
令和４年７月１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

下中たまねぎは、八王子市の姉妹都市

である神奈川県小田原市の名産です。

海からの風とたくさんのミネラルを

含んだ栄養豊富な土壌で育ったたまねぎ

で、辛みが少なく、やわらかい食感が

特徴です。

すいか

ピリ辛もやし
☺八王子産きゅうり使用

牛乳

下中たまねぎ牛丼 みそ汁
☺八王子産かぶ、キャベツ使用

小田原市下中たまねぎ

しもなか

下中たまねぎは、

甘くて、生でもおい

しいんだって！

普通ののたまねぎ

と間違えないように

注意しようね。

たまねぎは、

いまだに高値が続い

ている・・・。

原因は

何だっけ？

去年の異常気象で

生産量№１の北海道が

不作に見舞われたこと。

加えて、春の主力

の佐賀県産も状況が

芳しくなかったこと。

そうだね。北海道は、日本のたまねぎ

生産量の６割以上を担っているから、

北海道の状況が、日本全体に大きく影響

するんだよね。

今年はどうかと言うと、

北海道農政部が公表している

「北海道における農作物生育状況」

によれば、「生育は平年並に進ん

でいる」ってことだから、秋には

少しは落ち着くかも知れないね。



すいかをカット

下処理室 もやし洗浄中 ピリ辛もやし完成！

牛肉の検品

たまねぎ投入



令和４年７月４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

ごはん

牛乳

鮭の塩焼き

野菜と油揚げのごま和え
☺八王子産きゅうり使用

オレンジ

呉汁
☺八王子産だいこん、じゃがいも使用

「まごわやさしい」という言葉を聞いたことはありますか？

「まごわやさしい」は、バランスの良い食事をするために取り

入れたい食材の７品目の頭文字からできた和食の合言葉です。

今日の給食では「まごわやさしい」の食材を全てそろえていま

す。この７品目を毎日食事に取り入れてみましょう！

「まごわやさしい」

ま：まめ 豆・豆製品

ご：ごま アーモンドなど種実類

わ：わかめ ひじきなど海藻

や：やさい

さ：さかな

し：しいたけ きのこ類

い：いも類

バランスの良い食事

のために取り入れたい

7品目です！

「まごわやさしい」ってさあ、

食材全部みたいなもんじゃん。

わざわざ、言うほどのもの？

知らなかったねぇ。

よく憶えておこう！

そう思うよね～。

でもお母ちゃんに

聞いたら、ひき算する

のに便利なんだって。

ひき算

？？？

そう。

朝、昼に食べたものの文字を

消して、残った文字の食材で

晩ごはんを組み立てれば、自然

にバランスがとれるんだって。



和歌山県産バレンシアオレンジ
食材は、釜数に応じて計量して分けておきます。

油揚げ

脂ののった鮭入りました🐟

バレンシアオレンジ配缶

綺麗に焼き上がりました！



令和４年７月５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

生産者の方からメッセージ

私たちの作った『はちみつ』をはちおうじっ子の皆さんが食べると聞いて、

とてもうれしいです。 はちみつを採るときは検査をして、十分な甘さが

あるものだけを採っています。味が濃くておいしい はちみつにこだわって

作っているので、ぜひ食べてください！

冷凍みかん

ジャーマンポテト
☺八王子産じゃがいも、ピーマン使用

ミルクパン

牛乳

ミネストローネ
☺八王子産たまねぎ、

キャベツ、トマト使用

八王子産はちみつ
マスタードチキン

一生、働きっぱなし

に働いて死んで

いくんだよ。

働きバチって、エライけど悲しいよね。

女王さまの世話をしながら、子どもたち

を育てて、蜜を集めてみんなを養って・・。

あたしゃ、人間に

生まれてよかったと

つくづく思うよ。

もし、働きバチに生ま

れていたらと思うとゾッ

とするね。

