
■学校給食法 　■学校給食の調理方式

【学校給食の目的】

　学校給食法第１条

【学校給食の目標】

　学校給食法第２条

【学校給食の定義】

　学校給食法第３条

【学校給食の形態】

　学校給食法施行規則第１条

この法律は、学校給食が児童及び生徒の心身の健全な発達に資するものであり、かつ、児童及び生

徒の食に関する正しい理解と適切な判断力を養う上で重要な役割を果たすものであることにかんがみ、

学校給食及び学校給食を活用した食に関する指導の実施に関し必要な事項を定め、もつて学校給食

の普及充実及び学校における食育の推進を図ることを目的とする。

学校給食を実施するに当たつては、義務教育諸学校における教育の目的を実現するために、次に

掲げる目標が達成されるよう努めなければならない。

一 適切な栄養の摂取による健康の保持増進を図ること。

二 日常生活における食事について正しい理解を深め、健全な食生活を営むことができる判断力を

培い、及び望ましい食習慣を養うこと。

三 学校生活を豊かにし、明るい社交性及び協同の精神を養うこと。

四 食生活が自然の恩恵の上に成り立つものであることについての理解を深め、生命及び自然を

尊重する精神並びに環境の保全に寄与する態度を養うこと。

五 食生活が食にかかわる人々の様々な活動に支えられていることについての理解を深め、勤労を

重んずる態度を養うこと。

六 我が国や各地域の優れた伝統的な食文化についての理解を深めること。

七 食料の生産、流通及び消費について、正しい理解に導くこと。

この法律で「学校給食」とは、前条各号に掲げる目標を達成するために、義務教育諸学校において、

その児童又は生徒に対し実施される給食をいう。

※完全給食について

具体的には主食、副食、牛乳がセットで「完全給食」とされ、かつ、食材費相当を保護者負担、

その他の経費を公費負担とする。このため、全額保護者負担となる中学校ランチサービスは

「給食」ではなく「昼食」に位置付けられる。

完全給食を実施する場合、その給食調理業務を行う形態については、以下の実施方式

が採用されている。

※学校給食法第１１条では、義務教育諸学校の設置者負担について、人件費、施設・設備（消

耗品等を含む）は設置者の負担とされ、それ以外（食材費等）は保護者の負担とされている。

給食内容がパン又は米飯（これら

に準ずる小麦粉食品、米加工食

品その他の食品を含む。）、ミル

ク及びおかずである給食をいう。

完全給食以外の給食で、給食内

容がミルク及びおかず等である

給食をいう。

給食内容がミルクのみである給

食をいう。

実施方式 概要等

1

2

3

4

単
独
校
調
理
場
方
式

共
同
調
理
場
方
式

親
子
方
式

デ
リ
バ
リ
ー
方
式

●自校調理方式ともいう

●学校敷地内に給食調理室を設置し、その中で調理したものを当該

学校の児童・生徒に提供する方式

●本市では、小学校113校・特別支援学校３校の完全給食でこの方式

を採用。中学校給食でこの方式を採用している主な政令市は、さいた

ま市、浜松市や岡山市など

●センター方式ともいう

●複数の学校の給食を一括して大量調理する方式として、共同調理

場方式という。大量調理された給食は、各学校へ配送される。

●中学校給食でこの方式を採用している主な政令市は、仙台市、千

葉市、静岡市、福岡市や熊本市など

●小学校の給食調理室で自校分の給食と中学校給食の調理を行

い、調理された給食を中学校へ配送する方式。もしくはその逆。

●中学校給食でこの方式を採用している主な政令市は、札幌市、北

九州市など

●民間調理業者に調理を委託する方式。民間調理場で調理された

給食は、各学校へ配送される。他都市の実施事例では、民間調理

業者により調理された給食は、弁当箱等によって各学校に配送され

る。

●中学校給食でこの方式を採用している主な政令市は、相模原市、

新潟市、名古屋市、京都市、大阪市、広島市など



年　　月 事　　項 備　　考

