
市町村 教育委員会等 行事名 内　　容

学校給食レシピ 鳥取市立小・中・義務教育学校・各学校給食センターへ配布及びホームページ掲載

鳥取市学校給食特別番組
鳥取テレトピア　ぴょんぴょんチャンネルで放送
　（1月24日～28日午後2時より）

 1月10日～13日　明徳小学校全学年対象 　全国学校給食週間の啓発（栄養教諭・学校栄養職員による給食
の歴史、給食週間中メニューの紹介）

1月23日　明治小学校全学年対象（全国学校給食週間の啓発、食事のマナーについての指導）

1月24日　美保小学校３年生対象

1月30日　醇風小学校　給食センターへの感謝状（特別支援学級の児童と栄養教諭の交流）

日進小学校２年生対象「残さず食べよう」

給食時間の食に関する
指導（調理員と共に訪
問）

栄養教諭・学校栄養職員と調理員とが給食時間に学校を訪問し、給食センターの仕事について話をする（１月
２３日：大正小学校、２４日：江山学園、２５日：若葉台小学校、２７日：稲葉山小学校）。

給食時間の食に関する
指導（栄養教諭・学校栄
養職員の訪問）

栄養教諭・学校栄養職員が給食時間に学校を訪問し、食に関する指導を行う（１月２４日：米里小学校・江山
学園、２５日：若葉台小学校、２７日：稲葉山小学校）。

給食集会
学校栄養職員と調理員とが給食集会に参加し、給食センターの仕事について話をする（１月２６日：東郷小学
校）。

参観日授業
１年生学級活動において、給食に関する授業を学級担任と栄養教諭・学校栄養職員とで行う（１月２６日：面影
小学校、１月２７日：大正小学校）。

ふるさと探検動画視聴啓
発文書の配布

とっとりふるさと探検食材の生産現場や加工施設の様子、生産者へのインタビューを動画にまとめたものを視
聴してもらえるうよう、QRコード付きの啓発文書を配布する（第二センター管内全学校）。

給食ができるまでの動画
配布

湖東学校給食センターの給食調理の様子と調理員からのメッセージを動画にまとめて湖東中学校へ配布し全
国学校給食週間中に視聴を依頼する。（鳥取市立湖東中学校）

よく食べたクラス表彰

栄養教諭・学校栄養職員が学校を訪問し、今年度（4月～12月分）よく食べたクラスを表彰する。
　・1月23日　鳥取市立湖山小学校　　　・1月24日　鳥取市立賀露小学校
　・1月25日　鳥取市立湖南学園　　 　　・1月26日　鳥取市立浜坂小学校
　・1月27日　鳥取市立末恒小学校　　　・1月31日　鳥取市立湖山西小学校

校内放送 食に関する指導（全国学校週間について）国府東小学校

啓発活動
拡大学校保健委員会学校医（子どもの生活習慣病を予防するために）
栄養職員より全国学校給食週間について　宮ノ下小学校

河原学校給食センター
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 河原第一小４年）

食に関する指導
(全国学校給食週間につ
いて)

【瑞穂小学校】1月23日
【逢坂小学校】1月24日
【宝木小学校】1月25日

郷土料理等を取り入れた
特色ある献立の実施

環食献立、鳥取市オリジナル献立など

 鹿野学校給食センター
学校給食「よく食べたで
賞」表彰

学校給食の残食量が、特に少なかった学年を表彰する。(日程は未定)

給食時間における食に
関する指導

全国学校給食週間について食指導
　・1月25日　青谷小学校５年　　　・1月26日　青谷小学校4年　　　・１月30日　青谷小学校6年

クエスチョンコーナー 中学生の質問に栄養職員が答えた内容を展示（1月２４日～１月３０日ランチルーム入口）

学校給食ポスター・絵画
作品募集・展示

令和4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5年2月2日(木）まで
　・展示期間　令和5年2月27日(月)～3月6日(月)まで
　・展示場所　鳥取市立中央図書館ギャラリー

教材
教材パネル「給食のできるまで」貸出
ホームページ「給食のできるまで」作成、公開

学校給食週間献立の実
施

１月２４日から３０日の間、全国学校給食週間をテーマとした献立を実施。

食育アンケートの実施 児童生徒に食育アンケートを実施

食育だよりの配布 岩美町の取組についての食育だよりを作成し、小中学校の家庭へ配布

特別献立の実施 1月24日から30日に鳥取県東部の特産品や人気メニューを取り入れた献立を実施

給食関連教材の貸し出し 各学校でポスター掲示や動画の視聴を行う

智頭町教育委員会
智頭町学校給食展

　町内小中学生児童生徒による食に関する作品展示や食育の取り組み、給食の歴史や智頭町の学校給食
の展示を実施。　（1月21日～1月31日　ちえの森 ちづ図書館　）

シンポジウム ～給食から発信！ふるさと智頭町の魅力～

 「つながる
      山と海の恵み」

「チャレンジ！あなたも栄
養士！」献立作品展示

児童生徒の献立作品展示
　最優秀賞１点、優秀賞４点、優良賞１３点
　（１月２１日～１月３１日　　倉吉交流プラザ：エントランス）

「チャレンジ！あなたも栄
養士！」献立作品最優秀
賞の市長表彰

「チャレンジ！あなたも栄養士！」献立作品の最優秀賞の給食を市長実食後、市長が受賞生徒を表彰する。
（１月２６日　久米中学校）

給食時間の食に関する
指導（栄養教諭・学校栄
養職員の訪問）

青谷学校給食センター

公財)鳥取市
学校給食会

鳥取市

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

気高学校給食センター

八頭町学校給食
共同調理場

八頭町

教育委員会等倉吉市

　令和４年度　学校給食週間行事予定表（市町村教育委員会）

岩美町 教育委員会

智頭町 （智頭町立学校給食セ
ンター）

　ジビエ関係者（山の恵み）と海産物関係者（海の恵み）、および智頭町管理栄養士、栄養教諭による標記
テーマのシンポジウムを開催。（1月29日　ちえの森 ちづ図書館　）