そうなったら、

あたしゃ、働き方改革

を訴えるね。

八王子産はちみつマスタードチキンには、高月町・滝山町・戸吹町・川口町・

西寺方町の５か所の養蜂場で採れた八王子産はちみつを使っています。 ・ ・ ・ ・

でもさあ、

働きバチの中にも、

働かないのが２～３割

いるって聞いたよ。

面白いことに、働かないハチ

だけ集めてグループをつくると、

多くが働き出すんだけど、やっぱり

2～３割は働かないんだってさ。

やっぱり、ハチに

生まれるなら、雄に

生まれろってことだね。

そのくせ、働きバチが

集めてきた蜜は、食べさせて

もらえるっていうんだからね。

日がな一日、巣の中を

ウロウロしてるだけで

何にもしないでいいん

だって。

もっとも、冬には花が少なく

なるから、追い出されちゃう

らしいけどね・・・



スライサー
野菜を裁断します。

ジャーマンポテト
美味しいジャガイモ💛

粒マスタード、八王子産はちみつ、
醤油、酒に漬け込んだ鶏肉ずらり。

トマト18㎏ 4人でひたすら手切り💦



令和４年７月６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

きょうの給食のテーマは、「減塩を心がけよう！」です。

塩分のとりすぎは、高血圧をはじめとした生活習慣病に深く

関わるため注意が必要です。しょうがやにんにくなどの香味

野菜や香辛料、ハーブ、酢やレモンなどの酸味、旨みたっぷり

の出汁を加えることで塩分が含まれる調味料

の量を控えることができます。

今日の給食では鯖にしょうが、和え物にからし

を使い、みそけんちん汁は出汁の旨みたっぷりです。

小松菜のからし和え
☺八王子産こまつな使用

ごはん

牛乳

みそけんちん汁
☺八王子産じゃがいも使用

鯖のしょうが焼き

ごぼうは目の粗いスポンジで皮を剥きます。
ピーラーで剥くよりも、ごぼうの風味や香り、
皮に含まれる栄養素を残すことができます。

学校に運ぶコンテナに食缶を入れていきます。

鯖に調味液を入れ漬け込みます。
こ
ん
が
り
焼
け
た
鯖
の
配
缶



「減塩」を心がけよう！
塩分のとりすぎは、高血圧をはじめとした生活習慣病に深く関わる

ため注意が必要です。

しかし、私たち日本人は、理想的な1日の塩分摂取量の約1.5倍もの

塩分を摂っていると言われています。

麺類の汁は飲まない

ラーメン1杯で塩分

1日分になります！

調味料はかけない

ちょんと少量つけましょう。

減塩の調味料を使う

塩、しょうゆ、みそ、

ドレッシングなど

減塩商品があります。

加工品はたまに

たとえば、ウィンナー

1本で塩分１ｇ。

加工品は塩分が多めです。

旨みを生かす

たっぷりの出汁を使うと

塩分をひかえ

られます。

香りや酸味で味付け

香辛料や香味野菜、

スパイス、ハーブ、

レモンや酢を活用！

減塩
減塩



令和４年７月７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

七夕は、「棚機女（たなばたつめ）」として選ばれた女性が着物

を織って棚にそなえ、神様を迎えて秋の豊作を祈ったり、人々

のけがれをはらう行事でした。仏教が伝わって、お盆を迎える

準備として7月7日夜に行われるようになり、

「七夕」と読むようになりました。

「七夕汁」は、くずきりを天の川、にんじんを

短冊、かまぼこを星に見立ててあります。

冷凍みかん

きゅうり大根南蛮漬け
☺八王子産きゅうり、だいこん使用

ちらし寿司

牛乳

七夕汁

笹の葉揚げ
☺八王子産桑の葉粉使用

桑の葉粉を混ぜた衣で笹かまぼこを
揚げます。笹の葉のイメージしています。

星型のかまぼこ

短冊の人参

七夕汁

くずきりで天の川をイメージ

ちらし寿司配缶

次のご飯用の具を計量中



しっかし
さぁ・・。

神様もイジ悪

だよね。

そりゃぁ、

仕事しなくなっちゃった

のは、よくないけどさ。

何もわざわざ、