昭和29年6月 学校給食法の公布

昭和31年4月 学校給食法の一部改正 中学校にも適用

昭和38年6月 ミルク給食開始

平成 9年6月 川崎市中学校給食調査委員会の設置 中学校給食についての調査研究

平成11年3月 川崎市中学校給食調査委員会報告書 課題の提起

平成11年6月 川崎市中学校給食検討委員会の設置 中学校給食のあり方や方向性について検討

平成13年2月 川崎市中学校給食検討委員会報告書 中学校における昼食のあり方について

平成13年4月
川崎市中学校給食実施事業準備委員会の
設置

給食の試行に向けて準備を行う

平成13年10月 ２校でデリバリー方式による試行開始 京町中、高津中（給食として300円の食材費を保護者負担）

平成14年10月 ５校でデリバリー方式による試行開始
京町中、高津中、塚越中、玉川中、王禅寺中
（給食として300円の食材費を保護者負担）

平成15年4月
新デリバリー方式（５校）及びランチサービス
方式（２校）による試行開始

新デリバリー　京町中、高津中、塚越中、玉川中、王禅寺中
ランチサービス　有馬中、枡形中
（１食400円で全額保護者負担）

平成16年4月 ランチサービス（７校）の開始
京町中、塚越中、玉川中、高津中、有馬中、枡形中、王禅寺中
（１食400円で全額保護者負担）

平成17年1月 全校ランチサービス（51校）を開始
平成１６年７月 ９校、９月 ２５校、１０月 ２校、平成１７年１月 １８
校

平成19年6月 WEBシステムの導入 ２７校で実施

平成19年7月 ランチサービスに関するアンケートの実施 全校（５１校）、各学年1クラスで実施

平成20年4月
全校WEBシステム（はるひ野中を除く50校）の
導入

白山中学校と王禅寺中学校が統合し、王禅寺中央中学校とな
る。
はるひ野中学校が開校（PFI事業のためこのランチサービス事業
とは異なる）(５１校）

平成21年10月
　　～22年3月

新ランチサービス（低価格、複数メニュー4校）
の試行

４校（田島中、西中原中、菅生中、白鳥中）で実施

平成21年12月
　　～22年3月

新ランチサービス（低価格、複数メニュー5校）
の試行

５校（桜本中、中原中、枡形中、麻生中、王禅寺中央中）で実施

平成22年4月
新ランチサービス（低価格、複数メニュー50校）
を開始

はるひ野中を除く
（1食268円～400円、2種類～５種類）

平成25年９月

川崎市立中学校の昼食に係る経緯



平成22年6月 中学校ランチサービス事業検討委員会の設置
中学校ランチサービスの改善方策について検討
11月ランチサービスに関するアンケートを抽出20校で実施

平成23年3月 中学校ランチサービス事業検討委員会報告書 中学校ランチサービスの改善方策について

平成23年3月
「中学校ランチサービス事業検討委員会報告
書」を請けて、ランチサービスメニューの見直し

はるひ野中を除く
（1食290円～400円、2種類～４種類…弁当箱を使用しないメ
ニュー等）

平成24年8月
学校における食育推進検討会議作業部会（中
学校）設置

中学校における食育推進指導体制の整備の検討など

平成24年12月 温かいランチサービスの試行(1校) 京町中学校で試行開始

平成25年3月
学校における食に関する指導プラン（中学校
版）策定・配布

作業部会において検討した内容を各学校へ配布し周知を図っ
た

平成25年4月 温かいランチサービスの試行（8校）
平成24年12月開始の京町中に加え、桜本中、南加瀬中、玉川
中、橘中、平中、生田中、麻生中の計8校で実施



年度 平成１３年度 平成１４年度 平成１６年度～ 平成２０年度～ 平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度

方式 新デリバリー

実施校
（開始時期）

　京町　高津
　（13年10月～)

　塚越　玉川
  王禅寺
　(14年10月～)

　京町　高津
　塚越　玉川
　王禅寺

　有馬　枡形
　(15年6月～)