「チャレンジ！あなたも栄
養士！」献立作品優秀賞
の教育委員表彰

「チャレンジ！あなたも栄養士！」献立作品の優秀賞の給食を教育委員実食後、教育委員が受賞児童生徒を
表彰する。
　１月２４日　関金小学校、１月２５日　明倫小学校、１月２７日　上灘小学校、１月３０日　東中学校

学校給食週間用
動画配信

倉吉市立学校給食センターが作成した以下の４点の動画を小中学校に配信し、授業・給食時間等に活用。
　１　給食ができるまでの様子(カレーの日献立)
　２　スタミナ納豆ができるまでの様子
　３　倉吉市学校給食食材供給部会さん作業の様子
　４　だしを使った給食の汁物ができる様子

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１９日～３１日　町総合文化ホール）

町長他との会食 児童生徒と町長等との会食（期間中）

掲示資料等の配布
学校給食における地元生産者の取り組みの様子を児童生徒へ伝えられるよう、各学校へ地産地消に関する
掲示資料及びDVD動画を配布。

学校給食展
給食週間中に児童・生徒、各校の給食委員会が取り組んだ作品のほか、生産者、給食センター等の資料を展
示。（2/1～2/15　北栄町中央公民館）

学校給食アンケート
学校給食の実態把握や今後の取り組み、改善に繋げるため、アンケートを実施。（小学校４年生・中学校１年
生とその保護者対象）（1/24～1/30）

給食週間献立の実施
「サステナブルな未来へ「地産地消」献立」の実施。（1/24～1/30）
町のホームページで献立写真と献立内容を照会。

学校給食展
児童生徒および給食センター制作の作品展示
（１月２４日～１月３０日　まなびタウンとうはく）

児童生徒作成献立の提供
町内小中学校の児童生徒が作成した献立を提供。
1月23日赤碕中、24日東伯中、25日浦安小、26日赤碕小、27日船上小、30日聖郷小、31日八橋小

生産者の試食会
学校給食に使用する野菜を納品する琴浦町学校野菜会会員等が給食の試食をし、児童が会員へ感謝の手
紙を渡す。（１月２４日　浦安小学校）

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。採用者のうち、市長賞と教
育長賞には図書券も贈呈。（※実施期間Ｒ５　１月～３月）

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(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Ｔ.Ｔ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う。

児童と調理員・
栄養士との交流

授業やインタビュー等、招待を受けた学校へ出向き交流を深める。

啓発活動
ダラズＦＭ、（一財）米子市学校給食会に取り組み内容の資料を提供。
米子市インスタグラムで献立紹介。

地域へ学校給食週間PR掲示 センターの窓を活用し、全国学校給食週間を紹介する資料を作成し掲示。

ベトナム料理紹介動画作
成・全校配布

1月25日（水）交流のあるベトナムにちなんだ料理を学校給食に計画.国際交流員　ダム・ゴック・クァンさんに
協力いただき、ベトナムの気候や料理の特徴を紹介する動画を作成。当日の給食時間等に動画視聴を依頼
し、CD-Rを配布。

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し

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、各小中学校へ配布する。

栄養教諭・学校栄養職員
による学校訪問

各小中学校へ栄養教諭等が訪問し、給食週間中の献立について児童・生徒に紹介する。

給食週間メニュー
給食週間中のテーマ
ふるさととっとり味めぐり～豊かな自然をの恵みを味わおう～

1月24日～30日 食に関する指導（給食時間、テーマ「給食週間について」

特別献立の実施
・テーマ　「ふるさとの恵みを味わおう」
・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 ・JA全農ミートフーズ、大山乳業、調理員、地元生産者が小学校で講話、交流を行う。

メニュー集の配布 ・西伯郡学校給食レシピ集の配布

教育委員会

教育委員会

境港市 教育委員会

教育委員会等倉吉市

伯耆町 教育委員会

三朝町 教育委員会

北栄町 教育委員会

南部町

琴浦町 教育委員会

米子市



市町村 小　学 校 日 付 内 　容

1月23日～ 給食委員による絵本の読み聞かせ（動画・給食時間）

1月20日 食に関する指導（栄養教諭による講話）1年生対象

1月23日～ 学級活動（給食に感謝しよう　食べ物を大切にしよう　食事と健康の関わりについて考えよう）

1月23日～ 4年生の給食委員体験

1月18日 給食委員による給食週間のお知らせ。栄養士さん調理員さんへの感謝のメッセージ募集

１月２４日～１月３０日 給食ビンゴにチャレンジ（給食委員会作成のビンゴに各クラスで取り組む）

１月２４日～１月３０日 お礼のお手紙を書いて、給食センターの職員の方に感謝の気持ちを伝えよう（全校児童）

1月30日 給食センターの職員の方にインタビューをしよう（全校放送…給食委員会が考えた質問に回答）

1月24日 　給食キャラクター投票開始

1月25日 　給食週間についての放送

1月27日 　給食についての本の紹介（読み聞かせ　上・下学年別　オンライン　）

１月27日まで 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16日～20日 給食委員会の取り組み（全国学校給食週間のお知らせ、完食ランキングの実施）

