
市町村 教育委員会等 行事名 内　　容

学校給食ソングの庁内
放送

平成２６年１月に誕生した鳥取市学校給食ソング“とっとりっ子の「いただ
きます！」”を放送。

生産者交流給食会
地場産物生産者の方と児童による交流給食会を実施。
（小学校）

給食試食会 保護者対象（１月２４日　久松小学校）

学校保健安全委員会
学校・保護者・関係職員　（１月２４日　明徳小学校）
学校・保護者・関係職員　（１月２４日　北中学校）

食に関する指導 給食時間における食に関する指導　（１月２４日　中ノ郷小学校）

交流給食会 児童と鮮魚加工販売業者の方との交流給食会（１月２５日　城北小学校）

食に関する指導
給食時間における食に関する指導　（１月２８日　中ノ郷中学校）
給食時間における食に関する指導　（１月２８日　遷喬小学校）
給食時間における食に関する指導　（１月２８日　富桑小学校）

交流給食会 児童と調理員、栄養職員と交流給食会（１月２９日　美保小学校）

校内縦割り給食 校内で縦割り給食（１月３０日　明徳小学校）

倉田小学校 食に関する指導（6年生）　１月２４日

面影小学校 食に関する指導（6年生）　１月２４日

江山中学校 食に関する指導（1年生）　１月２５日

美和小学校 食に関する指導（6年生）　１月２５日

美保南小学校 食に関する指導（5年3組、6年1組）　１月２８日

大正小学校 食に関する指導（2年生）　１月２８日

岩倉小学校 食に関する指導（6年生）　１月２９日

稲葉山小学校 給食試食会・講演会（保護者）　１月３０日

鳥取市立湖南学園初等ブロック１年　学級活動　T・T
（好き嫌いせず食べよう）

鳥取市立湖南学園初等ブロック３年　学級活動　T・T
（おやつの食べ方について）

鳥取市立湖南学園中等ブロック６年　学級活動　T・T
（おやつの食べ方と生活習慣病について）

鳥取市立湖南学園初等ブロック１年　交流給食会

末恒小学校 鳥取市立末恒小学校　６年生との交流給食会　１月２５日

賀露小学校
鳥取市立賀露小学校５年　地場産物生産者との交流給食会
（魚についての学習・魚の解体含む）　１月２８日

給食試食会（学校栄養職員が保護者に講話）

交流給食（学校栄養職員が６年生との交流）

国府学校給食
センター

（別紙１)

平成３０年度　学校給食週間行事予定表（市町村教育委員会）

湖東学校給
食センター

湖南学園
１月２４日

鳥取市教育
委員会

第一学校給
食センター

鳥取市

第二学校給
食センター

宮ノ下小学校



食に関する指導（１年の学級活動で学校栄養職員とのティームティーチ
ング）

交流給食（児童・学校栄養職員・調理員・地域の方々との交流）

給食集会

給食試食会（学校栄養職員が保護者に講話）

交流給食（児童・学校栄養職員・調理員・地域の方々との交流）

交流給食（児童・学校栄養職員・調理員・地域の方々との交流）

国府中学校 生徒会活動（給食準備時間を早める取り組みの実施・報告）

リクエスト献立の実施 児童生徒のリクエスト献立を実施（給食週間～２月中旬まで、全学校）

給食試食会 保護者を対象とした給食試食会（1月24日佐治小学校）

給食センター職員との交流給食 小学校児童と給食センター職員が会食する（1月25日散岐小学校）

調理員との交流給食 小学校児童と調理員が会食する（1月28日河原第一小学校）

センター職員との交流給食会
【宝木小学校】1月24日実施（所長、調理員）
【浜村小学校】1月25日実施（調理員）

給食食材生産者との交流給食会

【瑞穂小学校】1月24日実施（生産者等との交流・学校栄養職員による食
の指導）
【逢坂小学校】1月25日実施（生産者等との交流・学校栄養職員による食
の指導）
【浜村小学校】1月29日実施（地域の生産者等との交流・学校栄養職員に
よる食の指導）

食に関する指導
給食時間における食に関する指導
（１月２４日　鹿野学園王舎城学舎）

調理員、学校栄養職員と
の交流給食

調理員、学校栄養職員と児童生徒との交流給食会
（１月２５日　鹿野学園王舎城学舎）

鹿野学園リクエスト献立
の実施

１２月に鹿野学園全校児童生徒から募集したリクエスト献立の実施（１月
２８日）

食に関する指導
給食時間における食に関する指導
（１月２９日　鹿野学園流沙川学舎）

調理員、学校栄養職員と
の交流給食

調理員、学校栄養職員と児童との交流給食会
（１月３０日　鹿野学園流沙川学舎）

青谷小学校 青谷学校給食グループと青谷小学校児童による交流給食会　１月２４日

青谷中学校
青谷中学校生徒と給食センター調理員とのランチルームでの交流給食
会

学校給食ポスター・絵画
作品展示

平成30年度学校給食ポスター・絵画入賞作品募集、展示
募集期間　平成31年2月5日(火)まで
展示期間・場所　未定

教材作成
教材冊子作成「にん太くんのぼうけん」
教材パネル作成「給食のできるまで」
施設模型貸出

鳥取市

国府学校給食
センター

1月24日　【とっとり郷土の味献立】
1月25日　【ふるさと鳥取給食レシピコンテスト優秀賞献立】
1月28日　【ふるさと鳥取給食レシピコンテスト優秀賞献立】
1月29日　【気高のお宝献立】
1月30日　【山形献立】

河原学校給
食センター

気高学校給
食センター

公財)鳥取市
学校給食会

鹿野学校給
食センター

青谷学校給
食センター

国府東小学校

福部未来学園

郷土料理等を取り入れた
特色ある献立の実施



倉田小学校　　　未定　　1月24日(木）
江山中学校　　　未定　　1月25日(金)
大正小学校　　　未定　　1月28日(月）

宝木小学校　　　1名　　1月24日(木）
浜村小学校　　　2名　　1月25日(金)

王舎城学舎　　　2名　　1月25日（金）
流沙川学舎　　　2名　　1月30日（月）

青谷小学校　　　未定　 1月24日(木)
青谷中学校　　　未定 　1月28日(月)

散岐小学校　　　　　4名　 1月25日(金)
河原第一小学校　　　3名　 1月28日(月）

給食交流
浜坂小学校　（日程は未定）
調理員が学校へ出向き、児童と給食を食べながら交流。

給食交流
国府東小学校　1月28日（月）
学校栄養職員と、調理員（2名）が学校に出向き児童と給食を食べながら
交流。

給食週間中特別献立（1
日目）

ＡＬＴの先生の故郷のオーストラリア献立を実施する。

給食週間中特別献立（2
日目）

昭和の頃の給食の献立を組み合わせた、昔懐かし献立を実施する。

給食週間中特別献立（3
日目）

地元の食材を使った献立を実施する。

給食週間中特別献立（4
日目）

鳥取の特産品を使った献立を実施する。

給食週間中特別献立（5
日目）

岩美高校２年生有志による、岩美町の特産品を使ったオリジナル献立を
実施する。

給食標語の募集
各小・中学校児童生徒から給食に関する標語を募集し選考したものを、
給食だよりに掲載する。

給食だよりの発行 各家庭に配布する。

試食会及び食の講演会
保護者を対象に給食試食と栄養教諭による食の講演を実施する。
１月２４日（木）岩美北小学校で実施。

交流給食（生産者・給食
センター職員）

生産者・給食センター職員が、各小学校の児童と一緒に給食を食べて触
れ合う。
1月24日（木）岩美西小学校、28日（月）岩美北小学校、29日（火）岩美南
小学校で実施。

