
（様式１） ○Ｈ２３ 学校における学校給食週間行事予定表 （別紙２）

【教育委員会等】
市町村 主催 日 付 内 容

鳥取市 教育委員会

全国学校給
食週間記念
学校給食カ
レンダー配
布

全国学校給食週間の本市の平成２３年度テーマ「とっとりふるさと探検～学校給食味めぐ
り！～」に合わせて、毎月１９日食育の日の取り組みによる各地域の食材、給食レシピを掲
載したカレンダーを作成し、小中学校各家庭及びイベント等で配布。

教育委員会

地産地消
フェアプレ
イベント学
校給食試食
会の開催

鳥取市地産地消フェアの一環として、学校給食を通じた地産地消について広く市民へ理解
を深めてもらうため、学校給食試食会を開催する。
開催日：１/２９（日） 場所：国府東小学校ランチルーム

教育委員会
給食週間特
別献立の提
供

１/２４～１/３０の期間中、鳥取市のテーマ「とっとりふるさと探検～学校給食味めぐり！～」
に沿って、地元、鳥取市内、鳥取県内の各地域の食材をより多く取り入れた鳥取の味献
立、郷土料理献立、児童生徒によるリクエスト献立等を実施する。

教育委員会

栄養教諭・
学校栄養職
員による食
に関する指
導の実施

１/２４～１/３０の期間中、給食の時間や給食集会、児童生徒と栄養教諭・学校栄養職員、
調理員との交流給食会、保護者を対象とした試食会等における食に関する指導を行う。

教育委員会

生産者と児
童生徒によ
る交流給食
会

学校給食生産グループ、学校給食用計画栽培生産者の方を小学校へ招き、交流給食会を
開催する。

智頭町 教育委員会
智頭町学
校給食展

児童生徒の作品、給食センターのあゆみ展示
（1月24日～1月30日 ほのぼのひだまりホール）

教育委員会
学校給食
週間
特別献立

先生たちの想い出献立＆鳥取の味を楽しもう！
（1月23日（月）～31日（月））

教育委員会
智頭町食
育講演会

食育講演会
（1月28日（土）午前10時30分～ ほのぼのひだまりホール）
講師：鳥取短期大学教授 野津 あきこ さん
演題：子どもの食生活と生活習慣病

教育委員会
学校給食
試食会

食育講演会参加者で学校給食を試食する
（1月28日午後0時～ ほのぼのひだまり食堂）

教育委員会
食育ミニ
ゲーム

箸使いゲーム、食育ビンゴゲーム
（1月28日（土）午後1時～ ほのぼのひだまりホール）

八頭町 共同調理場 1月25日 児童と生産者等との交流給食

共同調理場 週間中 郷土料理など特色ある献立の実施

倉吉市 教育委員会
児童・生徒作
品,試食コー
ナー等

平成24年2月10日（金）～2月13日（月）
倉吉市駄経寺２１２－５
倉吉未来中心アトリウム （対象：市民）
平成24年2月11日（土）１１：３０～１２：００
倉吉市駄経寺２１２－５
倉吉未来中心アトリウム
（倉吉野菜の豚汁・米粉パン）（対象：市民）

