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25年度１学期分の選定品が決定

しましたのでご案内します。

物資名 さばゴマ味噌煮 物資名 国産いわしゴマ衣揚げ 物資名 大豆と豆腐のフライ

規 　格 （50g×10）/（60g×10） 規 　格 約１８ｇ 規 　格 ５０ｇ
銘　 柄 津田商店 銘　 柄 ＳＮ食品 銘　 柄 給材開発
価　 格 575円　/　600円 価　 格 ２９円 価　 格 ４７円

アレルギー さば、大豆 アレルギー 小麦、大豆 アレルギー 小麦、大豆

物資名 焼売（肉） 物資名 マンゴプリン 物資名 フローズンフルーツ白桃

規 　格 １８ｇ 規 　格 ４０ｇ 規 　格 ４０ｇ
銘　 柄 ニチレイフーズ 銘　 柄 ニチレイフーズ 銘　 柄 ＳＮ食品
価　 格 １５円 価　 格 ３０円 価　 格 ４９円

アレルギー 小麦、鶏肉、豚肉、大豆 アレルギー 乳、大豆 アレルギー もも

物資名
チキンメンチカツ
（レバー入り）

規 　格 ５０ｇ
銘　 柄 カセイ食品
価　 格 ３３円

アレルギー 小麦、卵、鶏肉、大豆

物資名
国産鶏と豚のハンバーグ
（Fe）

規 　格 ５０ｇ/６０ｇ
銘　 柄 ＭＣＣ
価　 格 ３８円/４４円

アレルギー 小麦、豚肉、鶏肉

今年度、地場産物の更なる活用推進のため、栄養教諭・学校栄養職員、学校給食関係者、地元生産者及び加工

業者で構成された地場産物活用推進委員会を立ち上げました。委員会では、栄養教諭・学校栄養職員を対象に

実施したアンケート調査でご要望の多かった、県産魚ボイル品（２種・２規格）を開発し、試行錯誤の末、お陰様で

４月の献立からご提供できるようになりました。自信を持ってオススメする商品ですので、たくさんのご利用をお待

ちしております。また、県産魚の開発品を利用して頂くことで食育推進に向けた「生きた教材」としてもご活用頂け

たら幸いです。

地場産物活用推進委員会開発品が完成しました！

＜特徴＞

☆大分県産魚のさばを使用しています。

☆高圧処理をしていますので、骨まで柔らかく召し

上がれます。

☆さば特有の臭みを抑え、まろやかな口当たりに

仕上げるために、塩糀を活用しています！

☆子どもの好きなケチャップ味、ウスターソース味

をベースにしていますので、魚嫌いの子ども達

もおいしく召し上がれます。

アレルギー 小麦、卵、鶏肉、大豆

物資名 パイン＆黄桃ダイス

規 　格 １ｋｇ
銘　 柄 ＳＮ食品
価　 格 ７９２円

アレルギー もも

物資名 県産さばケチャップ煮

規 　格 （40g×10）/（50g×10）
銘　 柄 やまろ渡邉
価　 格 667円　/　690円

アレルギー さば、小麦、大豆

物資名 県産さばウスターソース煮

規 　格 （40g×10）/（50g×10）
銘　 柄 やまろ渡邉
価　 格 678円　/　701円

物資名
ポークウインナースキン
レススライス（10mm）

規 　格 １ｋｇ
銘　 柄 インナミ
価　 格 1,390円

アレルギー 豚肉

アレルギー 小麦、豚肉、鶏肉

価　 格 678円　/　701円

アレルギー さば
●乳　●卵　●大豆

※●印は、加工助剤、コンタミ、キャリーオーバー等に由来するもの



基本物資係からの

おねがい

毎月、パン・米飯申請書のご提出をい

ただき、ありがとうございます。３月分

につきましても、期限内提出にご協力

をお願いします。

※なお、２月は通常提出日の１０日が

休日のため、２月１２日（火）を提出

締切日とさせて頂きます。
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平成２４年度

学校給食優良学校等表彰

学校給食優良学校の部
佐伯市立渡町台小学校

学校給食功労者の部
大分市立滝尾小学校

校 長 佐藤 和子

公益財団法人大分県学校給食会

事務局長 衛藤 兼次

味覚を育てる食育エプロン

（味覚/歯と口の衛生）
グリーンマントのピーマンマン くいしんぼゴリラ

◆食育エプロン◆

何でも食べる元気な子。味覚指導の大切さ、 くいしんぼの

おめでとうございます！
平成２５年１月２５日（金）に大分市コンパルホールで平成２４年度

大分県食育実践研修会（大分県学校給食振興大会）が開催されま

した。その中で、次の方々が表彰を受賞されました。

学校給食優良パン・炊飯工場の部
【パ ン】

木村製パン工場 （豊後高田市）

㈲山之内食品 （佐伯市）

㈲石川製パン工場 （大分市）

松山製パン工場 （中津市）

【炊 飯】

峰月堂 （宇佐市）

一般物資係からのお知らせ

新規取扱物資や終売物資等の情報を

整え、新年度に向けた物資価格一覧

表を作成中です。２５年度はじめの配

送便で皆様のお手元にお届けします。

◆書籍◆

・卵・牛乳・小麦を使わないアレルギーの献立

◆ＤＶＤ◆

＜げんきをつくる食育えほんシリーズ＞

・じょうぶなからだをつくるたべもの

・つよいちからがでるたべもの

・びょうきからまもってくれるたべもの

・考えてみよう！食べ物の安全性
～食品添加物や残留農薬について～

・未成年者とアルコール ～成長期の脳への影響～

・タマゴ教室 ～タマゴについて調べてみよう！～

・食べ物博士の調べてみれば？

・楽しく食べて、健康に！

・育ち育てる子育ての時間

・聞いてみよう！食物アレルギーのこと

～食物アレルギーを持つ乳幼児期の保護者の方々へ～

ヤマウチ調理食品様からおせ

ち料理のフードモデルが寄贈さ

◆フードモデル◆

何でも食べる元気な子。

でも, ピーマンだけは嫌

いです。そんなある夜、

のどいたバイキンがやっ

てきました。そこでピー

マンマンの登場！

味覚指導の大切さ、

歯科・口内衛生指

導まで楽しく学べま

す。食べ物を食べ

るための大切な入

り口である“口”に

着目しました。

くいしんぼの

ゴリラさんが

バナナやレモ

ン、玉ねぎを

をおいしく食

べます。

幼児期の食育活動において、「味覚」を育てる

ことはとても大切です。このエプロンでは、甘い、

苦いなどの味の種類や、味がわかるしくみ、表

現方法などを知ることができ、口内衛生指導に

も役立つ内容になっています。

泣き顔ピーマンマンと元気なピーマンマンは, 
１体の人形でできています。さらに、マントをつ

け、 力こぶの腕が出るしかけになっています。

ピーマンマンとバイキンのやりとりをコミカルに

演じましょう。

手の部分が空洞になっているので、

演じ手の手を入れて自由に動かせ

ます。今までにないエプロンシア

ターで, ダイナミックに演じてみま

しょう。

ち料理のフードモデルが寄贈さ

れました。来年のお正月指導の

際には、是非ご活用ください。