　京町　塚越  玉川
　高津　有馬　枡形
　王禅寺
　(16年4月～)
全市立中学校　51校
　（17年１月～）

温かいランチの
　　　　　　　試行
　京町
　（24年12月～）

温かいランチの
　　　　　　　試行
　京町　桜本
　南河原　玉川
　橘　平　生田
　麻生
　（25年4月～）

献立作成

食材調達

弁当箱等

調理・配達
回収･洗浄

配膳室
保管室

予約方法

検食･保存食

１食単価

・1食単価
　268円～400円
・全額保護者
　負担

　・業者が１ヶ月単位で取りまとめる
　・当日注文も可

　検食・保存食は業者が行う

・1食単価290円～390円
・全額保護者負担

　事務補助員が１ヶ月単位で取りまとめる 　業者が１ヶ月単位で取りまとめる

　・冷凍庫を設置し、保存食を２週間
　　保管
　・生徒が食べる前に校長が検食を
　　行う

　・1食単価573円
　・食材料相当額300円を給食費と
　　して保護者負担とし、調理委託
　　料の273円を市が負担する

　・1食単価400円
　・全額保護者負担

　・市が調達
　・仕様については（財）川崎市学校
　　給食会の規格･基準による

　市が調達（弁当容器を業者に預ける） 　業者が調達（使い捨て容器は不可）

　配膳室を設置し、弁当箱の管理を行う

　・業者が調達
　・仕様については市の規格・基準による

　弁当箱ではないメニューも有り

　業者

　保管室(配膳室の1/2ｽﾍﾟｰｽ)を設置し、弁当箱の管理を行う

中学校ランチサービスの導入の経過

平成１５年度

デリバリー

　市立中学校50校
　（はるひ野中を除く）

　教育委員会の栄養士が作成する

ランチサービス

　・業者が献立を作成
　・教育委員会の栄養士が指導する

資料１



平成２５年５月

全員喫食
家庭からの
弁当との
選択制

1 札幌市 97 97
自校調理方式　２１校
親子調理方式　７６校（親３８校、子３８校）

2 仙台市 64 64
自校調理方式　１１校
親子調理方式　　１校（子）
センター方式　　５２校

3 さいたま市 57 57
自校調理方式　５２校
親子調理方式　　２校（子）
センター方式　　  ３校

4 千葉市 56 56 センター方式　５６校

5 川崎市 51 51 ○ 中学校ランチサービス事業　５１校

6 横浜市 147 ＊　147

    　業者による校内での弁当販売　８６校
    　業者による校内でのパン販売　１０校
＊ 　業者による校内での弁当とパン販売　１０校
    　自動販売機でのごはん・パン販売　１３校
    　学食の利用可　１校（高校附属中）
    　家庭からの弁当のみ　２７校

7 相模原市 37 7 ※　30
センター方式　７校
※デリバリー方式　３０校

8 新潟市 58 30 ※　28

自校調理方式　８校
親子調理方式　１校（子）
センター方式　２０校
※デリバリー方式　２９校(内1校は全員喫食）

9 静岡市 43 32 ※　11

自校調理方式　１校
親子調理方式　１校(子）
センター方式　３０校
※デリバリー方式　１１校

10 浜松市 48 48
自校調理方式　３５校
親子調理方式　 １校（子）
センター方式　 １２校

11 名古屋市 111 1 ※　109 ＊　1
自校調理方式　３校（※２校）
※デリバリー方式　１０７校
＊児童福祉施設内の食堂　1校

12 京都市 73 5 ※　66 ＊　1 ＊　1

親子調理方式　５校(子：全て校舎併設校）
※デリバリー方式　６６校
＊高校附属中は食堂で昼食を提供　1校
＊家庭からの弁当のみ　1校

13 大阪市 130 ※　97 ＊　33 ○

※デリバリー方式…平成２４年９月より配膳室の整備等条件の
   整った中学校から段階的に開始しており、現在９７校で実施。
＊隣接する児童福祉施設の入所生徒が通学しているため、施
   設が食事を提供　２校
昼食提供事業　３１校

14 堺市 43 43 ○ ランチサポート事業　４３校

15 神戸市 82 82 ○

中学校弁当販売事業　７０校
校内での弁当販売　３校
校内でのパン販売　７校
家庭からの弁当のみ　２校

16 岡山市 38 36 ＊　2

自校調理方式　２４校
親子調理方式　 １校(親）
センター方式 　１１校
＊　　児童自立支援施設の食堂で食べている　１校
　　　 家庭からの弁当と校内パン販売　1校