教育委員会
市長との会
食会（小学
校の児童）

平成24年1月24日（火）１２：１０～１２：５５ 倉吉市立河北小学校

三朝町 教育委員会 防災無線 防災無線で給食週間の目的や本町の取組を全町に啓発。

教育委員会 給食展
三朝町文化ホールに、各園、小学校、中学校のおけ
る食育の取組をまとめた掲示物を展示。

教育委員会 給食だよりの
文化ホール、ＪA三朝支所、道の駅などに給食週間
を特集した給食だよりを配布。

教育委員会 体験給食
中学校学校説明会とあわせて、来年度中学校に入学
する町内の現６年生が中学校で給食を体験。
◇２月１日（水）

教育委員会 おでかけ給食
地域の方を中学校に招いて給食を試食。
中学生と交流しながら給食や食育への理解を図る

北栄町 給食センター
②ＪＡ女性
会との試食
会

1/30 北条小学校２０名 大栄小学校１６名

給食センター
③学校給
食作品展

期間：2/1～2/15 場所：北栄町中央公民館・大栄分館 内容：北条幼稚園・北条小学
校・北条中学校・大栄小学校・大栄中学校・ＪＡ女性会・北栄給食センター

湯梨浜町 教育委員会
教育委員と小
学生との会食

教育委員と小学生との会食（１月２７日東郷小学校）



琴浦町 給食センター 給食試食会 町民対象に試食会実施 （1月24日 学校給食センター会議室）

米子市 教育委員会
栄養教諭等
による食に関
する指導

栄養教諭・学校栄養職員が特別活動等でのＴ・Ｔ授業への参画

大山町 給食センター 給食訪問
栄養教諭が小学校、中学校へ給食訪問し、給食の歴史や、特別献立の説明、食に関する
指導等を行う。

給食センター
給食試食
会
（町民対

大山町生涯学習大会にあわせ、地場産物を活用した学校給食を試食する（１月２９日 大
山町福祉センターなわ）

給食センター
学校給食地
産地消献立
写真展示

大山町生涯学習大会にあわせ、地場産物を活用した学校給食の取り組みを展示する。（１
月２９日 大山町福祉センターなわ）

南部町 教育委員会

新メニュー
「まいちょこ
丼」の教育
長試食

小学校児童の給食時間の視察交流。
教育長が南部町産食材を使った新メニュー「まいちょこ丼」（学校栄養職員が考案）の試食
する（ 1月30日 西伯小学校）
＊まいちょことは南部町の「南部まいちょこ音頭」からとったもので、上手との意味です。

日野町 教育委員会
児童と交流
給食

小学校児童と町内の食材納入業者、生産者、教育委員が
会食する（１月２３日、黒坂小学校、１月２４日、根雨小学校）



（様式１） ○Ｈ２３ 学校における学校給食週間行事予定表

【中学校】
市町村 学 校 名 日 付 内 容
鳥取市 気高 給食週間中 標語の募集と表彰・掲示

給食週間中 栄養士教諭による講話
給食週間中 ミュージック週間とし、音楽を流す
１月２３・２４日 職員交流とし、全職員が移動して給食を食べる
1月２５日か２６日 生徒交流、学年の中で生徒が学級をといて移動し給食を食べる
1月27日 保護者試食会、ランチルームの給食の様子を見てもらう

佐治 給食週間中 給食委員会による活動 ●給食週間意義説明 ●残食調査（５日間）
給食週間中 〃 〃 ●爪・ハンカチ点検（４月～）に関わる表彰
給食週間中 学校栄養職員学校訪問 各教室での指導
給食週間中 ３年生リクエスト献立応募（９年間のまとめ）

岩美町 岩美 給食週間中 給食委員会による給食時の放送（給食週間のメニューについて）
給食週間中 給食標語集の作成（生産者に贈呈）
1月27日 生産者との交流（給食時の講話）

若桜町 若桜 給食週間中 感謝の気持ちを伝える給食のあいさつの工夫（給食委員会）
1月25日 栄養教諭による食に関する講話（放送を通して）
給食週間中 リクエスト献立の作成

智頭町 智頭 12月13日 給食委員会による説明、給食標語募集
給食週間中 給食標語を掲示（ろう下または教室）

八頭町 中央 給食週間中 栄養教諭等との交流給食及び食の指導
1月25日 ３年生作成地産地消献立の実施

倉吉市 久米 給食週間中 残菜０運動

三朝町 三朝
1月16日～1
月１９日,1月
２４日

給食委員会による給食標語募集と表彰など。

北栄 大栄 1月25日 給食委員によるリクエストメニューの発表（実施は２月）

湯梨浜 北溟 給食週間中 ゲスト給食・シャッフル給食

琴浦 東伯 給食週間中

"①給食委員長・副委員長による琴浦町給食センターへ「残った給食の処理方法、
おかずの作り方、
琴浦町の食材(誰が作ったのか？給食で使っている食材は何か？)など」につい

てインタビュー
②東伯中学校の給食風景を撮影し、模造紙に貼り生徒の一言コメントを載せる
（①②を琴浦町のスーパーに貼りだし、①によって給食について生徒や地域の方
に少しでも理解してもらい、
②によって、地域の方に東伯中生徒の給食時間の姿をみてもらう。）"

