煮 牛乳

鰆のみそ焼き

端午のすまし汁
☺八王子産こまつな使用

赤米ごはん

端午の節句は、「五節句」の１つで、別名、「菖蒲（しょうぶ）の節句」とも呼ばれ

ます。昔から、この日には魔物を追い払う効果があるとされていた菖蒲をお風

呂に入れて入浴をしたり、薬草のよもぎを軒先に吊るすことで、無病息災を

願ってきました。

「菖蒲（しょうぶ）」の音が、武を重んじる「尚武（しょうぶ）」と同じであること

から、男の子のための節句となり、3月3日の「上巳の節句」が、女の子のため

の節句として花開いていくのに呼応するように、定着していった

と言われています。5月5日は、現在は「こどもの日」です。皆さん

の健やかな成長を願う出世魚の鰆、まっすぐ元気に育てと願う筍、

兜のかまぼこを浮かべたすまし汁を献立にしました。

姉ちゃん、
端午の節句の
端午って何？

今日の調理風景を
見ながら、御隠居
のところに行って
聞いてみようよ

どういう
意味なんだろう？

親方、
よくなったみたいだね。
どどいつ唄ってる。

でも、
首、曲がった
ままだよ。



焼いた鰆には、味噌ダレをかけました。

旬のたけのこ

じゃが芋の芽とりは一つずつ手作業です。

肉の検品。肉を広げて異物確認。

下ごしらえを終えて
筍の筑前煮の調理

親方も

一緒に行く？

やめとくわ。

やっと、

よくなってきた

ところだからな。

端午について
知りたい？

端午とは、月の始めの

午(うま)の日という意味じゃ。

だから、端午の節句は、

元々は５月のみのものでは

なかった。

「午」は「ご」とも

読むので、時代の経過と

ともに、毎月5日が端午

の節句になったと聞く。

端午の節句は、

「五節句」の１つ

じゃ。

五節句は、

1月7日の「人日（じんじつ）」、

3月3日の「上巳（じょうし）」、

5月5日の「端午」、7月7日の

「七夕（しちせき）」、9月9日

の「重陽（ちょうよう）」の５つ

を言う。

「五節句」は、

同じ奇数が重なる

日だ。

だから、
端午の節句は、
5月5日なのね。

それぞれ、七草の節句、桃の

節句、菖蒲の節句、笹の節句、

菊の節句とも呼ばれる。

五節句は、旧暦で行われていた

ので、現在の暦とは、およそ１か月

ズレていた。

だから、今の感覚だと季節感が

ぴったりこないんだよ。



「野菜350」は、八王子市が進めている健康づくりの一つです。

野菜を１日に３５０ｇ以上たっぷり食べて、毎日を元気に、病気も予防しましょう！

という取組です。

「ベジファースト」という言葉を聞いたことがありますか？その名の通り、食事の

最初に野菜を食べる事を言います。食べる順番を変えるだけの簡単な方法ですが、

生活習慣病の予防効果があると言われています。普段の食事の内容を変えなくて

も、「野菜を先」にするだけでできる気軽に取り組める健康づくりの方法です。

野菜の食物繊維の働きにより、食後の血糖値の上昇を緩やかにし、急激な血糖

上昇を抑えることで、糖尿病・動脈硬化予防にも効果があるとされています。

また、野菜からゆっくりよく噛んで食べることで、満腹感が得られ

やすくなり、 食べすぎを防ぐ効果があると言われています。
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オレンジポンチ