17 広島市 64 21 ※　43

自校調理方式　５校
親子調理方式　３校（子）
センター方式　１３校
※デリバリー方式　４３校

18 北九州市 62 62 親子調理方式　６２校(子）

19 福岡市 69 69
自校調理方式　４校
センター方式　６５校

20 熊本市 42 42
自校調理方式　２校
親子調理方式　２校（子）
センター方式　３８校

完全給食
ミルク
給食

未実施

平成２５年度政令市における中学校給食の状況

政令指定都市名 学校数

給食の形態

給食以外
の

昼食提供
備　　考

資料２



平成２５年５月

全員喫食
家庭からの
弁当との
選択制

1 横 浜 市 147 147 ○

2 川 崎 市 51 51 ○

3 相模原市 37 7 ※ 30 センター方式　７校
※デリバリー方式　３０校

4 横須賀市 23 23 ○

5 平 塚 市 15 15 ○

6 鎌 倉 市 9 9 ○

7 藤 沢 市 19 19 ○

8 小田原市 11 11 センター方式　１１校

9 茅ヶ崎市 13 13

10 逗 子 市 3 3

11 三 浦 市 4 4 センター方式　４校

12 秦 野 市 9 9 ○

13 厚 木 市 13 13 センター方式　１３校

14 大 和 市 9 9 センター方式　９校

15 伊勢原市 4 4 ○

16 海老名市 6 ※ 6 ※デリバリー方式　６校

17 座 間 市 6 6 ○

18 南足柄市 3 3 自校調理方式　３校

19 綾 瀬 市 5 5 センター方式　５校

20 葉 山 町 2 2 ○

21 寒 川 町 3 3 ○

22 大 磯 町 3 2 ○ ３校のうち分校1校は、施設内での食事（給食等調査か
らは除く）

23 二 宮 町 2 2 センター方式　２校

24 中 井 町 1 1 センター方式　１校

25 大 井 町 1 1 センター方式　１校

26 松 田 町 2 2 自校調理方式　２校

27 山 北 町 3 3 自校調理方式　１校
センター方式　２校

28 開 成 町 1 1 自校調理方式　１校

29 箱 根 町 1 1 自校調理方式　１校

30 真 鶴 町 1 1

31 湯河原町 1 1

32 愛 川 町 3 ※ 3 ※デリバリー方式　３校

33 清 川 村 2 2 センター方式　２校

413 65 39 161 147

備　　考

県内市町村の中学校給食の状況

市町村名 学校数

給食の形態

給食以外
の

昼食提供

合　　計

完全給食
ミルク
給食 未実施

資料３



1 東京ガス　エコクッキング ６月１２日（金） 平間小学校 ５年生
・水の使用を控え、ゴミの量を最小限にした
　イタリアン卵スープ作り

76
児童　　　　　　　　７１人
学級担任　　 　　　　２人
東京ガス　　　　 　　３人

東京ガス

2 カルビースナックスクール ６月１９日（木）
下布田小学校
家庭科室

６年生
・お菓子に関する知識
・消費エネルギーについて
（1日の量と時間表示の見方）

92
児童　　　　　　　８５人
教員　　　　　　　　５人
カルビー　　　　　２人

カルビー東日本事業本部

3 野菜を育てよう ５月３０日（水）～
南生田小学校
（学級園）

特別支援級 ・野菜の苗の植え付けと栽培 21
支援級児童　　　１４人
担任　　　　　　　　 ６人
農業指導者 　　　１人

地域の農業従事者

4
生活科
大きくなあれ
野菜を育てよう

５月３０日（水）～
南生田小学校
（学級園）

１年生 ・野菜の苗の植え付けと栽培 189
児童　　　　　　　１８２人
担任　　　　　　　　 ６人
農業指導者 　　　１人

地域の農業従事者

5
生活科
ぐんぐんそだて
野菜を育てよう

５月３０日（水）～
南生田小学校
（学級園）

２年生 ・野菜の苗の植え付けと栽培 189
児童　　　　　　　１８２人
担任　　　　　　　　 ６人
農業指導者 　　　１人

地域の農業従事者

6
総合
ナントビー米づくりに挑戦

６月１１日（月）～
南生田小学校
ビオトープ（田圃）

５年生 ・田植え（稲作の体験） 171
児童　　　　　　１６２人
担任　　　　　　　　 ６人
農業指導者 　　　３人

JA川崎

7 さつまいもを育てよう ６月１２日（火）～
南生田小学校
（学級園）

特別支援級 ・さつまいもの植え付けと栽培 21
支援級児童　　　１４人
担任　　　　　　　　 ６人
農業指導者 　　　１人

地域の農業従事者

8
生活科
大きくなあれ
さつまいもを育てよう

６月１２日（火）～
南生田小学校
（学級園）