大山 名和 給食週間中 ・給食委員会による白衣点検・手洗い呼びかけをする。
・給食の歴史についての説明をする。

南部 南部 給食週間中 環境委員会による献立コンクール

伯耆 溝口 給食週間中給食委員会による給食レース（準備、片付けに要する時間を学級ごとに競う）

給食週間中給食委員会による給食人気メニューランキング調査

日南 日南 給食週間中世界のいただきます、ごちそうさまの紹介

日野 日野 給食週間中給食委員による呼びかけ活動（学校給食に関するポスター・クイズ）

給食週間中学校栄養職員と連携を図り、食に関して気になる生徒について個別指導

給食週間中ＰＴＡ給食部だよりで、学校給食の意義や給食を作っていただいている方々の紹介

江府 江府 1月26日 栄養教諭による食に関する指導（３Ａ）

1月27日 栄養教諭による食に関する指導（３Ｂ)

給食週間中
とその前後

給食センター主催で「ふるさとの食べ物を使ったメニュー応募」16、19、24、26、27、30日の
献立



（様式１） ○Ｈ２３ 学校における学校給食週間行事予定表

【小学校】
市町村 学 校 名 日 付 内 容
鳥取市 湖山 1月13日 児童集会（健康まつりのコーナー紹介）

１月１６日～２３日
健康まつり
（食事についてのかるたやクイズを通して、食に関心を持たせる委員会活動）

1月20日 交流給食（学校栄養士の先生との交流）

1月25日 縦割り給食（なかよし班活動の班ごとに給食を食べる）

美和 １月２４日～１月３０日 もぐもぐ大作戦（残量調べを行い、残量０の学級を表彰する）

１月２５日～２月３日 各学級の書いたセンターの方へのメッセージを掲示する

1月27日 給食（食）に関するクイズラリーをする

瑞穂
1月23日(月)～1月
2７日（金）

・瑞穂給食オリンピック（食べ残し０運動）
・標語、学校給食ポスターコンクール（児童作品を校内に展示する）
・パネルの展示（学校給食ができるまでの過程などを示したパネルを展示する）

1月23日（月）
・保護者対象給食試食会
・交流給食（栄養教諭、調理員さんとの会食）
・給食感謝集会（栄養教諭、調理員に給食に関する話しを聞く）

1月27日（金）
・フレンドグループ給食（縦割り班で一緒に給食を食べる）
・クイズラリー（昼休憩時間に、全国学校給食週間や給食に関するクイズラリーに縦割り班
で取り組む）

岩美町 岩美北 給食週間の期間 給食標語作りと掲示、給食かるたの学級貸し出し
1月24日 交流給食（地域の生産者、給食センターの方、栄養士等との交流）
1月26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27日 委員会児童によるクイズ
1月30日 委員会児童による豆つまみ大会

若桜町 若桜 1月24日 給食指導（栄養教諭が１年児童に講話）
1月26日、27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26日～30日 給食川柳作り・掲示（全学年）

智頭町 智頭 1月24日 1月食育集会（栄養教諭が児童に講話）
1月25日 交流給食（地域の生産者等との交流）
1月27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25日 給食訪問（栄養教諭によるお話、３・４・５・６年生）
1月24日～30日 仲良し学年給食（1年と６年、２年と４年、３年と５年のペア学年で交流を図る。）
1月27日 参観日（授業：３年生「バランスよく食べよう」、TT指導：栄養教諭）
1月27日 参観日（授業：４年生「朝食について」、TT指導：給食センター所長）
1月27日 参観日（授業：６年生「お弁当の日は任せてよ」、ＴＴ指導：栄養教諭）

富沢 冬休み中 全児童が「心と体いきいきキャンペーン」のキャッチフレーズの応募

八頭町 八東 1月25日 児童と生産者等との交流給食

倉吉市 小鴨 1月26日 健康教育参観日・給食試食会（保護者対象）・食育に関するミニ講演会（保護者対象）

1月24日～1月30日 すききらいをふきとばせビンゴ

高城 1月24日 児童集会(給食委員会による劇)

