
　（別紙１）

市町村 教育委員会等 行事名 内　　容

学校給食センター
自慢のレシピ作成

各学校へ掲示用レシピの配布及びホームページ掲載

生産者交流給食会
地場産物生産者と児童による交流給食会を実施。
（小学校）

生産者交流給食会
地元漁業者と学校栄養職員との魚のさばき方と交流給食（1月20日　明
徳小学校）

交流給食会
1.2.3.4.年生児童と給食センター職員と学校栄養職員との交流給食（1月
27日　明徳小学校）

親子料理教室
特別支援学校児童と保護者と地元鳥取漁業者と学校栄養職員の給食
メニューを作る親子料理教室（1月22日　醇風小学校）

生産者交流給食会
小学校5年生児童と地元漁業者と学校栄養職員との魚のさばき方と交
流給食（1月28日　城北小学校）

学校訪問
給食時間における食に関する指導（1月24日　稲葉山小学校６年生）
調理員と栄養教諭による食に関する指導（1月24日　稲葉山小学校４年
生）

学校訪問
給食時間における食に関する指導（1月27日　米里小学校６年生）
調理員と学校栄養職員による食に関する指導（1月27日　米里小学校２
年生）

学校訪問 給食時間における食に関する指導（1月27日　倉田小学校６年生）

学校訪問
調理員と栄養教諭・学校栄養職員による食に関する指導（1月28日　面
影小学校６年生）

学校訪問 給食時間における食に関する指導（1月29日　美和小学校６年生）

学校訪問

給食時間における食に関する指導
　　　　（1月30日　津ノ井小学校６年生２クラス）
調理員と学校栄養職員による食に関する指導
　　　　（1月30日　津ノ井小学校３年生）

良く食べた調べ表彰
給食委員会に表彰状を渡し、校内放送を行う
（1月24日　湖東中学校　）

学校訪問
良く食べた調べ表彰

給食時間における食に関する指導　1.2年生対象
（1月24日　湖南学園）

学校訪問
良く食べた調べ表彰

給食時間における食に関する指導　1年生対象
調理員訪問（1月27日　湖山小学校）

学校訪問
良く食べた調べ表彰

給食時間における食に関する指導　1年生対象
（1月28日　浜坂小学校）

学校訪問
良く食べた調べ表彰

給食時間における食に関する指導　1年生対象
（1月29日　湖山西小学校）

学校訪問
良く食べた調べ表彰

給食時間における食に関する指導　1年生対象
（1月30日　末恒小学校）

給食試食会
学校栄養職員が保護者に講話
（1月24日　宮ノ下小学校）

給食集会
給食委員会児童が給食啓発のための集会を担当
（1月27日　国府東小学校）

学校訪問
食に関する指導（４年生で給食についての話）
（1月30日　国府東小学校）

学校訪問
食に関する指導（５年生で給食についての話）
（1月28日　福部未来学園）

リクエスト献立の実施
児童生徒から募集したリクエスト献立を実施（1月24日用瀬小児童リクエ
スト献立）

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（栄養士・調理員）が会食する（1月28日
河原第一小）

給食時間における
食の指導

学校栄養職員による食の指導（1月24日 用瀬小5年、27日 散岐小4年、
29日 西郷小4・5年、30日 佐治小4・5年）

河原学校給食
センター

鳥取市
教育委員会

第一学校給食
センター

第二学校給食
センター

湖東学校給食
センター

国府学校給食
センター

令和元年度　学校給食週間行事予定表（市町村教育委員会）

鳥取市



地場産物生産者と
児童による交流給食

小学校児童と酒ノ津わかめ生産者が会食する（1月27日　瑞穂小学校）

調理員との会食会 小学校児童と調理員が会食する（1月27日　浜村小学校）

地場産物生産者と
児童による交流給食

小学校児童と生産者が会食する（1月28日　浜村小学校）

給食時間における
食の指導

学校栄養職員と調理員による紙芝居（1月29日　逢坂小学校）

交流給食会
交流給食（調理員と栄養士との交流）
（1月24日　前期課程）

学校訪問 給食ができるまで　動画視聴（日程調整中　前期課程）

交流給食会
交流給食（調理員と栄養士との交流）
（日程調整中　前期課程）

学校訪問 給食ができるまで　動画視聴（日程調整中　後期課程）

特別献立の実施

【地産地消献立】上寺地黒米ご飯・牛乳・いわしのフライ・ようこそ
　　　　　　　　　　豆乳カレー・夏泊わかめサラダ・あたご梨
【ジビエ献立】大山小麦パン・牛乳・鹿肉のチリコンカン・もずくスープ・
　　　　　　　　鳥取っ子コロッケ・二十世紀梨ゼリー　　など

食に関する資料の
掲示

食についての啓発をねらいとして資料の掲示を行う
（1月20日～1月30日　青谷中学校　ランチルーム）

交流給食
学校給食への理解を深め、感謝の気持ちを育てることをねらいとして、3
年生児童と地域の生産者等が共に給食を食べる
（1月23日　青谷小学校）

交流給食
学校給食への理解を深め、感謝の気持ちを育てることをねらいとして、
生徒と給食センター職員が共に給食を食べる
（1月27日　青谷中学校ランチルーム）

学校給食ポスター・絵
画作品展示

令和元年度学校給食ポスター・絵画入賞作品募集、展示
　　　　　募集期間　令和2年2月4日(火)まで
　　　　　展示期間　令和2年2月28日(金)～3月5日(木)まで
　　　　　展示場所　鳥取市立中央図書館ギャラリー

教材作成
教材パネル作成「給食のできるまで」
　　　施設模型貸出

交流給食
・交流給食（第一学校給食センター）
　　　明徳小学校　　　1名　　1月27日(月）
　　　西　中学校　 　　2名　　1月30日(木)