交流給食（沖縄県国頭村
の代表児童との交流給
食会）

沖縄県国頭村との交流にあたる日に、岩美高校２年生の生徒有志が考
案した岩美町献立を紹介し給食として提供する。
1月30日（水）岩美西小学校で実施。

若松葉ガニ給食
卒業を迎える中学校3年生の生徒に町より若松葉ガニ１杯が給食の主菜
として提供される。
2月1日（金）:岩美中学校で実施。

若桜町
若桜町
教育委員会

交流給食
小中学生と、町長、副町長、教育長、教育委員、議員、教育委員会職
員、生産者等が会食する。（１月２8日）

智頭町学校給食展
児童生徒の作品展示（１月２４日～１月２６日　智頭町保健医療福祉総合
センター“ほのぼの”ひだまりホール）

 食育イベント給食試食会
講演会、給食試食会、食育ゲーム大会の実施（１月２６日　智頭町保健
医療福祉総合センター“ほのぼの”ひだまりホール）

生産者、調理員と児童生
徒との交流給食会

生産者、調理員と児童生徒とが会食し、交流を深める（１月２５日智頭中
学校、１月３０日智頭小学校）

学校給食展 (1)
児童・生徒の作品展示
（平成31年２月２日～２月３日　エキパル倉吉 多目的ホール）

学校給食展 (2)
学校給食週間中の特別献立・給食標語の表彰式
（平成31年２月２日　エキパル倉吉 多目的ホール）

学校給食展 (3)
学校給食メニューの試食（100人分）
（平成31年２月２日　エキパル倉吉 多目的ホール）

市長を囲んでの会食会
小学校児童と市長との交流給食
（平成31年１月28日　西郷小学校の給食時間）

鳥取市

交流給食

倉吉市
　倉吉市
  教育委員会

智頭町
智頭町立
学校給食
センター

岩美町
岩美町
教育委員会

公財)鳥取市
学校給食会

（株）メフォス



給食標語募集 町内小中学校から給食標語を募集し、表彰する。

地元生産者との会食会
のコーディネート

小学校児童と地元生産者、栄養士との会食の調整（１月２8日　西小、１
月２９日　南小、東小）

給食週間献立の提供 鳥取県の食文化や郷土料理を知る献立（１月２４日～１月３０日）

掲示物の作成・配布 給食受配校に給食週間に関する掲示物を配布。

給食集会等での
食指導

給食週間に関する話（１月２４日　東小・１月２８日　西小）

学校合同給食展
給食週間中に園児、児童生徒、生産者、給食センター等が取り組んだ絵
手紙、切り絵、短歌などの作品を一同に展示。
（2月1日～2月15日　北栄町中央公民館）

交流給食会

北条小学校、大栄小学校にて、地元生産者、調理員、行政（町長、教育
長他）がクラスに分かれ交流給食を行う。また、各クラスでは地元生産者
からの学習時間を設定。
（1月30日　北条小学校、大栄小学校）

広報（住民等への取り組
みの周知）

町放送、ｆａｃｅｂｏｏｋ、町報等により、学校給食週間の取り組みを町民へ
周知する。

特別献立の実施

「児童から募集した“ふるさとの食べ物を使った料理”」、「郷土料理」を複
数取り入れた献立を計画。
　応募者には「こめっこしおり」採用者には賞状と「こめっこ缶バッチ、こ
めっこしおり」を配布。

各校へ放送資料の配布 給食時間の放送資料を作成し、各学校へ配布する。

給食だよりの発行
学校給食週間や特別献立について、給食だより１月号(号外）を発行。家
庭へ配布する。

児童生徒と
生産者の交流事業

生産者とのＴＴ授業、または給食時間に生産者が学校（教室)を訪問し、
生産に関する話をしていただきながら給食を試食する等、交流の場を企
画・実施する。

指導資料の貸し出し 食に関する紙芝居、DVD、その他食育教材の貸し出しを行なう。

児童と調理員・
栄養士との交流

招待を受けた学校へ出向き、一緒に給食を食べるなどし交流を深める。
給食配膳室にて給食当番の出迎え、声かけを行う。

啓発活動 DARAZ-ＦＭ、（一財）米子市学校給食会に取り組み内容の資料を提供。

栄養教諭・学校栄養職員
による給食訪問

各小中学校へ栄養教諭・学校栄養職員が訪問し、給食週間中の献立に
ついて児童・生徒に紹介する（給食週間中）

献立紹介 市のホームページで献立の写真と献立内容を紹介する

各小中学校への食育教
材貸出

給食センターの食育教材を各学校へ貸出する

給食だより配布 給食週間の特別献立について各家庭にお知らせする

校内放送・校内掲示用資
料配布

給食週間期間中の献立について児童・生徒向けの資料を作成し、各小
中学校へ配布

特別献立の実施

テーマ　給食の歴史とふるさとの恵み
・給食のはじまりとなった食事をイメージした献立
・町内産や県内産の特産物を活用したふるさと自慢の献立や郷土料理を
とり入れた献立

学校と連携した交流給食
地元生産者やセンター職員が小学校児童と会食や交流を行う。
（1月9日岸本中、1月15、29日八郷小、1月15日溝口中、1月22日二部
小、1月30日溝口小、1月24日～1月31日岸本小）

