
平成27年度　市ではこんな取り組みをしました！
　今年度は、学校給食センター・農政課・健康福祉課で食育推進事業について検討し、
　市内小・中学校での学校給食を通して子どもたちに那須烏山市や栃木県の『食』の魅力や大切さを伝えるべく
　『地産地消』に力を入れて取り組みました。

第３弾！　なすからすやま市食育情報誌
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那須烏山市では、平成 25年 6月に策定された「那須烏山市食育推進計画
第 2期（H25～ H29 年度）」に基づき、食育を推進しています。
　【基本理念】
　　食育を通じて市民一人ひとりが食の大切さや感謝の気持ちを持ち、
　　「こころ」も「からだ」も健康的な生活を送ることを目的とする。
　【基本目標】～わたしが、家族が、地域がめざす～
　　１）規則正しい食習慣と生活リズムを身につける
　　２）健康的な食生活を送ることができる知恵と力を身につける
　　３）食を楽しめる豊かな心を持つ
　　４）食の安全・安心に対する理解を深める

●H27年度食育の取り組み

●学校給食のメニューを家庭でも！

●塩分の目安量を知っていますか？
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●那須烏山市制10周年記念お祝い給食！
「ここなす姫」・「からすまる」・「やまどん」献立！「ここなす姫」・「からすまる」・「やまどん」献立！

●市内産のとちぎ和牛！？
感謝！感激！ごちそうハッシュドビーフ！感謝！感激！ごちそうハッシュドビーフ！

お、おいしそう･･･
たべたいなぁ～

　１０月１日（木）、２日
（金）、５日（月）の３日間
那須烏山市産、栃木県
産の食材をたくさん使
い、市のキャラクターを
イメージした給食が登
場！
　一番人気は「ここな
す姫」の献立だったよう
です。

　１１月３０日（月）、市内産の高級
食材「とちぎ和牛」を使った給食が
出ました。
　子どもたちの大好きな牛肉！給
食を食べる子どもたちは、とても嬉
しそう。
　もちろん完食です！

中山かぼちゃ生産者の大森正一さんとの会食 大谷市長から中山かぼちゃアイスについてのお話

とちぎ和牛生産者の横山定男さんとの会食

普段はなかなか会うことのない、
生産者の皆さんや市長さんと一緒
に給食を食べて、食材についての
貴重なお話を聞くことで、給食が
もっとおいしく感じるね！もっとおいしく感じるね！

完食！

わ



●からすまるごはん　　　→市内産の米、コシヒカリに古代米（黒紫米）を入れて黒紫色に炊き上げたごはん。
●やしおますアルミ焼き　→県水産試験場で品種改良されたニジマス。身の色が県花のヤシオツツジの花に似ていることから名前がついた
　　　　　　　　　　　　　もの。バター、レモン汁、塩コショウの味つけ。
●黒ごま和え　　　　　　→レシピがあるよ♪黒ごまの風味がいい感じ♪ぜひ作ってね♪
●からすまる汁　　　　　→市産なす、ねぎ、味噌を使用し黒い味噌汁にして、かんぴょうの入った団子を浮かべた。
●牛乳　　　　　　　　　→栃木県の生乳生産量は全国第２位！
●ぶどう　　　　　　　　→大平・岩舟産の巨峰。

●いちごパン　　　　　　→県産小麦ゆめかおりを使用。とちおとめピューレを生地に練り込みほんのりピンク色の甘いパン。
●ハンバーグ　　　　　　→あさのポークに黒こしょうをきかせたジューシーなハンバーグ。
●フレンチサラダ　　　　→レシピがあるよ♪キャベツときゅうりがシャキシャキ♪ぜひ作ってね♪
●中山かぼちゃスープ　　→レシピがあるよ♪市特産品の中山かぼちゃは給食用にペースト状に加工され、スープやシチュー、パンなどに
　　　　　　　　　　　　　使用。今回の給食では、南那須地区でとれるみなみちゃんかぼちゃを角切りにして使用。
●牛乳　　　　　　　　　→成長期には欠かせない栄養のカルシウムがたっぷり！
●とちおとめチーズケーキ→ひと口サイズの小さなケーキ。とちおとめを使った濃厚な本格派チーズケーキ！