食に関する指導
・食に関する指導　（気高学校給食センター）
      逢坂小学校　　　1名　　1月29日(水）

交流給食

・交流給食　（気高学校給食センター）
　    宝木小学校　　　2名　　1月23日(木）
    　浜村小学校　　　2名　　1月27日(月)

交流給食
・交流給食　（鹿野学校給食センター）
　    王舎城学舎　　　未定　　　未定
      流沙川学舎　　　1名　　1月24日（金）

交流給食
青谷小学校　　　未定　 1月23日(木)
青谷中学校　　　未定 　1月27日(月)         （青谷学校給食センター）

交流給食
河原第一小学校　　　3名　 1月28日(火）
（河原学校給食センター）

食の指導
学校栄養職員と調理員（2名）が食指導のお手伝いとスピーチ
（1月27日　湖山小学校1年生）　　湖東学校給食センター

食の指導
学校栄養職員と調理員（2名）が食指導のお手伝いとスピーチ
（1月29日　湖山西小学校1年生）　　湖東学校給食センター

食の指導
学校栄養職員と調理員（2名）が食指導のお手伝いとスピーチ
（1月29日　末恒小学校1年生）　　湖東学校給食センター

給食試食会
調理員が学校へ出向き、児童と給食を食べ交流
（12月17日　国府東小学校）　　　国府学校給食センター

気高学校給食セ
ンター

鹿野学校給食
センター

青谷学校給食
センター

鳥取市

公財)鳥取市
学校給食会

（株）メフォス



給食週間献立
全国学校給食週間テーマ　つなげよう!楽しく食べて学ぼう学校給食～
昭和・平成から令和へ～に基づく献立作成

おもてなし献立
沖縄県国頭村の児童と町内児童が交流給食をするときに、岩美町や鳥
取県の食材を生かした献立を作成し提供する。(１月２９日:岩美北小学
校)

交流給食

岩美町内小・中学校の児童生徒を対象に、各学校へ給食食材提供生
産者や食材提供業者を招き交流給食を行う。(１月２４日　岩美中学校、
１月２７日　岩美北小学校、　1月２８日　岩美西小学校、１月３０日　岩美
南小学校）

給食だよりの発行 町内児童生徒の家庭へ給食だよりを配布

児童と調理員の交流
給食

小学校児童と調理員が会食する（1月16日　郡家西小学校）

栄養教諭による児童
集会への参画

給食委員会児童が給食について集会で発表する。（1月27日　郡家西小
学校）

保護者試食会 保護者の試食と栄養教諭による講話（1月29日　八頭中学校）

給食週間中 栄養教諭・学校栄養職員による小学校への給食時間の訪問指導

智頭町学校給食展
児童生徒の作品展示（１月２４日～１月３０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）

給食試食会
学校給食の試食会（１月２５日　智頭町保健医療福祉総合センター“ほ
のぼの”食堂）

学校給食展
「チャレンジ！あなたも栄養士！」献立受賞作品の展示
（令和２年１月24日～１月30日　倉吉交流プラザ エントランス）

市長を囲んでの会食
会

小学校児童と市長との交流給食
（令和２年１月27日　高城小学校の給食時間）

教育委員を囲んでの
会食会（１）

小学校児童と教育委員との交流給食
（令和２年１月24日　小鴨小学校の給食時間）

教育委員を囲んでの
会食会（２）

中学校生徒と教育委員との交流給食
（令和２年１月28日　鴨川中学校の給食時間）

教育委員を囲んでの
会食会（３）

小学校児童と教育委員との交流給食
（令和２年１月29日　西郷小学校の給食時間）

教育委員を囲んでの
会食会（４）

小学校児童と教育委員との交流給食
（令和２年１月30日　関金小学校の給食時間）

湯梨浜町
湯梨浜町
教育委員会

交流給食
町長、副町長、教育長、給食センター長、教育委員会事務局職員が児
童生徒と交流給食（1月24日～1月30日　町内各小中学校）

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。

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～３０日）

掲示物の展示 児童生徒の作品展示（１月２４日～１月３０日　三朝町総合文化ホール）

町長・教育長との会食
小中学校児童生徒と町長・教育長が会食する。
１月２４日（町長・小学校）　１月２９日（教育長・中学校）
事務局職員も輪番で小・中学校を訪問し会食する。

学校給食展（校区合同）
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1４日　北栄町中央公民館大栄分館）

地元生産者、加工業
者及び調理員との交
流給食会

北条小学校、大栄小学校にて、地元生産者、加工業者、調理員、行政
（副町長、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、加工業者等との交流時間を設定。
（1月２７日　北条小学校、大栄小学校）

各種広報（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。

町長等との会食会

町長、副町長、教育長が児童と会食する。
    町長：（１月２８日　浦安小学校）
    副町長：（１月３１日　八橋小学校）
    教育長：（１月２９日　聖郷小学校）

学校給食展 児童生徒・給食センターの作品展示（２月３日～７日　トピア）

北栄町

三朝町
三朝町
教育委員会

岩美町

八頭町

倉吉市
教育委員会

倉吉市

智頭町
智頭町立学校
給食センター

琴浦町
教育委員会

北栄町
教育委員会

岩美町学校給食
共同調理場

八頭町学校
給食共同調理場

琴浦町



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、ビデオ、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 だらずＦＭ、（一財）米子市学校給食会に取り組み内容の資料を提供。

特別献立の実施

・テーマ　知りたい！食べたい！ふるさとグルメ♡
・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
・セレクトメニューの実施

学校と連携した交流給食

・地元生産者、センター職員、大山乳業が小学校児童と会食や交流を
行う。
(岸本小学校：1月24日･27日･28日･29日･30日･31日、八郷小学校：1月
17日･21日、二部小学校：1月24日･29日、岸本中学校1月17日)

メニュー集の配布 ・西伯郡学校給食レシピ集の配布

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２８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２０日～３０日）

