令和元年度「きょうと食いく先生」等食育活動実績
～京都府経費支出分～
学校数等
幼稚園・保育所

児童・生徒数
１３園

６２１名

小学校

１１１校

４，２５６名

中学校
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６４名
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１６団体

６４２名

１７８園・校（団体）

７，１１４名

合計

◆舞鶴市立大浦小学校
支援者：森 剛 氏（舞鶴市）
開催日：令和元年５月２４日
対 象：３年生 １１名
内 容：万願寺甘とうの学習と苗植え
◆宇治市立平盛小学校
支援者：荒木 徳雄 氏（宇治市）
開催日：令和元年５月２７日
対 象：１，２年生 ４３名
内 容：さつまいもの苗植え
◆舞鶴市立倉梯小学校
支援者：大月 輝明 氏（舞鶴市）
開催日：令和元年５月２８日
対 象：３年生 ８０名
内 容：万願寺甘とうについて
◆舞鶴市立池内小学校
支援者：岡安 賢治 氏（舞鶴市）
開催日：令和元年５月３０日
対 象：４年生 ６名
内 容：万願寺甘とうについて
◆舞鶴市立岡田小学校
支援者：添田 潤 氏（舞鶴市）
開催日：令和元年５月３１日
対 象：４年生 ２０名
内 容：万願寺甘とうについて
◆京都市立松原中学校
支援者：平田 宗子 氏（京都市）
開催日：令和元年６月４日
対 象：２年生 ８５名
内 容：京の食文化の講話、京野菜を使った調理実習

◆宮津市立日置保育園
支援者：安田 清美 氏（宮津市）
開催日：令和元年６月５日
対 象：園児 １０名
内 容：昔ながらのお菓子づくりの調理実習
◆舞鶴市立中筋小学校
支援者：村尾 武 氏（舞鶴市）
開催日：令和元年６月６日
対 象：３年生 ９０名
内 容：万願寺甘とうについて
◆京丹後市立弥栄小学校ＰＴＡ
支援者：梅本 修 氏（京丹後市）
開催日：令和元年６月８日
対 象：１年生児童の保護者２６名
内 容：食育の講話
◆京丹波町立瑞穂小学校
支援者：松野 堯俊 氏（京丹波町）
開催日：令和元年６月１１日
対 象：３年生 ２１名
内 容：黒豆についての学習
◆京丹後市立橘小学校 食文化クラブ
支援者：宮本 淳子 氏（京丹後市）
高田日出子 氏（京丹後市）
開催日：令和元年６月１２日
対 象：４年生～６年生１４名
内 容：地元食材を使った調理実習
◆京丹後市立大宮中学校
支援者：梅本 修 氏（京丹後市）
開催日：令和元年６月１４日
対 象：１年生９３名
内 容：丹後について食の視点から学ぶ
◆網野町ウィークエンド事業推進協議会
支援者：高田日出子 氏（京丹後市）
宮本 淳子 氏（京丹後市）
開催日：令和元年６月１５日
対 象：小学校２年～６年生他３９名
内 容：食育についての講話と朝食づくりの調理実習
◆京丹後市立いさなご小学校
支援者：野木 武 氏（京丹後市）
開催日：令和元年６月１８日
対 象：５年生 ３９名
内 容：京丹後市の米づくりについて

◆京丹波町立須知幼稚園
支援者：永井 吉幸 氏（京丹波町）
開催日：令和元年６月１８日
対 象：園児 ２５名
内 容：サツマイモの苗植え
◆京都府立南山城支援学校
支援者：精華町山田区実行組合 吉岡
開催日：令和元年６月１９日
対 象：小学部～高等部 ４９名
内 容：農業体験（田植え）の学習