三朝町 東 １月２４日～３０日 給食マナー週間の実施（マナーカードを使用し、正しい食事マナーを身につけさせる）

1月25日 縦割り給食（縦割り班でいっしょに楽しく給食を食べることを通して、仲間作りを図る）

1月26日 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。（縦割り班で））

1月27日
生産者の方との交流給食（生産者の方と給食を食べることを通して、生産者の方の苦労を
知るとともに感謝して給食を残さず食べようとする気持ちを高める）

1月27日
学校栄養士さん・調理員さんなどへのお礼の手紙発表（全児童が感謝の気持ちを表した作
品や手紙を贈る。各学年の代表が手紙を読む）

西 1月24日～1月25日 招待給食（級外の先生を教室に招いて一緒に給食を食べる）

1月27日 給食まつり（栄養教諭と地域の生産者を招いて実施）

1月25日～2月上旬
全校が生産者、栄養教諭など、給食にかかわっておられる方に感謝の気持ちを伝えるお
手紙を書く。

南 1月24日 給食週間について（わくはぴ委員会）、給食マナーについて

1月25日 パワーポイント発表（わくはぴ委員会）

湯梨浜 羽合 1月24日 給食テレビ放送（栄養教諭による給食週間中の献立についての説明）
1月26日 児童朝会での給食委員会発表（劇による給食マナーの啓発）
１月２７日・３０日 招待給食（給食センター職員および級外職員）

泊 １月２３日～２７日 学級活動（給食、食育に関連した内容）
1月23日 給食委員会発表
未定 招待給食（ボランティアの方、貝がら節保存会、食材提供の方、学校評議員等）

東郷 1月30日
給食センターへの訪問学習(1年）
給食委員会による給食クイズの実施
給食委員会が、全校で作った感謝状を給食センター、製パンや、大山牛乳に贈

琴浦 浦安 1月23日 浦安タイム（給食委員会による給食クイズ）
1月23日、26日 学校栄養教諭による紙芝居・・・低学年対象（給食の始まり）



期間中 担任による献立の一言指導

安田 給食週間中 『ぼく・わたしのおすすめ献立』作成（６年生）

以西 1月26日 わくわくランチデー（給食委員会による食育クイズ）

赤碕 １月24日～30日 給食委員会の活動（豆つまみ大会、給食イラスト・川柳などのイベント）

東伯 1月25日
給食委員会による1月児童集会での発表(給食のマナーについての話、食育クイ
ズ等）

古布庄 1月30日 思い出給食（6年生が校長室で給食を食べる）

北栄 北条 1月18日 児童朝会にて、給食委員会のクイズ発表
1月23日 学校栄養職員による校内放送

大栄 １２月
６年希望献立作成（家庭科の時間に各クラスにおいて栄養士さんによる献立作りについて
の指導）

１月２４日～３０日 給食に感謝する展示物の作成・教室展示
1月25日 児童朝会（給食委員会が給食に関するクイズをする）
1月30日 招待給食（JA鳥取中央女性会の方との交流）

米子市 啓上
「給食をおいしく食べ
よう週間」

・校内放送（給食週間について）・学級対抗豆つかみ大会の開催・給食クイズウォークラ
リー・調理員さん紹介のポスター掲示・調理員の方への感謝のメッセージ

境港市 上道 給食週間中 給食の調理風景のビデオ放映
1月25日 交流給食（調理員との交流）
1月27日 生産者の方との交流（２年・生活科）
1月27日 児童集会（給食委員会が食に関する劇を発表）

日吉津 日吉津 1月24日～２月中
食に関する学級図書(食育図書のコーナーを、１週間交代で各クラスに設置し、朝読書など
で活用する。)

大山 大山 1月24日
食育指導（栄養士が１年児童に講話）高学年は、バランスを考えた「夢のメニュー」を作成

1月25日 食育指導（栄養士が２年児童に講話）中学年は、給食・食べ物・食事についての標語作成

1月26日 食育指導（栄養士が３年児童に講話）低学年は、給食センターの方への手紙や絵の作成

1月27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）

南部 西伯 給食週間中 理想の給食献立コンテスト（3月の献立に採用）

伯耆 岸本
1月23日（朝の活動
時間）

元気はつらつ委員会が各学級で食べ物に関する紙芝居をする

1月27日 体験給食（年長児さんと５年生との交流給食）

日南 日南 給食週間中 食育集会（上学年・下学年別に）
1月24日 給食試食会（高学年保護者対象）

日野 黒坂 1月25日 食育指導（給食の時間に栄養士さんの話を聞く）
1月26日 手軽でおいしい朝ご飯募集（健康委員会の活動）
週間中 朝ご飯チェック
週間中 １年「給食ありがとう」・２年「給食当番の名人になろう」
週間中 ５・６年「地域の食材を生かした献立作成」