日野町
日野町
教育委員会

伯耆町
伯耆町
教育委員会

米子市
米子市
教育委員会



市町村 小　学 校 日 付 内 　容

給食週間中 給食クイズラリー（給食に関するクイズを校内に掲示）

給食週間中 夢の給食コンテスト（こんな給食があったらな・・・というアイデアを全校に募集）

1月29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21日 児童集会にて給食委員会発表

1月22日 学校給食親子料理教室・交流給食

１月20日～１月30日 給食標語・給食かるた・手紙などの作品表示

1月24日 交流給食（地域の方との交流）

1月29日 給食ミニ集会（下学年・・・食に関する本の読み聞かせ・給食クイズ）

1月30日 給食ミニ集会（上学年・・・食に関する本の読み聞かせ・給食クイズ）

1月24日～30日 どっきり大作戦（おかずの残量調べ）

1月24日～30日 給食標語の掲示

1月24日 感謝のメッセージ作成（3年生が給食センターあてに作成する。）

1月20日～24日 異学年による交流給食（1・6年、2・4年、3・5年が一緒に給食を食べる。）

1月20日～24日 給食委員会の取り組み（全国学校給食週間のお知らせ、完食ランキングの表彰）

1/24まで 学校給食ポスター・絵画作品の応募（全校児童のうち希望者）

1月29日 給食委員会イベント（縦割り班による食に関するゲーム）

1月24日～30日 給食に関する絵画、標語の作成・掲示

給食期間中 給食時の放送で、給食委員会の児童が、給食に関する話やクイズをする。

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。

1月29日 縦割り班で交流給食を行う。

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

1月24日 マスク忘れ調べ（各学級の給食当番のマスク忘れを調べる）

1月27日 マスク忘れ調べ（各学級の給食当番のマスク忘れを調べる）

1月28日 マスク忘れ調べ（各学級の給食当番のマスク忘れを調べる）

1月28日 交流給食（兄弟学年１･６年が一緒に給食を食べる）

1月29日 マスク忘れ調べ（各学級の給食当番のマスク忘れを調べる）

1月29日 交流給食（兄弟学年２･４年が一緒に給食を食べる）

1月30日 マスク忘れ調べ（各学級の給食当番のマスク忘れを調べる）

1月30日 交流給食（兄弟学年３･５年が一緒に給食を食べる）

1月28日 交流給食（中村商店さんと交流　５年生）

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

1月15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月の生活目標として「いただきますとごちそうさまを心をこめて言う」

1月24日～1月30日 献立メッセージを給食委員が放送する。

1月24日～1月30日 残飯調べ「目指せ全校６Kg」のチャレンジを行う。

1月24日～1月30日 給食に関するクイズを出題し、全校で楽しみながら給食についての理解を深める。

1月24日～1月30日 この期間に各学年、食に関する学級指導を行う。

1月24日～1月30日 各学年交流給食（学年ごとに児童が入れ替わって給食を食べる）

1月24日～1月30日 給食委員会によるイベント（給食クイズ・完食ウィークなど）

1月24日～1月30日 給食センターへの感謝の気持ちを表す標語　（２年、３年、４年、６年）

1月27日 給食センターの方との交流給食（１年、２年、３年、４年）

（1月17日） 児童集会での給食委員会の発表

（1月20日） 鮮魚加工販売業者（中村商店）さんとの交流給食　感謝の手紙（５年）

（1月21日） 給食センター見学　お礼の手紙（１年)

1月24日 給食員会による校内放送（給食週間について）

1月24日 なかよし交流給食(1～6年生の縦割り班ごとに給食を食べる）全校児童・職員

1月27日 給食委員会主催の食べ物クイズラリー（休憩時間希望者が参加）

1月27日～1月31日 白衣・マスク点検強化週間

1月24日～1月30日 給食委員会による啓発活動（お昼の放送による食育クイズ、食のマナーアップの取り組み）

1月24日～1月30日

各学年の取り組み
（1年生・・・給食絵かるたの作成。　　2年生・・・市の嘱託員への感謝の手紙を書く。
　3、4年生・・・給食センターへの感謝の手紙を書く。　　5年生・・・給食川柳の作成。
　6年生・・・栄養バランスのとれた献立作り。）

1月24日～1月30日 鳥取市学校給食ソングのお昼の放送、給食室前の鳥取市学校給食キャラクターの掲示。

面影小学校

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

倉田小学校

令和元年度　学校給食週間行事予定表　（小学校）

鳥取市



1月24日～1月30日 学校給食に関する放送（学校給食の歴史、給食センター等の仕事、産地、製法、工夫などについて）

1月24日 児童による給食センターへの感謝の気持ちを書いた寄せ書き

1月29日 委員会による給食に関するイベント（豆つかみリレー、給食カルタとり）

2月6日 給食試食会、栄養教諭による給食座談会

1月24日 給食委員会による給食アンケート

1月31日 給食センターの方へ感謝の手紙を書く

大正小学校 1月24日 招待給食（地域の学習ボランティア等との交流）

1月22日 全校給食、児童委員会による給食クイズ

1月24日、27日 交流給食（全校児童がくじを引いて、それぞれの教室で給食を食べる）

1月24日～1月30日 給食アンケート（児童、保護者、教職員に給食アンケートを実施し、結果を掲示する）

1月17日～1月30日 学校給食標語の校内掲示

1月29日 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29日
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)

