
平成30年度  かながわ学校給食地場産物利用促進運動　献立作成・実施結果

＜市町村＞

市町村名 献立名 使用した地場産物例 献立を活用した指導方法、授業・学校行事・講演等

横 浜 市
はま菜ちゃんおかわり
すぶた

だいこん

平成28年のはま菜ちゃん料理コンクール入賞作品で、11月の市内一斉供給献立
として、市内でとれただいこんを使用した。
ぱくぱくだよりやＪＡ横浜からの「だいこん」に関する指導資料をクラスに配
布し、指導した。
栄養教諭・学校栄養職員が教室やランチルームで地場野菜等について話をし
た。
給食時間に校内放送で献立や使用している地場産物について知らせた。

大根葉ごはん・麦茶・
ローストチキン・ポト
フ・紅まどんな

葉つき大根・にん
じん

・２年生が地域の畑で掘って来た大根と大根葉を使用し、自校献立で大根葉ご
はんとポトフにして全校で頂きました。大根作りを指導してくださった農家さ
んをお招きし、２年生の教室で一緒に給食を食べてもらいました。
・全クラスにプリントを配布し、放送を入れました。

ジャンバラヤ・牛乳・
かぶのコンソメスー
プ・スイートポテト

にんじん・キャベ
ツ・さつま芋（シ
ルクスイート）

・給食通信を全クラスに配布し、献立内容を給食時間に放送しました。また、
野菜の豆知識や生産者の方についての資料を給食室前に掲示し、児童に親しみ
やすいように工夫しました。
・各クラスごとに感想用紙を配布し、次回献立作成の参考としています。

宮崎育ち　菜果（さい
か）ちゃんのスープ

大根・にんじん・
白菜・長ねぎ

・３年生社会科での食育（地域の農家さんの畑を借りて大根の種うえや収穫、
学区在住の方と連携）
・くばりかた表や給食だよりで啓発
・「菜果ちゃん」とは、かわさきそだちのPRキャラクターです。
　＊地場産物の活用について
　　大根は、宮崎地域の農家さんの畑をお借りして、３年生が育てたもので
す。
　＊スープには３年生が育てた大根と、市内産の野菜（白菜・長ねぎ・にんじ
ん）を使います。

菜果（さいか）ちゃん
のソテー

にんじん、キャベ
ツ、のらぼう菜

・２年生生活科での食育（のらぼう菜栽培、市内在住の名人の出前授業）
・くばりかた表や給食だよりで啓発
・「菜果ちゃん」とは、かわさきそだちのPRキャラクターです。
　＊のらぼう菜
　　菜の花に似た十字花植物で、アブラナ科の野菜です。多摩地区を中心に広
がりました。冬を越して春先に成長してきた茎の部分を、手で折りとりながら
収穫します。２年生では、のらぼう菜の生産者を講師としてお迎えし、育てる
学習を行っています。

ごはん　牛乳　めかじ
きのつけ揚げ　大根と
きゅうりの中華づけ
雑煮

米、牛乳、大根、
小松菜

・統一献立で「かながわ産品学校給食デー」を実施しました。各学校で献立内
容を放送したり、給食ひとくちメモなどを配布しお知らせしています。
・「かながわ産品学校給食デー」給食ひとくちメモより
（今日は、神奈川県でとれた食材を多く使った「かながわ産品学校給食デー」
です。給食には、たくさんの食材を使っていますが「地産地消」といって、地
元でとれたものを、地元で使うことをすすめています。この日の神奈川県の食
材は、「米」「牛乳」「小松菜」「大根」の４品です。神奈川県は、田んぼや
畑が少ないですが、三浦半島は暖かい気候で、野菜作りが盛んです。三浦でと
れる大根は、秋から冬にかけて、甘みとみずみずしさが増しておいしくなりま
す。給食で、私たちの住む神奈川県の、おいしい季節の味を楽しみましょ
う。）