梅雨の時期にする

必要ないじゃない。

違うんだよ。

昔の暦の7月７日は、今の８月上旬。

天気が安定していて、織姫と彦星が会

える確率は高かったんだよ。

本当は８月なんだけど、

7月７日じゃないと「七夕」

にならないじゃない。

だから、梅雨時に

なっちゃうんだって。

ベガとアルタイル

の話ですか？

ベガは、こと座の

1等星、アルタイルは

わし座の１等星。

そして、2つの星の間は、

14.4光年も離れているので、

光のスピードで移動したと

しても、1年に1回会うことは、

とても無理です。

そんなことより、こいつら

どこから湧いてきた？

七夕伝説によるとベガが

織姫、アルタイルが彦星と

いうことになってますね。

織り姫と彦星は、年に1度、

7月7日の夜に会うことができる

とされていますが、実際に星が

移動することはありません。

実際にどうか

なんてウチらには

関係ないんだよ。

せっかく、

乙女チックな世界に

浸ってるんだから

水を差さないでくれる？

こんなだから、

うちの学校の天文部には、

新入部員がいないんだよ。

まったく！

へ？ あの子、

食べること以外に興味

ないはずだけど・・

ただの気まぐれ

だろうけど、

どうして？

人には見えない星を

しょっちゅう見ている

とか、稲妻に詳しいと

いう噂を聞いたもので、

熱心に勧誘した結果です。

ようやく、ヒラ部員

ができました。



令和４年７月８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

とうもろこし１本には、およそ600の実があります。

美味しいとうもろこしの見分け方は、ひげがふさふさで

茶色いこと、表面の皮が濃い緑色をしていること、

持った時に重みがあることです。

給食ではスチームコンベクションで蒸した

とうもろこしをいただきます。

3色ナムル
☺八王子産こまつな使用

ごはん

牛乳

マーボー豆腐
☺八王子産たまねぎ、にんにく使用

とうもろこし
まず、1列だよ。

1列をスプーンとか

フォークとか指とかで

とってしまえば、あと

は簡単だよ。

とうもろこしってさあ、

食べたあとが見苦しくって

やなんだよね。

ほらね！

アンタは、何でも

ソツなくこなすからね。

人前では、上品に

少しずつおちょぼ口で

食べるけどさ。

めんどくさいよね。

やっぱり、

とうもろこしは、

豪快に食べないとね。

そんなこと言って

ないでやってみなよ。

きれいに取れるよ。



とうもろこしを確認しながら洗浄

加住小の3年生が使用分の一部（100本）
を皮むきしてくれました💛💛💛

蒸したとうもろこしを配缶中

ひげの正体はめしべ。１つの花に１つあります。とう

もろこしは、およそ600の花の集合体。花が実になる
ので、実の数とひげの数は同じになります。また、花は
２つ一組で咲くため、実の数は必ず偶数になります。



令和４年７月１１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

揚げパンが誕生した頃の給食のパンは、時間が経つとカチカチに硬く

なってしまいました。硬くなってしまったパンをおいしく食べられる

ようにと考えて生まれたのが揚げパンです。当初は、 揚げたコッペパ

ンに砂糖をまぶしたものだけでしたが、今では、たくさんのバリエー

ションが生まれています。

きなこ揚げパンは、大人気の献立です。 皆さんも小学校でリクエスト

給食に挙げていたのではないでしょうか。

揚げパンは、２００℃の高温の油で２分半、すばやく揚げることで、

パンの表面がカリッと、中はふわっと仕上がります。

フレンチサラダ
☺八王子産ズッキーニ、キャベツ使用

きなこ揚げパン

牛乳

ポークビーンズ
☺八王子産たまねぎ、じゃがいも使用

バレンシアオレンジ

パンが揚がってきました

揚げたパンをきな粉の中へ

フレンチドレッシングを野菜に加えて・・・