～1月30日
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。）

1月24日～1月30日 給食時間に、学校給食ソングの校内放送を行い、食への関心を高める。

1月24日～1月30日
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）

1月24日～1月30日 各教室に食育に関する本を置き、食の大切さを学ばせる。

1月24日
1月27日～1月30日

給食委員会による各学級の残食調べ

1月30日 給食委員会による残食ゼロだった学級の表彰

給食カルタ（低学年）、給食センターの方へのお礼の手紙（中学年）、給食川柳（高学年）の作成

完食チャレンジ（各学級で副菜の完食に挑戦）

給食委員会による給食クイズ（給食時間に校内放送）

12月11日 わくわく交流給食（お世話になっている地域ボランティアの方々との交流）

1月20日～1月30日 給食委員会の取り組み（給食に関するアンケート調べ・掲示物の作成）

1月30日 栄養職員による食に関する訪問指導（６年生への指導・給食を一緒に食べていただく）

期間中 給食委員会の取り組み（給食クイズ、給食キャラクター募集）

期間中 感謝の手紙を書く。

（1月17日） 生産者との交流給食（6年生）

1月27日 栄養教諭、調理員の学校訪問（給食時、2年・6年）

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～1月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。

1月20日～2月7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、放送を活用したり、結果をグラフ化したりして意識を高める。
（体調などを考慮する。）

1月24日 給食週間に関する放送（委員会児童が給食週間の意義や由来について校内放送を行う）

1月27日 残菜が少ないクラスの表彰

1月28日 給食に関するクイズ（委員会児童が各学級に行って啓発のためのクイズをする）

1月24日～1月30日 給食委員会による給食週間に関するクイズ放送

1月28日 交流給食（地域の方々と1年生）

1月24～30日 給食標語の作成（全学年）

1月24日～1月30日 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～1月30日 給食標語・ポスターを作成・掲示する。

1月24日～1月30日 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24日～1月30日 残菜調べをして、残菜の少ない学級を表彰したり、インタビューしたりして広める。

1月24日～1月30日 給食委員会の仕事体験を呼びかけ、準備や片付け、残菜に関わる意識を高める。

1月21日 栄養教諭による食に関する指導を行う。

1月16日 児童集会（給食習慣についての紹介、スタンプラリー）

1月中 縦割り給食（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）

1月24日～1月30日
給食時間の放送で給食にまつわる話やクイズ、鳥取市学校給食ソングを放送する。給食当番の服
装や並び方などをチェックして一覧表にする。

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23日までに 各学級で給食に関係のある事柄や感謝の気持ちを表現した作品を作り、掲示する。

1月23日 給食委員会によるミニ集会をする。（全国学校給食週間について、1年間の残量紹介等）

1月23日
「好きな給食メニュー」「こんな給食あったらいいなメニュー」のアンケートを実施し、24日以降に紹介
をする。

給食週間中
環境委員会とのコラボ企画「残菜ゼロをめざして地球にも環境にも優しい人になろう」カードを作成
し、個人で残菜ゼロだった日をチェックする。ポイントを環境委員会の活動の「エコベルポイント」へ換
算する企画を実施する。

給食週間中 給食委員会体験を実施する。（栄養素を黒板に貼る仕事を行う。）

神戸小学校

美和小学校

東郷小学校

明治小学校

世紀小学校

湖山小学校 １月24日～1月30日

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

湖山西小学校

中ノ郷小学校

若葉台小学校

鳥取市



給食週間中
（実施日は未定）

縦割り班で給食を食べる。（インフルエンザ等が流行っている場合は中止する。）

給食週間中 各学級で、年間指導計画に基づいた学級活動（食に関するもの）を行う。

1月24日
給食試食会（1年生の保護者を対象に行い、１年生の給食の参観や学校栄養職員によるミニ講演を
実施する。）

1月29日 給食委員会の活動（給食時に給食に関するクイズを全校放送を用いて行う。）

2月3日から１週間程度 各学年給食週間に取り組んだ、給食に関する標語などの作品展（児童玄関に掲示をする。）

国府東小学校 1月27日 給食集会（給食委員会がクイズ、紙芝居を行う。）

1月20日～1月31日 交流給食（兄弟学年１･６年、２･４年、３･５年が一緒に給食を食べる。）

1月27日～1月31日 残菜調べ（給食委員会が野菜のおかずの残菜調べを行う。）

1月28日 交流給食（１年～３年が給食センターの栄養士・調理員と一緒に給食を食べる。）

１月24日～1月31日 お礼のメッセージの作成（全児童が給食センターの方へ感謝の気持ちを伝える。）

西郷小学校 1月27日 縦割り給食（全校が４つの色別班に分かれて給食を食べる。）

1月8日～1月31日 給食もりもり賞強化月間

1月17日～1月20日 給食標語コンテスト

1月24日 給食集会、縦割り交流給食

1月27日～1月30日 級外の先生方との交流給食

給食週間期間中 級外職員との交流給食。(各学年)

給食週間期間中 給食センターや地元生産者の方へお礼のメッセージを送る。(全学年)

給食週間期間中 給食委員会によるイベントを実施。

1月22日 なかよし班給食（１年～６年まで３つの色別に分かれ交流給食）

1月～2月 校長先生と各学年ごと校長室で会食。

1月30日 全校による給食センターへ感謝の気持ちを書いたメッセージを作成し送る。

1月30日 学校保健安全委員会

掲示は１月20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

掲示は１月20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」。１２月に作品募集、冬休み明けに玄関前
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（元気賞、鳥取賞、和食賞など）給食週
間中に表彰する。

