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「ひろしま給食 100万食プロジェクト」の取組状況について 

平成 27年 10月９日 

豊 か な 心 育 成 課 

１ 事業目的 

 広島ならではの給食メニューを開発し，10 月の「ひろしま食育ウィーク」に，給

食実施校で一斉に食べるとともに，県民みんなで食べることを通して，学校・家庭・

地域が一体となった食育を推進する。 

 
２ 事業概要 

（１）おいしく！食べる（「ひろしま給食」メニューの開発） 

本プロジェクトをより広く県民の皆様に周知するため，「広島の身近な食材をとり

入れた，家庭でも簡単にできる料理」を条件に，レシピを募集したところ，昨年の

1,324作品を上回る 1,826作品の応募があった。 

これらの応募作品を審査するため，全市町から推薦のあった栄養教諭等 26名によ

るメニュー開発委員会を組織し，協力企業等 10団体の助言・協力を得て，統一メニ

ュー「まんさい！ひろしまご飯」ほか４作品及び特別賞８作品を決定した。 

また，キャッチコピーも併せて募集したところ，2,671作品の応募があり，この中

から「おいしいねぇ 笑顔広がる ひろしま給食」に決定した。なお，これらの作

品については，10月 19日（月）【ひろしま食育の日】に表彰式を行う。（別紙１） 

 

（２）学校で！食べる（給食での提供） 

10月の食育ウィーク（10月 18日～10月 24日）を中心とした期間に，全給食実施

校で，約 20万人の児童生徒等が「まんさい！ひろしまご飯」を食べる。また，市町

は地域の特色を生かした給食メニューを併せて提供する。（別紙２） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（３）みんなで！食べる（家庭・地域における取組） 

全児童生徒に「ひろしま給食」のレシピを配布するとともに，

スーパーマーケット等で，ポスター掲示及びチラシ配布等に

御協力いただき，各家庭においても，家族で食べていただく

ことで，給食と併せて 100万食達成を目指す。 

 

＜ロゴマーク＞ 

 地元の食材や郷土料理

などを生かした 

主食に合うおかず 

牛 乳 

 
 
 

 

デザート 

 

 
 

主菜及び副菜： 

市町で決定 

平成 27 年度「ひろしま給食」のイメージ 

 
広島県産の食材 
（たこ，レモン， 
広島菜漬け， 
ちりめんじゃこ等） 
を豊富に使った 
混ぜご飯 

主食：まんさい！ひろしまご飯 
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（別紙１） 

２ 

 

「ひろしま給食 100 万食プロジェクト」表彰式の概要 

 

日 時 平成 27 年 10 月 19 日（月）15：00～15：30 

場 所 広島県庁北館２階 第１会議室 

次第等 表彰状の授与及び副賞の贈呈，受賞者のことば，記念撮影等 

 

受賞者一覧 賞 レシピ名（キャッチコピー） 受賞者 所属等 協賛企業等による副賞 最優秀 レシピ賞 まんさい！ ひろしまご飯 髙たか  望のぞ海み  府中町立府中中央小学校 ５年生 図書カード （広島県学校給食会） 広島県 教育委員会賞 しまなみ海道  丸ごとマリネ 寺 口てらぐち 桃もも絵え  呉市立明徳小学校  ５年生 図書カード （広島県学校給食会） 
優秀レシピ賞 広島わんぱく ちりレモン 御﨑みさき 香か菜な美み  呉市立郷原小学校 ５年生 図書カード （広島県学校給食会） せとうち さっぱりサラダ 清水しみず 美み緒お  湯来南高等学校 ３年生 図書カード （広島県学校給食会） ハニレモ煮 城じょう迫さこ 楓ふう花か  福山市立湯田小学校 ６年生 図書カード （広島県学校給食会） 

特別賞 

広島のさちいっぱい わくわくドライカレー 田中たなか 梓し 月づき 福山市立今津小学校 ５年生 水産物の加工品セット （広島県漁業協同組合連合会）おいしそーっす タルタルソース 小田お だ  康こう靖せい 府中市立府中小学校 ６年生 パン詰め合わせ （株式会社アンデルセン・ パン生活文化研究所） 広島じゃけんやきそば 桒くわ田だ  沙さ菜な  府中市立旭小学校 ４年生 ギフトセット （オタフクソース株式会社） レ♪れもん アンダーギー 加藤かとう 悠はるか 坂町立坂中学校 ２年生 ギフトセット （アヲハタ株式会社） ギフトセット （ポッカサッポロフード＆ ビバレッジ株式会社） チヌのレモン塩からあげと ひろしま野菜カラフルマリネ 井 上いのうえ 莉まり花か  呉市立片山中学校 ２年生 お米 （JA 全農ひろしま） シャキシャキすっぱい きんぴらごぼう 日下くさか 瑞穂みずほ
 