いつもいつもジャンケン

じゃ能がないからね。

きょうは趣向を変えるよ。

クイズ形式の予選

を突破した者だけが

決勝ジャンケンに

進めることにする！

第１問。

揚げパンが、生まれたのは、今から

何年前だったでしょうか？

①50年前 ②60年前 ③70年前

①だと思う人は何も持たないで、

②だと思う人はスプーンを持って、

③だと思う人は、箸を持って

手をあげるんだよ。

揚げパンが生まれたのは、昭和27年（1952年）。

きっかけは、インフルエンザが流行して学校を休む児童

が続出、給食が大量に余ってしまったこと。

もったいないから、せめて、パンだけでも捨てずに

済ませられないかとの思いから作り出されたんだよ。

残った揚げパン
争奪バトル‼

きょう、残っている

揚げパンは、２つだよ。

と言うわけで、

正解は③、箸を持って

いる人だよ。

揚げパンを考案した

人の職業は何だったで

しょうか？

それじゃあ、第２問‼

頑張ってね！

①パン屋 ②給食調理員

③料理研究家

正解は②、

スプーンの人！
お休みしている子に元気を出してもら

おうという調理員さんの愛情が生み出し

たんだ。

揚げパンは、学校給食が生み出したんだよ。

キミは当然

辞退するよね？

部長と副部長を

立てて身を引くと

いうのが、新入部員

の心得だろ？

じゃあ、

3人でジャンケン

で決めてね。

他のみんなは、

給食をいただき

ましょう！
入部してくれたことに

感謝の気持ちを表するのが

部長・副部長の役割だろ？

ここは、平和的に

解決しようじゃないか。

1つを部長の私が

いただき、残りの１つを

君たちが分け合うという

ことでどうだろう？

ヤダッ！ ヤダッ‼

そっちこそ

辞退してもらい

たいね！

結局あの3人、

いがみ合ってるうち

に時間が来ちゃって、

給食食べられなかっ

たんだって。



令和４年７月１２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

苦味が特徴のゴーヤ。「わざわざ、あんなに苦いものを食べ

る理由がわからない」という人も多いと思います。でも、

ゴーヤは、とっても栄養価が高いうえ、夏バテ予防や食欲

不振にも効果があり、夏に積極的に摂り入れたい野菜です。

きょうの給食のゴーヤチャンプルは、ゴーヤを薄切りにし、

塩もみと下茹でをして苦みを抑え、センター特製の

だしじょうゆで味付けしています。 苦手な人も

まずは、ひと口、食べてみてください。

【 和み献立～沖縄県の郷土料理～ 】

沖縄パイン

ししじゅうし

牛乳

冬瓜のスープ
☺八王子産たまねぎ使用

ゴーヤチャンプル
ゴーヤ、嫌い！

こんなもの食べる

やつの気が知れ

ないね。

ちょっと～、

ゴーヤだけを

よけて食べるの

やめなさいよ。

ゴーヤは、夏バテ予防や

食欲不振に効果があるし、

ビタミンＣやカリウム、

食物繊維が豊富なうえ、

血糖値を下げる効果

もあるっていう、

すっごい野菜

なんだよ。

何と言われよう

と、オイラ、ゴーヤ

は絶対に食べない‼

しょうがない

子だねぇ。これも

食べないかい？

何？

お母ちゃん、

それ何？？？

完熟した

ゴーヤだよ。

ゴーヤは、完熟する

と黄橙色になり、中は

赤いゼリー状の果肉に

変化するんだよ。

ゴーヤ、

食べないん

だよね？



ゴーヤの種取り

夏野菜 冬瓜
夏野菜 モロヘイヤ

ゴーヤは苦みを和らげるために塩もみし、少し

なじませてからボイルします。更に油で炒めるこ

とで食べやすいゴーヤチャンプルになります。

ししじゅうし ： 具炒め

きょうの冬瓜のスープには、

モロヘイヤも入ってます。



https://tshop.r10s.jp/haimuraya/cabinet/wazakka/furoshiki/2201-
1815main.jpg?fitin=720%3A720