牛乳

ドライカレー
野菜141ｇ

イタリアンサラダ
☺八王子産キャベツ・きゅうり使用

野菜75ｇ

今日の給食では216ｇの野菜がとれます。

オイラ、
いつでも

ベジファースト

嫌いだから、
さっさと
食べちゃう！

そんなに
ガツガツ食べちゃ
だめだよ。

ベジファーストは、
ゆっくり、よく噛んで
食べないと効果がない
んだよ。

ベジファーストって
野菜を速く食べるって
ことじゃないの？



洗浄室。キャベツを洗っています。

～ドライカレー～

ルーを入れます！

～ドレッシング作り～

油を少しずついれ混ぜます。

一度温度を上げてから冷まして

使用します。

切りくずが混入することのないように、

缶詰は機械で開けます。

玉ねぎを洗っています。



チンゲン菜には、βカロテン、カリウム、ビタミンＣ、

カルシウムが豊富に含まれています。βカロテンは

体内でビタミンＡに変わり、皮膚や鼻やのどの粘膜を

健康に保つ働きがあります。カリウムは塩分を

体の外に出す働きや運動による筋肉の

痙攣などを防ぐ働きもあります。
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果物
(冷凍みかん）

ビーフン炒め

ホキの
トマトチリソース

チンゲン菜と豆腐のスープ
☺八王子産チンゲン菜使用ごはん

牛乳 冷凍みかん。3回洗います。
給食を食べる頃には、ちょうど
皮も剥けやすくなっています。

朝のミーティングです。
今日の調理の流れや注意する
ポイントなど再度確認します。

豆腐の検品中。
納品容器は、センター内には
持ち込めません。センターの容器
に移し替えます。

ビーフン炒め
釜の直径は2メートル弱。
混ぜるのがとっても大変。

崩さないように・・・

疲れる～



スーパーで即席の

やつを買ってくれば、

料理が苦手な私でも、

おいしくできる。

ビーフン炒め・・。

これ、大好き

なんだよね。

そのまま食べても

おいしいし、ごはんの

おかずにもなる。

野菜もとれるし。

食材としても、とっても

優れている。

低GIで、グルテンフリー。

だから、糖質摂取への配慮

が必要な人やアレルギーの

人でも安心だ。

だが、何と言っても

ビーフンの最もエライ

ところは・・・、

かんた～ん

しかも、

短時間で、あっと

言う間にできるから、

何かと忙しい身の上

には、強い味方。

明日の晩も

これでいこう

簡単にできるところ。

昨日も・・・

どんな具材とも相性バッチリだから、

具は、有り合わせのものでOK。

残りものの野菜を使えば、

お財布に優しいうえに冷蔵庫

も片付いて一石二鳥。

しかし・・

いくら大好きでも、

さすがに、４日目となる

と飽きるね。

あれから４日

ちゃんと、

献立予定表を見とかない

といかんな。

忙しくて
忘れてた・・

先生、

今日は食欲ないのかな？

いつもなら、こんなふう

にバクバク食べるのに。



便秘の予防や身体に良いものといわれ注目される「食物繊維」。

でも、日頃の食事で摂り入れるのは、なかなか難しいですね。

豆類には、食物繊維が多く含まれています。その量は、ごぼうの

2倍、さつまいもの3倍です。食物繊維をたくさん摂るためには、

豆を食生活に上手に取り入れることが有効ですね。

今日の給食で食べる金時豆が持つ食物繊維は、

豆の中でもトップクラス。

時間をかけてじっくり煮て作りました。
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野菜の彩り和え
☺八王子産こまつな使用

鮭の塩焼き

田舎汁
☺八王子産だいこん使用ごはん

牛乳

金時豆の甘煮

金時豆の配缶です。

丁度いい甘さに
仕上がりました♪

金時豆を煮ています。 おいしくな～れ ♪

配缶終了。休む間もなく、後片付けです。
キレイに洗い水気を切ります。 明日、アルコール消毒をしてから調理です。



姉ちゃん、

給食では豆を使った

献立がよく出るね。

先月は、ポップビーンズ、

呉汁、旬のグリーンピースを

使ったポテト・グリンピース

カルボナーラ、豚と豆の角煮風。

今月は、今日が金時豆の

甘煮、明日はポークビーンズ。

月末にはチリビーンズサンド

とゆでそらまめ。

お豆は、栄養価が高いのに最近、

家庭ではあんまり食べなくなって

きてるから、給食では、私たちの

健康と成長のために積極的に活用

することにしているんだって先生

が言ってたよ。

使ってる豆の種類も

すごく多いもんね。

大豆はもちろん、金時豆・

えんどう豆（グリーンピース）

小豆・そら豆・ひよこ豆・

いんげん・・。

お豆には、理想的な栄養素が

ギッシリと詰まっているからね。

お豆を食べれば、不足しがちな

栄養素を補って、バランスのとれ

た食生活を送ることができるよ。

でも、お豆にも、ない栄養

素はあるから、穀物とお豆を

組み合わせて食べるといいん

だよ。

というわけで、

グリンピースごはん

炊いたよ。



八王子市の農産物の生産量は、都内で一番です。

大根、ナス、トマト、ジャガイモ、白菜など、さまざまな

野菜を育てています。

今日の献立では、ポークビーンズの玉ねぎ、わかめの

サラダのきゅうりが八王子産です。

給食では、できる限り、国産、地元

の食材をいただくことにしています。
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わかめのサラダ
☺八王子産きゅうり使用