1月23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9日～1月17日 給食標語作り

1月27日
交流給食（地域の生産者、地域の方との交流）
給食感謝集会（給食標語の表彰、生産者の方への感謝の手紙渡し、生産者の方のお話）

1月30日 フレンドグループ給食（縦割り班ごとに一緒に給食を食べる）

1月24日 委員会児童による放送（学校給食週間についてのお話）

1月28日 委員会児童によるミニイベント（食育カルタ・給食クイズ等）

1月29日 学校栄養職員による食の指導（給食センターでの様子等）

1月23日 交流給食（地域の生産者等との交流）

1月28日 給食集会（給食委員が全校児童に食の大切さをクイズで伝える）

１月 給食委員会活動（給食キャラクター募集・給食イラスト募集、アンケート実施）

1月24日～30日 給食委員会活動（クイズラリー・フードロスやアンケート結果等の放送）

１月 学級担任による食の指導

1月28日 食の指導（給食の歴史について、国府学校給食センター栄養教諭が５年生児童に講話）

１月24日～１月30日 給食委員による鳥取市学校給食レシピの放送

1月30日 給食委員にょるリクエスト献立発表

1月21日 ありがとうメッセージの作成

1月24日 訪問給食（給食センターの栄養士と調理員さんに来ていただいて、児童と交流）

1月24日まで 給食川柳コンクール（1月30日に審査し、2月7日に発表）

1月24日～1月30日 リクエスト献立の実施（児童に人気のあった献立）

1月24日～1月30日 給食動画の再生（給食センター作成のDVDを、各学級で再生）

1月24日～1月30日 給食クイズ（給食時間の校内放送で給食に関するクイズを出す。）

1月30日 豆つまみリレー（縦割り班対抗で豆つまみリレーをし、箸の持ち方の改善を図る。）

1月16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

期間中毎日 給食時間の献立紹介の中で、八頭町産の食べ物を紹介する。

期間中毎日 給食に関するパネルの掲示

1月22日 訪問指導(2年）　テーマ「給食週間について」

1月24日 訪問指導（４年）　テーマ「給食週間について」

1月27日 給食委員会によるクイズと学校栄養教諭・東郷先生のお話

1月27日～1月31日 給食クイズラリー　　　給食に関するクイズ（給食委員作）

1月27日～1月31日 ビデオ「学校給食共同調理場へようこそ」　掲示「学校給食の歴史」

1月27日と1月30日 給食集会「宝探し」

郡家東小学校

郡家西小学校

船岡小学校

宮ノ下小学校

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

逢坂小学校

青谷小学校

湖南学園前期課程

鳥取市立
福部未来学園

鹿野学園
（流沙川学舎）

若葉台小学校

鳥取市

八頭町



1月24日～1月30日 ・給食委員による給食クイズ（給食時間に放送で実施）

1月24日～1月30日 ・各学級からの給食ありがとうメッセージを善行に紹介（給食時間に放送で実施）

1月20日 全校集会（委員会発表）

1月24日 イチオシ若桜メシ（試食会・交流給食）

給食週間中
全校児童による給食・食育に関する作品展示（智頭町学校給食展会場にて）
低学年・中学年・・・給食標語　　高学年・・・全校お弁当の日の写真と感想

1月23日 全校集会（給食委員会による給食に関する劇）

1月27日 仲良し給食の実施（異学年交流給食）

1月20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16日 児童朝会での給食委員会による発表

1月24日、1月27日 招待給食（給食センター、生産者、役場の方と）

11月11日
学校給食週間について栄養職員の講話
調理員との交流

11月12日
給食委員会の発表「冬に旬を迎える食べ物」
調理員との交流

11月13日
給食委員会の発表「冬に旬を迎える食べ物」
調理員との交流

11月14日
給食委員会の発表「冬を元気に過ごすための食事」
調理員との交流

11月15日
給食委員会の発表「食べ物クイズ」
調理員との交流

11月18日
給食委員会の発表「食べ物クイズ」
学校ボランティア等との交流

11月19日 調理員との交流

1月27日 招待給食（副町長、湯梨浜町教育委員会事務局職員）

1月24日 給食週間についての話（給食主任）

1月27日～1月31日 児童の作品掲示（お礼の手紙）

1月27日～1月29日 給食委員会による、食育に関するイベント（クイズラリー）

1月28日 招待給食（湯梨浜町教育委員会事務局職員）

期間中 委員会によるイベント（スタンプラリー、豆つかみ大会、放送によるクイズ）

期間中 給食標語の作成

期間中 級外の先生との交流給食

1月24日 栄養教諭による給食週間についての話（給食時間にテレビ放送で）

1月27日 交流給食（地域の生産者等との交流）

1月26日 給食総選挙の発表（給食委員会による好きな給食のメニューの選挙など）

1月下旬～2月 担任と栄養教諭が１年生で食に関する内容を指導する。

1月24日～1月30日 給食に関する展示物の作成、展示（絵画、工作、手紙、標語、カルタ、習字等）

1月24日～1月30日 給食委員会によるプレゼン、イベント開催

1月24日～1月30日 交流給食（学年間でクラスを移動して給食を食べる）

1月27日 交流給食（地域の生産者等との交流）

1月22日 児童集会（給食委員会による学校給食週間についてのプレゼン発表）

1月24日 浦安小学校の給食（児童が考えた献立の給食提供）

1月28日 招待給食（地域ボランティアや調理員、生産者との交流給食）

2月3日～2月7日 「食」をテーマにした作品の展示

1月14日～1月24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22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29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24日～1月30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23日 児童朝会での委員会発表

1月31日 副町長、給食センター職員、JA野菜会を招待して会食する

2月3日～2月7日 児童生徒の作品展示(ジャコム中央トピア)

1月20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27日、29日、30日 残菜調べ

1月30日 交流給食（6年生と1－1、6年生と1－2とが一緒に給食を食べる）

給食週間期間中 クイズ（「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29日 児童朝会での発表

1月30日 招待給食（学校ボランティアの方、給食センターの方との交流）

期間中 各学年での作品作り（給食センターの方への手紙、給食標語、地産地消料理等）

1月24日～1月30日
学年ごとにお世話になっている、調理員、栄養士、その他の関係業者及び配膳員の方々へ感謝の
手紙を書く。

1月27日～1月30日 各学級から出された手紙を給食の時間に放送で紹介する。

給食週間中 給食委員会による給食に関するクイズの放送

1月27日 食に関する指導（栄養教諭による給食時間訪問）

三朝町

智頭町

八東小学校

北条小学校

大栄小学校

北栄町

浦安小学校

聖郷小学校

八橋小学校

三朝小学校

琴浦町

若桜学園若桜町

羽合小学校

泊小学校

東郷小学校

智頭小学校

弓ヶ浜小学校

湯梨浜町

赤碕小学校

船上小学校

八頭町

米子市

義方小学校



1月28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

1月29日または30日 ２年生と給食関係者との交流給食

1月24日～1月30日
給食でお世話になる方々（配膳員、牛乳屋さんなど）に感謝の手紙を書く。給食委員会のお仕事体
験（全校児童に呼びかけて希望者が委員会の常時活動の体験をする）。食育クイズラリー。