メニュー集の配布 西伯郡学校給食人気メニューレシピ集の配布

黒坂小学校交流給食
教育長、議員、生産者、納入業者、給食センター職員との交流給食。
（１月２５日　黒坂小学校多目的教室）

根雨小学校交流給食
議員、生産者、納入業者、ＪＡ職員、給食センター職員との交流給食。
（１月３０日　根雨小学校各教室）

日野っ子おすすめ
学校給食献立の実施

日野町内小学校４年生から中学校３年生までの児童生徒が考えたおす
すめメニューを給食として提供。
（１月２１日～３１日）

三朝町 調理センター

日野町
日野町教育
委員会

北栄町
北栄町教育
委員会

境港市
境港市
教育委員会

伯耆町立学
校給食セン
ター

伯耆町

米子市
米子市教育
委員会



市町村 小　学 校 日 付 内 　容

1月24日 給食試食会（栄養教諭が保護者に講話）

給食週間中 給食委員会（児童）による、給食に関するイベント（給食に関する放送やクイズラリー実施）

１月１０日～１月２１日 給食への感謝の気持ちを表す作品作り（学級活動）

１月２１日～１月３０日 各学級ごと作品掲示（児童玄関および各教室）～参観日（１月２３日）

１月２1日～１月３０日 校内放送による給食週間の意義・取り組みの啓発（給食委員会）

１月１６日（水） あいさつ調べと給食残量調べの結果を報告する児童集会（給食委員会）

給食週間中 給食委員会による標語募集と校内掲示,給食啓発ポスターの作成

1月28日 交流給食（学校支援ボランティアさんとの交流）、お礼の手紙など

１月７日より 感謝のメッセージ作成・送付（給食センターの方へ、３年生）

１月１４日（火）の週内 給食委員会による広報活動（全国学校給食週間、交流給食、給食ポスター・絵画作成）

１月２１日（月）の週内
異学年交流給食（１年・６年、２年・４年、３年・５年）
給食委員会による表彰（完食ランキング）

１月２５日より 学校給食ポスター・絵画の展示および応募（主催　鳥取市学校給食会）

1月24日
児童健康祭り（昼休憩に多目的ホールで給食委員会と保健委員会が一緒になって、食に関するゲームや
コーナーを設置）

1月25日
児童健康祭り（昼休憩に多目的ホールで給食委員会と保健委員会が一緒になって、食に関するゲームや
コーナーを設置）

2月1日 交流給食（地域の老人会の方を招待して）

給食週間中 給食委員会児童による給食に関する昼の校内放送

給食週間中 給食に関する絵などの作品作り、掲示（全校児童）

1月17日 ６年生児童と生産者の方との交流給食を実施

1月18日 児童集会で、給食委員会の児童が、食事のマナーやはしの使い方についての話やクイズをする。

給食期間中
給食でお世話になっている方（給食センターの栄養士の方、調理員の方、学校嘱託員の方）へ、感謝の手紙
を書く。

常時
給食準備の時間に、給食ソングを放送する。
毎日の献立、食育だよりを給食室前に掲示する。

各学年による 交流学年との給食（１年と６年、２年と４年、３年と５年）

1月30日 給食試食会実施（栄養教諭による講話、試食会）

給食コンクールへの応募

1月25日 交流給食（水産に関する生産者さんと交流　６年生）

1月29日 招待給食（学校支援ボランティアさんを招待　全校児童）

１月２４日～１月３０日 給食時間中の校内放送　①給食クイズ　②先生方の給食の思い出話

１月２４日～１月３０日 給食委員会による給食標語募集

１月２４日～１月３０日 お世話になっている方々へのお礼の手紙　全校児童

１月２４日～１月３０日 各学級で給食や食に関する指導の実施

１月２４日～１月３０日 １月の生活目標「みんなで楽しく給食を食べる時間を増やそう」の取り組み

期間中 残菜調べ

1月29日 交流給食（調理員さんと1年生）

1月30日 委員会児童による、「給食クイズ」

1月24日 給食クイズ（全校対象）

1月28日 交流給食（地域の生産者等との交流）

1月30日 交流学年給食（交流学年１･６年、２･４年、３･５年が一緒に給食を食べる）

１月２５日～１月３０日 給食センターへの感謝の気持ちを伝える標語（全学年）

1月30日
チームふれあい給食（全校）
兄弟学年と一緒に給食を食べ、交流を図る。

（１２月１８日） 給食センター見学、お礼の手紙（１年）

（１２月１９日） らっきょうの生産者との交流給食、お礼の手紙（４年）

（１月１８日） 児童集会での給食委員会発表

給食週間中 給食週間の意味やクイズを放送する。

1月30日
なかよし給食　１２：００～１３：００
仲良し班で各教室に分かれて会食をする。

１月２４～１月３０日
白衣・マスク徹底週間
運搬時の歩き方や並び方、給食の挨拶などを再確認する。

鳥取市

 平成３０年度　学校給食週間行事予定表   （小学校）

久松小学校

醇風小学校

遷喬小学校

修立小学校

日進小学校

富桑小学校

稲葉山小学校

城北小学校

美保小学校

賀露小学校

明徳小学校

倉田学校



期間中 給食を食べことに感謝を込めて、給食委員主催の「残食ゼロ作戦」を実施

1月22日 給食センターへ感謝の気持ちを書いた寄せ書きを送る。

1月23日 委員会による給食に関するイベント(班対抗による豆つかみリレー）

１月２４日～１月３０日 児童委員会が学校給食に関する放送を給食時間に行う。

2月12日 保護者の給食試食会

2月12日 栄養教諭による座談会（保護者、地域の方が対象）

美和小学校 1月25日 給食委員会主催の給食集会

1/2１～１／２６
お昼の放送で給食にまつわることを給食委員会児童が放送する。
（全国学校給食週間について、給食クイズ、給食アンケートの結果発表）
ご当地給食の紹介

1月25日 招待給食（地域ボランティアやゲストティーチャーとの交流）

1月23日 全校給食

1月25日、1月28日 交流給食（全校児童がくじびきをして、くじに書いてある教室で給食を食べる。）

１月１８日～３０日 学校給食標語の校内掲示

１月２３日(水） なかよし給食(縦割り班ごとに交流を図る給食）の実施。

１月２４日（木）
給食センターの栄養士さん、調理師さんへのお礼の手紙を書く。
（すこやか委員会を中心に全校で取り組む。）

給食や食べ物に関するクイズラリーを行い、食への関心を高める。
(すこやか委員会)

給食への関心、栄養、食事のマナーなど各学年に適した給食指導を行う。
（学級指導）

各教室に食育に関する本を置き、食の大切さを学ばせる。

給食週間中 給食委員会で各学級の残食を調べる。

１/３０（水） 給食委員会が校内放送で給食献立クイズを出題したり、学校給食の歴史、意義について紹介したりする。

給食委員会による給食クイズ（給食時間の校内放送）

給食カルタ、給食川柳、給食センターの方へのお礼の手紙の作成

１月２５日～３１日 完食チャレンジ（小おかず２種類の完食に各クラスが挑戦）

1月24日
１・３・６年のみ、学校栄養職員の方にお越しいただき、ＴＴでの授業を行う。
同日、１年生教室にて、栄養職員の方と交流給食を行う。

1月24日～1月3０日 交流給食（級外の職員との交流）

1月24日～1月3０日 給食委員会による活動（クイズラリー、放送など）

1月24日～1月3０日 各学年が学級活動で、食育に関する内容の指導を行う。

12月12日 交流給食（地域ボランティアの方と一緒に給食を食べる）

1月24日から1月30日 特別献立の放送（給食委員会で全国学校給食週間の特別献立について放送をする）

1月25日 食に関する訪問指導（給食センターの職員に来ていただき訪問指導を受け、一緒に給食を食べる）

1月22日 給食でお世話になっている方々にお礼の手紙

1月28日 給食集会（給食クイズ、給食キャラクター発表など）

11月21日
なかよし給食
・縦割り班での交流給食（近年、インフルエンザ等の流行を考慮し、早めに実施している。）

1月24日～30日

給食週間用掲示
　各学級毎に、調理員さんへの感謝の手紙、標語等を模造紙１枚にまとめ、児童玄関に掲示。終了後、給食
センターへ届けている。
学校給食絵画・標語作品募集（主催　鳥取市学校給食会）
　１年生の絵画・４・５年生給食カルタを応募する

１1月26日～11月30日
  1月24日～  1月30日

残菜０をめざそう！（給食委員会）
・一週間毎に、チェックするものを決め、完食カードを活用してグラフ化し意識を高める。（欠席等を考慮し、
カードの提出は担任の判断とする。）

期間中
各学年で内容を相談し、各年ごとに実施　(給食カルタ、標語、絵手紙、センターや調理員さん等への感謝状
など）

期間中 給食に関するＤＶＤ(給食ができるまで）の視聴

期間中 給食委員会による給食に関するクイズ・ランキング、放送による啓発や呼びかけ

給食週間中 給食標語（全校）

給食週間中 給食委員会イベント（現在計画中）

１月２４日(木)～１月３０日(水) 給食時の校内放送で、鳥取市学校給食ソング「とっとりっ子のいただきます」を放送する。

１月２４日(木)～１月３０日(水) 給食標語・ポスターを作成・掲示する。

１月２４日(木)～１月３０日(水) 作成したポスターを各学級にもって行き、呼びかけを行う。

１月２８日(月) 栄養教諭による食に関する指導を行う。

鳥取市

　給食週間中

面影小学校
期間中

学年ごとに食について考える取り組み
（１年）給食絵かるた
（２年）嘱託職員への感謝の手紙
（３・４年）給食センターの方々へ感謝の手紙
（５年）給食川柳
（６年）食事メニューを考える

神戸小学校

大正小学校

東郷小学校

明治小学校

世紀小学校

湖山小学校
１月２４日～３０日

湖南学園
（前期課程）

末恒小学校

米里小学校

津ノ井小学校

浜坂小学校

岩倉小学校

美保南小学校



12月4日 全校集会で給食週間についての紹介

12月20日 クイズラリーのイベント

1月18日 縦割り交流給食（縦割り交流学年１･2年、3･４年、5･6年が一緒に給食を食べる）

１月２４日～３０日 給食の時の放送で鳥取市学校給食ソングを放送する。

１月中旬～下旬 図工の時間に給食に関する絵画やポスターを描く。

１月中旬～下旬 給食委員が給食週間の啓発ポスターを作製し、校内の目立つところに掲示する。

１月２４日～３０日 給食週間に関する委員会活動（給食委員会）…クイズ、賞状作り、校内放送

期間内 年間計画に基づいた学級活動（各学級）

１月２４日～３０日 児童の作品提示

1月24日 招待給食（お世話になった方・地域の方との給食交流）

1月17日 給食試食会・学校栄養職員による講演会（１年生保護者対象）

1月24日 ６年生交流給食（学校栄養職員との交流）

１月２４日～３１日
給食委員会による給食クイズ
全校各学年での取り組み（標語、感謝のメッセージ、献立など）

1月23日 給食放送（学校栄養職員が給食週間について児童に放送）

1月28日 交流給食（お世話になった地域の方・給食センターの方を招待して交流）

1月28日 給食集会（給食委員会が給食啓発のための集会を開く）

1月24日～1月３０日 感謝の手紙の作成（学校栄養職員の先生方や給食センターの方に感謝の手紙を書く。）

福部未来学園 給食週間中 給食委員会による啓発（読み聞かせ、掲示）

１月21日～29日 兄弟学年（１・６年、２・４年、３・５年）による交流給食（なかよし給食）

1月28日 交流給食（栄養職員及び地域の生産者等との交流）

1月24日 なかよし集会における給食委員会の発表

１月24日～30日 お礼のメッセージの作成（全児童）

西郷小学校 1月28日 縦割り班給食（色別４グループで分かれて給食を食べる。）

1月25日 給食集会（給食委員会児童による発表・学校栄養士さんのお話・調理員さんへの手紙）

1月25日 交流給食（調理員さんとの交流）

1月 学校給食ポスター応募（1年生）

1月24日、25、29、30日 級外職員との交流給食。(各学年)

給食週間期間中 給食センターの方へお礼のメッセージを送る。(全学年)