いちごジャム

果物(冷凍みかん）

牛乳

コッペパン ポークビーンズ
☺八王子産たまねぎ使用

じゃが芋を1㎝角に裁断じゃが芋の芽とり

手作りしたルーを入れて煮込んでいきます。 クラスごとに人数が違うから、秤で計量しながら配缶。



ポークビーンズか・・。

もともとは、アメリカの家庭料理

でありながら、給食の数ある豆料理

の代表となり、給食のド定番として

定着した食べ物。

テレビのドラマでも
取り上げられていたな。

あの話の献立は・・・、

確か、コッペパンにポーク

ビーンズ、ほうれん草のおひた

し、りんご、そして、主役は、

ミルメーク（いちご味）・・

だったと思う。

あの番組の時代背景は、

確か1980年代前半だっ

たはず・・。

なのに、今日の献立と

ほとんど同じではないか。

およそ40年もの間、

給食は進化していない

とでも言うのか？

そんなことはない！

断じて、ないっ‼

今では、ほとんど見ることのない、

先割れスプーンの時代だぞ。

40年前と言えば、

この40年という期間は、給食の

大変革期と言っても過言ではないと

個人的には考えている。

全国的な米飯給食への移行により、

メニューは豊富に、そして、コッペ

パンを食べる機会は極端に減少した。

今では、月に2回くらいだ。

箸を使うから、あの、一世を風び

した先割れスプーンも姿を消した。

そして、献立のバリエーションも、

クオリティも味も・・・、すべての面で、

今の給食は、昔とは比べものにならない

くらいに進化している。

こんな荒波・大波に揉みクチャに

されながらも、ポークビーンズ＆

コッペパン＆サラダ（または和え

物・おひたし）＆果物という組み合

わせは、生き残った。

40年も前にこの組み合わせが確立

されていたということは、すでに50

年くらいの歴史を刻んでいるのでは

ないのか？

まさに、人類普遍の、不変の献立と

いうことか？

そうに違いない。そうでなければ、

こんなにも長く、不動の地位を守り

続けることなどできない。

学校給食、

奥が深いぜ‼

豆嫌いからは、A級戦犯と言われる

メニューではあるが、ファンも多い。

たくさんの人の心に刻まれ続ける

ポークビーズと、定番の組み合わせ。



農産物の生産量が都内で一番の八王子市で

すが、中でも大根が一番。５～６月頃に収穫さ

れる春大根と、10月～11月に 収穫される

青首大根があります。

今日は、旬の八王子産春大根、

略して「はち大根」を使った「はち

大根と豚の角煮」。八王子産の

チンゲン菜も彩りに加えました。
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牛乳
はち大根と豚の角煮

☺八王子産だいこん、チンゲン菜使用

もやしのからしあえ

いりこ菜飯 みそ汁

春大根は、冬が旬の青首
大根に比べて水分量が多く、
とてもみずみずしいのが
特徴だよ。

じゃあ、
今日は、大根サラダ
にしよう。



八王子産のチンゲン菜も入れて彩り良く。

大根は一回茹でてから、煮込んでいきます。

肉と大根を炒めて煮ていきます。

はち大根と豚の角煮できあがり！
ごはんがすすむ1品に仕上がりました。



”目には青葉 山ほととぎす 初鰹 ”

これは、 江戸中期の俳人・山口素堂の代表作です。

爽やかな陽気に、身の周りのものすべてが生き生きと躍動する季節を

迎えた喜びと初夏の到来に心弾む様子が伝わってきますね。私たち日本

人は、季節の移ろいを目で見、音で聴き、五感すべてを使って感じ取り、

そのとき、その瞬間を大切にして生きてきました。季節を感じながら、季節

の味をいただくことを大切にする日本の食文化もそうですね。

若い鰹は、日本の春から初夏にかけて、餌を求めて太平洋を北上してきます。このうち、

早い時期に獲れた鰹が「初鰹」です。初夏を迎えることを実感できるシンボルとして古く

から日本人に愛されてきました。まだ脂肪を蓄えていないので、あっさりと食べることが

できます。鰹のDHA、EPAは、脳の働きを活性化し、血液をサラサラにしてくれます。

初鰹から元気をもらいながら、日本の初夏を実感しましょう。
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変わりきんぴら 牛乳

かつおの竜田揚げ

ごはん にらたまスープ
☺八王子産たまねぎ使用

下味をつけた鰹に片栗粉をまぶして揚げていきます。
かつお🐟の検品。

鰹が揚がってきました。

各クラス毎に計量して

配缶します。



卵を入れて
にらたまスープの完成です。

【割卵】
卵は一回小さい容器に割り、血が
混ざってないか、殻が入ってしまって
ないか確認してから大きめの容器に
移し替えます。

豆腐を切る

それがね、初物が手に入った

んで、御隠居と食べようと思って

家に行ったらさ、御隠居も初鰹を

持って、あっしのところへ来る

ところだってんだよ。

まあ！親方。

御隠居も。

どうしたんです？

とてもじゃねぇが、

２人じゃ食い切れねぇや。

それで、迷惑は承知で、

邪魔したってわけなんで・・。

ワシら江戸っ子にとって

初鰹は、特別なんだよ。

「走り」を買うことこそ

が「粋」ってもんなんだ。

「初物を食うと寿命
が75日伸びる」なん
ても言うな。。

脂ののった戻り鰹も

いいが、やっぱり、

江戸っ子にとっては、

さっぱりした赤身こそ

が鰹の魅力だ。

あっさり、

さっぱりとして

ないといけねぇ。

“江戸っ子は

五月の鯉の吹き流し

口先ばかり

はらわたはなし“

ってね



体力をつけるスタミナ料理に欠かせない食品と

いえば「ニンニク」ですね。

なぜ、ニンニクがスタミナ料理に欠かせないかと

いうと、食欲をそそる香り成分である「アリシン」

にその理由があります。「アリシン」には、

疲労回復に効果があるビタミンＢ１を

助ける働きがあるからです。
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加熱して冷やしておいた調味料を入れて混ぜ合わせます。冷却機からきゅうりを取り出し、たらいに移し替えます。

本日使用したきゅうりは八王子産!!