進徳女子高等学校 ３年生 ＪＡひろしまの 柑橘ストレートミックス （ＪＡ広島中央会） もり安芸あ げ⤴菜な ♡カレー 清 藤きよふじ 可蓮かれん
 

府中町立府中中央小学校 ３年生 しそのお茶缶〔30 本〕 （株式会社むさし） レモン風 酢鶏 岡おか 和 慶かずよし 府中市立府中小学校 ６年生 カゴメ野菜生活（２ケース） （カゴメ株式会社中国支店） 最優秀 キャッチコピー おいしいねぇ 笑顔広がる     ひろしま給食 崎ならさき 郁子いくこ 一般 図書カード （広島県学校給食会） 
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（別紙２）

市町名 実施日 献立（まんさい！ひろしまご飯及び牛乳以外） 特色ある取組

自校調理校
10月16日（金）
10月20日（火）

いわし団子汁
みかん

センター給食
10月21日（水）

豚汁
みかん

デリバリー給食
10月23日（金）

さわらの塩焼き
ピーマンのおかか炒め
ひじきの炒め煮
みかん（缶）

福山市
10月19日（月）

～
10月23日（金）

福山みそ汁
ハニレモ煮

・学校給食関係業者によるひろしま給食の商品化。
・市の行事「健康ふくやま２１フェスティバル」「ふくやまうずみフェスティバル」で
試食配布，啓発。
・地元スーパーマーケットとの連携。
・学校給食週間中（1月25日～29日）に試食会，パネル展開催。

呉市
10月19日（月）

～
10月22日（木）

しまなみ海道丸ごとマリネ
呉の旬菜汁
 (旬の野菜を使い，呉の特産物「藻
塩」で味付け)
みかん（広島県産）

・呉市の統一メニューを市内全栄養教諭等が試作・検討する調理研究を実施。
・「ひろしま給食の日」にはほぼ１００％呉産，県内産の食材使用。

竹原市 10月23日（金）

牛竹汁
(竹ちゃん料理コンテストで市内児童が
考案した料理）
みかん

・竹原ならではの「竹ちゃん給食」と併せ，夏休み料理教室の開催。
・10月の給食だよりでレシピを紹介し，学校から家庭に配付。
・「広報たけはら」１０月号で市民にレシピ紹介。
・教育委員及び事務局職員による学校給食試食会の実施。
・市内校長会・教頭研修会で主旨等の説明。
･市内公立保育所給食で提供（せとうちさっぱりサラダ・ハニレモ煮）。
・連携スーパー・事業所へのレシピ配付。

大竹市 10月20日（火）

しまなみ海道まるごとマリネ
（市内産のこいわしを使用）
秋の恵みのスープ
（市内産の干し椎茸ときくらげを使用）

・市で実施した地場産物を使用した学校給食メニューコンテストの受賞メニュー
と「ひろしま給食」統一メニュー以外のひろしま給食を「ひろしま給食」実施日に
提供。
・市内用のチラシを作成し，各家庭に配布。
・市ホームページのフェイスブックで紹介。

東広島市
10月16日（金）

～
10月23日（金）

野菜まんさい　とろとろあんかけ
ひろしまあげ   あげ　ちくわ
レモンゼリー

・市内を対象に「まんさい！ひろしまご飯」及び「しまなみ海道　丸ごとマリネ」に
合うメニューを募集。
・給食だより「ひろしま給食特別号」の配布。
・東広島市生涯学習フェスティバルにてパネル展示。

廿日市市
10月20日（火）

～
10月22日（木）

揚げ豆腐のあんかけ
（市内産もやしの使用）
お宝廿けん汁
（市内産あさり、野菜の使用）

・廿日市市で「ひろしま給食」５万食を目指す。
・児童生徒１人１人に「食べたよカード」を配付し、食数調査を実施。
・栄養教諭によるメニュー開発の様子を学校に周知（「教育委員会便り」にて）。
・栄養教諭による「廿日市『ひろしま給食』新聞」の作成・家庭への配付。