1月23日 食に関する指導（栄養教諭・学校栄養職員による給食時間の指導）

1月20日 1，2年生は給食の絵、3年生以上は給食標語の掲示

1月24日 給食週間の啓発と給食標語の紹介を学校放送で行う。

1月17日 食に関する指導（栄養教諭が児童に講話）

1月30日 給食委員会による全国学校給食週間クイズ大会（リモート実施）

１月中 給食センター職員へのお礼の手紙（全校児童で調理師及び栄養教諭に）

１月中 鳥取市学校給食会主催「学校給食ポスター・絵画コンクール」低学年全児童応募

1月25日 給食の成り立ちについてのオンライン（保健給食委員会６年生から全校へ）

1月２５日～３０日 豆つかみ大会（保健給食委員会５年生主催全校の取り組み）

1月24日～30日
ありがとう給食キャンペーン（給食に携わる方にインタビューし、その内容を放送したり、ポスターにして掲
示したりする。ポスターの内容からクイズを出題し、関心を高める。）

日程調整中 栄養教諭による食に関する指導

1月24日～30日 学年ごとに分担して、給食に携わる方々に感謝の手紙を書く。かるたや川柳等で感謝を伝えてもよい。

１月２４日～３０日 給食委員会作成ポスター掲示

１月２４日～３０日 給食委員会による献立メッセージの放送

１月２４日～３０日 残菜調べ「もりもり食べようチャレンジ」の実施

１月２４日～３０日 各学級で食に関する学級指導（学年ごとにねらいを設定）

1月24日 「全国学校給食週間」について紹介（校内放送）

1月24日～1月27日 給食委員会によるイベント実施（給食クイズ）

1月24日
栄養教諭・学校栄養職員による食の指導（5年生）
「よく食べたクラス調べ」表彰

1月13日 給食指導（学校栄養職員が１年生の児童に栄養について講話）

2023/1/10～1/13 学校給食習慣についての啓発（学校栄養教諭、学校栄養職員による講話）

2023/1/24～1/30 イベント（給食委員会による学校給食に関するクイズラリー）

1月24日 学校給食週間にあたり、給食委員会の児童が放送で給食残量ゼロを目指す放送をする。

１月２４日～３０日 給食委員会の児童が作成したポスターの掲示

１月２４日～３０日 １、２年生児童が学校給食に関する絵を描く。

１月２４日～３０日
全校児童がいつもおいしい給食を作ってくださっている給食センターの職員のみなさんへ、感謝のメッセー
ジを書いて渡す。

1月24日 栄養教諭が１年生を対象にして食の大切さを指導する。

2023/1/23～1/27 給食を残さず食べよう週間（残量調べ）

2023/1/13～1/20 リクエスト献立のアンケート

2023/1/16～1/20 給食委員会による給食クイズ

2023/1/24～1/30

各学年の取組　　1年生…給食かるた作成
　　　　　　　　　　　2年生…給食の先生への感謝の手紙を書く
　　　　　　　　　　　3年生…給食センターの方へのお礼の手紙を書く
　　　　　　　　　　　4年生…ごはんやパンを作ってくださる業者さんへの手紙
　　　　　　　　　　　5年生…給食川柳を作る
　　　　　　　　　　　6年生…給食メニューを考える

1月26日 参観日を活用した1年生の食に関する指導（授業協力者：栄養教諭及び学校栄養職員）

1月24日 児童健康委員会が全国学校給食週間について放送で啓発

給食週間中 児童健康委員会による残食等に関するポスター掲示

給食週間中 好きな給食アンケート実施・発表

1月27日 参観日における食に関する指導（1年、栄養教諭等とのティームティーチング）

鳥取市

    令和４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

倉田小学校

面影小学校

大正小学校



給食週間中 学級指導（給食への関心、栄養、食事のマナー、給食への感謝など学年に適した指導）

給食週間中 給食感謝メッセージ記入

給食週間中 ゲスト給食（担任外の先生方が各教室で児童と一緒に給食を食べる）

1月25日 健康福祉委員会児童による「食べもの・給食クイズウォークラリー」

世紀小学校 給食週間中 給食委員会による校内放送での給食クイズ出題、完食啓発ポスター掲示

1月24日～30日 学級ごとに取り組み（低学年：給食の絵、中学年：感謝の手紙、高学年：給食川柳）

1月24日～2月上旬 給食委員会の児童がイベントを計画（クイズラリー、絵のコンクール、給食カルタ、まちがいさがし）

1/24～1/30 「好きな給食」アンケート調査(給食委員会イベント)

1/24～1/30 学校給食の歴史を掲示

1/24～1/30 調理員・栄養職員への感謝を伝えるメッセージ作成

1月19日 給食委員会の取組（給食クイズラリー上学年）

1月20日 給食委員会の取組（給食クイズラリー下学年）

1月19日 給食かるた作り（低学年）　給食俳句作り（中学年）　　夢の献立作り（高学年）

1月20日から30日 各学年で食育について学習したものを掲示(標語・絵画・献立づくりなど)

1月13日から18日 給食員会による給食クイズとイラスト標語募集の取組

給食週間中 給食委員会による牛乳飲み残しチェック、クイズの放送、残菜の少ないクラスへのインタビュー

給食週間中

各学級における学年に応じた給食指導（学級活動１時間）
・給食カルタ、給食標語、絵手紙、給食を作って下さっている方々への感謝状など内容を学年で相談して
　取り組む。
・湖東学校給食センター提供資料「給食ができるまで」を使用
・給食週間に入る前に牛乳を残さないための取組を決め、週間スタートに合わせ実施する。

１月１２日から２月３日 学校給食ポスター・絵画作品づくり（給食委員会、希望クラス）

1月24日から1月30日 給食標語づくり（全学年）

1月24日から1月3０日 給食委員会による給食クイズ

1月30日 食に関する指導（栄養教諭が６年生に講話）

給食週間中 給食委員会作成のポスター掲示による給食完食の啓発

1月24日～30日
（給食週間）

給食委員会児童により、年間通して主食の残量調べを行っている。

１月２５日～２月１日 夢の給食ランキング（アンケートにより、大好きな給食メニューを決める。)