牛乳

ごはん

マーボーなす

スタミナきゅうり
☺八王子産きゅうり使用

中華たまごスープ
☺八王子産チンゲン菜・たまねぎ使用

茹でたきゅうりを冷却機に入れて冷却。温度測定中。測定は、

①茹で時、②冷却後、③調味料混ぜ合わせ後、配缶前の3回。



アレルゲン除去食の話

今日の給食には、

アレルゲンを含む食品

はなかったけどね。

給食センターでは、アレルギーが

ある子でも、みんなと一緒に給食を

食べることができるように、アレル

ゲン除去食をつくっているの。 こむぎ たまご 乳 えび

かに そば 落花生

給食センターで除去

するアレルゲンは、

特定原材料７品目。

特定原材料７品目っていうのは、アレルギー

反応の発症数が多く、症状が重篤になることが

ある原材料で、食品表示法によって加工食品へ

の表示が義務付けられているものなんだよ。

このうち、「かに」、「そば」、

「落花生」の３品目は、給食では

一切使いません。

特定原材料のうち、給食で使用

することがある「小麦」、「たまご」、

「乳」、「えび」の４品目については、

これらを除去した除去食をつくります

が・・・、
除去食を何種類も用意

することはできないので、

除去食は、４品目のすべて

を除去したものになります。

「私が食べられないのは、

１品目だけなのに」と思う人も

いると思うけど、勘弁してね。

「かに」、「そば」、

「落花生」のほかにも、

「キウイフルーツ」、

「種実類」は、給食には

使用しないよ。

「種実類」でも、「栗」、

「ごま」、「カカオ」は

例外。使っているわよ。

アレルギーは、

重篤になる場合がある

から、心当たりのある人

は、学校に届け出てね。

あなたは、

ただの野菜嫌い

だろっっ‼

お母ちゃん、

あの子、あんなこと

言ってるよ。

センセー、

オイラ、野菜アレルギー。

野菜除去食をお願い

しま～す。



大豆を水に浸し、すりつぶしたものを「呉（ご）」といいます。豆腐

の基になるものです。その呉を入れたみそ汁が呉汁です。

日本各地に郷土料理として根付いていて、だしや汁に入れる

具材などに決まりはなく、地方によって特色があります。

大豆といろいろな野菜の入った呉汁は、栄養価が

高いばかりでなく、栄養バランスがよいので、給食

にもしばしば登場します。

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

果物（きよみ）

小松菜と油揚げの煮びたし
☺八王子産こまつな使用

牛乳

焼きとり 呉汁
☺八王子産たまねぎ、だいこん使用

ごはん

給食の呉汁もおいし

かったけど、やっぱり

お母ちゃんのが最高。

呉汁って

どこが本場

なの？

給食では、福井県

の郷土料理として紹介

されたことがあるけど、

調べたら、鹿児島県、

宮崎県、富山県、埼玉県、

宮城県・・そのはかにも

いっぱい・・。

大豆は、日本人にとっ

て、最も身近で、貴重な

たんぱく源として昔から

食べられてきたからね。

しかも、具材に決まり

はないから、その土地の

名物や特産品などと一緒

になって各地で郷土料理

になっているんだよ。

今と違って、豆腐は簡単に手に入らなかったし、

呉汁にすれば、大豆の持つ栄養をすべて摂ること

ができる。体も温まるから、冬場の郷土料理として

日本各地で昔から親しまれてきたんじゃ。



① 焼きとりの肉とねぎは一旦オーブン
で焼き、程よく焼き目を付けました。

③ タレの中に焼いたネギと肉
をいれ、 混ぜ合わせて完成。

配缶量の表を見ながら計量
して配缶します。

② 焼き鳥のタレづくり。仕上げに
片栗粉で とろみをつけます。

とり肉の検品 焼きとりには、長ねぎです。

間違えないように・・。



八王子市は、農産物の生産量が都内で一番。

大根、なす、トマト、白菜、じゃがいも、キャベツ、ほうれん

草、小松菜、ねぎなど品種も豊富です。

市では、この特徴を生かして、給食での地場野菜利用

割合30％以上を目指しています。これは、皆さんに地元で

とれた新鮮な野菜を味わってもらうことはもちろん、八王

子市の農地を守り、農家の皆さんを支えること

でもあります。

昨年度、給食センター八王子で使用した地場

野菜の利用割合は、年間平均で31％でした！

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

青のりポテト

牛乳

海鮮あんかけ

☺八王子産キャベツ、たまねぎ使用

やきそば わかめスープ
☺八王子産たまねぎ使用

「エシカル消費」

ってわかるかな？

直訳すると、

「倫理的な」消費

ってことなんだけど、

消費者1人ひとりが、社会的課題

の解決を考慮したり、そうした課題

に取り組む事業者を応援しながら、

消費活動を行うことを言うんだよ。

つまり、安さや便利さだけに

捉われることなく「人や社会、