給食週間期間中 給食委員会による給食ビンゴラリーや、各教室を回っての給食クイズなどを行う。

1月24日 給食試食会（佐治小学校の保護者対象）

1月25日 給食集会（給食委員会が計画する食に関する集会）

１月２５日～２月１日 訪問給食（級外が学級に出かけて給食時間に交流する。）

掲示は１月２１日から１月
３１日まで予定

給食関係者への感謝の手紙（４～６年 ： 給食センター・生産者・給食配送担当者へ）作成、手紙の写しの校
内掲示、校内放送での手紙の紹介（各学年代表１名、放送１月２２日～２４日）。

掲示は１月１８日から１月
３１日まで予定

児童健康委員会主催「食べたい給食イラストコンクール」。１月９日～１５日に作品募集、玄関前に作品掲示
をするとともに、委員会児童が優秀作品を選考し（健康賞、鳥取賞、和食賞、ゆめ賞など）表彰する。

1月24日
招待給食（１～６年 ： 学習でお世話になった地域の方と給食センターの方をお招きして、感謝の気持ちを伝
える）

1月24日 給食感謝交流会（地域の生産者さんとの交流、講話）

1月28日 地域の方々との交流給食（地域の方との交流）

1月31日 縦割り給食（縦割り班で給食を食べる）

1月24日 なかよし班給食

1月25日 気高学校給食センター調理員さんとの交流給食

1月28日 級外の先生との交流給食

1月29日 地域の生産者の方との交流給食（４年生）

1月30日 お世話になった地域の方、保護者の方をお招きしての招待給食

1月25日 交流給食会（地域の生産者等との交流）

1月30日 健康集会（児童委員会による食についてのクイズや劇）

１月２４日～３０日 残菜調べ（児童健康委員会による調査）

1月22日 食と命の集会（給食委員会）

1月23日 給食川柳の表彰

1月28日 リクエスト献立（投票による人気メニューの実施）

1月30日 訪問給食（栄養職員、調理員さんと一緒に給食を食べる。）

１月２４日～３０日 給食センターへのお礼の手紙作成

鳥取市

湖山西小学校

中ノ郷小学校

若葉台小学校

宮ノ下小学校

国府東小学校

河原第一小学校

散岐小学校

用瀬小学校

佐治小学校

宝木小学校

瑞穂小学校

浜村小学校

逢坂小学校

鹿野学園



1月24日 交流給食（地域の生産者等との交流）

1月31日
給食集会（給食委員が全校児童に食の大切さを劇やクイズで伝える）
※他の学校行事との兼ね合いで、給食週間から一日ずれてしまったが、実施予定

12月25日 全校児童による給食標語の作成

1月18日 網代女性部によるお魚料理教室(6年生が網代女性部の方よりお魚料理を教わる)

1月24日 交流給食（地域の生産者等との交流）

１月２４日～３０日 全校児童が給食センターの方へメッセージを書く。

1月22日 なかよし給食（全校縦割り班での給食）

1月24日、28日 給食委員会の発表（思い出のアンケート結果、給食の歴史）

1月29日 招待給食（農業公社、栄養士、調理員）栄養教諭による「食についての逸話」

12月中に提出 教職員アンケート（給食だより掲載）

1月24日
給食試食会と講演会（希望された保護者と一緒に給食を食べる。その後、保護者が栄養教諭による食育の
話を聞く。）

1月２４日～３０日 給食委員会によるイベントの実施（学校給食週間に関わる放送や紙芝居等を計画中）

1月28日 交流給食（地域の生産者等との交流）

1月中 給食センター調理員さんとの交流給食

給食週間中 給食ビンゴ

1月24日 なかよし班対抗献立作りラリー

1月中 学級活動で「食育の観点を踏まえた学校給食と望ましい食習慣の形成」を内容とした学習を実施

1月22日 八頭町学校給食共同調理場調理員さんと6年生との交流給食

1月28日 給食委員会による啓発劇・クイズと学校栄養職員による講話

1月21日・22日 訪問指導　テーマ「給食週間について」（2・4年）

2月13日 給食試食会（2年生保護者対象）

１月２９日～３１日 給食委員会活動に関する講談（児童創作発表）

１月２９日～３１日 給食に関する掲示（給食センターへのインタビュー）

１月２９日～３１日 給食クイズラリー

1月16日 栄養士学校訪問（栄養教諭が放送で児童に講話）

1月の各学級で都合のよい日 給食を作る様子など給食センター作成の動画視聴

1月28日～1月30日 給食委員会による放送(絵本｢給食番長｣など読み聞かせ、先生にインタビュー、給食クイズ)

1月21日 全校集会（体づくり委員会による発表）

1月24日～30日 給食標語の掲示

1月24日～30日 八頭郡各町のふるさと献立、我が家の自慢料理献立の実施

1月25日 交流給食（担任外の教員との交流）

1月28日 交流給食（町長、教育長や地域の生産者との交流）

1月24日～30日 給食センター見学

1月24日 食育集会（給食委員会による劇と栄養教諭が児童に講話）

1月24日 縦割り給食（縦割り交流学年１･６年、２･４年、３･５年が一緒に給食を食べる）

1月30日 地域の生産者との交流給食

1月24日 学級指導（食の大切さ、学校給食や食べ物に対しての感謝の気持ちなどを扱う。）

1月29日 児童朝会で給食委員会が発表（給食週間、給食の今昔について）

1月24日 交流給食（１・６年、２・５年、３・４年でペアになった学級が、１０人ずつ入れ替わり給食を一緒に食べる。）

1月24日～1月30日 食に関する指導(栄養教諭による授業)

1月24日、1月25日 食事マナー活動（豆つかみ大会）

1月24日～1月30日 給食週間特別放送(栄養素クイズ、好きな給食ランキング)

1月22日 全国学校給食週間の内容や意義についての校内放送

1月28日 食育スタンプラリー

1月30日 食育クイズ（校内放送）

1月31日 縦割り給食（1年生と6年生、2年生と4年生、3年生と5年生が一緒に給食を食べる）

1月23日 児童集会（給食委員会が給食週間についての会を開く）

1月24日 誕生給食（全校の12・1月生まれの人が一緒に給食を食べる）

学校給食週間に関する掲示

学校給食週間にちなんだ特別献立「チャレンジ！あなたも栄養士」参加（６年生）

学校給食週間「児童・生徒作品展」参加（１・３年生）

1月24日 給食週間の取り組みの紹介

１月２４日～３０日
給食クイズ・給食ビンゴ（給食委員会が給食に関するクイズを出したり、クラスごとに完食できた献立でビンゴ
をしたりする）

１月２９日・３０日 豆つまみにチャレンジ（正しい箸の持ち方をめざして、制限時間内にいくつ豆をつまめるかを競う。）

郡家東小学校

若桜町

倉吉市

倉吉市

鳥取市

期間中

若桜学園小学校

西郷小学校

河北小学校

明倫小学校

成徳小学校

八頭町

智頭小学校智頭町

上灘小学校

郡家西小学校

青谷小学校

岩美町

岩美西小学校

岩美南小学校

岩美北小学校

船岡小学校

八東小学校

小鴨小学校



1月24日～1月31日 正しい姿勢で食べようチェック（給食委員会による呼びかけ）

1月29日 劇（給食委員会による感謝の気持ちを啓発するための劇）

1月23日 交流給食（地域学校委員との交流）

1月24日 ペア給食（ペア学年１・６年、２・４年、３・５年がいっしょに給食を食べる。）

1月28日 招待給食（級外教職員を各学級に招き、いっしょに給食を食べる。）

高城小学校 1月22日 児童集会での食育クイズ（給食委員会発表）

1月16日 児童集会（給食委員会による給食週間の周知と食に関する寸劇）

1月24日 給食委員会による食に関するクイズ（昼の放送）

1月28日 交流給食（同学年で学級の半数ずつ）

1月30日 招待給食（普段一緒に食べていない先生と給食を食べる）

１月 給食に関する絵画・標語・習字の作品の募集と出展。

1月23日 児童朝会での発表（健康給食委員会の児童による食に関する発表）

1月24日 校内アンケート結果の掲示（食に関するアンケート結果の掲示）

1月22日 給食委員会研究発表・クイズ（児童朝会）

1月24日 誕生日給食（校長室にて誕生日の児童と楽しく会食）

1月26日 給食標語募集と優秀作品発表

１月２４日から３０日まで 「給食週間について」放送

１月２４日から３１日まで 給食に関するクイズ（給食委員会の児童が給食時間に放送する）

１月２１日～１月３１日 感謝の手紙（給食センター、生産者の方へ）の校内掲示

１月２４日～１月３０日 児童朝会での給食委員会による発表

１月２５日、１月２８日 招待給食（給食センター、生産者）

日付は未定(期間中） 招待給食（町教委関係者と教室で給食）

（11月12日）
学校給食週間についての栄養職員の講話、給食委員会の発表「好きな食べ物ランキング」
調理員との交流

（11月13日）
給食委員会の発表「食べ物クイズ」
調理員との交流

（11月14日）
交流給食（学校ボランティア等の方々との交流）　給食委員会の発表「郷土料理」
調理員との交流

（11月15日）
給食委員会の発表「郷土料理」
調理員との交流

（11月16日）
給食委員会の発表「非常食について」
調理員との交流

日付は未定(期間中） 招待給食（町教委関係者とランチルームで給食）

給食週間中 標語等の作成および掲示

給食週間中 給食委員会による発表・感謝状の贈呈

日付は未定(期間中） 招待給食（町教委関係者とランチルームで給食）

1月24日、29日 給食クイズの実施（給食に関係する内容のクイズを行う。）

1月29日 交流給食（地域の生産者等との交流）

1月25日 縦割り班豆つかみリレー（正しい箸の持ち方をゲームを通して理解する。）

1月18日 児童朝会（給食週間の取り組みについて委員会児童が紹介する）

1月28日 招待給食(生産者、栄養教諭と一緒に給食を食べる)