1月24日
給食集会(全校集会で給食委員会の児童が劇をしたり、人気給食メニューランキングの発表などをし
たりする）

1月28日 3年生対象に栄養職員による、「給食の歴史を知ろう」の訪問指導

給食週間中
　委員会によるポスターの作成・掲示
　（尚徳共同調理場の栄養職員・調理員さんの紹介）
　（風邪にかからない強い体を作るための栄養ポスター）

給食週間中
　児童一人一人の給食に係わってくださっている人への感謝のメッセージを書いた「給食カレンダー」
を作成し，給食室に届ける。
　（各学級で１か月または２か月分作成）

給食週間中 　委員会による給食クイズの放送

1月17日 　たてわりふれあい給食 （１年から６年までのたてわり班で一緒に給食を食べる）

1/20～30 学級活動での給食指導

1/24～30 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)

1/24～30 給食委員会による活動(食についての紙芝居)

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，牛乳屋さん，調理員さん，配膳員さん，ご飯屋さん）

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20日～2月3日 給食カルタの掲示

1月10日～2月6日 給食に関する紙芝居とクイズ（各クラスに委員会の児童が読みに行く。）

1月23日 インタビュークイズ（栄養士と配膳員へのインタビューからクイズを作り，昼の放送でクイズを出す。）

福米東小学校 1月30日 感謝集会（給食委員会児童が鳥取県特産クイズや給食の大切さを紙芝居で伝える。）

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）

給食週間中 給食に携わってくださっている方々に感謝の手紙を書く。

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 縦割り班給食

１月20日～1月24日 給食関係者の方々への感謝状作成週間

1月28日
交流給食（きょうだい交流学年１･６年、２･４年、３･５年が一緒に給食を食べる）交流給食（地域の生
産者等との交流）

1月30日 朝読書に委員会による読み聞かせ

2月10日 給食集会（給食関係者の方の講話等）

1月14日～1月17日 残飯ゼロコンテスト

1月24日 給食でお世話になっている方へお礼の手紙を渡す

1月24日～1月30日 給食週間呼びかけ放送・特別献立の放送（委員会）

１月22日～28日 給食目標の掲示（各学級で給食に関する目標を決め、１週間目標を意識して取り組む）

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・27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24日 給食カルタの作成・掲示

1月24日 給食集会（給食委員会による給食クイズ）

1月30日 給食で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20日～1月23日 交流給食（地域の生産者等との交流）※依頼しているところです。返事はまだです。

1月23日～1月30日 給食に携わる方へ感謝のメッセージを手渡す（給食職員、牛乳屋さん…等）

1月24日～1月30日 給食委員会によるクイズラリーと紙芝居の読み聞かせ

1月28日 給食訪問（栄養教諭が児童に講話）

1月29日 給食訪問（栄養教諭が児童に講話）

1月24日～1月31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24日～1月30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～1月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～1月30日 給食でお世話になっている方に感謝の手紙を書く

１月27日～2月7日 招待給食（地域の生産者等との交流）

2月5日 交流給食（学年内の交流）

1月31日～2月7日 お世話になっている方への感謝の手紙・プレゼントの作成

2月3日～2月7日 残菜調べ（委員会活動）

福生東小学校

崎津小学校

尚徳小学校

成実小学校

福米西小学校

伯仙小学校

福生西小学校

住吉小学校

加茂小学校

彦名小学校

和田小学校

車尾小学校

義方小学校

米子市

就将小学校

啓成小学校



給食週間中 給食委員会による給食に関するプレゼン、感謝状の贈呈など

1月24日 交流給食（４年食育JAフーズとの交流）

2月3日～2月7日 交流給食（調理員、配膳員、学校栄養士、地域の生産者との交流）

1月24日～1月30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～1月30日 給食委員会による給食ビンゴ大会、クイズラリー

1月20日～1月31日 日頃、給食でお世話になっている方々への感謝の寄せ書き・手紙

1月24日～1月30日 各学級で、給食週間のあらまし、感謝の気持ちで食べることなど朝の会や給食時間等に話をする。

１月24・27・28・29日 招待給食（栄養職員・弓ヶ浜調理場調理員５名・学校配膳員を各クラスで交流）

1月28日～1月31日 「残飯を０にしようキャンペーン」（中学校区の小中が連携した委員会活動）

1月27日 先生との交流給食（担任の先生が教室を移動し、異学年の児童の教室で交流給食をする）

1月28日 給食でお世話になっている方との交流給食（地域の野菜、豆腐、みそなどの生産者の方との交流）

1月30日 先生との交流給食（職員室の先生が、教室を訪問し交流給食をする）

給食週間中 食に関する絵本の読み聞かせ（朝読書の時間）

給食週間中 給食でお世話になっている方への感謝の手紙のプレゼント

1月20日 交流給食（地域の生産者等との交流）

1月24日 食育絵本の読み聞かせ

1月24日～1月30日 養護教諭・学校栄養職員による食育指導

1月24日～1月30日 全児童に応募用紙を配布し、給食の献立（料理）の募集

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 お世話になっている給食調理員や学校栄養士にお手紙を渡す。

１月の取り組み 委員会活動での取り組み（残菜キャンペーン、あの頃インタビュー（職員））

1月27日 給食集会(給食委員会による給食クイズ、チャレンジ献立の表彰)

1月29日 チャレンジ献立最優秀賞のメニュー提供(※2月、3月も提供予定)