環境に配慮した消費行動を

しよう！」ってことなんだよ。

たとえば、

「地産地消」は、どんな

効果があるんだっけ？

輸送距離が短いから、

省エネで地球にやさし

いんだよね。

そうね。地産地消は、

安心できる商品の購入やエネルギー

消費のあり方、CO２排出抑制など

に配慮できる消費の方法だよね。

それだけ

かしら？ ？
地域に配慮した消費活動は、

地域コミュニティの醸成や地域

の活性化につながるし、生産者

を応援することで、持続可能な

生産と消費体制を構築していく

ことにつながるんだよね。

はい。よくでき

ました。続きは

後日ね。



海鮮あんかけの具を配缶中！

麺をほぐしながら検品します。

揚がったポテトに青のりと

塩をふりかけ、混ぜます。

皮つきポテトをフライヤーで揚げていきます。

よし、よし。

ちゃんと

揚がっているな。

すごいっ‼

写真もブレる

早わざ！。

これ、

大変なんだよ。

あ～、疲れる。

上手にできたかな？

上手にできたはず。

勝手なこと

書き込んでんじゃ

ないよっ‼

残さず

食べてね。



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

日本遺産献立 「桑都御膳」

かてめし

八王子野菜の
ピリリ漬け

☺八王子産きゅうり、

だいこん使用

牛乳

桑都焼き

絹のお吸い物

かてめし ・・・ 「かて」は、「まぜる」という意味です。お米が貴重だった頃、

野菜などを混ぜて量を増やしたのが始まりと言われています。

桑都焼き ・・・ 桑の葉粉を入れたマヨネーズをかけて鰆を

焼きました。

絹のお吸い物 ・・・ うずら卵やあられはんぺんを繭玉、

そうめんを絹糸に見立てた汁物です。

令和２年６月、本市の歴史文化の特色を物語るストーリー「霊気満山 高尾山

～人々の祈りが紡ぐ桑都物語～」が、東京都で初めて日本遺産に認定されま

した。今日は、これにちなんで考案した「桑都御膳」です。

かつて八王子は、養蚕、織物の町として栄え、桑の都「桑都（そうと）」と呼ば

れていました。戦後、化学繊維の発達や農業人口の減少などにより養蚕業は

衰退し、桑畑も激減しましたが、八王子駅前の「桑並木通り」や「マルベリーブ

リッジ」、弐分方町、川町の「大沢川桑の葉通り」など「桑」や「マルベリー」と

いう言葉は市内随所に見られます。

「桑都御膳」の主食は、八王子市の郷土料理の１つである「かて飯」。

副菜は、「桑都」にちなんで桑と繭、絹をモチーフにして考案しました。

※ マルべりーとは「桑の実」を指す英語です。

桑の実は、ちょうど今の時期に熟します。

かてめし：

センターの「かてめし」は、具は別に

煮ておき、醤油で色づけしたごはん

に後から混ぜ込んで作ります。



桑都焼き：

マヨネーズに八王子産の桑の葉粉
を入れ、魚の上にのせていきます。

焼き上がり

かつて八王子では、毎月
4の日と8の日に市（いち）
が開かれていたの。
その市の主要商品が

八王子織物だったんだよ。

なぜ、八王子が「桑都」と呼ばれる

ようになったかと言うと、かつて西行

法師が八王子を訪れた際に詠んだ

「浅川を渡れば 富士の雪白く

桑の都に青嵐吹く」 という歌に

由来すると言われているわね。

か
い
こ
飼
ふ

桑
の
都
の

青
嵐

市
の
か
り
や
に

さ
わ
ぐ
諸
び
と

「桑都」と呼ばれるまでに

なった背景には、当時の

織物市の賑わいもあるわ。

「日本遺産」っていうのはね、

名所・旧跡や文化財そのもののこと

じゃなくって、日本の文化・伝統を

語るストーリーのことなんだよ。

名所・旧跡やその他の

文化財は、ストーリーを

構成する要素なの。

ストーリーは、有形のもの
だけじゃなく、人々の暮らし
や文化、歴史的な出来事など
形の無ないものも織り交ぜて
構成されているのよ。

八王子市の日本遺産ストーリーは、
「霊気満山（れいきまんざん）高尾山
～人々の祈りが紡ぐ桑都物語～」って
いうの。

「高尾山」をはじめ、「八王子城跡」

や「滝山城跡」、また、無形民俗文化財

の「八王子車人形」や「八王子まつり」

など、29件の構成文化財を掲げて、

「桑都」と称され、発展してきた八王子

の歴史を、過去から現在、そして未来

へと紡いでいく物語なの。



そう言えば、

洋食店のハヤシライスの

レシピが重要な役割を担う

小説があったな。

あれは、どんな話

だったっけ・・？

幅広い年齢層に愛され続ける洋食店の看板メニュー、ハヤシ

ライス。みなさんの中にも、「大好き！」という人が多いのでは？

給食では、ハヤシライスを美味しく作るために2つの工夫を

しています。

① 玉ねぎを茶色になるまでよく炒め、旨みと甘みを出す。

② サラダ油とバターで小麦粉をじっくり時間をかけて炒め

て手作りのブラウンルーを作ります。

玉ねぎの旨味と手作りルーのハーモニーを味わってください。