ごはん、とり肉と大根
の煮物、たけのこのピ
リ辛炒め、じゃが芋の
みそ汁、ミニフィッ
シュ、牛乳

米、大根・にんじ
ん・長ねぎ（川崎
市内産）、牛乳

＜ひとくちメモより＞
大根は食べる部位によって味が違うことを知っていますか。先の方は辛味が強
く繊維がしっかりしているので漬物向き、真ん中は辛味が少なく水分が多くか
たいので煮物に向いています。葉に近いところは甘みが強いので、大根おろし
やサラダに向いています。

ごはん　さけの塩焼き
煮びたし　けんちん汁
牛乳

米、大根（神奈川
県三浦市産）、牛
乳

＜給食配り方表の献立紹介より＞
給食週間の行事食・かながわ産品学校給食デーです。けんちん汁には、県内産
の大根を使用します。
＜献立連絡調整会議資料より＞
けんちん汁の由来は、鎌倉の建長寺の僧侶が作っていた建長汁がけんちん汁に
なったという説と、中国の精進料理といわれる普茶料理（ふちゃりょうり）が
由来という説があります。どちらの説においても、元来、精進料理なので、肉
や魚を使わず、出汁にもかつお節を使いませんでした。しかし、給食では子ど
もたちに好んで食べてもらえるようにかつお節で出汁を取り、とり肉も入れて
アレンジしています。

麦ごはん　つくねのて
り焼き　五目豆　神奈
川県野菜たっぷり豚汁

米、にんじん・ほ
うれん草（川崎市
内産）、大根（神
奈川県三浦市
産）、牛乳

＜給食配り方表の献立紹介より＞
「神奈川県野菜たっぷり豚汁」は、中学校給食献立コンクールで優秀賞を受賞
した献立の中の一品です。県内産の大根、かわさきそだち（市内産）のにんじ
ん、ほうれん草を使用します。この日はかながわ産品学校給食デーを兼ねてい
ます。
＜ひとくちメモより＞
今日の豚汁には川崎市内産のにんじん、ほうれん草を使っています。市内産の
農産物の総称「かわさきそだち」のキャラクターは次のうちどれでしょう。①
はま菜ちゃん②菜果ちゃん③さがみくん…答えは②です。

ごはん　煮魚　白菜の
おかかあえ　豚汁　み
かん　牛乳

米、にんじん・大
根・じゃが芋・長
ねぎ（川崎市内
産）、牛乳

　毎月、ＪＡとの連携で市内産農作物「かわさきそだち」を給食で提供してい
ます。新鮮な野菜を使用することで、よりおいしい給食を提供できます。生徒
には、給食だよりや、毎日配布する一口メモなどで、地元の農家を紹介した
り、地場産食材の良さを伝えています。今回は豚汁に、市内産のにんじん、大
根、じゃが芋、長ねぎを使用しました。豚汁は、生徒も食べ慣れている献立で
すが、味の違いをより一層感じられたようです。

川 崎 市



市町村名 献立名 使用した地場産物例 献立を活用した指導方法、授業・学校行事・講演等

相 模 原 市
ご飯・牛乳・豆腐と大
和芋の卵焼き・小魚の
炒り煮・白菜の味噌汁

米・牛乳・大和
芋・にんじん・鶏
卵

　給食室でひとつひとつ、カップに入れオーブンで焼いて作りました。
　この時期にとれる『やまといも』を使っています。
　『やまといも』は、みんなの体を動かす力のもとになる黄色の仲間の食べも
のです。
　今日の『やまといも』は、みんなが住んでいる、地元の佐藤さんが作ったも
のです。
　とうふと大和芋の卵焼きは、やまといもの他にとうふやたまご、かつおぶし
が入っているので、みんなの体を作るもとにもなります。
　ねぎは、体の調子を整えてくれます。

横 須 賀 市 ホイコーロー 豚肉、キャベツ
・献立を活用した指導方法：家庭配布献立表
・授業・学校行事・講演等：無

平 塚 市 ビビンバ

豚ももスライス
（やまゆりポー
ク）・ほうれん
草・もやし

ふれあい給食事業
　「やまゆりポーク生産者協議会」から「やまゆりポーク（豚肉）」の寄贈に
ついて御連絡をいただき、平塚市の農業に関する学習を行ってきた八幡小学校
の給食にて、市内畜産業を学ぶ機会とし、実施。
　子どもたちと一緒に給食を食べる「ふれあい給食」の実施