江田島市 10月22日（木）
きゅうりと鶏肉のあえもの
江田島さとうみ汁
みかんゼリー

・食育推進リーダー研修で全料理を調理及び試食。
・校内食育研修で試食。
・親子料理教室で紹介，調理及び試食。
・食育講演会(１０月１２日）での展示コーナーの設置及び試食。
・広報えたじま１０月号でレシピ紹介。
・スーパーマーケットとの連携でポスター掲示，レシピ配布。

9月15日（火）
しまなみ海道まるごとマリネ
府中朝パッ君汁
ひろしまみかんゼリー

10月　9日（金）
10月19日（月）
10月22日（木）
10月29日（木）

太刀魚のからあげ
広島野菜のごま和え
府中朝パッ君汁

海田町 10月27日（火）
鶏肉ののりのりあげ
海田ひまわり汁

・町内栄養士部会で掲示資料や各家庭への配布資料を作成し，各学校でＰＲ
活動。
・給食の時間に，児童による「海田ひろしま給食の紹介」を放送。
・11月開催の福祉保健まつり「ワッショイかいた」において，試食会を実施予
定。

熊野町 10月20日（火）

筆まめサラダ
（熊野特産の黒大豆を使ったサラダ）
小いわしのから揚げ
ブロッコリー添え
広島産みかん
八寸汁（汁だくさんの八寸）

・「まんさい！ひろしまご飯」に合う主菜・副菜を募集。
・給食便りによる発信。
・子ども料理教室・公民館料理教室で調理・試食。
・学校保健委員会で試食。
・食育朝会で現物とともに紹介。
・町内保育所の給食に活用。

各市町における「ひろしま給食」の献立及び特色ある取組

府中町

・町内の大型ショッピングモール等で行われる、朝パッ君汁の啓発に合わせて
「まんさい！ひろしまご飯」の試食とレシピの配布。
・料理教室、給食試食会、学校懇談会等での試食。
・各校の食育通信、給食だより等で紹介。
・町内の生涯学習センターの喫茶メニューとして提供予定。

広島市

・食育だよりにレシピ等を掲載し、各学校から家庭に配付。
・広島市PTA協議会広報誌「食育のススメ」への掲載。
・広島市学校給食・食育フェイスブックに掲載し広報。
・教室等示資料、指導資料を各学校に配付。
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市町名 実施日 献立（まんさい！ひろしまご飯及び牛乳以外） 特色ある取組

坂町 10月19日（月）

かぼちゃコロッケ
小いわしのつみれ汁（小いわしは特
産物）
梅ゼリー（梅は町木）

・給食だより，食育だよりによる発信。
・試食会の実施。
・町民センターにおいて掲示及びレシピ配布。

大崎上島町 10月21日（水）

ししゃものもみじ揚げ
白菜のごま和え
きのこ汁(町内産椎茸，ねぎ)
みかん(町内産)
※まんさい　ひろしまご飯のたこは，町
内の漁業関係者から購入

・ひろしま給食１００万食レシピを全校に配付。
・大崎上島町役場等の施設にレシピを配布。
・中学校家庭科でひろしま給食メニューの実習。
・広報「大崎上島」の「管理栄養士のヘルシークッキング」のコーナーで紹介。

安芸高田市 10月19日（月）
さつま汁
わにの甘酢漬け

・給食だよりで発信（市内全体）。
・通信で地場産物を取り入れた献立について掲載。
・夏休み中に調理実習を実施。
　　保育所調理員対象（まんさい！ひろしまご飯）
　　小学校厚生部役員対象（今年度決定した５品すべて）

安芸太田町 10月27日（火）
かわなみ街道まるごとマリネ
地元野菜たっぷりのけんちん汁
祇園坊のジェラート

・町内の栄養士・調理員で試作し，町の関係部署と一緒に試食・検討。
（保育所給食への活用促進）
・ひろしま給食地産地消促進事業の中で，安芸太田町で養殖されている“ほん
もろこ”を提供予定。
・産直と連携し，できるだけ地元の食材を使用。
・近日発売予定の祇園坊柿(町特産)のジェラートの提供。（その日に合わせて，
実施日を設定。）