１年生 ・さつまいもの植え付けと栽培 189
児童　　　　　　　１８２人
担任　　　　　　　　 ６人
農業指導者 　　　１人

地域の農業従事者

9
生活科
ぐんぐん育て
さつまいもを育てよう

６月１２日（火）～
南生田小学校
（学級園）

２年生 ・さつまいもの植え付けと栽培 189
児童　　　　　　　１８２人
担任　　　　　　　　 ６人
農業指導　　 　　　１人

地域の農業従事者

10
家庭科
エコクッキング

６月
南生田小学校
家庭科室

５年生 ・地球にやさしい調理実習 171
児童　　　　　　１６２人
担任　　　　　　　　 ６人
農業指導　　 　　　３人

東京ガス

11
社会科
ゴミのゆくへ

６月２９日（金）
南生田小学校
体育館

４年生
・ゴミのゆくえ
・ゴミの分別について
・３Rの実践について

182
児童　　１６４人
教員　　　　　　　　６人
北部生活環境局　１２人

生活環境局
北部処理センター

12 サツマイモ栽培 ５月２４日（木）
金程小学校
ふれあい農園

１年生
２年生

・サツマイモの苗植え付け 150
児童　１２９人
教員　　６人
保護者地域　１５人

学校運営協議会

13 米作り ５月２４日（木）
金程小学校
校内水田

５年生 ・水田の代掻き 94
児童　７８人
教員　　６人
保護者地域　１０人

学校運営協議会

14 米作り ６月１２日（火）
金程小学校
校内水田

５年生 ・田植え 94
児童　７８人
教員　　６人
保護者地域　１０人

学校運営協議会

15 カレーパーティーをしよう ６月２０日（水）
金程小学校
ふれあい農園

あおぞら級児童 ・食材のジャガイモ収穫 32
児童　１６人
教員　　６人
保護者地域　１０人

学校運営協議会

参加人数
　　　(人）

参加者内訳 連携した団体等

平成２４年度　食育関連事業実施について

事業名 日時 場所 対象 内　　　容

1

資料４



16 家庭教育学級 ６月２７日（水）
橘中学校
調理室

PTA
ふれあいクッキング
・料理講習会

36
保護者　　　　　　　　　　３４人
ふれあいクッキング局　２人

日本食糧新聞社
ふれあいクッキング局

17 健康教育（特別活動） ６月２９日（金） 宮崎中学校 ２年生
・授業　バランスのよい食事ー朝食を通して
・試食　身近にある食材を使って作る野菜
　　　　　スープ

362

生徒　３１０人　教員　１６人
栄養士　１０人
保護者　１０人
食生活改善推進員　１６人

宮崎栄養応援団
食生活改善推進員

18 エコクッキング
６月５日（火）
６月６日（水）

麻生中学校
調理室

２年生 ・エコクッキング　エコのみ焼き 144
生徒　　　　　　　１４０人
教員　　　　　　　　　１人
東京ガス　　　　　　３人

東京ガス

19 学校給食を味わう １１月２０日（火） 新町小学校 地域の方 ・給食試食と学校教育について 10
地域の方　　　　　　　　１０人
（学校教育推進会議参加者）

学校教育推進会議

20
 食育コミュニティ
　「さんままつり」

９月３０日（日）
南河原小学校
校庭

全校児童
保護者

・南部市場から提供された２５０匹のさんまを
　校庭で焼き、親子で試食する（南部市場の
　職員が焼き、参加者は作業を見学）
・希望者は、七輪を使って自分でさんまを焼
　く体験を行う
・魚○×クイズ
・南部市場の職員による、さんまの話（産地・
　おいしいさんまの見分け方など）

201

児童　　　　　　　　　　 ７００人
教職員　　　　　　　　　　２２人
保護者　　　　　　　　　１０１人
南部市場の職員　　　　　８人

食育コミュニティ
南部市場
南河原小学校オヤジの会

21 ごはんでスーパー給食 １１月２０日（火） 古市場小学校 全校児童
・超人スーパーシェフ（山口利和さん）が、
　給食の献立をたて、給食室でいっしょに
　給食を作って、児童と交流。

454

児童　　　　　　　　　　 ３９８人
教職員　　　　　　　　　　３２人
市職員　　　　　　　　　　１３人
外部関係者　　　　　　　１１人

米穀安定供給確保支援機構
超人シェフ倶楽部
ＪＡセレサ川崎

22
カレーから考える
　　　　　毎日の食生活

７月９日(月)
戸手小学校
家庭科室

５年生
（クラスごとに実施）

・毎日の食事を見直してみよう。
・バランスってナンだろう？
・意外と知らないカレーのこと(スパイス)

148
児童　　　　　　　　　　１４０人
担任　　　　　　 　　　　　　４人
東京ガス職員 　　　　　　４人

ハウス食品
東京ガス

23 我が家の自慢料理募集
７月２日(月)～
　　　　１３日(金)