　やまゆりポーク生産者
　全国農業協同組合連合会神奈川県本部
　神奈川県畜産技術センター
　平塚市　農水産課・学校給食課

鎌 倉 市
ごはん・のりの佃煮・
牛乳・生揚げと大根の
煮物・りんご

米・のり・牛乳

3年生社会科「原料はどこから、製品はどこへ」
神奈川県内でとれる食品を紹介し、給食に実際に使用された食品について知ら
せた。
資料：かながわでとれる「たべもの」
（ホワイトボード仕様、食材はマグネット）
神奈川県学校給食会より借用

藤 沢 市 ハヤシライス

やまゆりポーク
（贈呈）にんじん
（市内）ブロッコ
リー（市内）湘南
ゴールドゼリー
（県）

「きゅうしょくしつより」のおたよりにて、全校に当日の食材について触れた
ものを配布。「ハヤシライス」が本年度夏に行われた「かながわ学校給食夢コ
ンテストに応募されて受賞した献立だったので、やまゆりポークを使って夢の
給食の実現をと考え企画した。
やまゆりポークの授業はコンテスト受賞者の在籍する学年で5年生２クラス82
名が参加し、授業後贈呈を受けた後、授業者と5年生の1クラスに招きランチ
ルームにて会食を行った。（やまゆりポーク26kgを贈呈していただく。）
連携は、藤沢市農業水産課、県畜産技術センター、JA東日本組合、やまゆり
ポーク生産者協議会事務局、藤沢市打戻種豚組合、藤沢市学校給食課

小 田 原 市
牛乳　かまぼこ入りか
き揚げ丼　大根と水菜
の味噌汁

牛乳、米、かまぼ
こ、玉ねぎ、葉ね
ぎ、卵、大根、油
揚げ、味噌

　３年生が社会科、総合で地域の産業について学習するため、その時期に合わ
せて、かまぼこを使った献立を実施する。
　子どもたちは、昔ながらのかまぼこ工場の見学や、学校でのかまぼこ作りを
通じて、小田原ならではの職人技を身近に体験することができる。
　実施には、神奈川県職業能力開発協会の協力を得ている。

茅 ヶ 崎 市
古代米ごはん、牛乳、
鯵の干物、けんちん
汁、くだもの

精白米、黒米、
鯵、里芋、こん
にゃく、こまつな

11月の市内産の米と黒米が収穫できる時期に多くの県内産のものが入荷できる
よう青果商や生産者に協力を得て給食を実施した。
　黒米の生産者には栄養士会で田んぼを訪問し色々な話を伺うことができたた
め、壁に生産者の話や顔写真、田んぼの写真等を壁新聞にしてアピールした。
学校へ行こう週間にあたっていたため、保護者へも周知できた。

逗 子 市

ずしキーマカレー、ハ
ンバーグ、しらわか
ちゃん酢の物、おかか
和え、牛乳

しらす（小坪
産）、わかめ（小
坪産）、小松菜
（横須賀産）

この日は、逗子市立中学校給食が４周年を迎えました。毎年、10月14日には、
このメニュー。
「しらわかちゃん酢の物」は、逗子市の食育推進キャラクターしらわかちゃん
からネーミングをもらい、中学校給食で定期的に提供している。
教室へ毎日届けるおたより「給食室からこんにちは」で伝えるとともに、その
内容を校内放送でも知らせています。