智

氏

◆舞鶴市立由良川小学校
支援者：添田 潤 氏（舞鶴市）
開催日：令和元年７月３日
対 象：２年生 １２名
内 容：万願寺甘とうについて
◆亀岡市立保育所給食研究会
支援者：廣瀬 康二 氏（南丹市）
開催日：令和元年７月４日
対 象：公立保育所の給食調理員等 １６名
内 容：食を支える包丁についての学習
◆舞鶴市立与保呂小学校
支援者：武田 敏和 氏（舞鶴市）
開催日：令和元年７月４日
対 象：３年生 １８名
内 容：万願寺甘とうについて
◆舞鶴市立福井小学校
支援者：久保 篤史 氏（舞鶴市）
開催日：令和元年７月４日
対 象：３年生 １８名
内 容：万願寺甘とうについて
◆京丹後市立橘小学校 食文化クラブ
支援者：宮本 淳子 氏（京丹後市）
高田日出子 氏（京丹後市）
開催日：令和元年７月５日
対 象：４年生～６年生 １４名
内 容：地元食材を使った調理実習
◆舞鶴市立朝来小学校
支援者：大石 昌矗 氏（舞鶴市）
開催日：令和元年７月８日
対 象：３年生 ２０名
内 容：万願寺甘とうについて

他（精華町）

◆舞鶴市立志楽小学校
支援者：森 剛 氏（舞鶴市）
開催日：令和元年７月８日
対 象：５年生 ５４名
内 容：万願寺甘とうについて
◆宇治市立西大久保小学校
支援者：内輪 智昭 氏（宇治市）
開催日：令和元年７月８日
対 象：２年生 ５５名
内 容：とうもろこしの皮むき
◆舞鶴市立余内小学校
支援者：岡安 賢治 氏（舞鶴市）
開催日：令和元年７月１６日
対 象：３年生 ５６名
内 容：万願寺甘とうについて
◆京都府立城陽支援学校
支援者：上田 悟史 氏（宇治市）
開催日：令和元年７月１６日
対 象：中学部２～３年生 ５名
内 容：和菓子づくり
◆舞鶴市立中舞鶴小学校
支援者：大月 輝明 氏（舞鶴市）
開催日：令和元年７月１７日
対 象：３年生 ４６名
内 容：万願寺甘とうについて
◆与謝地方学校給食研究会
支援者：鈴木 和女 氏（与謝野町）
開催日：令和元年７月２５日
対 象：与謝地方学校・センター栄養教諭、栄養職員、給食調理員
内 容：出汁を活用した和食の調理実習
◆友岡こども園
支援者：湯川 美栄子 氏（長岡京市）他６名
開催日：令和元年７月２７日
対 象：園児 ２２名
内 容：親子料理講習会
◆京丹後市小学校研究会
支援者：嶋田 善文 氏（舞鶴市）
開催日：令和元年７月３１日
対 象：教職員 １８名
内 容：出汁を使った調理実習

３８名

◆京都市立西院中学校
支援者：松尾 美知枝 氏（京都市）
五十川 喜子 氏（京都市）
金原 康代
氏（京都市）
金森 麻子
氏（京都市）
開催日：令和元年８月２日
対 象：１年生～３年生の各クラスのリーダー ５３名
内 容：食品ロスの削減に向けた食材管理、防災時対応の調理講習
◆京都市立上鳥羽小学校
支援者：村田 治夫 氏（京都市）
開催日：令和元年８月２７日
対 象：３年生 ６２名
内 容：九条ねぎの土づくり
◆ＪＡ京都やましろ女性部
支援者：山本 紗弥香 氏（京都市）
開催日：令和元年８月２８日
対 象：会員等 ８０名
内 容：食品ロス削減に向けた冷蔵庫の整理、収納について
◆舞鶴市立中筋小学校
支援者：田中 まり 氏（舞鶴市）
開催日：令和元年９月３日
対 象：１、２、４、５年生 ４名
内 容：佐波賀だいこんの作付
◆舞鶴市立佐賀小学校
支援者：大島 辰男 氏（福知山市）
開催日：令和元年９月４日
対 象：３、４年生 ６名
内 容：ぶどうの収穫
◆舞鶴市立吉原小学校
支援者：村尾 武 氏（舞鶴市）
開催日：令和元年９月５日
対 象：３年生６名
内 容：万願寺甘とうについて
◆舞鶴市立由良川小学校
支援者：田中 まり 氏（舞鶴市）
開催日：令和元年９月６日
対 象：３、４年生 １２名
内 容：佐波賀だいこんの作付
◆宮津市立宮津小学校
支援者：本藤 靖 氏（宮津市）
開催日：令和元年９月６日
対 象：５年生 ７６名
内 容：宮津湾における漁業について