●●セルフ山の幸たっぷりやまどん
→レシピがあるよ♪市内産のコシヒカリの上にの
せるセルフどんぶり。

●かんぴょうサラダ
→県特産品のかんぴょうに、きゅうりとほうれん
草を加え、マヨネーズで和える。

●なめこ汁
　→市産のねぎ、味噌を使用。
●牛乳
　→給食で使用している牛乳はすべて栃木県産！
●中山かぼちゃアイス
→フタバ食品と市が共同研究開発したアイス。風
味豊かで濃厚な味わい。お店でも販売中！

ほうれん草 …………………150ｇ
にんじん ……………………1/5 本
もやし …………………………50ｇ
黒ごま …………………小さじ１強
しょうゆ …………小さじ１と 1/2
砂糖 ………………小さじ１と 1/2
味 ………………………………少々

①ほうれん草はゆでて、２～ 3㎝に切る。

②にんじんは千切りにし、ゆでる。

③もやしはよく洗って、ゆでる。

④①～③の野菜の水気を切り、調味料で和える。

⑤最後にいった黒ごまを和える。

黒ごま和え

材料（約４人分）材料（約４人分） 作　り　方作　り　方

1 人分あたり／エネルギー 25kcal ／たんぱく質 1.8g ／脂質 0.6g ／カルシウム 62mg ／塩分 0.5ｇ

キャベツ ………………………３枚
にんじん ……………………1/4 本
きゅうり ……………………1/2 本
パセリ …………………………５ｇ
サラダ油 …………………大さじ１
酢 ………………………大さじ１弱
塩・こしょう …………………少々

①キャベツは１㎝はば４㎝くらいの長さの短冊切

り、にんじんは千切りにする。

②きゅうりは輪切りにし、塩をしてしんなりさせ、水

気をしぼる。パセリは、みじん切りにする。

③にんじん、キャベツはさっとゆでる。

④ボウルに酢を入れ、油を少しずつ入れて混ぜ合わ

せる。塩こしょうを加え、白くなるまで混ぜる。

⑤②③を④と和える。
※ドレッシングは空きびんなどに調味料を入れてふり、混
ぜてもよい。

フレンチサラダ

材料（約４人分）材料（約４人分） 作　り　方作　り　方

1 人分あたり／エネルギー 31kcal ／たんぱく質 0.6g ／脂質 2.1g ／カルシウム 20mg ／塩分 0.2ｇ

かぼちゃ ………………100ｇ
たまねぎ ………………中１個
にんじん ………………1/4 本
うらごしかぼちゃ ……170ｇ
パセリ ……………………５ｇ
牛乳 ……………………200cc
油 ……………………大さじ１
小麦粉 ………………大さじ１
コンソメ …………………５ｇ
塩 …………………………２ｇ
こしょう …………………少々
生クリーム …………小さじ１
水 ………………………250cc

①かぼちゃは一口大に切り、玉ねぎは半分に切りう
すく切る。
②にんじんはいちょう切り、パセリはみじん切りに
する。
③油で玉ねぎをアメ色になるまでよくいため、塩、こ
しょう、小麦粉をふるいながら加え、さらにいためる。
④小麦粉がフツフツとしてきたら水を加え、コンソ
メを入れて、にんじんを煮る。
⑤にんじんが煮えたら、かぼちゃ、うらごしかぼ
ちゃ、牛乳を加え弱火でこげないように静かにか
き混ぜながら煮こむ。
⑥最後に生クリームとパセリを加える。
　※調味料・水は、材料の分量によって調整する。

中山かぼちゃのスープ
材料（約４人分）材料（約４人分） 作　り　方作　り　方

1 人分あたり／エネルギー 117kcal ／たんぱく質 3.3g ／脂質 4.6g ／カルシウム 69mg ／塩分 1ｇ

→市産なす、ねぎ、味噌を使用し黒い味噌汁にして、かんぴょうの入った団子を浮かべた。

　今年度実施した給食の中から、おすすめレシピを那須烏山市学校給食
センターの栄養士さんに教えていただきました！
　家で作っている食材、直売所やスーパーで売っている食材などを使って、
学校給食に小学生・中学生が食べている給食の味を、ぜひご家庭でも！

『
食
育
は

　
家
庭
か
ら
』だ
よ
♪

1 人分あたり／エネルギー 112kcal ／たんぱく質 8.1g ／脂質 6.3g ／
　　　　　　　カルシウム 14mg ／塩分 1.2ｇ　
＊ごはんのカロリーは含みません

豚肉 ……………………160ｇ
しょうゆ ……………小さじ 2
酒 ……………………小さじ 1
まいたけ …………………60ｇ
ひらたけ（しめじでも可） …30ｇ
にんじん ……………中 1/4 個
たまねぎ ……………中 1/2 個
油 ……………………大さじ１
にんにく（おろし） …小さじ１
しょうが（おろし） …小さじ１