1月23日～1月31日 交流給食(調理員、級外職員との交流)

大山小学校 1月30日 交流給食（地元生産者との交流）

大山西小学校 1月14日～1月17日 栄養職員による食育講話

1月28日
下学年食育集会
（児童による、食に関するクイズ・栄養教諭による講話・６年生が立てた献立の紹介）

1月30日
上学年食育集会
（児童による、食に関するクイズ・栄養教諭による講話・６年生が立てた献立の紹介）

1月24日～1月30日 生産者の方へお手紙を書いて渡す

1月24日・29日・30日 ６年生児童が立てた献立の実施

1月29日 交流給食(教職員との交流）

1月30日 交流給食（地域の生産者、給食センター職員等との交流）

1月30日 感謝の手紙（地域の生産者、給食センター職員等へ贈呈）

1月27日～1月30日 委員会児童による食育クイズ

1月17日
食育の日の全体指導（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 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23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28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28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28日 おすすめ給食献立の採用（６年生が家庭科の授業で考えた献立が給食に出る。）

1月29日 食育指導（学校給食について，学校栄養教諭が講話をする。）

1月29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
学級活動での指導
（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」）

1月24日 交流給食（地域の生産者・調理員との交流）

主に給食週間中 栄養教諭による食に関する指導「給食の歴史」

給食週間中 食に関する指導（３年の学級活動で栄養教諭とのティームティーチング）

中山小学校

大山町

西伯小学校

会見小学校

南部町

大篠津小学校

江府小学校江府町

日吉津村 日吉津小学校

日南町 日南小学校

根雨小学校

黒坂小学校

米子市
淀江小学校

日野町

河崎小学校



市町村 中　学 校 日 付 内 　容

給食週間中 「給食の思い出」インタビュー

1月24日 食育についての放送

給食週間中 給食委員会による給食残量を減らす取り組み（残量０作戦！）

1月30日 給食センター職員さんとの交流給食

給食週間中 完食デー　１日（完食できそうなメニューの日を選んでクラス単位で実施）

1月27日～31日 牛乳完食ウィーク　完食できたクラスにミニ賞状配布

給食週間中 給食標語生徒作品（7月に募集したもの）を校内掲示

北中学校 給食週間中
　12月に実施した給食委員会による「給食準備時間と完食状況調べ」の結果と、これからの課
題についての報告。プレゼン、

高草中学校
1月9日・16日・23日・
30日

全クラスのおかず残量調査

1月24日 給食時に給食週間の目的や取り組みについての放送。

1月毎週水曜日 牛乳残量を全校で０にすることを目指す。（牛乳０チャレンジの実施）

1月29日 全校完食を目指す。（完食dayの実施）

給食週間中 掲示と放送による、給食週間特別献立の紹介

1月28日 給食の時間に給食ソングを校内放送する

給食週間中 掲示により、給食の歴史を紹介

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

1月29日 給食委員会によるプレゼン、「これだけは完食ＤＡＹ」の表彰

給食週間中 給食時、給食委員会による「これだけは完食ＤＡＹ」の啓発放送・各クラスでの呼びかけ

給食週間中 広報委員会による献立紹介の放送　完食week実施

12月中旬 2年生家庭科の学習でリクエストメニューの作成・応募

給食週間中～2月中旬 リクエスト献立メニューの実施　広報委員会による献立紹介の放送

千代南中学校 給食週間中 保体（給食）委員会による放送（学校給食の歴史についてなど）

給食週間中 給食のマナーについてのポスター掲示

1月27日 職員との交流給食の実施

青谷中学校 1月27日 給食センターの職員さんとの交流給食

１月 給食委員会活動（給食キャラクター募集・給食イラスト募集、アンケート実施）

1月24日～1月30日 給食委員会活動（クイズラリー・フードロスやアンケート結果等の放送）

１月 学級担任による食の指導

1月24日～1月30日 給食委員による鳥取市学校給食レシピの放送

1月30日 給食委員によるリクエスト献立発表

給食週間中 給食委員会による給食クイズ

給食週間中 招待給食　（　給食センター　職員　、サポート教員　）

1月30日 リクエスト献立

岩美町 岩美中学校 1月24日 交流給食(給食食材提供者などとの給食委員会との交流給食会

給食週間中 掲示物による「八頭町学校給食共同調理場の様子」についての紹介

給食週間中 給食週間特別献立についての紹介(広報委員会による放送)

1月29日 PTA母親委員会による給食試食会

給食週間中 全校生徒作成の食に関する作品展示（智頭町学校給食展会場にて）

1月24日 食に関する指導（栄養教諭による全校放送）

1月24日 ３年生によるリクエストメニューの実施

給食週間中 放送による献立の紹介

給食週間中 委員による湯梨浜町産、鳥取県産の食材紹介

1月27日 招待給食（町長、湯梨浜町教育委員会事務局職員）

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、３０日 栄養教諭による食に関する指導（給食時間）

三朝町

八頭中学校八頭町

三朝中学校

中ノ郷中学校

国府中学校

河原中学校

気高中学校

湯梨浜町 湯梨浜中学校

智頭中学校智頭町

鳥取市

東中学校

西中学校

南中学校

湖東中学校

桜ヶ丘中学校

令和元年度　学校給食週間行事予定表　（中学校）

湖南学園後期課程

福部未来学園

鹿野学園〔王舎城学舎）



給食週間中 給食川柳づくり

給食週間中 給食アンケート

給食週間中 給食委員会による表彰（準備、片付け、残食なし）

給食習慣前 給食標語の作成

給食週間中 給食標語の掲示

給食週間中 給食委員会によるプレゼン、標語募集と表彰状の贈呈など

給食週間中 食に関する指導（校内放送による）

給食週間中 生徒が考えた献立の作成と実施

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～1月30日 給食標語展示（JA鳥取中央トピア店1階ホール）