三 浦 市 まぐろみそ漬けフライ
クロカワカジキの
味噌漬け

給食だより　校内放送で紹介
給食時間に　訪問指導

中華丼、牛乳、じゃが
いものごまだれかけ

キャベツ、玉ね
ぎ、じゃがいも

・給食時に資料を配布

真竹とじゃがいものう
ま煮

真竹、じゃがいも
・たけのこの皮むき体験と郷土料理についての説明（３年生生活科）
・地域の農家さんから納入していただいた野菜の使用と農家さんの紹介

ごはん、牛乳、けんち
ん汁、切干大根のピリ
辛、さんまのしょうが
煮

米、牛乳、だいこ
ん、さといも、長
ねぎ

各クラスに地場野菜についてのお便りを配布

大根カレー/牛乳/キャ
ベツのサラダ/みかん
ゼリー

豚肉・大根・米・
キャベツ・みかん
ゼリー果汁

給食時間に、今日は「神奈川県産品デー」であることと、
「大根カレー」の料理の紹介の放送をしました。

麦入りごはん、牛乳、
白身魚のもみじ焼き、
さつま汁、切干大根の
含め煮

にんじん、だいこ
ん、さつまいも、
長ねぎ、こまつな

・校内放送と盛り付け表にて、地場産使用の旨と、生産者の紹介を行った。
・授業、学校行事、講演等はなし

チーズパン　牛乳　鶏
のから揚げ　サマーシ
チュー　ズッキーニと
ベーコンのソテー

じゃがいも　ズッ
キーニ

厚木市内でとれたじゃがいもをサマーシチューに使用し、ズッキーニをズッ
キーニとベーコンのソテーに使用しました。
地場産を使用した献立、野菜をパンフレットにまとめ、ズッキーニについての
紹介もした。

あきのかおりごはん
やきとり　すまし汁
いそかあえ　お米の
ムース　牛乳

さつまいも（厚木
市）　ほうれん草
（神奈川県産）

１１月の行事食として提供。
本校のある地区は古くから農業がおこなわれており、土壌などもよく根菜が育
ちやすいと以前農家さんから伺った。
今回は変わりご飯に地区でとれたさつまいもを利用し、副菜には神奈川県産の
ほうれん草を使用した。
さらに厚木市産のお米を使用したデザート(パッケージも厚木市のキャラク
ターが記載されている)も一緒に提供した。
給食時の放送で全体に周知をはかった。

秦 野 市

厚 木 市



市町村名 献立名 使用した地場産物例 献立を活用した指導方法、授業・学校行事・講演等

大 和 市 ヤマトン汁

豚肉、里芋、大
根、人参、長ね
ぎ、ごぼう、みそ
（市内産の大豆と
米使用）

・献立表に掲載
・給食時間の放送
・給食ひとくちメモ
・給食時の訪問
・授業（地産地消について）

伊 勢 原 市 さつま汁 さつまいも
・各小学校栄養教諭および栄養士による指導資料の配布。
・給食だよりへの掲載。

海 老 名 市
鯖のみぞれ煮・磯香和
え・えびないっぱいの
みそ汁・ご飯・牛乳

鯖・もやし・の
り・酒粕・味噌・
大根・豆腐・米

・資料配布
　（使用食材の紹介・レシピ紹介）
・放送資料配布
　（使用食材の紹介）

座 間 市

さつま芋ごはん、牛
乳、いわしのチーズフ
ライ、豚汁、湘南ゴー
ルドゼリー

※、さつま芋、牛
乳、いわし、大
根、ねぎ、小松
菜、みそ、湘南
ゴールド

クラスへ本日の献立、産地、地産地消について記入した資料を配布、学級担任
により給食時間内指導を行った。
その他、給食時間中に放送を実施。市内産の食材については、生産者の写真を
掲示した。

神奈川シューマイ 豚肉　玉葱
神奈川県産で採れた食材を昼の放送で地産地消について知らせた。
配膳室前に各献立の掲示をした。子どもたちにも好評で残食が少なかった。

牛乳、ご飯、大根と
ベーコンのスープ、は
んぺんフライ、さつま
いもとブロッコリーの
サラダ

牛乳、ご飯、豚
肉、玉葱、さつま
いも、大根、キャ
ベツ、ほうれん草

{放送}
　・低学年時の「野菜の育て方の地域の先生が作ってくださった野菜」など顔
の見えるような放送にした。
　・「支援級や○年生が作ってくれた野菜です。新鮮でとても美味しいです。
味わって食べてください。」などの放送をした。
{授業}
　・家庭科で栄養の単元で、「学校給食の献立を作ろう」のときになぜ地産地
消が良いのか。食材のことばかりではなく、エコの観点も含めおこなった。

