横浜市立小学校長会

横浜市立中学校長会
審査委員長賞

会長賞

会長賞

上飯田小学校 6 年生 髙橋未帆

原中学校 2 年生 橋本怜桜

食欲そそる野菜たっぷりペンギン弁当

行ったつもり帰省弁当

発表はとても緊張しました
が、うなずいてくださる方
が多く、たくさんほめてく
ださったおかげで、楽しん
で参加できました。参加し
ている方の話を聞けてとて
も勉強になりました。

「五大栄養素もたっぷり、
お酢でさっぱり、ビタミ
ン C もたっぷり、しそで
食欲増進」こんなお弁当
なら免疫力もアップして、
健康に過ごせると思いま
ます。
田屋多恵子・堀野由里

2 つも賞をもらえてうれしいです。おばあちゃ
んにお弁当を食べてもらえる日が楽しみです。
緊張したけれど、「スピーチよかったよ」と言
われて、うれしく思いました。
季節の野菜を取り入れ、色彩も鮮やかで好印象
のお弁当でした。免疫力アップも考え、食材も
バランスも意識していて、コロナに負けないと
いう元気をもらいました。窪田智明・遠藤まり
離れていても「食」を通じて繋がる家族が素敵
です。相手を想う心は味となって現れるはずです。
優しく包み込むようなお弁当に、食べる方の笑顔を
想像することができました。 長島由佳

ハマ弁実施日 2 月 25 日

横浜市立特別支援学校長会
横浜わかば学園高等部 3 年生

会長賞

清野大喜

横浜市 PTA 連絡協議会
高舟台小学校 6 年生

会長賞

長谷川慧奈

色どりと免疫力強化ラッキー6 弁当

コロナも撃退！お野菜たっぷり弁当

免疫力を高めるためには大
腸内環境をよくすることが
大事だと調べました。バラ
ンスと色どりは母と一緒に
考えて作りました。やりき
りました。

お弁当に妹への思いを詰め
ました。母の助言と父の作
った野菜のおかげで作るこ
とができ家族とのつながり
に気づくことができました。
家に帰ったらありがとうと
伝えます。

免疫力アップ食材オンパレ
ードのラッキー弁当です。
食欲をそそる主食とたくさ
んのおかずが盛りだくさん
で栄養もバッチリです。こ
のお弁当で腸内環境もよく
なり、ウイルスを吹き飛ば
しそうです。 須藤 明

このお弁当で「お弁当は人
と人とをつなぐもの」とい
うことに改めて気づかされ
ました。大切な人たちが健
やかな毎日を送るために、
これからも素敵なお弁当を
作ってください。秋好直樹

JA 横浜賞

横浜 F・マリノス賞

霧が丘学園中学部 1 年生 杉原煌人

南太田小学校 6 年生 原田秀桜

コロナに負けない免疫アップ弁当

コロナに負けるな弁当！！

調味料にこだわり「青い塩」 主食のちらし寿司は梅・チ
を使いました。ゴーヤチャ
―ズ・酢がバランスよく
ンプルのゴーヤを保存して
「青い塩」で血液サラサラ、
おくのが大変でしたが、う
「味噌」で善玉菌を増やす。
まく作ることができてすば
まさに「コロナに前負けな
らしい賞をいただくことが
い免疫アップ弁当」です。
できてとてもうれしいです。
岩澤邦弘

スピーチを考えたり料理を
作るのも大変だったけどす
ごく楽しかったです。緊張
しましたがちゃんと言いき
れてよかったです。またこ
の場所に行きたいなと思い
ました。

コロナに負けないパワーあふ
れるお弁当です。長芋のヒゲ
を焼取る、にんじん・りんご
は皮のまま使うことで無駄
なく栄養を取り入れる工夫を
していました。本当に食べた
いお弁当でしした。 望月 選