１月２４日～３０日
給食週間に関する掲示（給食委員会の児童が学校給食週間に関する掲示物を作成して、校内に掲示し、
給食週間の取り組みへの意識を高める。）

１月２４日～３０日
給食当番服装・並び方チェック表の作成（給食委員会が給食当番の服装や並び方挨拶の仕方をチェック表
にまとめ、給食室前に掲示することで、給食における衛生・安全や感謝の気持ちを伝えたりする大切さを再
度意識させるせる。）

１月３１日まで
学校給食ポスター・絵画作品の応募（全学年が学校給食に関するポスター・絵画を描き、給食への関心を
高める。）

1月中 年間指導計画に基づいた食に関する学級指導（1月27日参観日に実施予定の学級あり）

1月26日～
校内掲示（給食の食材や給食を作ってくださる方への感謝をテーマに全校児童が作品づくりを行い、掲示
する）

1月23日～1月27日
委員会活動による「残菜ゼロキャンペーン」と委員会の仕事体験（献立食品カードはり・ご飯ケースの後片
付け・お昼の献立放送等）

1月24日

給食をテーマにした標語、短歌、絵、ポスター、給食の献立づくりなどに、取り組み、教室（又は廊下掲示
板）に掲示する。「給食ができるまで」の動画を視聴（１５分～２０分程度の予定）し、給食を支えてくださる方
に感謝の気持ちを持たせる。２年生は、学校給食センターへの寄せ書きをする。３年生は、学校嘱託員（山
下遼子先生）への寄せ書きをする。

1月24日～30日
給食委員会の取り組み
〇給食に関する本の読み聞かせや紹介
〇給食クイズなど

1月か２月の食の指導で山本
先生が来られる日

学校栄養職員さんとの交流（２年生）
〇学級で作った学校給食センターのみなさんへの寄せ書きを感謝の言葉とともに、学校栄養職員さんに渡
す。

1月24日 全国給食週間について学校栄養職員からの校内放送。

１月２５，２６日 校内放送による給食委員会児童による食べ物クイズ。

１月２４日～３０日 給食センターで撮影した「給食ができるまで」のビデオを、各学級で視聴。

1月23日～2月3日 給食委員会による残食調べ

1月24日 給食センターへの感謝のメッセージの作成・掲示

1月23日～2月3日 給食時に校内放送

給食週間前 給食センタ—の方々へのお手紙の作成

給食週間中 保健委員会による給食献立人気投票

1月中 給食や箸に関するマナーについての掲示

1／１６～1／２０ 給食もりもり週間（残飯０を目指して全校で取り組む。）

1／２４～1／３０
鳥取市給食メニュー紹介
（給食委員会が、全校に向けて、地元の食材を紹介したり、豆知識を伝えたりする。）

鳥取市

東郷小学校 1月26日

給食集会（全校で実施）
・給食センターの方のお話
・給食に関する発表（学級ごとにテーマを決めて発表）
・給食に関するゲーム（給食神経衰弱）
・感謝のメッセージカード贈呈