さつまいも
さつまいも（学校
園）

・さつまいもは児童が学校園で作ったものを使用した。

・クラスだよりや放送で全校に知らせた。

赤飯　塩からあげ　ご
まあえ　高野豆腐と卵
のスープ　牛乳

もち米　ささげ
こまつな　ほうれ
ん草

＜放送資料＞
　今日の給食は、特別な給食です。５年生が収穫したもち米を使ってお祝いの
お赤飯給食です。○○さんのご協力のもと、おいしいお米がとれました。６年
生の「ささら踊り」も加わって、他のもち米よりもきっとパワーあふれるお米
です。５．６年生のみなさん、そして○○さんに感謝して、今日はよく味わっ
てください。
　では、問題です。○○さんは、何キロのもち米をプレゼントしてくれたで
しょう？
　①５０キロ　　②３０キロ　　③１０キロ
　こたえは、②の３０キロです。４５０人分のもち米をプレゼントしてくれま
した。
　ありがとうございます！残さずいただきましょう！

やまゆりポークのビビ
ンバ丼　牛乳　県産わ
かめのスープ　焼き餃
子　夏みかん缶

ごはん、牛乳、豚
ひき肉、もやし、
カットわかめ、玉
葱

・各クラスに地場産食材紹介のプリントを配布。同じ内容を昼の放送で、放送
委員会の生徒に読んでもらった。

夏野菜カレーライス
米、かぼちゃ、豚
肉、なす

・その日の献立について詳しく書いたプリント「給食掲示板」を各クラスに配
布し、地場産食材について紹介した。

綾 瀬 市
ひじきと打ち豆のごは
ん

米、ひじき、打ち
豆（神奈川産）
にんじん（綾瀬
産）

・給食時校内放送、献立表に資料記載
・さがみ農業協同組合との連携により、地場産食材の確保
・神奈川県学校給食会との連携により、神奈川産打ち豆の確保

葉 山 町

発芽玄米ごはん、牛
乳、鶏肉のレモン醤油
焼き、塩豚汁、マカロ
ニあべ川

米、牛乳、さとい
も、ねぎ、だいこ
ん、きな粉

・給食委員会による昼の放送
・献立メモ等をクラスに配付
・給食便り

寒 川 町 地場野菜けんちん汁
大根、里芋、ほう
れん草、こんにゃ
く、長葱

資料を作成

大 磯 町

ごはん　ひじきふりか
け　牛乳　シイラのか
ら揚げ　ブロッコリー
豚汁

米、牛乳、シイ
ラ、ブロッコ
リー、赤みそ、長
ねぎ、大根、こん
にゃく、豆腐

・神奈川産品学校給食デーと題し、予定献立表で保護者、児童へ告知した。当
日には昇降口に米、牛乳、シイラ、ブロッコリー、赤みそ、長ねぎ、大根、こ
んにゃく、豆腐の実物を展示した。こんにゃくについては農協の協力もあり、
こんにゃく芋の実物を展示することができた。
・給食時間には、校内放送を実施し給食がほとんど神奈川県産の食材でできて
いることを周知した。

二 宮 町 菜の花入り根菜サラダ 菜の花 ・給食だより、一口メモ、かながわ産品デー献立資料を配布。

中 井 町 さつまいもシチュー
さつまいも、にん
じん

中学２年生　家庭科の授業
給食について学び、テーマに沿った給食１食分の献立を考える
→実際に給食で提供

南 足 柄 市



市町村名 献立名 使用した地場産物例 献立を活用した指導方法、授業・学校行事・講演等

大 井 町
豚丼　牛乳　さつま汁
みかん

米　豚肉　人参
長ねぎ　大根　さ
つまいも　小松菜
みかん

・町内産の食材料と生産者を紹介した「給食だより増刊号」を町内小中学校の
学級に配布した。また、給食だより増刊号を町のフェイスブックに掲載した。

松 田 町
根菜カレーライス　牛
乳　青菜のソテー　果
物（みかん）

米　牛乳　にんじ
ん　里芋　だいこ
ん　みかん

・神奈川産品給食献立の資料（給食時間：放送）
　今日の給食は、神奈川県で作られた食べ物をたくさん使った神奈川産品献立
です。
　米は伊勢原市、牛乳と里芋は中井町、だいこんは三浦市、にんじんとみかん
は小田原市でそれぞれ作られました。
　米は「はるみ」という品種で、「湘南の晴れた海」というところから付けら
れました。つやがあり、強い甘みのある米です。
　今日は神奈川県の恵みに感謝し、よく味わっていただきましょう。