1月28日 給食まつり（生産者、栄養教諭を招待、委員会児童が企画運営する）

１月２９、３０日 招待給食(級外職員と一緒に給食を食べる)

1月24日から 給食標語・川柳の募集、掲示、日替わりのグループによる給食（全校）

1月24日 児童委員会発表（食育紙芝居）、給食主任の講話

1月25日 出汁あてっこ大会

1月28日 外国の食事について教員（日本人学校経験者・ALT）の講話

1月29日 地域の生産者等との交流、感謝状贈呈、インタビュー

1月30日 給食標語の紹介・出汁あてっこ大会の表彰

1月24日 栄養教諭による給食週間についての話

1月25日 なかよし給食（同学年で）

1月28日 給食総選挙の結果発表

1月29日 ６年生親子交流給食

1月30日 交流給食（生産者、教育委員会の方たちと）

倉吉市

北条小学校

羽合小学校

関金小学校

上北条小学校

北栄町

湯梨浜町

上小鴨小学校

北谷小学校

社小学校

灘手小学校

三朝町

東小学校

西小学校

南小学校

泊小学校

東郷小学校



給食委員会によるプレゼン、イベント開催

給食に関する展示物の作成、展示

交流給食（学年間でクラスを移動して給食を食べる）

1月30日 交流給食（地域の生産者等との交流）

１月８日～１月１８日 「食」に関する作品作り（全学級）

１月８日～１月１５日 招待状づくり（交流給食に招待する方に書く。）

1月23日 児童朝会での給食委員会発表（学校給食週間、食事のマナーについて）

1月24日
交流給食（野菜会、調理員さん、学校栄養職員、学習支援ボランティア、読み聞かせボランティア等お世話に
なっている方々を招待して、楽しく会食をする。）

1月14日～1月21日
給食でお世話になっている関係者（給食センター、パン屋、野菜会、大山乳業、学校主事等）に感謝の手紙を
渡す。

1月23日
児童朝会（給食委員会児童が食事のマナーや食の大切さ、給食の始まりなどについて発表したり、クイズを
出したりして食に対する関心を高める。）

1月25日
招待給食(いつもお世話になっている給食センターの栄養教諭・調理員、学校支援ボランティア、保育園の先
生、公民館長等を招待し、一緒に給食を食べる。）

1月23日～1月29日 給食当番の決まり調べや、各学級の食べ方調べ（姿勢・時間内完食）をする。

１月２４日～１月３０日 招待給食（級外の先生方を招待して給食を食べる）

1月24日 児童朝会での給食委員会の発表（食育に関するクイズ・劇など）

1月15日 児童集会（給食週間の取り組みについて、委員会が呼びかける）

1月23日、24日、25日 残菜調べ

１月24日、１月31日 交流給食（１年生と６－１、１年生と６－２とが一緒に給食を食べる）

1月29日 招待給食（野菜会、漁協を招いて、お話を聞きながら一緒に給食を食べる）

１月24日、28日 豆つまみ大会（下学年と上学年の部に分けて、豆つまみを行い、箸の持ち方の啓発を図る）

１月25日、29日、31日 ミニクイズラリー（「食」に関するクイズを行い、食べ物・調理などに興味を持ってもらう）

1月23日 交流給食（１・６年、２・４年、３・５年が一緒に給食を食べる。）

1月30日 招待給食（学校地域戦略会議、ボランティア、給食センターの方を招待して給食を食べる。）

1月30日 児童朝会での給食委員会の発表（野菜会の方へのインタビュー紹介、給食マナークイズなど）

１月２４日～３０日 学校給食作品展示（児童生徒の作品をジャコム中央トピア店に展示）

１月１０日～１７日 「食」に関する作品づくり（全学年）

１月２４日～３０日 豆つかみ大会（学年毎に行い、箸の持ち方の啓発を図る）

１月１６日までに お礼の手紙を書く。（栄養士さん，パン屋さん，ご飯屋さん，牛乳屋さん，調理員さん，配膳員さん）

１月１６日までに 給食カルタの作成（担当文字に合わせて，各学級で標語カルタを作成する。）

１月２１日～２月４日 給食カルタの掲示

１月９日～２月７日 給食の歴史に関する紙芝居（各クラスに委員会の児童が読みに行く。）

1月21日 給食カルタの作成・掲示

1月21日 給食委員会による給食クイズ

1月25日 お世話になっている方への感謝の手紙または寄せ書き

1月24日～30日 給食委員会による紙芝居読み聞かせとイベント

1月24日～30日 招待給食（学校栄養主任・配膳員・調理員との交流）

1月23日 給食訪問（学校栄養職員が児童に講話）

1月25日 給食訪問（学校栄養職員が児童に講話）

1月28日
感謝の手紙贈呈（配膳員さん、学校主事さん、学校栄養職員さん、白バラ牛乳の方、調理員さん、給食セン
ターの方々）

1月25日～30日
（日程調整中）

交流給食（地域の生産者等との交流、調理員との交流）

2月1日 全農ミートフーズさんとTT授業（4年）

給食週間中 児童給食委員会による給食に関する紙芝居の読み聞かせ

1月24,25,28日 食育に関する紙芝居（委員会の児童が全学級で行う）

1月24日～30日 給食についての理解・食育につながる紙芝居とDVDを活用した学習

1月24日～ 給食時間内の校内放送による、給食週間の紹介、地域の特産物を使った郷土料理メニューの紹介

1月24日～ 給食委員会による給食メニュービンゴ大会

1月24日～ 給食委員会による紙芝居

日程調整中 交流給食（地域の生産者等との交流）

１月２４日～２９日 感謝の寄せ書き、手紙、給食標語づくり

1月30日 感謝集会（クイズ、紙芝居、調理員の方によるお話）

大栄小学校
給食週間中

淀江小学校

北栄町

米子市

福米東小学校

福生東小学校

福生西小学校

琴浦町

浦安小学校

聖郷小学校

八橋小学校

赤碕小学校

船上小学校

1月24日～30日 給食でお世話になっている方に感謝の手紙を書く

伯仙小学校

河崎小学校

啓成小学校

大篠津小学校



1月28日～1月31日
給食に関わってくださっている方々（木村屋、大山乳業、栄養士、調理員、配膳員）
へ児童から感謝の手紙を送る。

1月28日～1月31日 感謝の手紙の掲示と給食時間での放送。

給食週間中 感謝のメッセージを渡す。（給食に関わっている方へ手紙等を渡す。）

給食週間中
児童による給食委員会の活動（児童を対象に、給食委員が食に関するアンケート・紙芝居・クイズラリーを行
う。）

1/2１～３１ 学級活動での給食指導

1/2１～３１ 給食でお世話になっている方へ感謝の気持ちを伝える（手紙や寄せ書きなど）

1/2１～３１
健康委員会による活動
（食についての紙芝居、教職員・給食配膳員インタビュー）

給食週間中 委員会による給食週間の掲示（給食のはじまり，調理員さんの紹介）

給食週間中 委員会の呼びかけによる給食カレンダーの作成（各学級１または２ヶ月ずつ作成）

1月26日 縦割り給食（１から６年までの縦割り班で一緒に給食を食べる）

1月21日
給食カルタの掲示（各学級が上の１字を始まりとするカルタを１枚書き掲示する。）
並べると「すききらいなくたべて　じょうぶなからだを　つくりましょう」というメッセージになる。