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

りんご ヨーグルト

牛乳

ハヤシ

☺八王子産たまねぎ使用

ライス アスパラとツナのサラダ
☺八王子産だいこん使用

ハヤシライス、

オイラ大好き！

ハヤシライス。

洋食店の定番料理・・・。

だが、その発祥や名前の語源

については、定かではない。

老舗洋食店の「林」シェフ

が作ったとか、大手書店の創始者

「早矢仕」氏が作らせたとか、

「ハッシュドビーフ・ウィズ・ライス」

が訛ったとか諸説あるらしいが、

本当のところは不明だという。

でも、

「ハヤシ」

って何だ？

先生、難しい顔してる。

いつもだったら、こんな顔

してるはずなのに。

何かあったのかな？

ミステリアスなところも

魅力の１つか・・。

三人兄妹が、

復習するんだったか

犯人誰だっけ？

う～ん・・。

思い出せない・・

ちょっと

心配だね。

心配いらないね。



こっちは、サラダに使う
旬のアスパラガス。洗浄中。

最後に
茹でておいたグリンピースを
入れます。キレイな緑色です。

牛肉と玉ねぎを二人で炒めていくよ。
今日はハヤシライス。肉は牛肉。
赤いエプロンではりきって検品。

旬のグリンピース。
やっぱり、ハヤシライスには
グリンピースが入ってないとね。
グリンピースも広げて検品します。

サラダのドレッシングです。
今日はドレッシングの中にツナを入れて
冷却しました。ツナに味が染み込みました。



切干大根は、細く切って乾燥させた大根です。

大根は、乾燥させ水分を抜くことで味が凝縮し、旨みが増し

たり、栄養価が高くなったりします。また、常温で長期間保存

することができるようになります。

乾燥させたり、塩漬けにしたりして長期間保存できるように

した食品を「保存食」といい、保存食のうち、切干大根のよう

に乾燥させたものを「乾物」といいます。冷蔵庫の

なかった昔から受け継がれてきた和食の知恵です。

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

切干大根の煮物

ピリ辛キャベツ
☺八王子産キャベツ使用

牛乳

照焼きハンバーグ

みそ汁ごはん

どうしたい？

浮かねえ顔して

なになに？

冷蔵庫にあった残り物で

干し野菜をつくってみた？

この切干大根もな、カルシウム

は、牛乳の数倍、鉄分なんざぁ、

生の大根の30倍以上になるってん

だから驚きだ。

野菜ってぇものはね、乾燥

させることでぎゅぅ～って

栄養が凝縮されて味も、

うんとよくなるんだ。

長期に保存ができるよう

になって、おまけに栄養が

増えて、味もよくなる。

ごみが減るから、

環境にいい。

無駄にしないから、

財布にもやさしい。

体にも、環境にも、財布にも

やさしい。いいことづくめ

じゃねぇかよ。

何？

外に干しといたら、

鳥に突っつかれたうえ

に、フンだらけに

された・・・？



手作りのハンバーグ、柔らかく、美味しく出来ま
した♪最後に照焼きソースをかけて配缶です。

ハンバーグの成型。今日は2000食弱のハンバーグを作りました。

フタでパタパタ。

ハンバーグのタネに入れる

炒め玉ねぎを冷ましています💦



生の米と具材を油で炒めてから、ブイヨンで炊き上げて作る

「ピラフ」は、米を使った西洋料理として、日本でもとても身近な

メニューになりました。

米は、日本人の主食ですが、その消費量は年々減少

しています。消費量が減ると米をつくる水田も減少し

てしまいます。水田は、お米を作るばかりでなく、色々

な役割を持ち、人々の生活を豊かにしてくれている

大切なものであることを念頭におき、消費のあり方

や豊かな環境について考えてみましょう。

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

未来はみんなで変えられる 知ろう！やってみよう！ＳＤＧｓ
果物（冷凍みかん） 牛乳

スパニッシュオムレツ
☺八王子産たまねぎ使用

ウィンナーピラフ
☺八王子産たまねぎ使用

ミネストローネ
☺八王子産たまねぎ、キャベツ使用

きょうは、

エシカル消費の話

の続きだよ。
エシカル消費っていうのは、

安さや便利さだけに捉われる

ことなく「人や社会、環境に

配慮した消費行動をしよう！」

ってことだったよね。

私たちは、

さまざまな社会的課題に

気づき、考えて商品を選ぶ

ようにしないといけないん

だよ。

例えば、

自然環境を破壊して生産

された商品ではないか、

あるいは、児童労働に

よるものではないか、労働

搾取がされていないかなど、

商品がどのように

作られているかを考える

ことも重要なんだよ。

そうね。

でも、こういうマーク

が表示されている商品は

大丈夫だよ。

このほかにも、エシカル

消費につながる認証マーク

はあるから、調べてみてね。