令和４年７月１３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

八王子市では、学校や避難所などに設置している防災倉庫に

非常食としてアルファ化米を備蓄しています。同様に、災害発生

時に避難所等への食支援の役割を担う給食センターでもアル

ファ化米などを備蓄しています。

災害用の備蓄品は、有事に備えて消費期限をチェックしておく

必要があります。 今日の給食では、給食センターで備蓄して

いる非常食の入れ替えに伴い、アルファ化米を食べます。

家庭の備蓄品も期限を確認しましょう！

ピーチヨーグルト

夏野菜カレーライス（α化米）
☺八王子産なす、ズッキーニ、たまねぎ使用

牛乳

わかめサラダ
☺八王子産キャベツ使用

市では、災害に備え、防災

倉庫を設置して、いろいろな

ものを備蓄しているのよ。

給食センターでも、いざ

というときに避難所などに

食支援を行うため、いろい

ろなものを備蓄しているの。

自分の家に

備蓄しなくても

安心だね。

市で備蓄している食料など

は、災害で自宅で生活ができ

なくなってしまった人のため

のものなんだよ。

だから、

各家庭が各々で備蓄を

しておかないといけな

いんだよ。

どんなものをどの位

備蓄しておけばいいかは、

市や東京都のホームペー

ジなどで調べてね。

親方、

ど～したの？

その荷物。

災害用の備蓄品だよ。

最近、災害が大規模

になってきてるからな。

普段から使ってるものを

多めに購入して、消費した

らその都度買い足すんでい

いんだよ。日常備蓄って

言うんだって。



α化米 ： センターではこのように調理しました

完成！

沸騰したお湯にα化米を入れます。
混ぜて蓋をして蒸らします。

開封

配缶

保存期限が近くなった

備蓄食料品は、いざという

とき困らないように実際に

調理して慣れておこうね。

けっこう

イケてる。

あの荷物、

片付けるの

大変だね。



令和４年７月１４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

枝豆は、大豆を未成熟で青いうちに収穫したものです。

大豆は、世界各国で生産されていますが、青いうちに枝豆として食べる

のは、日本をはじめとする少数の国だけでした。しかし、栄養、おいしさ、

手軽さ、そして日本食のヘルシーさがブームを呼んだことから海外でも

「ＥＤＡＭＡＭＥ」として人気になり、アメリカでは学校のスクールランチに

も登場しているそうです。

タンパク質の量は、大豆にはかないませんが、葉酸、ビタミンC、β-カロ

テンなどは大豆より多く含んでいます。疲労回復やお肌をきれいにする

効果があるので、暑くて日差しの強い夏にピッタリの野菜です。

枝豆

海鮮あんかけやきそば
☺八王子産たまねぎ、キャベツ、にんにく使用

牛乳

わかめと
えのきのスープ

青のりポテト

大豆は、英語ではSoy beans。

枝豆は大豆を青いうちに収穫した

ものだから、Green soybeansとい

うこともあるけど、最近では海外で

も大人気の食べ物になったから、

日本語のまま「ＥＤＡＭＡＭＥ」で

通用するのよ。

大豆と枝豆は、植物分類上

は同じものだけど、栄養学の

観点からは異なるカテゴリー

の食品として扱われるの。

未成熟のうちに

食べるから、豆じゃ

ないってこと

なんだね。

栄養学の観点から

は、大豆は豆類、

枝豆は野菜類に分類

されているわ。

今では、

寿司や天ぷらに

匹敵するほど有名

になっているんだよ。

日本でいつ頃から、大豆を枝豆として

食べるようになったかは、定かではない

けど、一説によれば、奈良・平安の時代

から食べらていたということだよ。

江戸時代には、夏に

なると路上に枝豆売り

の姿があったんだって。

枝についたまま茹でた

ものを「枝付き豆」または

「枝成り豆」と呼んで売っ

ていたので、それが「枝豆」