1月22日
１年生から感謝の手紙（給食に関わる方へ）
４年生から感謝の贈り物（給食に関わる方へ）

１月23日・１月24日 招待給食（２年生と３年生が、級外の先生を招待して、一緒に給食を食べる）

１月22日～１月28日 給食クイズ

1月24日
・学校給食の起こりを含めて，校内学校給食週間について放送で全校児童に呼びかける。
(給食時　給食委員会児童）

1月24日 ～ 1月30日

・学校給食の起こりなどについての紙しばいをする。(給食委員会児童）
・給食の先生に，感謝の気持ちをもって給食のあいさつやお礼を言う。
・感謝の気持ちを表す手紙を書いたり，感謝の贈り物を作ったりする。
・感謝の気持ちを表す手紙や贈り物を渡す。
・学校給食関係者との交流・招待給食を行う。

1月30日 ・校内学校給食週間のふりかえりをし，まとめの放送をする。(給食時　給食委員会児童）

1月23日 野菜生産者による児童への講話

1月23日 食に関する指導（栄養教諭による給食時間訪問）

1月24日 交流給食（地域の生産者等との交流）

1月29日 食に関する指導（栄養教諭による給食時間訪問）

1月29日 委員会による配膳員さん，トラック運転手さん，栄養教諭の先生への感謝の手紙贈呈

給食週間中 委員会による学年別対抗残飯調査，マスク調べ

給食週間中 感謝の手紙を書く。

1月24日 学校給食の歴史と全国学校給食週間について全校放送

1月24日 ふるさとの食べ物を使った料理の献立について掲示板・全校放送で紹介

1月30日 縦割り班交流給食

1月１５日～１８日 交流給食（級外の先生や栄養士さん、給食配送車の運転手さん、配膳室の先生との交流）

1月１５日～２５日 感謝のメッセージ（給食センターの方や食品を提供してくださっている方への手紙を書く）下学年

1月１５日～２５日 給食標語（給食のよさや大切さを訴える標語づくり）　上学年

1月１５日～２５日 給食委員会の取り組み（給食週間をPRする校内放送・給食クイズの実施

1月24日 給食カルタ掲示

1/24,25,29 給食委員が食育紙芝居を低学年に見せる

1月30日 配膳員と調理員へ感謝のメッセージを渡す

１月下旬 １年生　　調理員さんへの手紙　　ゲストティーチャーとの交流給食

３月 ２年生　　調理員さんへの手紙　　読み聞かせボランティアの方との交流給食

１月下旬～２月上旬 ３年生　　地域ボランティアの方との交流給食（２回）

３月上旬 ４年生　　地域ボランティアの方との交流給食

１月下旬 給食委員会　　給食クイズの作成，残菜０運動の実施

１月２４日・２８日 学校栄養職員による給食訪問指導

1月30日 児童集会（給食委員会が劇やクイズで、給食の意義を伝える）

２月上旬 給食センターの方々への感謝の気持ちを伝えるメッセージ作り

給食週間中 健康委員会による昼の放送

給食週間中 健康委員会による食育クイズラリー

1月24日～１月28日 交流給食（級外の先生が各クラスに行き、一緒に給食を食べる）

1月29日 全校集会（給食委員会が栄養についての劇を行う）

1月25日 給食時間に給食のでき方についてのビデオを流す。

車尾小学校

米子市

境港市

福米西小学校

成実小学校

尚徳小学校

住吉小学校

渡小学校

外江小学校

弓ヶ浜小学校

和田小学校

箕蚊屋小学校

加茂小学校

義方小学校

上道小学校

境小学校



1月31日 全校集会（給食集会）の実施（給食委員会の児童による発表やクイズ）

給食センターの方への感謝の手紙やポスターを作る。

校内放送を活用した給食指導

1月24日～30日 すっから完食

1月24日～30日 給食センターの方へのお礼の手紙を書く。

委員会児童による給食時間の放送

委員会児童による紙芝居読み聞かせ

1月24日 食に関する絵本の読み聞かせ（朝読書の時間に地域の方に食に関する絵本の読み聞かせをしていただく）

１月２２日～２月９日 縦割り交流給食（縦割り交流学年１･６年、２･５年、３･４年が一緒に給食を食べる。期間中に１回ずつ）

1月29日 交流給食（地域の生産者等との交流）

１月３０日～ 日ごろ給食でお世話になっている方へ手紙のプレゼント

2月4日 「理想の給食」献立コンテストの表彰（全校集会で表彰し、２月の給食に実施する）

1月24日 交流給食（地域の生産者等との交流）

1月24日～30日 養護教諭、学校栄養職員による食育指導

1月28日 食育集会

給食の歴史クイズ（児童委員会）

食に関する紙芝居（児童委員会）

給食センターの方から二小の児童に向けて手紙を書いてもらい、給食をどんな気持ちで作っているのかを伝
える（児童委員会）

1月24日～1月31日 交流給食（地域の生産者、給食センター職員との交流）

1月8日～1月18日
献立募集（委員会活動）
この期間に募集した献立の中から2つの献立が3月の給食に組み込まれる予定。

1月16日
児童集会（委員会活動）
全校児童に対して食育に関する劇やクイズをする予定。

1月15日
交流給食（大山乳業さんと一緒に給食を食べて、講話を聞く。）
栄養職員による、給食週間の紙芝居（３，４年生）

1月22日 縦割り給食（縦割り色別班ごとに一緒に給食を食べる）

1月29日
交流給食（地域の生産者さん、給食センターの調理員さん、学校主事さん、栄養士の先生との交流・感謝状
を渡す。）

１月２４日～３０日 学校給食週間についての校内放送

１月２４日～３０日
学校給食週間についてのポスター掲示
学校給食週間について、各学級での啓発

1月24日 なかよし給食（縦割り班が一緒に給食を食べる。）

1月30日 交流給食（地域の生産者さん、学校栄養職員さん、調理員さん、大山乳業さん、学校主事さんとの交流）

1月30日
給食を知ろう集会（生活健康委員会主催でゲストを招いてゲーム・クイズ、学校栄養職員、大山乳業さんの講
話、感謝の手紙贈呈）

1月22日
学校栄養職員の給食訪問で、給食週間のお話。
大山乳業が来校され、牛乳についてのお話。

１月２３日～１月２５日 縦割り班交流給食（異学年の色別活動班で食べる。）

1月29日
給食集会（児童の委員会が企画運営する全校集会）
栄養についてのクイズ、給食献立人気献立ランキング

1月29日
お礼の手紙を送る。（給食センターの方、給食車の運転手さん、学校主事さんに、全校児童がお礼の手紙を
書き送る。）

1月24日～31日の期間内 交流給食（給食調理員や学校栄養士との交流）

1月24日～3１日の期間内 給食調理員や学校栄養士にお手紙やプレゼントを渡す。

1月24日 交流給食（三年生の総合学習で、ねぎ、大豆栽培でお世話になっている生産者との交流）

1月24日 特別献立：地産地消「もりもりひえづっ子の日」

1月25日 特別献立：郷土料理「とっとりおいしさ満点こんだて」

1月28日 特別献立：昔の献立「むかしのこんだて」

1月29日 特別献立：国際交流「ジェイミー先生のイギリスこんだて」

1月30日 特別献立：お楽しみ献立「ひえづっ子の人気メニュー1」

1月31日 特別献立：お楽しみ献立「ひえづっ子の人気メニュー２」

1月24日～30日 交流給食(調理員との交流)