ハマ弁実施日 3 月 4 日

崎陽軒賞

池商賞

田奈小学校 4 年生 井上陵太郎

新羽中学校 2 年生 山口萌果

めんえきアップップべんとう

免疫力 120%UP 弁当

他の人のお弁当を見て、と
てもすごいなと思いました。
アピールポイントを作るの
は意外と大変でしたが、楽
しかったので来年も応募し
たいです。

免疫アップ以上を表すアッ
プップというネーミングは
素晴らしいです。鳥肉・豚
肉・カツオ節とタンパク質
も多く、緑・赤と色どりよ
く、白いごはんもキラキラ
目立ちとても美味しそうな
お弁当です。君塚義郎

「まごわやさしい」と免疫
力を高める食料を意識して
取り入れました。「資料が
とてもよかった」と言われ
たのがうれしかったです。
テーマにあうお弁当を作る
のは、とても大変だと感じ
ました。

調理のアイデアや食欲をそ
そられる味付け（味噌とマ
ヨネーズ）など、とても考
えられたお弁当でした。レ
ンジを使った時短調理と
しっかり炒める調理のバラ
ンスはとても良かったです。
松原文博

よこはまユース賞

横浜すぱいす賞

岡津小学校 6 年生 廣瀬菜奈

本牧中学校 1 年生 吉野くるみ

夏バテしないぞ！！弁当

お弁当旅行

アピールする時、審査員の
人たちが大丈夫だよという
顔をしていてくれたので、
緊張がほぐれました。よい
経験をさせてもらいまし
た。賞をいただいてとって
もうれしいです。

小さめのお弁当箱に彩鮮や
かなおかずが並んでおり、
とても美味しそう！特に
「チーズ入りたまご焼き」
は見事でした。免疫力を高
める様々な工夫もされてい
ました。 巻口 徹

新型コロナウイルスの影響
で、旅行ができず、悲しい毎
日を過ごしていた人もたく
さんいたと思います。少し
でもみんなが元気になって
ほしいと思いながら作りま
した。

免疫力を高める食材をたく
さん取り入れながら、コロ
ナでがまんした旅行を楽し
むお弁当でした。旅行気分
を味わいたいです。
川村恵子・田中妙子

教育委員会賞(小学校の部)

教育委員会賞（中学校の部）

幸ヶ谷小学校 2 年生

本牧中学校 1 年生 森田璃子

榎本梓乃

だれでも作れるにこにこべんとう

おかあさんと図書館で調べ
たり、資料はめくれるよう
に工夫したりしました。が
んばって作ったので、楽し
くてうれしかったです。

ハマ弁実施日 2 月 2 日

免疫力 UP 弁当

免疫力がアップする工夫が
ちりばめられているだけで
なく、誰でも安全・簡単に調
理できる工夫がたくさん詰
まっていました。これから
も食べた人の笑顔や元気が
増える素敵なお弁当づくり
にチャレンジしてくださ
い。 片山哲夫・大平はな

私が工夫したのはオクラの
肉巻きの火が通りやすいよ
うに均等に巻いたところで
す。発表では自分が思いを
込めて作ったお弁当のこと
を話すことができてよい経
験になりました。

教育委員会賞(特別支援学校の部)
横浜わかば学園高等部 3 年生

学校賞

大森渉生

若葉台特別支援学校（横浜わかば学園）

血と汗の努力弁当(血=鉄、汗=ミネラル)

x
いろいろな味の食べ物とネ
ーミングに力を入れまし
た。自分が思いつかなかっ
た良い点や他の人のお弁当
や賞を知ることができ、よ
い時間を過ごすことができ
ました。

冷蔵庫にある食材を上手に
活用すれば、
「免疫力アップ
のお弁当がこんなふうに作
れるんだ。」と思わせてくれ
たお弁当でした。ネーミン
グもセンスを感じさせるも
のばかりでした。
大平はな

一次審査(9/26)

中学校家庭科分野で学習し
た内容を生かし、食品群別
摂取量の目安を意識し、栄
養バランスの整ったお弁当
です。1 群の食品を抑え 3.4
群の食品を多く使う工夫が
見られました。 塚田梨絵

本牧中学校

二次審査(11/7)
持参したお弁当をレシ
審査員が良いなと思
うお弁当に付箋をつ

審査

ピと合わせて、審査し
ているところだよ！

けるところだよ。

よ！
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