になったとされているわ。



令和４年７月１５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

考案した恩方中3年生 清水 葉乃さん

からのメッセージ

～中学生の考えたバランス献立～

八王子産かぼちゃの煮物☺

二色そぼろ丼
☺八王子産たまねぎ使用

牛乳

千切り野菜のすまし汁
☺八王子産だいこん、こまつな、じゃがいも使用

家庭科で学習したことや、苦手な野菜も食べられるようにとの
お家の方の料理の工夫等を活かして、いろいろな野菜が食べられ
るバランス献立を上手に立ててくれました★

肉とたまごの２色そぼろがたんぱく源！
みんなが好きなそぼろ丼で、食欲がない
日でもごはんが進みます！

にんじん、大根、じゃがいも、小松菜、油揚げ

千切りにすることで加熱時間も短時間で
済み、暑い日の調理に良いですね。

かぼちゃだけでなく、小さめに
切ったしたけや人参、こんにゃく
も入っていました☆

飾り気なく、とても単純で優しい味が詰まっ

た献立です。一つ一つのメニューに栄養の偏り

がなく、あっさりとした 食べやすいものばか

りです。品数も少ないので、家で

作りやすいのも特徴です。

はの

恩中に
取材に行くよ‼

お～！

. 難しかったこと
は何ですか？ 特におススメの

料理はあります
か？

どういう食材を入れたら

栄養バランスが偏らない

かを考えるのが 大変でした。

かぼちゃの煮物がオススメです。

かぼちゃだけでなくて、しいたけや

にんじん、こんにゃくを入れて色々

な野菜が食べられるようにしました。

とっても、おいしく

いただきました。

これからも、栄養バランス

に気を配った食事をして、

勉強に、部活に励んでください。



炒り卵を作るのはとても大変な作業です。

大量の卵なので火が通るのが遅いうえ、焦げないように混ぜ続けないと

いけません。時間と神経を費やす作業です💦

かぼちゃの煮物完成！

とりそぼろづくり！

オイラ、そぼろ
だ～い好きっ‼



令和４年７月１９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

きょうは、１学期最後の給食。 間もなく、給食センター

元八王子がオープンして3回目の夏休みです。よりよい

給食を提供できるように2学期の準備を進めて参ります。

きょうは、食欲がなくなる夏でもたくさん食べられるよう

にキムチチャーハンにしました。キムチチャーハンに入って

いる豚肉には疲労回復に効果があります。

長い夏休みです。３食の食事、生活リズムを整え元気に

過ごしてください！

タピオカポンチ

キムチチャーハン
☺八王子産白菜キムチ使用

牛乳

トマトのスープ
☺八王子産たまねぎ、こまつな使用

いかのねぎ塩焼き

夏休み中は、生活のリズム

が乱れがちになるから、健康

に注意して規則正しい生活を

心掛けないといけないよ。

宿題だけじゃなく、

いろいろなことを調べたり、

1学期の復習をしたりして、

２学期に備えるんだ。

自由になる時間が

たくさんあるから、

勉強も頑張らないとね。

暑いからって、グダグダ

してちゃいけないよ！

まずは、規則正しく！

毎年さぁ、「今年こそは

計画的にやる！」って思う

んだけどさ・・。

「明日からがんばろっ！」

って思っているうちに、

気が付きゃ手遅れ・・

毎年後悔するん

だけど、1年経つと

忘れちゃうんだよね～。

まだ、夏休み始まって

ないよ。今年はそうならない

ようにすればいいじゃん！

無理！
あなた、自分の弟

を見ててわからない？

先生は、夏休みっていうと

同じことを言うけどさ・・。

それができりゃぁ、苦労は

ないんだよ。

なに?

計画どおりにいかないから、

何度も計画をつくり直してたら、

今日になっちゃった？



綺麗にカットされたトマト

チャーハンに入れる炒り卵

肉の検品いかの検品

ト
マ
ト
は
、
手
で
カ
ッ
ト
し
ま
す