戸手小学校 全家庭
・家庭で喜ばれているかながわ県産品を
　使用した料理の募集し、紹介する

600世帯 保護者・児童
神奈川県
学校栄養士協議会

24 学校教育推進会議 １１月３０日(金)
下作延小学校
校長室・各教室

学校教育推進委員
・給食の試食
・学校給食について

14

PTA役員　　　　　　　　１人
町会長　 　　　　　　　　６人
主任児童員 　　　　　　１人
民生委員　　　　　　　　６人

学校教育推進会議

25 さつまいもを収穫しよう
１０月２５日（木）
１０月３０日（火）
１０月３１日（水）

菅生小学校
学校菜園
本校家庭科室

特別支援学級児童
１年生

・特別支援学級児童
　さつまいもの収穫（１０／２５）
　調理実習-スイートポテト作り-（１０／３０）
・１年児童
　さつまいもの収穫（１０／３１）
　お世話になっている６年生にプレゼント

113 児童　　　　　　　　　　１１３人 地域の生産者の方

26
総合的な学習の時間
「和の心」

７月１８日（水）
南生田小学校
図書室

６年生
・室町文化を体験しよう
・お茶の作法を知ろう

86
児童　　　　　　　　　　　８０人
教職員　　　　　　　　　　 ５人
茶道指導者　　　　　 　  １人

地域の茶道指導者

27 ピザパーティーをしよう ８月２９日（水）
南生田小学校
あおば学習室

特別支援級 ・育てた夏野菜をおいしく食べよう 34
支援級児童　　　　　　１４人
教職員　　　　　　　　　   ６人
農業指導者　　　　　　　１人

地域の農業従事者

連携した団体等内　　　容
参加人数
　　　(人）

参加者内訳事業名 日時 場所 対象

2



28 だいこんを育てよう ９月～
南生田小学校
学級園

特別支援級 ・種まき、水やり、間引き、草取り 21
支援級児童　　　　　　１４人
教職員　　　　　　　　　   ６人
農業指導者　　　　　　　１人

地域の農業従事者

29 のらぼうなを育てよう ９月～
南生田小学校
学級園

特別支援級 ・植えつけ、水やり、草取り 21
支援級児童　　　　　　１４人
教職員　　　　　　　　　   ６人
農業指導者　　　　　　　１人

地域の農業従事者

30
生活科
「ナントビーたんけんたい」

９月～
南生田小学校
地域

２年生 ・町探検 775

児童　　　　　１７９人×３回
教職員　　　　　  延べ１８人
保護者　 　　　延べ１６０人
地域の方 　　　 延べ６０人

地域の商店

31
社会科
「私たちの買い物」

９月～
南生田小学校
地域

３年生 ・スーパー見学 164
児童　　　　　　　　　　１５５人
教職員　　　　　　　　　　 ８人
スーパーの方　 　　 　　１人

地域のスーパー

32
社会科
「調べよう物をつくる仕事」

１０月～
南生田小学校
地域

３年生 ・地域の畑の見学 164
児童　　　　　　　　　　１５５人
担任　　　　　　　　　　　　８人
地域の農業従事者　　 １人

地域の農業従事者

33
生活科
「秋を感じよう」

１１月２０日（火）
南生田小学校
家庭科室
学級

１年生 ・さつまいもをたべよう 192
児童　　 　　　　         １７９人
教職員　　　　　　      　 １２人
農業指導者       　　　  　１人