北広島町 10月21日（水）

豚肉のしょうが炒め
やかましいみそ汁（まめマメみそ
汁）
ブロッコリー塩ゴマ油あえ

・町内ケーブルテレビ「キタヒロネット」の番組で100万食の紹介。
・広報誌（10月号）でレシピ紹介。

三原市 10月21日（水）
おこめん汁
レモンゼリー

・給食試食会でレシピの配付。
・給食だよりに１００万食プロジェクトのPR及びレシピの掲載。
・地場産物を使った給食メニューコンテストの実施。

尾道市
10月19日（月）
10月20日（火）
10月21日（水）

くずかけ【尾道市（因島）郷土料理】
尾道産いちじくゼリー

・ひろしま給食について、実施メニュー、レシピ等を掲載したたよりを配布。
・「まんさい！ひろしまご飯」に尾道市産のたこの使用予定。
・健やかフェスタで広報及び試食を実施予定。

府中市 10月 5日（月）

うみゃ～もんナムル
（府中産の野菜使用・隠し味に府中み
そを使用）
ごぼっちゃいなスープ
（諸田ごぼう使用）
府中の畑マドレーヌ（地元のお店に
依頼し，府中の産物を使用したデザー
トを開発）

・府中市広報「ふちゅう」への掲載。
・「学びフェスタ」で販売。
・市民給食試食会開催。
・府中市健康福祉まつりにおいてブース出展。
・女性こども課（市内保育所）と合同給食および食育だより配布。
・健康医療課と連携により、「食生活改善推進員伝達料理講習会」の調理実習
メニューに。

世羅町 10月22日（木）

せらのこだわりポークソテー
せらの味わい汁
広島県産レモンのゼリー

7月12日開催　世羅町食育フェスタにて、まんさい！ひろしまご飯の試食提供。
【限定100食】（場所：せらにしタウンセンター）

神石高原町 10月20日（火）

かぼちゃ汁（かぼちゃ，干しいたけ）
神石野菜のしらすあえ
（キャベツ，ほうれん草）
ぶどう（ピオーネ）
※（　）内は町内産食材

・町事業（地産地消推進事業「神石高原ランチ」：地場産物を多く取り入れたメ
ニュー）とのコラボレーションメニューを実施。
・「まんさい！ひろしまご飯」は神石高原版にアレンジし，地場産物は米，神石
牛，たまねぎ，糸こんにゃくを使用。

三次市 10月19日(月)

とうがんの中華煮
（みよしふるさとランチの日市統一，食
材三次産とうがん使用，三次産米粉
使用）
さっぱりサラダ
(今年度ひろしま給食メニュー）
フルーツ(みかん(県内産)等）

・ＪＡ女性部との野菜料理講習会で実習，試食しひろしま給食について説明。
・市食育担当課と連携しケーブルＴＶで放映。
・市主催食育講演会，健康福祉祭りにおいてちらしを配布。

庄原市
10月19日（月）

～
10月23日（金）

ワニの竜田揚げ
レモン和え
里山汁

・市内全域（26校）で統一メニュー実施。
・給食だより等による情報発信。



みんなで作って食べよう！ 100万
食

！

20万食

給食メニューを

学校で食べる

80万食

家庭・地域・社会で

みんなで食べる

100万食

広島県全体で

おいしく食べる

+

▼

ひろしま食育の日

平成27年10月18日～24日

おいしいねぇ
笑顔広がる ひろしま給食
おいしいねぇ
笑顔広がる ひろしま給食

広島県教育委員会

10月19日月

1
広島県産の食材を

豊富に使った混ぜご飯

まんさい！
ひろしまご飯
レシピ考案　髙 望海さん

　　　　　　　（小学校5年生）

応募総数1,826
作品から

選ばれた最優秀レシピ

キャッチコピー考案  楢崎 郁子さん（主婦）

ひろしま食育ウィーク

広島ならではの
給食メニューを開発し、
学校・家庭・地域が
一体となって食育を
推進する事業です。



作り方
① 米を炊く。
② 合わせ酢を作り，炊き上がったごはんに混ぜる。
③ たこ，広島菜漬け，ちりめんじゃこをからいりする。
④ ②の酢飯に③の具を混ぜる。
⑤ 梅干し，白ごまを混ぜる。

応募総数1,826作品から 選ばれた
5つの「ひろしま給食」メニュー！
広島の身近な食材を使った
家庭でも簡単にできるメニューです。

詳しくはこちらをご覧ください。

▶HP「ホットライン教育ひろしま」

27ひろしま給食 検索

保存版

広島県産の食材を豊富に使った混ぜご飯

まんさい！ひろしまご飯最優秀
レシピ賞

みんなで作って
食べよう！
100万食！

作り方
① ほうれんそうはゆでて水にさらし，水気をしぼる。
② ごま油を熱し，①を入れて軽く炒める。
③ ちりめんじゃこを加え，砂糖，みりん，
 しょうゆで味をつける。
④ 汁気がなくなったら，白ごま，レモン汁を加える。