オムレツが焼けました。
カットして配缶。

オムレツの具完成。

卵と混ぜてオーブン
で焼きます。

ごはんと一緒に炊くバターのカット 炊けたごはんは撹拌機の中へ。 撹拌機

ピラフの具を入れ、羽根を数回
回転させて混ぜます。
回転しすぎるとご飯がつぶれて
しまうので要注意。

混ぜの足りない所がないか
チェックしながら配缶します。



きょうの給食に使った八王子産の野菜は、かぶと大根です。

かぶと大根はよく似ています。「二十日大根」や「聖護院大根」の

ように形が丸く、まるでかぶのような大根もあるし、「日野菜かぶ」

は、とても細長くてまるで大根のようです。このため、かぶと大根

を形から見分けることは、難しいのですが、花で見分けることが

できます。かぶの花は黄色、ダイコンの花は白や薄紫色です。

かぶも大根も春の七草の１つです。「せり・なずな・ごぎょう・はこ

べら・ほとけのざ・すずな・すずしろ」の七種のうち、「すずな」が

かぶ、「すずしろ」が大根です。

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

じゃこ大根
☺八王子産だいこん使用 牛乳

さばのごま風味焼き

みそ汁
☺八王子産かぶ使用ごはん

両方とも涼しい気候

を好むから、まだ寒く、

野菜が少ない時期の貴重

な青菜だったんだよ。

御隠居、かぶと

大根は、どうして

春の七草なの？

春の七草って言えば、

今年の七草粥のとき・・・

せり・なずな・

ごぎょぎょぎょ

・・？？

姉ちゃん、姉ちゃん、

おいら、春の七草

憶えたよ。

せり・なずな・

ごぎょう・はこべら・

ほとけのざ・

すずな・ガムシロ ？



美味しい「じゃこ大根」に仕上がりました。

じゃこ、検温中。
じゃこをオーブンで加熱することでじゃこ大根の食感も良くなります。

今日のみそ汁のかぶはいつもとは違い、

角切りにしてみました。

八王子産のかぶ。

春のかぶはやわらかいのが特徴です。

かぶ洗浄中。



そら豆は、たんぱく質、糖質、ビタミン、鉄、亜鉛、食物繊維

などさまざまな栄養素を持つ食品です。中でも、ビタミン

Ｂ１、Ｂ２が豊富に含まれています。

ビタミンB1には、炭水化物（糖質）をエネルギーに変える

働きがあり、疲労回復にも効果があります。ビタミンＢ２には、

脂質をエネルギーに変える働きがあります。

きょうは、八王子市小比企町のそら豆を塩ゆで

でいただきます。

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

大根のフレンチサラダ
☺八王子産きゅうり、だいこん使用

牛乳

ゆでそらまめ

チリビーンズ
☺八王子産たまねぎ使用

コッペパン

クリームシチュー

八王子産そら豆 塩ゆでの様子

中心温度測定中
茹であがり！



マメ類は、

すばらしい力を

持っておる！

「共生」という言葉

を知っておるか？

「共生」というのはな、

異なる生物が、お互いに相手の役に

立つ行動をとって、ウィンウィンの

関係にあることを言う。

クマノミとイソギン

チャク、アリとアリマキ

などが有名じゃな。

そして、マメ類

にも共生関係にある

パートナーがいる。

空気中の窒素を取り込んで、

マメ科植物に提供するのじゃ。

要は、空気からマメに必要

な栄養素を生み出すっっ！

マメ科植物の根には

根粒菌という微生物が

棲みついておるのじゃっ！

この根粒菌、

何がすごいと

言って、

何とっ‼

一方、マメの方は

というと・・・、

根粒菌は、光合成が

できないので、マメ科

植物は光合成で作った

糖質を根粒菌に与える。

これが、マメ科植物

と根粒菌のウィンウィン

の関係じゃ。

それだけではないっ！

普通は畑で作物を作れば、

土の窒素が減って収量が落ちる

ものだが、マメ類だけは逆に

窒素を増やしてくれる。

だから、畑に他の作物と一緒

に植えたり、数年に一度はマメ

類を植える事で、土地に窒素を

補給する事ができるのじゃ。

あ～あ・・、疲れた、

御隠居の話は、

勉強にはなるけど、

長いし、うるさい

んだよなぁ・・。

おっ⁈
そら豆

マメで大事なのは、

食べてうまいかどうか

だけだよなぁ・・。

何ていう食べ方をしてる

んだい、この子は！



キムチは韓国のお漬物です。白菜などが採れなくなる冬場

に備え、家族などが集まってキムチを大量に漬ける晩秋の風

物詩である「キムジャン」は無形文化遺産に登録されています。

キムチは発酵食品の一つで、乳酸菌が豊富に含まれていま

す。野菜の食物繊維もあるので、便秘予防に期待できます。

「にぎす」は、水深100～400mに生息する深海魚で、青森

から九州まで広範囲に分布する魚です。姿が鱚（きす）に似て

いるから「にぎす」と名付けられたのではないかと言われて

います。

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