明治小学校

鳥取市立
国府東小学校

湖山小学校

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

河原第一小学校

西郷小学校

散岐小学校

美保南小学校

湖山西小学校

中ノ郷小学校

若葉台小学校

宮ノ下小学校



１月２４日～2月1日 給食委員会による活動「残菜０」作戦

1月26日 担任による食に関する指導（給食時間、内容は「生産者の動画鑑賞」）

１月中 児童給食委員会による給食新聞の作成・配布

１月中 とっとりふるさと探検の動画視聴（各クラスで給食中に動画を視聴する）

１月中 各クラスで給食についての作品掲示（標語、絵などを教室や廊下に掲示する）

1月23日～1月27日 健康委員会による「給食川柳コンクール」

1月23日～1月27日
給食関係者への感謝の手紙（全校児童が給食でお世話になっている方々へ感謝の手紙を送る。学校給食
週間の期間中は校内に掲示。）

1月19日～24日 給食献立コンテスト（栄養を考えた自分の食べたい献立を掲示し、投票を行う）

1月26日 給食感謝集会（各委員会児童による発表、栄養教諭による児童への講話）

１月２４日～３１日
「感謝の気持ちを手紙で伝えよう」（給食センターや各業者等、給食でお世話になっている方々への感謝の
手紙を書く。）

１月２４日～３０日 給食委員会によるイベント（クイズラリー等）

１月２４日～３０日 給食委員会による食に関するメッセージ放送（栄養、マナー等について）

1月16日 ３年生　食に関する指導（全国学校教育週間について）

1月18日 ２年生　食に関する指導（全国学校教育週間について）

1月23日 １年生　食に関する指導（全国学校教育週間について）

1月25日 ５年生　食に関する指導（全国学校教育週間について）

1月26日 ４年生　食に関する指導（全国学校教育週間について）

1月30日 ６年生　食に関する指導（全国学校教育週間について）

1月23日～1月27日 感謝状の贈呈（嘱託員、給食センター職員、地域の生産者に対して感謝状を書き、贈呈する。）

湖南学園

（前期課程）

1月24日 給食委員会による啓発放送（学校給食の始まりや変遷について校内放送を行う）

　給食週間中 鳥取ふるさと探検（1月）の動画視聴（各教室）

202３/1/10～17日 給食センターのみなさんへありがとうメッセージの作成

給食週間 給食保健委員会児童による給食に関するクイズ

1月中 給食と図書コラボ　食に関わる本のコーナーを設置

1月と2月の毎週金曜日 完食デー（学級ごとに完食目標を決め、給食の完食を目指す。完食が多かった学級にはトロフィーを渡す）

給食週間中 食育委員による給食週間の放送、クイズ、片付け時間チェック

1月24日 食の指導　1年、8年

1月２４日～30日 食育についての掲示物

1月２４日～30日のうちの
数日間（日付未定）

給食委員会によるイベント

給食週間中 児童が給食センターの方へ感謝の気持ちを込めて、メッセージカードを作成する。

給食週間中 健康・給食委員会が給食時間に食に関するクイズを行う。

1月 食育標語づくり（全校児童）

1月 好きな給食ランキング（全校児童にアンケートをして、結果を発表する）

1月２４日～２９日 みんなが選んだ大好きミュージック（好きな曲を聴きながら、楽しい気分で給食を食べる）

1月24日 八頭町学校給食共同調理場調理員さんからのメッセージ動画視聴

1月24日 栄養教諭による訪問指導「給食週間について」（校内放送）

期間中 給食委員会による校内放送（給食の歴史、給食センターについて等）

期間中 給食に関するパネルの掲示

1月26日 仲よし班活動の時間（昼の長休憩）に、給食委員会による給食や食にまつわるクイズ大会を行う。

1月23日～27日 給食センターから給食に関する動画を貸し出してもらい、児童に紹介する。

給食週間中 教職員が小学生の頃の給食の思い出を掲示（給食委員会）

1月30日 ｢昔と今の給食」をスライドで各教室に配信（給食委員会）

給食週間中 「学校給食の歴史」｢生産者紹介」の掲示物の掲示（給食センター作成）

八東小学校 1月18日 栄養教諭による食に関する指導「全国学校給食週間について」

１月１０日～31日 給食食材生産者への感謝のメッセージ作成と掲示

１月１０日～31日 給食標語作成と校内掲示

1月26日 全校遊び（食に関するゲーム）

1月23日～27日 給食クイズ、ポスター掲示、完食調べ（給食委員会による活動）

１月２3日～２7日掲示
各クラスごとに感謝の手紙を作成する。
（給食に関わってくださっている方に感謝の気持ちを表すメッセージ）

11月14日～18日 テーマ～今、つながる　泊小の学校給食～

11月14日
アスリート給食（アンバサダーである元オリンピック陸上選手である朝原氏等を招待し運動体験の日に、ア
スリートのような体つくりに必要な栄養を取り入れた献立を提供）
給食委員会作成による映像を放映

11月15日
ALTのふるさと給食（～テキサス料理を献立にして味わう献立を提供）
給食委員会作成による映像を放映

鳥取市

泊小学校

湯梨浜町

郡家西小学校

郡家東小学校

船岡小学校

岩美町

岩美北小学校

八頭町

岩美西小学校

岩美南小学校

若桜町 若桜学園小学校

羽合小学校

給食週間中
給食委員会による放送
内容：①全国学校給食週間について②特別献立について③１・２月の給食委員会目標についての呼びか
け④給食クイズ⑤鳥取市学校給食ソング『とっとりっ子の「いただきます」！』の放送

福部未来学園
　　　　　　小学校

用瀬小学校

佐治小学校

宝木小学校

鹿野学園
流沙川学舎

江山学園

瑞穂小学校

浜村小学校

青谷小学校



11月16日
ゆりはまうまいDAY給食（湯梨浜町・鳥取県の食べ物をあじわう献立を提供）
給食委員会作成による映像を放映

11月17日
昔のとまり給食（昭和55年ごろの献立を再現し味わう献立を提供）
給食委員会作成による映像を放映

11月18日
リクエスト給食（給食委員会が全校児童にアンケートを実施し、上位のものを味わう給食）
給食委員作成による映像を放映。

1月24日 給食週間のお知らせ（給食主任）

１月２４日～１月３０日

食育授業（GT：給食センター　新　倫子先生）（１・３・５年生）
給食センターへの感謝状作り　（６年生）
大山乳業への感謝状作り　（２年生）
富屋製パンさんへの感謝状作り　（４年生）