ごはんにかけて食べるとおいしい♪

広島わんぱく ちりレモン優秀
レシピ賞

作り方
① さつまいもは切って，水にさらす。
② 水気をきったさつまいも，はちみつ，レモン汁，
 水を入れて煮る。
③ やわらかくなったら，レモンを加えて
 落としぶたをし，火を止める。

レモンのさわやかなすっぱさが特徴のデザート

ハニレモ煮優秀
レシピ賞

作り方
① 小いわしに片栗粉をつけて，油で揚げる。
② 野菜とちりめんじゃこに
 調味料を加えて加熱して，マリネ液を作る。
 （レモン汁は最後に入れる。）
③ 小いわしにマリネ液をかける。
 （または，漬ける。） 

瀬戸内産のおいしい魚介類で作るマリネ

しまなみ海道 丸ごとマリネ
広島県
教育

委員会賞

作り方
① 春雨と野菜をゆでて，水にさらし，水気をきる。
 野菜は適度に絞る。
② ちりめんじゃこをゆで，水気をきる。
③ ㋐を合わせ，②のちりめんじゃこを加える。
④ ㋑を合わせて加熱し，冷ます。
⑤ ①，ツナ（缶），③，④を和える。

瀬戸内産のレモンやちりめんじゃこを加えたさっぱりサラダ

せとうち さっぱりサラダ優秀
レシピ賞

平成27年度

「ひろしま給食」

統一メニュー

材料 （4 人分）米 ２合 
　酢 大さじ２　砂糖 小さじ４　塩 小さじ１／２　レモン汁 小さじ２※市販の合わせ酢にレモン汁を　加えてもできます。たこ 100ｇ 小口切り広島菜漬け 100ｇ 細かく刻むちりめんじゃこ 20ｇ梅干し ２個 細かく刻む白ごま 適量

材料 （4 人分）ほうれんそう １／２束 1cm 幅 ちりめんじゃこ 40ｇごま油 小さじ１　砂糖 小さじ１　みりん 大さじ１　しょうゆ 小さじ２白ごま 適量
レモン汁 小さじ３

材料 （4 人分）さつまいも 1/2 本 　1.5cm 幅 いちょう切りはちみつ 小さじ５　レモン汁 小さじ２水 160cc 
※アレンジの場合は，大さじ 1レモン 1/4 個 うすいいちょう切り【アレンジ】

① さつまいもを素揚げする。② はちみつと水を火にかけ，　煮立ったらレモン汁を加える。③ ②に①を加えて混ぜる。

材料 （4 人分）小いわし 140ｇ片栗粉 適量　揚げ油 適量玉ねぎ １／４個 スライスにんじん １／４本 せん切りピーマン １個 せん切りにんにく 少々 みじん切りちりめんじゃこ ８ｇ　酢 大さじ１　砂糖 小さじ１　みりん 小さじ１／３　しょうゆ 小さじ１／３　レモン汁 小さじ１

材料 （4 人分）乾燥春雨 20ｇ 　白菜 １枚 短冊切りにんじん 1/4 本 せん切りきゅうり 1/2 本 輪切りちりめんじゃこ 20ｇ　ツナ（缶） 20ｇ㋐ 酢 小さじ２・レモン汁 小さじ２・ 砂糖 小さじ１・しょうゆ 大さじ 1/2・
 マヨネーズ 小さじ２㋑ オイスターソース 小さじ１・ ガラスープの素 小さじ 1/2・  水 小さじ２

平成27年度
ひろしま給食メニュー

ハチミツのあまさと，
レモンのさわやかさが特徴の

デザートです。

城迫 楓花さん
（小学校６年生）

ご飯にのせて食べると，
とてもおいしいので，

ぜひ作ってみてください。

御﨑 香菜美さん
（小学校5年生）

広島県の美味しい味が
まんさい！のご飯です。
レモンのさわやかさが，

味をひきたててくれます。

髙 望海さん
（小学校5年生）

新鮮でおいしい小いわしと
ちりめんを使ったメニューを
母親といっしょに考えました。

寺口 桃絵さん
（小学校5年生）

たくさんの方にお家で手軽に
作ってもらい，「美味しい！」と

言っていただきたいです。

清水 美緒さん
（高等学校3年生）
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