1月24日～30日 鳥取県の郷土料理や特産品を使った味めぐり献立の実施

1月23日 給食委員会による給食集会

2月4日 児童と食材生産者との交流給食（全学級）

1月24日、25日 デリシャス給食委員会「オリジナルメニューコンテスト」における入賞献立の実施

1月24日～30日 特別献立の実施（地場産物豊富な献立、委員会活動にちなんだ献立）

西伯小学校

二部小学校

伯耆町

会見第二小学校

大山町

週間中

給食週間期間中

中浜小学校

誠道小学校

1月24日～1月30日

南部町

境港市

岸本小学校

余子小学校

日吉津村

会見小学校

中山小学校

名和小学校

八郷小学校

溝口小学校



1月25日 生産者との交流給食

1月２４日～３０日 鳥取県の郷土料理や特産品を使った献立の実施

2019/1/17日・18日・24日 給食指導（５・６年生）

1月２４日～３０日 鳥取県の郷土料理や特産品を使った献立の実施

1月25日 生産者招待給食（全校）

1月29日 食育集会（下学年、健康安全委員会によるクイズ・栄養教諭による給食センターの紹介）

1月30日 食育集会（上学年、健康安全委員会によるクイズ・栄養教諭による給食センターの紹介）

給食週間中 朝読書の時間に、給食週間、給食の歴史についての紹介

1月18日
食育の日の指導（学校給食記念日の意義や給食が始まった頃の様子について，給食担当が食育クイズをす
る。）

1月23日 食育指導（学校給食について，学校栄養教諭が講話する。）

1月24日 縦割り班給食（４つの縦割り班ごとに分かれて給食を食べる。）

1月25日 関係者との交流給食（地域の生産者，食材納入業者，給食センターの方等との交流給食をする。）

1月25日
関係者へのお礼の手紙（全校児童が，関係者に宛ててお礼の手紙を書き，健康委員会の児童がまとめて渡
す。）

1月25日 おすすめ給食献立の採用（５年生が家庭科の授業で考えた献立が給食に出る。）

1月31日 おすすめ給食献立の採用（５年生が家庭科の授業で考えた献立が給食に出る。）

給食週間中 学活（１年「きゅうしょくありがとう」，２年「大きくなる心と体」，５年「鳥取を味わおう」）

給食週間中 栄養教諭による食に関する指導

給食週間中 児童委員会による食育クイズ（昼の放送）

1月23日 交流給食（教職員との交流）

1月30日 交流給食（生産者等との交流）

1月30日 給食センター職員さんへの感謝カードの作成

1月25日 食育集会（栄養職員及び大山乳業が児童に講話）

１月24日～28日 交流給食（地域の生産者及び給食調理員との交流）
江府町 江府小学校

根雨小学校

日野町

大山町

黒坂小学校

日南小学校日南町

大山小学校

大山西小学校



市町村 小　学 校 日 付 内 　容

東中学校 給食週間中 食品ロスディ

給食週間中 給食委員会による「完食週間」の実施（完食するおかず等の目標を決め完食を目指す）

1月24日 全国学校給食週間について周知するお昼の放送

南中学校 給食週間中 完食デー（１日の献立を完食する）、完食ウィーク（１週間の献立の１品を完食する）

給食週間中 給食委員会による給食残量ゼロの取り組み

1月28日 給食委員会による給食残量ゼロの取り組み振り返り

給食週間中 給食委員会による残量調査

1月25日 食に関する指導（栄養教諭・学校栄養職員の学校訪問）

給食週間中 最も残量が少なかったクラスに対する表彰を行う予定にしている。

委員会による放送によって、給食週間の意義や大切について啓発活動をおこなう。

委員会による「いただきます時間調査」を継続実施し、十分な給食時間確保に努めている。

給食週間中及び毎日
第１給食センターからの毎月の残量調査を分析し、それを掲示することで、「残さずEVERY
DAY」の取り組みを啓発して、残さない意識を高める。

給食週間中 給食委員会による給食週間のプレゼン、ポスター作成

給食週間中 完食Dayの実施、優秀クラスへの表彰

桜ヶ丘中学校 1月中 給食委員会主催による完食デーの設定

給食週間中
給食アンケートを実施して、生徒が食べたいメニューの募集や生徒が好きなメニューのランキン
グを作成して、広報する。

給食週間中 牛乳チェック（各クラス対抗で牛乳の残量を競い合う）の実施

給食週間中 給食新聞（給食委員会の生徒による給食に関する豆知識等を載せた新聞）の配布

給食週間中
給食時の放送で、給食週間について全校生徒に知ってもらい、普段の完食などの取り組みへ
の意識を高める。

１月３０日 生徒集会で、給食残量の報告や最優秀完食クラスの表彰等を給食委員会の発表として行う。

給食週間中～2月初旬 リクエスト献立による給食実施

給食週間中
完食WEEK　給食委員会による調査・表彰
広報委員会による、給食献立と献立のポイント、給食ソングの放送
給食室前に、テーマとキャラクターを掲示

給食週間中 校内放送（アナウンスと給食ソング放送）

11月下旬
リクエスト献立の募集（給食週間に向けて生徒保体委員会から、全校生徒に募集をして回収す
る）

1月下旬 リクエスト献立の実施

給食週間中 給食クイズの実施(給食委員会)

1月28日 職員との交流給食の実施

1月24日 栄養教諭による講和

1月25日 給食センター職員との交流給食

1月28日 リクエスト献立　セレクト給食実施

給食週間中 給食委員による給食クイズ

給食週間中 リクエストソングをかける（初日は鳥取市学校給食ソングをかける）

給食週間中 給食委員会による残量調べ

1月28日 給食センター調理員さんとの給食交流会

給食標語の掲示 給食に関する標語を各学年の廊下に掲示する。

給食週間の放送 給食委員が、給食週間の内容を放送する。

給食時間における食
に関する指導（2年
生）

栄養教諭・学校栄養職員から、全国学校給食週間の歴史と内容を聞き、これからの食生活につ
いて考える機会とする。

若松葉ガニ給食の実
施
(3年生)

卒業する3年生が町からのお祝いとして若松葉ガニを取り入れた給食を喫食する。

1月21日 全校集会（体づくり委員会による発表）

1月24日～30日 給食標語の掲示

1月24日～30日 八頭郡各町のふるさと献立、我が家の自慢料理献立の実施

1月25日 交流給食（担任外の教員との交流）

1月28日 交流給食（町長、教育長や地域の生産者との交流）

1月24日～30日 給食センター見学

給食週間中 標語募集など

1月25日 生産者さんとの交流給食

 平成３０年度　学校給食週間行事予定表   （中学校）

鳥取市

西中学校

北中学校

江山中学校

高草中学校

湖東中学校

中ノ郷中学校

国府中学校

河原中学校

岩美中学校

智頭中学校智頭町

若桜町 若桜学園中学校

 給食週間中

岩美町

千代南中学校

気高中学校

鹿野学園
（王舎城学舎）

青谷中学校



給食週間中
給食時の学校放送による啓発、標語の紹介、「チャレンジあなたも栄養士」の優秀献立の紹介
など

給食週間中 標語の校内選考優秀作品を校内に掲示

給食週間中 給食委員会企画による表彰（マスク・白衣忘れのないクラス、残菜のないクラス等）

給食週間中
給食時の学校放送による啓発、標語の紹介、「チャレンジあなたも栄養士」の優秀献立の紹介
など

給食週間中 標語の校内選考優秀作品を校内に掲示

給食週間中 給食委員会企画による表彰（マスク・白衣忘れのないクラス、残菜のないクラス等）

給食週間中 標語募集と表彰

給食週間中 リクエストメニューの実施

１２月中 「チャレンジ！あなたも栄養士！」のメニュー作成、給食標語の募集

給食週間中 残菜ゼロを目指そう。（給食委員会の活動として、残菜をチェックする。）

給食週間中 「チャレンジ！あなたも栄養士！」作品掲示

鴨川中学校 給食週間中
給食委員会による標語募集と表彰、リクエストメニューの作成と実施、標語とリクエストメニュー
の校内掲示

北溟中学校 日付は未定(期間中） 招待給食（町教委関係者と教室で一緒に給食）

湯梨浜町 給食週間中 放送による献立の紹介

給食週間中 給食委員会による啓発活動「受験に勝つ食材」

給食週間中 給食委員会による鳥取県の食材の提示

給食週間中 給食委員会による「お気に入りのメニュー・リクエストメニュー」アンケート実施

日付は未定(期間中） 招待給食（町教委関係者と教室で一緒に給食）

給食週間中 給食標語の作成と展示、表彰

1月24日 給食委員会による給食週間についての発表（朝の会）

1月24日 栄養士による食に関する指導（給食時間）

給食週間中
給食標語づくり
給食委員会によるいただきます、片付けチェック（優秀なクラスは表彰）

１月２５日・２９日 リクエストメニュー実施

給食週間前
（１月９日～１８日）

給食委員会の主導によって、給食標語を募集。

給食週間中
（１月２４日～３０日）

給食委員会による食育放送。募集した給食標語の掲示。

給食週間前
　～　給食週間中

生徒玄関や図書館にて、給食・食育関連の本を集めたコーナーを設置。

１月２３日～３０日 給食標語展示・表彰（全校生徒が標語作成）

１月２４日～３０日 放送で各クラスの給食人気メニュー発表

１月２６日～３０日
全校生徒人気給食メニューまとめと
給食残食データの発表、給食準備の素早さなどを表した掲示物の展示

給食週間中 給食委員会による標語募集と表彰（全校生徒が標語作成）

1月24日～30日 給食標語展示（JA鳥取中央トピア店1階ホール）

1月30日 給食委員考案による献立の作成と給食の実施

給食週間中 栄養職員による、食に関する指導（2年：給食の歴史について　1年：郷土食について）

給食週間中 給食の歴史についての掲示

給食週間中 給食委員会と広報委員会による、給食の歴史と郷土食に関する「昼の放送」実施

給食週間中 給食委員会による残乳ゼロを目指す呼びかけ及びキャンペーン

1月29日～30日 食に関する指導（1年生を対象とした学校栄養職員による講話）

給食週間中

給食委員会による「SLS」キャンペーンの実施。
（「ShortLongShort」の略で、準備時間を短く、食べる時間を長く、片付けの時間を短くすることを
目標としたキャンペーン。給食委員がそれぞれにかかる時間を計測して全体に発表し、スムー
ズな給食時間の進行を呼びかける。）