１月２４日～１月３０日
給食委員会によるイベント
（豆つまみ選手権、給食クイズ、好きな給食メニューランキング）

１月３１日～２月３日
ランチルーム前に感謝状を掲示
その後、各施設へ届ける

１月２４日～２月３日 給食週間に関する本の展示（図書館）

給食週間中 クイズラリー（児童が食に関するクイズに挑戦する）

１月２４、２７日 栄養教諭による給食訪問・食育指導

１月２５、２６日 調理員、給食グループさんへのインタビュー（インタビューの様子を放送する）

１月24日～30日 「食」をテーマにした作品の展示（「まなびタウンとうはく」にて）

１月25日～31日
各校児童が給食献立を作成。
25日浦安小、26日赤碕小、27日船上小、30日聖郷小、31日八橋小

浦安小学校 1月24日 給食の食材を提供してくださる地元の野菜会の方へのお礼状贈呈

1月26日 児童朝会での委員会発表

１月24日～１月30日 給食センター、JA野菜会、米田ベーカリー、大山乳業にお礼の手紙を書く。

1月25日 児童朝会で、給食委員会が給食に関するクイズを出し、食に対する関心を高める。

１月24日～１月27日
給食当番のきまり調べや各学級の食べ方調べ(姿勢・時間内完食)をし、給食時のマナーを身につけさせ
る。

1月24日 給食委員会が昼の放送で学校給食の意義や期間中の取組について説明する。

給食週間期間中 豆つかみ大会やクイズ等を実施して、食に関する関心を高める。

〃 食に関するキャラクターを募集し、食事のマナーに対する意識を高める。

1月25日 児童朝会にて給食委員会が発表（給食の歴史についてパワーポイントで）

1月25日 給食の人気メニューのレシピを配付

渡小学校 1月２４日～1月30日 給食委員会による食の啓発

１月２４日～３１日 学校給食週間の意義や歴史の掲示

１月１８日～３１日 給食標語の作成（給食委員会による取り組み）

１月１８日～３１日 好きな給食の献立ランキング発表（給食委員会の取り組み）

境小学校 1月25日 給食時間にベトナム料理についての紹介動画を見る。

１月１９日～３１日 「給食標語」　各学級で１点ずつ作成し、全校児童の目にふれるところに掲示。

１月１９日～３１日 「給食クイズ」　給食委員会による、その日の献立にちなんだクイズの放送。

１月１９日～３１日 「感謝の気持ちを届けよう」　給食に携わっておられる方への感謝の気持ちを伝える。

給食週間中 給食委員会児童が、給食週間中の毎日の献立紹介を給食時間に放送する

1月24日 食に関する指導（６年生と栄養教諭とのティームティーチング）

1月26日 給食集会（栄養教諭の話、全国給食週間の始まりの話、給食クイズ、食べ方についての劇）

1月24日から 給食センター作成の掲示物を給食室前に掲示する

1月24日から 給食委員会による全校放送

1月24日～ 生産者や地域のお世話になっているの方への手紙を書く

1月24～30日 食育絵本の読み聞かせ

1月24日～30日 食に関する指導（給食時間、テーマ「給食週間について」

2月に実施予定 ふるさとなんぶアイデア給食コンテスト

1月26日 先生の食に関する絵本の読み聞かせ

1月27日 担任の先生シャッフル交流給食

1月24～30日 日ごろ給食でお世話になっている方へ手紙を書いてプレゼント（全学年）

1月13日 牛肉販売協会の方が６年児童に講話（食肉に関する内容）

1月16日、1月18日 栄養教諭とTT授業（1年　学級活動　「給食のひみつ」）

1月20日、1月26日 生産者の方が３年児童に講話（野菜）

1月23日、1月24日 調理員の方が４年児童に講話

1月26日 大山乳業の方が２年児童に講話（牛乳に関する内容）

1月30日、1月31日 生産者の方が５年児童に講話（お米）

1月下旬 健康委員会によるクイズラリー

南部町

泊小学校

湯梨浜町

外江小学校

上道小学校

余子小学校

中浜小学校

三朝町

境港市

東郷小学校

八橋小学校

聖郷小学校

赤碕小学校

西伯小学校

会見小学校

岸本小学校伯耆町

船上小学校

琴浦町

各校共通

三朝小学校



1月12日～2月2日 栄養教諭による食育指導

1月中
「給食オリジナルメニューを作ろう」の取り組み
（全校児童が自分で給食の献立を考え、よかったものを給食に採用してもらう）

1月30日 大山乳業　出前授業（６年）

1月26日 交流給食（地域の生産者等との交流）3・4年

1月27日 大山乳業　出前授業、交流給食　1・2年

1月27日 給食集会（給食センタークイズ、給食標語の紹介）

1月31日 給食感謝の手紙の贈呈（給食センター等）

１月16日～27日 健康委員会イベント（全校児童に募集した給食に関するキャラクターを掲示）

1月18日 大山乳業　出前授業　（１，２年）

１月24日～31日 感謝の手紙（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、学校主事さんなどへ）

給食週間中 特別献立（テーマを設けた献立の実施）

給食週間中 委員会企画イベントの実施（好きな給食アンケート、クイズ）

給食週間中 給食でお世話になっている方へ感謝の手紙を書く。

1月２４～３０日 学級活動の実施（全学年で食に関する指導を実施する）

1月２４～３０日 給食週間にかかわる動画の視聴（調理の様子を撮影した動画を各学級、給食時間等に視聴する）

1月26日 給食委員による給食集会（給食に関するクイズ、チャレンジ献立の表彰）

給食週間期間中 給食調理の様子や食材の生産者に関する動画の視聴

給食週間期間中 給食に関わる人たちへの手紙

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17日 おすすめ給食献立の採用（５年生が考えた献立が給食に出る。）

1月20日 おすすめ給食献立の採用（６年生が考えた献立が給食に出る。）

1月24日～1月26日 健康委員会による校内放送を使った食育クイズ

1月25日
関係者へのお礼の手紙贈呈（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30日 おすすめ給食献立の採用（１年生が考えた献立が給食に出る。）