茶ふき芋 粉末緑茶
　朝の会にて生徒会給食委員より、山北産のお茶を使ったメニューであること
を伝えてもらった。原稿はクラス掲示とした。

大根ご飯、焼き鮭、小
松菜と白菜のお浸し、
けんちん汁、みかん、
牛乳

大根、大根の葉、
米、小松菜、白菜、
里芋、ねぎ、みか
ん、牛乳

　ランチ委員会による児童集会で、山北産の食材を栽培し納品してくださって
いる方々の紹介をした。山北町の生産者がどんな方々なのか、どんなことを考
えて納品してくださっているか、ランチ委員会が原稿を考えて、全校児童へむ
けて発表をした。
　発表後には、生産者へむけた手紙を書いてもらい、感謝の気持ちを育んだ。
　児童集会があった日の献立には、山北産の野菜を多く使った旨、お昼の放送
とクラスごとに配るランチメールで知らせた。

チキンチキン弥一芋 弥一芋
　地産地消や、町内産の特産品「弥一芋」について、視聴覚委員が給食時間に
校内放送。

ご飯　めかじきの照り
焼き　開成町のだんご
汁　牛乳

大根　にんじん
長ねぎ　白菜　ほ
うれん草　上新粉

・生産者の情報を載せた「きゅうしょくニュース」の配付
・児童が生活科で育てた大根の使用

弥一芋カレー（開成町
産新米はるみ）　牛乳
大根の彩りサラダ

開成町産新米はる
み　牛乳　弥一芋
レディサラダ大根
青首大根　きゅう
り

　この日は開成町の弥一芋生産者との交流給食を実施した。開成町の新米「は
るみ」と開成弥一芋を使用したカレー、神奈川県産のレディサラダ大根、青首
大根、きゅうりなどを使用したサラダを提供した。開成町と神奈川県のおいし
さを堪能できる、季節を感じられる献立とした。
　生産者との交流給食では、生産者側の思いを児童が知るきっかけとなった。
当日は全クラスへ「ランチメモ」を配布し、生産者の思いや、弥一芋、はる
み、大根についての説明をした。

ごはん　牛乳　みそ汁
メカジキのかりんとう
風

米　わかめ　メカ
ジキ

給食時間に、地場産品についての資料配布、放送を行った。
食育月間である6月に行った。

和泉流　豚と大根の炒
め物

三浦大根
児童が「かながわ学校給食夢コンテスト」で入賞した献立。
献立名は、入賞した児童のクラスで考えた。
給食時の食育放送（献立を活用した指導方法）

わかめご飯・牛乳・鶏
肉の生姜焼き・野菜炒
め・つみれ汁

米・わかめ・牛
乳・つみれ

・校内放送で、神奈川県産給食デー・県産の食材の紹介をした。

めかじきのかりんとう
風

めかじき
・給食時間の放送
・地産地消給食

真 鶴 町

バターライス 牛乳 し
いらのムニエルレモン
ソースかけ 秋野菜の
豆乳スープ みかん

米　牛乳　しいら
レモン　小松菜
みかん

・献立を活用した指導方法…給食時間の校内放送、クラスへ資料配付
・学校行事「まな小ランチ」保護者・地域の方々対象の試食会を実施

湯 河 原 町

ゆがわらなめし　さば
のみそに　きのこけん
ちんじる　摘果みかん
ゼリー

湯河原町産小松菜、
湯河原産摘果みか
んジュース

・教室へ配付のメモ
・小松菜
　湯河原町農業委員会からの寄付、町立小学校全３校で５３㎏使用、１０月２
６日（金）

愛 川 町
ご飯、牛乳、ポークカ
レー、豆のサラダ、福
神漬け

米、牛乳、豚肉、
たまねぎ、じゃが
いも、にんにく

学校給食予定献立表、給食だより、食育だより、校内放送、資料配付

清 川 村 清川恵水バーガー 地場産恵水ポーク
学校給食週間に合わせて、清川村のブランド豚「清川恵水ポーク」を特製のみ
そだれをつけて焼き、パンにはさみ「清川恵水バーガー」にしました。