豚キムチ
☺八王子産白菜キムチ使用

にぎすの香り揚げ 牛乳

ごはん
春雨スープ

☺八王子産たまねぎ、チンゲン菜使用

おいし・・。 キムチ・・。

言わずと知れた

韓国発祥の発酵食品。

給食に初めて登場した

のはいつなのだろうか？

豚キムチはもちろん、

キムチチャーハンも給食

では人気者だ。

キムチの乳酸菌は植物性だから、

ヨーグルトなどの動物性の乳酸菌

よりも丈夫で、生きたまま腸まで

届きやすいんだよ。

キムチは、おいしい

だけじゃない。

お肌にもいいの～。

それに、食物繊維も豊富だから、

腸内環境をよくしてくれるの。

加えて、美容の味方ビタミンB2を

含むビタミンB群、ビタミンC、ビタ

ミンAなどが含まれているから、美肌

効果も期待できるんだって。

便秘の改善にも

役立つんだよ。

辛み成分のカプサイシンは、

脂肪を分解する力を持っている

から、効率よく脂肪を燃焼させ

ることができるんだよ。



～コンテナプール～

配缶した給食をそれぞれの学校のコンテナに入れていきます。

～たまねぎの洗浄～

一つ一つ洗って、次のシンクへ入れていきます。これを3回繰り返します。
にぎすの香り揚げ。ひっくり返しているところ。

今日の
調 理 風 景 数が多いから、

ひっくり返すのも
た～いへん！



きょうは、旬の八王子産の春大根、略して「はち大根」を使った

献立第２段、はち大根おろしスパゲティです。

【生産者の方からメッセージ】

私たちは、皆さんに新鮮な野菜を美味しく食べてもらうために、

一生懸命野菜を作っています。皆さんの給食を作るためには、

野菜を作る農家だけでなく、運ぶ人などいろいろな人

たちが、日々がんばっているということを忘れずに、

残さずおいしく食べてください。

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

ピーチ ヨーグルト

☺はち大根おろしあんかけ スパゲティ

牛乳

フレンチサラダ
☺八王子産キャベツ、ズッキーニ使用

きょうは、

ツナと大根おろしの

スパゲッティだよ。

超簡単でおいしい

から、覚えておくと

便利だよ。

材料を揃えれば、
できたも同然。

め
ん
つ
ゆ

② スパゲティを

茹でる。
① 大根をおろし、

水気を軽く切る。

③ ツナを軽く炒めたら、

めんつゆを加えて炒め

スパゲティにかける。

④ 大根おろし、

刻みのりを

のせてできあがり。

たらこスパ、納豆スパ、

アサリと青じそスパなど、

和風スパゲティは、たくさん

あるけど、ツナと大根おろし

が1番簡単だよ。



ツナ
茹でたスパゲティの配缶。

八王子産の大根をおろしました。キャベツの洗浄。キャベツはある程度切ってから洗います。



今月の和み献立は広島県の郷土料理です。

もぶりごはんの「もぶる」とは、広島弁で「まぜる」という意味です。

にんじんやごぼうなどの野菜を甘辛く煮て、ごはんと混ぜて食べます。

呉の肉じゃがは、明治時代、ビーフシチューを再現して作った「甘煮」

から生まれた料理です。牛肉を使い、にんじんや青みの

野菜を入れずに作るのが特徴です。

このほか、広島県の名産品にちなみ、いわしの甘辛揚げ、

瀬戸内レモンサラダをいただきます。

和み献立～広島県の郷土料理～

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

瀬戸内レモンサラダ

☺八王子産キャベツ、

きゅうり使用
牛乳

いわしの甘辛揚げ

もぶりごはん 呉の肉じゃが
☺八王子産たまねぎ使用

瀬戸内レモンねぇ？

昔は、ほとんど見かけなかった

から、わからないねぇ。

レモンは、温暖で

降水量の少ない気候を

好むから、日本では

瀬戸内が合ってるんだ。

国内産のレモン

の60％以上が広島

県産だよ。

広島県では、明治時代から

レモンをつくってたっつぅ話だ。

だけど、レモンの輸入自由化

で、外国産に勝てなくて国産は、

ほとんど出回らなかったんだ。

だが、1975年、

輸入レモンから毒性を持つ

防カビ剤が検出されたこと

で、事態は急変した。

安全な国産レモンが

見直されたんだよ！

その後、県が多種多様なブランド

化の取組みを進めた結果、今じゃぁ、

広島の新名産になって

いるっつぅわけよ。

レモンはスィーツを

はじめ、さまざまな

もので必要だからね

安全性を武器に、

広島産レモンの栽培が

盛んになっていった。



呉の肉じゃがに使う牛肉の検品中。

呉の肉じゃが、調理も大詰め。熱々のご飯と「もぶりごはん」の具を混ぜて配缶です。

醤油を入れて炊いたご飯は、おこげが出来て美味しそう。
撹拌機でほぐして余分な水分をとばします。

鰯の検品中。数配缶なので数確認と異物確認します。

鰯に片栗粉をまぶして揚げます。

3,600だよ。

3,600数えるんだよ～