地域の農業従事者

34 さつまいもパーティをしよう １１月２１日（水）
南生田小学校
家庭科室

特別支援級
・調理実習
・なんでも食べよう

34
支援級児童　　　        １４人
教職員　　　　　　　　　　 ６人
保護者　　 　　　　　　　１４人

地域の農業従事者

35
生活科
「秋だよGO！」

１１月２２日（木）
南生田小学校
校庭（三角地）

２年生 ・さつまいもをたべよう 192
児童　　　　　　　　　　１７９人
教職員　　　　　　　　　 １２人
農業指導者        　　　　１人

地域の農業従事者

36 総合的な学習の時間
「ナントビー米収穫祭」

１１月
南生田小学校
家庭科室
学級

５年生
・ナントビー米を食べよう
・南生田保育園との交流

188

児童　　　　　　　　　　１６３人
教職員　　　　　　　　　　 ５人
南生田保育園生　　　１９人
保育士　　 　　　　　　　　１人

南生田保育園

37 クリスマスパーティをしよう １２月２１日（金）
南生田小学校
あおば学習室

特別支援級
・調理実習
・なんでも食べよう

37

支援級児童　　　　　　１４人
教職員　　　　　　　　　　 ６人
保護者　　 　　　　　　　１４人
地域の方　　　　　　　　　３人

地域の農業従事者

38 あおぞらカレーパーティー ７月１０日（火） 金程中学校
あおぞら級児童
(金程小学校）

・栽培した野菜を使い小中学生が一緒に
　調理し仲良く食べる

35
児童　　　　　　　　　　　２２人
教職員　　　　　　　　　１０人
保護者、地域の方　　　３人

金程中学校

39 米作り ９月２５日（火）
金程小学校
校内水田

５年生 水田への空気いれ 94
児童　　　　　　　　　　　７８人
教職員　　　　　　　　　　 ６人
保護者、地域の方　　１０人

学校運営協議会

40 大根を育てよう ９月１９日（水）
金程小学校
ふれあい農園

あおぞら級児童 ・大根の種まき 94
児童　　　　　　　　　　　１６人
教職員　　　　　　　　　 　６人
保護者、地域の方　　１０人

学校運営協議会

41 サツマイモを育てよう １０月１１日（木）
金程小学校
ふれあい農園

１年生
２年生

・2学年ペアでサツマイモを収穫する 143
児童　　　　　　　　　　１２７人
教職員　　　　　　　　　 　６人
保護者、地域の方　　１０人

学校運営協議会

42 米作り １０月１５日（月）
金程小学校
校内水田

５年生 ・稲刈りと天日干し 94
児童　　　　　　　　　　　７８人
教職員　　　　　　　　　　 ６人
保護者、地域の方　　１０人

学校運営協議会

日時 場所 対象 内　　　容
参加人数
　　　(人）

参加者内訳 連携した団体等事業名

3



43 サツマイモを育てよう １１月２日（金）
金程小学校
校内ホール

１年生
・サツマイモ感謝祭を行い、お世話になった
　方々を招待する

70
児童　　　　　　　　　　　５８人
教職員　　　　　　　　　 　２人
保護者、地域の方　　１０人

学校運営協議会

44 米作り 1１月９日（金）
金程小学校
校内ピロティー

５年生 ・脱穀と籾摺り 94
児童　　　　　　　　　　　７８人
教職員　　　　　　　　　　 ６人
保護者、地域の方　　１０人

学校運営協議会

45 のらぼう菜を育てよう １２月４日（火）
金程小学校
ふれあい農園

３年生 ・のらぼう菜の間引き 96
児童　　　　　　　　　　　８２人
教職員　　　　　　　　　　 ４人
保護者、地域の方　　１０人

学校運営協議会

46 米作り １２月１４日（金）
金程小学校
校内ホール

５年生
・育てた米を使っての調理
・お世話になった方々を招いての収穫祭

94
児童　　　　　　　　　　　７８人
教職員　　　　　　　　　　 ６人
保護者、地域の方　　１０人

学校運営協議会

47 万福寺ニンジンの収穫 １２月２０日（木）
金程小学校
校内農園

環境美化委員会
児童

・万福寺ニンジンの収穫 26
児童　　　　　　　　　　　１６人
教職員　　　　　　　　　 　４人
保護者、地域の方　　　６人

学校運営協議会

48 万福寺ニンジン品評会 １２月２３日（日）
麻生市民館
（金程小学校）

環境美化委員会
児童

・万福寺ニンジン品評会参加 12
児童　　　　　　　　　　　  ５人
教職員　　　　　　　　　　４人
保護者、地域の方　　　３人

学校運営協議会

49 第一回家庭教育学級 ６月２５日（月）
高津市民館
１１階 料理室
（高津中学校）

高津中学校PTA ・自家製酵母生地で作るピザ教室 35 保護者　　 　　　　　　　３５人
高津中学校PTA
成人委員会

50 ふれあいフェスティバル １１月１７日（土） 高津中学校
全校生徒
PTA
地域の方々

・模擬店を設けて昼食をとることで、学校、
　生徒、家庭、地域の方々との交流を深
　める。

927
生徒　　　　　　　　　　４４２人
保護者、地域の方　４５０人
教職員　　　　 　　　　　３５人

高津中学校PTA
SELF

51 食育講演会 １０月２６日（金）
橘高等学校
マルチホール

スポーツ科1～3年
運動部　希望者

食に対する意識を高め、より良い食の選択ができ
る力を養う。
・食物と体の関係　・スポーツ栄養のポイント
・何をどれだけ食べればよいの　・スポーツ
　栄養の現状　・食事トレー二ング ・体作り
　の基本