山 北 町

開 成 町

箱 根 町



＜県立特別支援学校＞

学校名 献立名 使用した地場産物例 献立を活用した指導方法、授業・学校行事・講演等

平 塚 盲 早春キャベツのサラダ
早春キャベツ、レディ
サラダ大根

早春キャベツについては、毎月配付のランチタイムにて紹介を行った。その中で、早春
キャベツは柔らかいキャベツであることを知らせており、当日は早春キャベツと冬キャ
ベツ(他県産)の葉を用意し、給食巡回時に触ったり見たりしてもらい、ランチタイムの内
容を踏まえてどちらが早春キャベツであるかを当てるクイズを小6の児童に行った。全
盲の児童であり、触ったり匂いをかいだりして観察し、答え合わせをすると自分が予想
した答えと違っていたため、驚いていた。担任からはキャベツの品種の違いを比べるこ
とは無かったので、良い経験になったとの話をいただいた。幼稚部の幼児は早春キャ
ベツを触ってもらい、キャベツの葉の感触を楽しんでもらった。

平 塚 ろ う ラタトゥイユ なす、ズッキーニ 掲示板にラタトゥイユで使用した食材の産地を紹介した。

鶴 見

ごはん、メカジキの竜田
揚げ、ひじきのサラダ、
豆腐の味噌汁、湘南
ゴールドゼリー、牛乳

メカジキ、ひじき、湘
南ゴールドゼリー

・保護者へ配布する給食だよりの献立表に「かながわ産品給食デー」と記載し、当日使
用する県産食材の紹介の記事を掲載した。
・鶴見養護学校ツイッターに給食の紹介の記事を投稿した。
・献立見本の上に設置されているホワイトボードに、使用している県産食材についてコ
メントを書いた。

保 土 ヶ 谷 おでん
大根、にんじん、さつ
まあげ、つみれ

〇児童生徒へは、かながわ産品紹介資料の配付と食堂前の掲示板にて紹介。
〇保護者へは、配付献立とホームページにて情報発信。

み ど り 大根カレー 三浦産の大根
朝、打ち合わせで全体に周知し、プリントを配付する。給食時間に各クラスを巡回し、
給食の感想等聞き、プリントの内容について理解を深める。

瀬 谷
きゅうりとわかめの酢の
物

きゅうり、わかめ

神奈川県産のきゅうりとわかめ（乾燥、給食会物資）を使った、シンプルな料理です。
酸味をおさえ、子どもたちにも食べやすく仕上げます。さっぱりするので、揚げ物等の
付け合わせにぴったりです。本校では「ごはん、牛乳、魚のカレーじょうゆ焼き、きゅう
りとわかめの酢の物、豚汁」という組み合わせで出しました。
当日は、産品デーについて教職員に周知、使用した県産食材についての情報を掲示
し、児童生徒への指導・情報提供をお願いしました。

中 原
マーボーなす丼　中華五
目スープ　湘南ゴールド
ゼリー　牛乳

豚肉　なす　米　湘
南ゴールド

地場産物についての資料やクイズの配布

高 津 つみれ汁 つみれ

武 山
三浦小冬瓜のフルーツ
ポンチ

小冬瓜
・食堂にて小冬瓜の実物展示を行った。
生徒入室時は丸のまま展示し、退室前に半分に切って再度展示した。

平 塚
ごはん、ひじきのごま風
味、牛乳、揚げマグロと
大根の煮物、さつま汁

米（平塚産）、ひじき
（三浦産）めかじき
（三崎港水揚げ）さつ
まいも（平塚産）

・各クラスに江戸時代から平塚市大野地区で栽培されているさつまいも「くりまさり」に
ついての資料を配付した。

ご飯・地魚ハンバーグ・
大根のサラダ・里芋と葱
のクリームスープ

大根・きゅうり・小松
菜・里芋・葱・地魚ハ
ンバーグ

かながわ産品献立のテーマ献立で、神奈川産の食材をできるだけ使用した。事前に献
立表で家庭にお知らせし、当日食堂入り口で掲示した。

海軍カレー・けんちん汁
新じゃがいも・長葱・
大根

神奈川県の郷土料理のテーマ献立の中で、食材も神奈川県産をできるだけ使用した。
食堂入り口に資料を掲示して、また、中学部・高等部には資料を配布し、給食を食べな
がら、食材や産地を確認できるようにした。