とりガラスープの素 ……少々
酒 ……………………小さじ１
砂糖 ………………………少々
味噌 …………………小さじ２
しょうゆ ……………小さじ１
みりん ………………小さじ１
豆板醤 ……………………少々
　片栗粉 ……………小さじ１
　水 ………………70～ 80cc

①豚肉はしょうゆと酒で下味を付ける。

②油を入れ弱火で熱し、豆板醤を加え、

にんにくしょうがも加え焦げないよ

うに炒める。

③肉を入れ、色が変わるまで炒め、玉ね

ぎ、にんじんを加えさらに炒める。

④玉ねぎがしんなりしてきたら、きのこ

も加え炒め、とりガラスープの素、調

味料を入れる。

⑤水分の量をみながら、水を加え味を見て

水溶き片栗粉を加えとろみをつける。

⑥ご飯の上にのせて完成。

山の幸たっぷりやまどん
材料（約４人分）材料（約４人分） 作　り　方作　り　方

学校給食メニューを家庭でも作ってみよう♪
10月１日（木）からすまる献立

10月 2日（金）ここなす姫献立

10月 5日（月）やまどん献立

＊表示の説明
●主食
●主菜
●副菜
●その他
（飲み物、果物など）



情報誌の問合せ先     　那須烏山市農政課 ☎83-1231 　 健康福祉課 ☎88-7115

参考：日本人の食事摂取基準（2015 年版）

ナトリウムの目標量（食塩相当量ｇ/日）

那須烏山市は、高血圧で治療中の人が多くいます。
高血圧の予防には・・・

『まず、１ｇの減塩から！』
ほんの少しの工夫で減塩はできます！

自分でできそうなことから始めてみましょう。
那須烏山市のみなさんから
高血圧の人が１人でも減りますように･･･☆

●麺類の汁を全部飲まない　●みそ汁具だくさん
●調味料はかけずにつける　●漬け物１日１回
●酢や香辛料を上手に使う　●外食を減らす
●塩分の多い加工品を少なくする　　　
●間食減らす　●腹八分目（食べすぎない）など

知っていてほしいゾウ！知っていてほしいゾウ！知っていてほしいゾウ！

塩分の目標量を知ってますか？

年齢／性別 男　性 女　性

　１～２歳 ３．０ ３．５

　３～５歳 ４．０ ４．５

　６～７歳 ５．０ ５．５

　８～９歳 ５．５ ６．０

10 ～ 11 歳 ６．５ ７．０

12 歳以上 ８．０ ７．０

11 月 30日（月）和牛給食献立
●ごはん　●フレンチサラダ　
●ハッシュドビーフ　
→レシピがあるよ♪給食ではなかなか食べられない市内で育てられた
高級な和牛。家では牛肉や豚肉でアレンジしてもおいしいね♪

●牛乳　
●中山かぼちゃプリン　
→中山かぼちゃのペーストを使ったプリン。那須烏山市の給食のため
に作られた商品。市のイメージキャラクターのパッケージでとっても
かわいい！

牛こま肉 ……………………100ｇ
にんにく ……………………1かけ
にんじん …………………… 1/2 本
たまねぎ ……………………… 1 こ
グリンピース …………………20ｇ
トマト缶 ………………………50ｇ
マッシュルーム ………………50ｇ
赤ワイン …………………小さじ１
コンソメ ………………………少々
ケチャップ ……………大さじ１強
　ウスターソース ……小さじ１弱
　ハヤシルウ ………70ｇ～ 80ｇ
油 …………………………大さじ１
水 ……………………………400cc

①にんにくは、すりおろす。

②にんじんは千切り、玉ねぎはスライスにする。

③マッシュルームもスライスにする。

④油で牛肉を炒め、赤ワインをふる。

⑤①のにんにくを加え、玉ねぎを炒める。

⑥にんじん、マッシュルームも加え炒め、水を加える。

⑦トマトとコンソメを加えて煮る。

⑧ケチャップ、ウスターソース、ハヤシルウを入れて味をみて仕上げにグリン

ピースを入れる。

ごちそうハッシュドビーフ

材料（約４人分）
作　り　方

1 人分あたり／エネルギー 226kcal ／たんぱく質 9.6g ／脂質 12.0g
　　　　　　　カルシウム 27mg ／塩分 2.4ｇ