320
スポーツ科生徒　　 １２０人
運動部生徒　　　 　　２００人
スポーツ管理栄養士

・中原区保健福祉セ
　ンター
・スポーツプログラムス
（スポーツ管理栄養士）

52
学校教育推進会議
（学校保健委員会）

８月２５日(土）
川崎高等学校
図書室

生徒代表（全日制・定
時制）
保護者
同窓会
町内会

・免疫力を高めるも身近な食品の紹介に
　ついて
・定時制生徒の体型・体格と食生活との関
　連性について

19
管理職、
生徒代表（全日制・定時制）
ＰＴＡ、同窓会、町内会長

同窓会

53
おでんパーティー
（こんにゃく手作り）

１月
南生田小学校
家庭科室

支援級
・育てたこんにゃくいもからこんにゃくを作る。
・こんにゃく、育てた大根を使っておでんを
　作る

34
支援級児童　　１４人
教師　　　　　      ６人
保護者　　　　　１４人

地域の農業従事者
（当日は不参加だった）

54 交流給食（三田保育園） ２月６日（水）
南生田小学校
教室

１年生 小学校体験・交流 94
児童　　　　　　　　　　　６１人
保育園生　　　　　　　　２８人
担任（保育園含む）　　　５人

保育園

55 交流給食（生田保育園） ２月７日（木）
南生田小学校
教室

１年生 小学校体験・交流 85
児童　　　　　　　　　　　５９人
保育園生　　　　　　　　２１人
担任（保育園含む）　　　５人

保育園

56
交流給食
（太陽の子保育園）

２月８日（金）
南生田小学校
教室

１年生 小学校体験・交流 100
児童　　　　　　　　　　　６１人
保育園生　　　　　　　　３４人
担任（保育園含む）　　  ５人

保育園

事業名 日時 場所 対象 内　　　容
参加人数
　　　(人）

参加者内訳 連携した団体等
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57 交流給食（西三田幼稚園） ２月１３日（水）
南生田小学校
教室

５年生 小学校体験・交流 264
児童　　　　　　　　　　１６１人
保育園生　　　　　　　　９２人
担任（保育園含む）　 １１人

幼稚園

58 南生田昔探検隊 ２月
南生田小学校
教室・地域

３年生 地域のお店の今と昔 160
児童　　　　　　　　　　１５４人
教師　　　　　　　　　　　　６人
地域の方々

地域の方々

59 季節が変わっていくよ ２月１４日（木）
南生田小学校
体育館

２年生 もちつき 166
児童　　　　　　　　　　１７７人
教師　　　　　　　　　　　　８人
地域の方々　　 　　　　１０人

地域の方々

60 南生田小紹介 ２月
南生田小学校
教室

５年生 パンフレット作成 177
児童　　　　　　　１６１人
教師　　　　　　　　   ６人
地域の方　　 　　　約１０人程度

保育園・幼稚園

61 富良野塾・林原先生講演会 ３月１日（金）
南生田小学校
体育館

５年生
講演会（環境と食・エコ）

166
児童　　　　　　　　　　１６１人
教師　　　　　　　　　　　　 ５人
富良野塾副塾長　　 　　１人

富良野塾

62 あおぞらうどんうち
１月２４日（木）
9:00－10:20

金程小学校
家庭科室

あおぞら級児童 ・地元小麦を使用したうどん打ち体験 28
児童　１４人
教員　　６人
保護者地域　６人

学校運営協議会

63 老人会交流給食
３月１日（金）
12:30－23:00

金程小学校
教室

２年生 地域の高齢者と児童の交流給食 97
児童　７３人
教員　　４人
保護者地域　２０人

学校運営協議会
ながら会

64 大根を育てよう
３月９日（土）
9:00－12:20

麻生市民館 あおぞら級児童
・万福寺ニンジンの収穫栽培活動について
　発表

12
児童　５人
教員　　４人
保護者地域　３人

学校運営協議会

65 サツマイモを育てよう
３月２１日（木）
9:00－11:30

金程小学校
ふれあい農園

３年生 ・のらぼう菜の収穫と調理 96
児童　８２人
教員　　４人
保護者地域　１０人

学校運営協議会

66
学校教育推進会議
（学校保健委員会）

３月２日(土）
川崎高等学校
図書室

生徒代表（全日制・定
時制）、保護者、同窓
会、町内会

・免疫力を高める栄養素の紹介について
・保健室来室生徒の食生活について

19
管理職、生徒代表（全日制・定
時制）ＰＴＡ、同窓会、町内会長

同窓会

参加者内訳 連携した団体等事業名 日時 場所 対象 内　　　容
参加人数
　　　(人）
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