1月29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 給食委員会による、学校給食週間に関わる話題や、給食に関する思い出などの放送。

給食週間前から給食週間中 栄養職員による、配膳室前の掲示。

給食週間前から給食週間中 配膳員による、配膳室前の献立豆知識の掲示。

給食週間中 給食委員会による食育ポスターの作成

1月29日 学校栄養職員による食に関する指導（1年　鳥取県の郷土料理を知ろう）

1月30日 リクエストメニューの作成と実施

給食週間中 給食委員会による配膳、完食に関するキャンペーンなど

1月23日 食に関する指導（１年の合同帰りの会で学校栄養職員の講話）

1月24日 食に関する指導（２年の合同帰りの会で学校栄養職員の講話）

1月27日 食に関する指導（３年の合同帰りの会で学校栄養職員の講話）

後藤ヶ丘中学校 1月29日
３学年　栄養教諭による食に関する指導
（未来の自分のための食生活について考えよう）

1月24日～1月30日 給食委員会による、給食当番のマスク点検

1月27日～1月31日 中学校区合同、残飯（パン）調べの実施

1月27日～1月31日 残菜０キャンペーン（残菜０を目指して、クラス対抗で取り組む）

1月20日 １２月の残食率と比較できるように掲示物作成（目標を意識するようにする）

給食週間
給食委員会委による残菜（米飯）ゼロを目指す呼びかけキャンペーン。　各クラス米飯残の計量
と掲示

1月15日～28日 食に関する指導（１，２，３年生を対象とした学校栄養職員による講話）

給食週間中 地域食材を使った調理実習

1月28日 学校栄養主任による学校訪問

給食週間中 給食委員会の放送による献立紹介

給食週間中 給食カルタの作成と掲示による紹介

中山中学校 １月中 食に関する指導（３年の保健体育で学校栄養職員とのティームティーチング）

１月中 給食川柳募集（２月表彰）

1月27日・1月28日 ダーツの旅給食の実施

大山中学校 給食週間中 給食委員会による発表

1月27日 全国学校給食週間クイズ大会（生徒による学校給食に関するクイズ）

給食週間中（日にち未定） 食に関する指導（１年の保健体育で栄養教諭・養護教諭とのティームティーチング）

作成　12月　　実施　1月 給食献立リクエストメニューの作成と実施

日野町 給食週間中 給食準備学年対抗早並び競争

給食週間中 食べものクイズ　（給食委員会による昼の放送）

給食週間中 放送による給食献立の紹介やクイズ

1月24日 生徒が考えた「ふるさとの食べ物を使ったメニュー」を給食で提供

名和中学校大山町

日野中学校

赤碕中学校

箕蚊屋中学校

淀江中学校

米子市

江府町 江府中学校

日南中学校日南町

北条中学校

北栄町

大栄中学校

福生中学校

東伯中学校

尚徳中学校

美保中学校

加茂中学校

湊山中学校

東山中学校

琴浦町



県立・国立 施設名 日 付 内 　　容

給食週間中 交流給食

1月24日 学校給食週間の概要についての話

1月28日 学校栄養職員の業務紹介

1月29日 給食の思い出話（教員）

1月30日 給食川柳、審査結果発表と表彰

1月27日
学校栄養職員による食に関する指導
　　　（給食時間、テーマ「学校栄養職員の業務の紹介」）

1月30日 中学部保健委員会による手洗いに関する劇（給食時間、テーマ「手洗いの大切さ」）

1月30日 ２種類のデザートからセレクトデザートを実施する。

1月30日 給食委託会社の店長さん・栄養士さん・調理員さんに感謝状を贈呈する。

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 セレクトデザート

給食週間中 給食委員会による給食感謝状の掲示と贈呈

1月29日 栄養教諭による食に関する指導（特別活動「給食ができるまで」「食べ物クイズ」）

給食週間中
1月24日～1月30日

特別献立（関東地方のご当地グルメ）
・給食委託業者と献立につてい協議、調整し決定

学校の給食期間中
１月２４日～３０日

給食委員会活動
・献立紹介の放送　　　・掲示物の作成、掲示　　　・お礼状づくり
各学級活動
・感謝の掲示物づくり

1月8日～１月17日 栄養士、調理員、配膳員への感謝状作成

給食週間中
・季節や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、配膳員への感謝状掲示
・「給食ができるまで」の掲示

1月30日 ・栄養士、調理員、配膳員への感謝状贈呈

米子養護学校 給食週間中

・各学部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
・給食ありがとうメッセージの作成と掲示（小学部）
・好きな給食ランキング表の作成と掲示（小学部）
・管理職と給食交流（小学部）
・給食配膳員さんを知り、感謝状を贈る（中学部）
・好きな給食アンケート調査と結果の掲示（中学部給食委員会）
・全国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）
・配膳員さんなどへ感謝状を贈る（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）
・給食や牛乳についてのクイズ放送（高等部放送委員会）

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習慣中の献立に取り入
れた。取り入れた献立の栄養ポイントを掲示する。

国立 給食週間中（1月27日） 栄養教諭による指導　（2年生）

給食週間中（1月29日） 「リクエスト献立」6年生

給食週間中（1月29日） 調理員にインタビュー　（1年生）

給食週間中 栄養教諭、調理員へのメッセージカードの作成　（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

12月9日～12月20日 残量ゼロウィーク　（給食委員による給食残量調査）

1月末頃 調理員さんにありがとう　（給食委員による調理員さんへの感謝カード作成）

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4日
交流給食
栄養教諭の学校給食に関する話

2月 リクエスト給食

皆生養護学校

県立

白兎養護学校

鳥取盲学校

聾学校

聾学校ひまわり分校

倉吉養護学校

鳥取養護学校

令和元年度　学校給食週間行事予定表　（県立・国立）

鳥取大学
附属小学校

鳥取大学
附属中学校

鳥取大学
附属特別支援学校