1月17日～1月30日 栄養教諭による食に関する指導

1月23日～ 食育標語の掲示

1月26日 生産者さん等へ感謝の手紙を渡す

1月18日～30日
給食時間に、給食ができる様子や生産者の紹介等の内容の動画（地域おこし協力隊・生産者の協力のも
と、栄養教諭が作成）を各教室で児童が視聴する。

1月31日 児童・生徒が考えた給食週間献立実施後の感想を募集（Googleフォームで一斉に募集。）

給食週間中 生産者へのお手紙

給食週間中 給食に関する掲示。

1月20日
食に関する指導「給食ありがとう」
（３年の学級活動で栄養教諭とのティームティーチング）

奥大山江府学園
１～６年生

江府町

溝口小学校

日吉津村 日吉津小学校

八郷小学校

二部小学校
伯耆町

大山町 中山小学校

日南町 日南小学校

日野町

根雨小学校

黒坂小学校



市町村 中　学 校 日 付 内 　容

東中学校 給食週間中
自分たちの学校の残菜量を理解し、SDGｓと絡めながら、給食委員が放送でクイズを出題する。残菜を減
らすよう呼びかける。

1月27日 給食委員長による学校給食週間に関する放送

1月30日 給食委員会による残量０チェックの実施

給食週間中 給食アンケート結果についての給食委員によるミニ給食指導

給食週間中 放送委員会による給食週間の紹介や献立説明

北中学校
給食週間中

（前後の週を含む）
給食委員会による給食残量（牛乳・ごはん）を減らす取り組み

高草中学校 給食週間中 給食委員会による食事に関する情報提供や食事マナーについての取組

給食週間中 給食委員会による給食かん（環・完）食を促すアナウンス

1月24日 給食委員長による学校給食週間の放送

給食週間中 学年ごとの給食完食デーの実施

桜ヶ丘中学校 給食週間中 給食委員会による放送

給食週間中 給食クイズ

給食週間中 食に関する豆知識（受験生の為の頭のよくなる食事・消化に良い食べ物）

1月２５日（水）など 環食献立の日に合わせて、自分の給食を完食する。欠席者の物は含まない。

国府中学校 給食週間中 給食時、給食委員会による「１日１品完食チェック」の啓発放送。各クラスでの呼びかけ。

給食週間中 主食を残さず食べようweek

毎日 給食委員会による放送（献立・河原産の食材の紹介）

12月、1月 給食時間の放送で、正月のおせち料理についての紹介・説明

給食期間中 保体委員会による給食関連のイベント企画

給食期間中 学校給食会作成のパンフレットや鳥取市給食センター作成の学校給食レシピ等を掲示

１月 美術部による、鳥取市学校給食会主催「学校給食ポスター」の応募

１月10日～20日 残さい調べ（給食委員会が毎日の残さいを記録し、ランチルームに掲示する）

1月23日 給食委員会新聞（残さい調べの結果をもとに新聞を作成する）

1月19日 食に関する指導（栄養士によるプレゼン）

1月24日 給食週間紹介（学校給食の始まりについて、給食委員の放送）

青谷中学校 1月24日～30日 食についての質問（生徒から質問を集め、栄養主任が答えて、ランチルームに掲示）

1月24日 給食委員会による啓発放送（学校給食の起源や変遷等について）

給食週間中 鳥取ふるさと探検（１月）の動画視聴（各教室）

鹿野学園 給食週間中 給食委員会による食に関するクイズ

1月中 給食委員会による「感謝の一言メッセージ」作成、掲示、給食センターへ贈呈

給食週間中 給食委員会による給食放送の実施

給食週間中 全国学校給食週間についての掲示

給食週間中 食育アンケートの実施

1月26日（木） 岩美町学校給食共同調理場での職場体験実習で生徒が考案した献立の実施

給食週間中 給食週間献立の紹介（広報委員による放送）

給食週間中 資料『牛乳が届くまで』の掲示

1月16日 学校栄養教諭による給食週間についての話

１月１０日～31日 給食食材生産者への感謝のメッセージ作成と掲示

１月１０日～31日 給食標語作成と校内掲示

1月26日 全校遊び（食に関するゲーム）

1月24日 給食委員による給食週間についての説明（放送）

1月28日 食に関する指導（3年3組給食時に給食委員の生徒と栄養主任）

給食週間中 給食週間に関する掲示

給食週間中 給食標語の作成と展示

給食週間中 「おうちでクッキング」（配布した給食レシピを使った家庭での調理）レポートの紹介

給食週間中 給食委員会による動画（調理員さんへのインタビュー等）作成

1月24日～1月30日 「食」をテーマにした作品の展示（「まなびタウンとうはく」にて）

１月23日・24日
各校生徒が給食献立を作成。
23日赤碕中、24日東伯中

1月24日～1月30日 給食委員会による標語募集と標語の掲示

1月24日～1月30日 校内放送による給食週間の紹介、食に関する指導

赤碕中学校 1月25日 「ALC赤弁の日」（Akasaki　Luncｈbox of Communication)　生徒によるお弁当作り

    令和４年度　学校給食週間行事予定表 （中学校）

岩美町 岩美中学校

八頭町 八頭中学校

若桜町 若桜学園中学校

鳥取市

西中学校

南中学校

湯梨浜町 湯梨浜中学校

琴浦町

東伯中学校

各校共通

三朝中学校三朝町

給食週間中
給食委員会による放送
内容：①全国学校給食週間について②特別献立について③１・２月の給食委員会目標についての呼び
かけ④給食クイズ⑤鳥取市学校給食ソング『とっとりっ子の「いただきます」！』の放送

福部未来学園
　　　　　中学校

湖東中学校

中ノ郷中学校

河原中学校

千代南中学校

気高中学校

湖南学園
（後期課程）



第一中学校 給食週間中 給食委員による献立紹介（地産地消）

給食週間中 校内放送を通して、生活委員会が学校給食週間についての説明と献立の紹介。

給食週間中、2月
短学活を利用して、各学級で生活委員会が給食のリクエストメニューのアンケートを回収。集計し、まと
め、2月に掲示物を作成。

給食週間中、3月
生活委員会が中心となり、「給食センターの皆様へ」との感謝の気持ちを表したメッセージカードと掲示物
の作成。2月の専門委員会で全校分をまとめ、給食センターにお届けする。

給食週間中 保体委員による献立紹介

給食週間中 感染症対策強化キャンペーン

1月24日 食育学年朝会（1年）

1月25日 食育学年朝会（3年）

1月31日 食育学年朝会（2年）

1月20日 給食委員長による学校給食週間の告知放送

給食週間中 広報委員によるメニュー紹介の放送、町で生産された食材についての掲示

1月24日 給食時間に大山乳業による食育指導（1年生）

給食週間中 給食委員会によるプレゼン（放送）

給食週間中 給食時間に「学校給食の歴史」の紙芝居を教員が読み聞かせ

給食週間中 特別献立の実施（郷土料理や地場産物を多く取り入れた献立)

給食週間中 全国学校給食週間や地元生産者の方の紹介をランチルームに掲示

給食週間中 特別献立の実施（郷土料理や地場産物を多く取り入れた献立)