鎌 倉 サンマーメン 小松菜
校内に資料配付し、内容について読み上げをした。
栄養士がクラスを巡回し、献立の説明を行った。

藤 沢
やまゆり豚のアーモンド
みそ

藤沢ロール(藤沢市
産の小麦粉）、やま
ゆり豚、湘南ゴール
ドジャム

・ぱくぱくだよりにて、やまゆりポークの説明
・サンプルケースに神奈川県産学校給食デーの貼り紙

小 田 原
地産地消「おだわらメ
ニュー」

曽我の梅干し
小田原市の特産物である「曽我の梅干し」を使用していることを食堂前のホワイトボー
ドに記載し、児童生徒に周知した。

茅 ヶ 崎 夏野菜のカレーライス
なす・玉ねぎ・かぼ
ちゃ

献立表で紹介しました。

相 模 原
ごはん　牛乳　揚げ鮪と
大根の炒め煮　のっぺい
汁　みかん

米、鮪、大根、みか
ん

毎日の一口メモ（ぱくぱくだより）でお知らせをしました。

伊 勢 原
ごはん、かじきの竜田揚
げ、キャベツのレモン醤
油和え、豚汁、牛乳

米、メカジキ、レモ
ン、豚肉、だいこん

神奈川県産の食材の内、どこの市町村産か地図とイラストで掲示した。
給食メモを配布し、給食のごはんの品種等を伝えた。

津 久 井 キャベツのゴマ酢あえ キャベツ 教室巡回でキャベツが県内産であることを伝えた

麻 生
大根葉入りごはん、鶏肉
のレモン煮、かぼちゃサ
ラダ、冬瓜汁、牛乳

大根葉・レモン（冷凍
ピューレ）・冬瓜

献立表に、神奈川県産の食材を使うことを掲載した。

湘 南



学校名 献立名 使用した地場産物例 献立を活用した指導方法、授業・学校行事・講演等

金 沢 大根のサラダ

大根（レディサラダ、
紅芯、黒だいこん、
緑だいこん、青首だ
いこん、干しわかめ

事前に大根の写真を掲示したところ、色や形が見慣れた大根とは異なるので、わから
ない人が多かった。当日はイラストを掲示した。リクエストメニューの一環でもあったの
で、親近感を感じたようで、野菜嫌いの児童生徒にも好評でした。

岩 戸 大根のそぼろ煮 大根

横 浜 ひ な た や ま さつまいもご飯 さつまいも

　本校では５つの作業ユニットがあります。その中の一つのであるグリーンサービス
ユニットの作業学習では、近隣農家の畑で、野菜の収穫を手伝っています。また今年
から、畑の一角を借りて、栽培収穫を行っています。
　今回は畑で栽培した旬のさつまいもを収穫し、検品や計量を行い給食室に納品しま
した。皮をむき、米と一緒にふっくらと炊き上げました。
　おかずは、ぶりの照り焼きとお浸しとみそ汁を組み合わせました。
　当日は、さつまいもについてのランチタイム通信という食育教材を各クラスに配付
し、給食時間にランチタイム通信の内容の放送も行いました。

え び な 鶏肉と根菜のみそ煮 大根

・本校高等部農園芸班が作った大根を給食に使用。
授業時に、農園芸班の生徒たちが中央農業高校の借りている畑から収穫し、きれいに
洗浄した大根を給食の食材納入口から納品。調理員に渡す際に、自分たちの育てた
思いやおいしく作って給食で出してほしいという願いを手紙に書いて、読み上げた。
・朝の職員の打ち合わせで、その旨を伝え給食で使うことをアピールし、各クラスに
は、それを説明した資料を配付し、指導資料として使ってもらった。給食時には、食堂
を巡回して説明してまわり、高等部の農園芸班の生徒に感想を聞いてまわったりもし
た。