1月15日～1月22日 学校栄養職員による各クラスでの食に関する指導。（１年生）

給食週間中 食に関する講和（1年生の家庭科で給食関係者との交流

給食週間中 給食委員会による給食時間の白衣点検・表彰など

美保中学校 １月２４日～１月３０日
給食委員会による校内放送（学校給食の歴史についての理解、現在の給食活動への意識向
上）

給食週間中 学校栄養職員による給食訪問

給食週間中 給食委員会による食育ポスターの作成

給食週間中 給食委員による学校給食に関するポスター作成

１月１５日～２月７日 学校栄養職員による給食指導

給食週間中 給食委員による，給食週間標語募集と感謝状の贈呈など

給食週間中 食に関する指導（栄養職員による郷土食についての内容）

弓ヶ浜中学校 給食週間中 給食委員会による食育啓発

北条中学校

大栄中学校

北栄町

三朝町 三朝中学校

西中学校

久米中学校

河北中学校

東郷中学校

倉吉市

東中学校

加茂中学校

琴浦町

東伯中学校

赤碕中学校

尚徳中学校

淀江中学校

後藤ヶ丘中学校

東山中学校

箕蚊屋中学校

湊山中学校

米子市



第一中学校 給食週間中 給食委員会による学校給食の始まりと献立の紹介（地場産物献立、国際交流献立など）

給食週間中 生活委員会による給食週間のお知らせと献立の紹介

給食週間～２月上旬 生活委員会による給食に関するアンケート（リクエストメニュー）実施・集計と掲示づくり

給食週間中 保健体育委員会より、昼の放送で献立の紹介を行う

1月18日 学校栄養職員による食育指導(3年生・・受験に備えた食生活)

広報委員会による昼の給食放送、プレゼンなど

地域に伝わる郷土料理・ジビエ（野生鳥獣）の肉を使った料理等　特別献立

なんぶ里山の豊かな食材を活用した料理給食

南部中学校 1月24日 全国給食週間に関わる内容についての放送

給食週間中 広報委員会による放送（給食センターからの便り）

1月9日 大山乳業さんとの給食試食会を通して、１年生への食育指導

1月23日 朝食調べ

1月下旬 給食委員会でリクエストメニューの作成と実施を検討

給食週間中 給食委員会による完食調べ

１月半ば 給食委員会による牛乳の良さについての報告会

中山中学校 1月24日～30日 鳥取県の郷土料理や特産品を使った味めぐり献立の実施

1月24日～30日 特別献立の実施（地場産物豊富な献立、委員会活動にちなんだ献立）

1月30日、31日
給食広報委員会「ダーツの旅給食～世界編～」にて決定した「トルコ」「ロシア」をテーマとした献
立の実施

給食週間中 生徒と教職員の交流給食

給食週間中 給食委員会に給食川柳募集と表彰

1月24日～30日 鳥取県の郷土料理や特産品を使った献立の実施

給食週間中 給食委員会による給食の歴史クイズ

日南町 日南中学校 給食週間中 集会活動（給食委員会による全国学校給食週間クイズ大会）

給食週間中 リクエストメニュー献立の実施

給食週間中 給食委員会による食に関するクイズ（給食時間）

1月29日 栄養教諭による食の指導（給食時間）

給食週間中

日野中学校日野町

境港市
第二中学校

第三中学校

法勝寺中学校

大山中学校

大山町

南部町

岸本中学校

溝口中学校

伯耆町

名和中学校



学校名 日 付 内 　容

給食週間中 交流給食

1月24日 学校給食の歴史についての話

1月25日 給食センター紹介、給食センターの調理器具を使った模擬調理体験

1月28日 私の給食思い出話（教員から昔の給食についての話を聞く）

1月29日 食育クイズ

1月30日 給食川柳、審査結果発表と表彰

1月15日 食に関する指導（小学部合同学活）

1月28日
学校給食の歴史についての話
給食センターの調理器具を使った模擬調理体験

1月中 給食が作られるまでについての学習

1月中 給食を作ってくださる方々へ感謝の手紙を書こう

幼稚部：（年長・年中）あか・きいろ・みどりの食べ物って何？
　　　 　 （年少）たくさんかんで元気になろう
           （重複）ひと口ずつ食べよう

小学部：私の食べたい給食「理想の献立を考えよう」

中学部：（単一）バランスの良い食事を考えよう
　　　　　（重複）おもてなしをしよう

給食週間中 児童生徒によるリクエスト献立の実施

給食週間中 児童生徒会活動による校内放送

1月30日 セレクトケーキ

給食週間中 給食委員会による給食感謝状の掲示

1月30日 栄養教諭による食に関する指導（特別活動、テーマ「バランスのよい食事」）

特別献立（中部地方のご当地グルメ）
・給食委託業者と献立について協議、調整して決定

給食委員会活動
・献立紹介の放送
・掲示物の作成、掲示
・お礼状作り
各学級活動
・感謝の掲示物作り

２月２日～２月３日 倉吉市学校給食週間「児童・生徒作品展」出品参加

１月８日～１月１８日 栄養士・調理員・配膳員への感謝状の作成

給食週間中
今年度の季節・行事ごとのお楽しみメニュー、鳥取県産メニューの一覧掲示
栄養士・調理員・配膳員への感謝状の掲示
「給食ができるまで」掲示

１月３０日 栄養士・調理員・配膳員への感謝状

米子養護学校 給食週間中

各学級での食育に関する指導（全学部）
　※食の重要性、感謝の心、食文化などについて
給食ありがとうのメッセージや給食の絵の作成・掲示（小学部）
給食配膳員さんを知り、感謝状を贈る（中学部）
好きな給食のアンケート調査と結果の掲示（中学部給食委員会）
配膳員さんなどへ感謝状を贈る（高等部給食委員会）
給食や牛乳についてのクイズ放送（高等部放送委員会）
全国学校給食週間のポスターの作成、ランチルーム掲示（高等部給食委員会）
食事のマナーのポスター作成と掲示（高等部生活委員会

琴の浦高等
特別支援学校

給食週間中
保健給食委員会生徒を中心に皆が食べたい献立のアンケート調査を行い、給食
週間中の献立に取り入れた。取り入れた献立の栄養ポイントを掲示する。

給食週間中（1月28日） 調理員へのインタビュー　（1年生）

給食週間中（1月29日） 栄養教諭による指導　（2年生）

給食週間中 調理員、栄養教諭へのメッセージカード　（1、2年生）

給食週間中 「給食」または「食」に関する標語募集と展示　（3年生以上希望者）

給食週間中
委員会による活動
・給食クイズ
・箸で豆つまみ大会　　など

給食週間中 栄養教諭による給食週間に関する展示コーナーの設置と給食指導

鳥取大学附属中学校 10月上旬～1月末
給食委員による食に関する呼びかけ
ポスターテーマ「残さず食べよう」

給食週間中 食に関する図書の紹介　（ランチルーム・図書委員会）

給食週間中 栄養教諭、調理員さんへの感謝の手紙

2月6日
交流給食
栄養教諭の学校給食に関する話

給食週間中

給食週間中

県立

皆生養護学校

 平成３０年度　学校給食週間行事予定表   （県立・国立）

国立

鳥取大学附属小学校

鳥取大学附属
特別支援学校

倉吉養護学校

鳥取盲学校

鳥取聾学校

鳥取聾学校
ひまわり分校

鳥取養護学校

白兎養護学校



2月 リクエスト給食