江府 江府 12月募集、1月実施 「こんな献立あったらいいな」コンテスト(優秀作品を給食のメニューとして実施)

1月第３週～第４週 各学級で栄養教諭が児童に講話

1月23日 給食試食会及び栄養教諭による講話「成長期の食事を考える」(保護者対象)

1月24日～1月27日 交流給食（調理委員さん、地域の生産者等との交流）

1月25日 全校給食集会(健康委員会主催で給食についての話やクイズを行う)



（様式１） ○Ｈ２３ 学校における学校給食週間行事予定表

【その他の施設】
学 校 名 日 付 内 容

県立 鳥取養護 1月25日 給食試食会（保護者対象）
給食週間中 全国味めぐりの旅～先生のふるさと編～
給食週間中 児童生徒のリクエスト献立

白兎養護 給食週間中 全国味めぐりの旅～日本各地の食文化を知ろう～
給食週間中 児童のリクエスト献立

鳥取聾学校 1月19日 世界の献立 ～スペイン献立～

給食週間期間中
高等部リクエスト献立実施、昔の献立実施（学校栄養職員による講話）、幼稚部リ
クエスト献立実施
＊リクエスト献立は2学期中に作成（学部対応）

ひまわり分校 給食週間中 SHR（対象:中学部、養護教諭が生徒に講話､テーマ「世界の食をみてみよう」）

1月30日
食育集会（対象:幼稚部、養護教諭が幼児に講話､テーマ「ありがとうの気持ちで食
べよう」）

2月2日
食育集会（対象:小学部、日清医療食品の栄養士さんをゲストティーチャーに迎え、
養護教諭とともに講話を行う。テーマ「パワー満タン朝ごはんを食べよう」）

鳥取盲学校 1月25、26、27日 児童生徒によるリクエスト献立
1月24日 昔の献立（ごはん、すいとん汁、鮭の塩焼き、たくあん）
１月23、24日 交流給食

倉吉養護学校
１月２３日～２７日
（５日間）

特別献立(地産地消)、給食委員会活動（献立紹介、アンケート、お礼状作成等）

皆生養護学校 1月10日～16日 保護者・幼児・児童・生徒へのアンケート（栄養士・調理員への質問）
1月24日～30日 栄養士・調理員からの回答掲示
1月24日～30日 給食に関する資料の展示・貸し出し
1月30日 栄養士・調理員への感謝状の贈呈

米子養護学校 給食週間中 メッセージカード(給食の感想やイラスト)を配膳員さんへ渡す(小学部児童全員)
給食週間中 特別献立及びおすすめメニューの紹介(中学部給食委員会)
２、３月 配膳員さんへの感謝状作り(高等部給食委員会)
1月26日 給食試食会（保護者）

国立 附属小学校 給食週間中

調理員さん、栄養教諭下坂先生へのメッセージカード（１、２年生）
「給食」または「食」に関する標語募集（３年生以上対象）
「リクエスト献立」募集（全学年）
セレクトデザート（全学年）

2月13日～14日
ミニ給食集会
・給食ビンゴ・豆つまみ大会・給食クイズ など

附属中学校 1月24日 懐かしの給食
1月25日 日本の郷土食～東北地方応援献立～

附属特別支援学校 給食週間中
ハッピー集会
・栄養教諭さんの話
・栄養教諭、調理員さんに対して感謝の手紙を渡す

団体
鳥取市

学校給食会

学校給食ポス
ター・標語入賞作
品展示

学校給食ポスター・標語入賞作品展示 展示期間 3月1日～4日（とりぎん文化会館）

鳥取県
学校給食会

2012/1/28（土）
【学校給食フォーラム】講演「学校給食と食育」、学校給食優良学校等表彰
式、食育教室、パネル展示等（場所：倉吉未来中心）