1月26日 小学校のリクエストを取り入れた献立

給食週間中 特別献立の実施（郷土料理や地場産物を多く取り入れた献立)

給食週間中
給食前１０分チャレンジ（準備を早くし、給食時間を少しでも長くとり、給食をよく味わう、感謝の気持ちで
食べる）

日南町 日南中学校 1月30日 給食委員会によるクイズ大会・豆つかみ大会

食育標語の優秀作品の掲示と、優秀標語の表彰（給食委員長）。
食育標語募集の表彰生徒を給食時間に放送する。

給食委員による食育クイズを、給食時間に放送で流す。

1月18日～30日
給食時間に、給食ができる様子や生産者の紹介等の内容の動画（地域おこし協力隊・生産者の協力の
もと、栄養教諭が作成）を各教室で生徒が視聴する。

1月31日 児童・生徒が考えた給食週間献立実施後の感想を募集（Googleフォームで一斉に募集。）

給食週間中 生産者へのお手紙

給食週間中 給食に関する掲示。

1月26日
食に関する指導「卒業後も自分でバランスのよい食事ができるようにしよう」
（９年の学級活動で栄養教諭とのティームティーチング）

境港市

伯耆町

岸本中学校

溝口中学校

第二中学校

第三中学校

大山町

日野町 日野中学校 給食週間中

中山中学校

名和中学校

大山中学校

江府町
奥大山江府学園

７～９年生



県立・国立 施設名 日 付 内 　　容

給食週間中 児童生徒による献立発表と献立説明

1月24日 全国学校給食週間の紹介

1月25日 児童生徒による「私のベストメニュー」「好きな食べ物」発表

1月26日 給食が作られる過程の紹介

1月27日 給食川柳の過去の受賞作紹介

1月30日 令和４年度給食川柳表彰式

鳥取聾学校 1月23日
職員による食に関する指導（小学部合同学活、テーマ「学校給食の歴史、給食ができるまで～国府給食センターの
お仕事～」

～1月２０日 給食をつくってくださる方々に感謝の手紙を書こう

食に関する、絵本、本を各教室、学校図書館に設置

学校給食に関すること（学校給食の歴史、食事のマナー、地産地消）について掲示

特別献立の実施（リクエスト献立、セレクトデザート、とっとりっこ献立）

委員会による校内放送、食育クイズ紹介

1月25日 小学部　学級活動「給食ができるまでを知ろう」

特別献立の実施（リクエスト献立、とっとりっこ献立、セレクトデザート）

掲示によるリクエスト献立の紹介（委員会活動）

栄養士さん・調理員さんへの感謝状作成、掲示、贈呈（委員会活動）

12月21日 栄養教諭による指導「食生活について考えよう」（中学部単一障がい学級）

12月21日 栄養教諭による指導「やさいパワーをしろう」（中学部重複障がい学級）

1月18日 栄養教諭による指導「きゅうしょくは　どのようにつくられているのかな？」（小学部単一障がい学級）

1月19日 栄養教諭による指導「いろいろなたべものとなかよしになろう」（小学部重複障がい学級）

1月24日 栄養教諭による指導「食べ物の働きを知ろう」（小学部単一障がい学級）

給食週間中

○特別献立（四国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
　　　・特別献立紹介の放送
　　　・特別献立紹介の掲示物を作成して掲示
　　　・感謝状を作成して贈呈
         （管理栄養士・給食委託業者・調理員・ワークセンター等）
○各学級活動
　　　・感謝の掲示物を制作して掲示
○給食担当
　　　・管理栄養士の話にかえて、掲示物を作成して掲示
　　　　　（管理栄養士のコメント、給食委託業者紹介調理の様子等紹介）

1月30日 ○管理栄養士の給食見学、感謝状贈呈

１月１１日～１８日 ・配膳員への感謝状作成

給食週間中
・作成した配膳員への感謝状掲示
・「給食ができるまで」の掲示

1月27日 ・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
・給食調理員さんへの給食ありがとうメッセージの作成と掲示（小学部）
・給食調理員さんの仕事を知り、感謝状を贈る（中学部）
・給食クイズラリー（中学部給食委員会）
・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）
・給食調理員さんへ感謝状を贈る（高等部給食委員会）
・給食や衛生についてのクイズ放送（高等部放送委員会）
・食事マナーや衛生管理のポスター作成と掲示（高等部生活委員会）

1月16日 生徒からのリクエストメニュー

1月17日 生徒からのリクエストメニュー

1月18日 『いい歯の日』に因んだ、いい歯のメニュー

1月19日 生徒からのリクエストメニュー

1月20日 生徒からのリクエストメニュー

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 栄養教諭、調理員へのメッセージカード作成（1・2年生）

給食週間中（1月25日） 栄養教諭による給食の起源にまつわる紙芝居（2年生）

給食週間中（1月27、30日） 栄養教諭・給食調理員へのインタビュー、調理方法・器具等の紹介（1年生）

2月中に実施 「リクエスト献立」（6年生）

給食週間中 委員会児童による好きな給食ランキングと栄養士、調理員へのメッセージ募集（全校児童）

鳥取大学附属中学校 1、2月中 給食委員会による残量調査

1月24日 栄養教諭の学校給食の話

1月24日 栄養教諭、調理員への感謝の手紙

給食週間中 給食に関する図書の紹介（図書委員会）

    令和４年度　学校給食週間行事予定表 （県立・国立）

県立

鳥取盲学校

※感染症予防対策として、全ての日程をオンラインで実施する。

白兎養護学校

倉吉養護学校

皆生養護学校

琴の浦
高等特別支援学校

給食週間中

鳥取聾学校
ひまわり分校

国立

鳥取大学附属小学校

給食週間中
鳥取養護学校

給食週間中

鳥取大学附属
特別支援学校