◆舞鶴市立池内小学校
支援者：田中 まり 氏（舞鶴市）
開催日：令和元年９月１０日
対 象：１、２年生 １３名
内 容：佐波賀だいこんの作付
◆舞鶴市立池内小学校
支援者：岡安 賢治 氏（舞鶴市）
開催日：令和元年９月１３日
対 象：４年生７名
内 容：万願寺甘とうについて
◆京丹後市立丹後中学校
支援者：宮本 淳子 氏（京丹後市）
開催日：令和元年９月１８日
対 象：１年生２７名
内 容：丹後の伝統的な食について
◆福知山市立佐賀小学校
支援者：油利 三男 氏（福知山市）
開催日：令和元年９月１９日
対 象：５年生 ４名
内 容：稲刈り
◆舞鶴市立三笠小学校
支援者：大月 輝明 氏（舞鶴市）
開催日：令和元年９月２０日
対 象：４年生３１名
内 容：万願寺甘とうについて
◆舞鶴市立三笠小学校
支援者：田中 まり 氏（舞鶴市）
開催日：令和元年９月２０日
対 象：２年生３０名
内 容：佐波賀だいこんの作付体験
◆舞鶴市立高野小学校
支援者：岡安 賢治 氏（舞鶴市）
開催日：令和元年９月２５日
対 象：３年生１５名
内 容：万願寺甘とうについて
◆宇治市立木幡中学校
支援者：上田 悟史 氏（宇治市）
開催日：令和元年９月２６日
対 象：１年生～３年生 計６４名
内 容：和菓子づくり
◆京都府立北嵯峨高等学校
支援者：西田 浩二 氏（亀岡市）
開催日：令和元年９月２６日
対 象：３年生
２１名
内 容：地元食材を利用した和風献立の調理実習

◆舞鶴市立大浦小学校
支援者：森 剛 氏（舞鶴市）
開催日：令和元年９月２７日
対 象：１、２年生 １５名
内 容：佐波賀だいこんの作付
◆京都府立鴨沂高等学校
支援者：打田 学市 氏（京都市）
開催日：令和元年９月２８日
対 象：１年生 ２０名
内 容：京漬物づくり
◆京都府立北嵯峨高等学校
支援者：西田 浩二 氏（亀岡市）
開催日：令和元年９月３０日
対 象：３年生
２０名
内 容：地元食材を利用した和風献立の調理実習
◆京田辺市立培良中学校
支援者：木戸 明美 氏（木津川市）
三室 久枝 氏（京都市）
開催日：令和元年１０月２日
対 象：１年生 ８３名
内 容：思春期の栄養バランスと朝食についての講義
◆舞鶴市立新舞鶴小学校
支援者：佐藤 正之 氏（舞鶴市）
開催日：令和元年１０月２日
対 象：３年生 ９３名
内 容：佐波賀だいこんについて
◆舞鶴市立新舞鶴小学校
支援者：大石 昌矗 氏（舞鶴市）
開催日：令和元年１０月２日
対 象：３年生
９３名
内 容：万願寺甘とうについて
◆京丹後市立弥栄中学校
支援者：宮本 淳子
氏（京丹後市）
：高田 日出子 氏（京丹後市）
開催日：令和元年１０月２日
対 象：１年生
１５名
内 容：丹後ばら寿司等の調理実習
◆長岡京市立長岡第九小学校
支援者：湯川 美栄子 氏（長岡京市）
開催日：令和元年１０月４日
対 象：３年生 ７５名
内 容：地元の特産品のなすを使った調理実習

◆京都市立養正小学校
支援者：上田 孝博 氏（京都市）
：上田 悟史 氏（宇治市）
開催日：令和元年１０月７日
対 象：５年生
２９名
内 容：和菓子づくり
◆京都府立舞鶴支援学校
支援者：水口 澄子 氏（舞鶴市）
開催日：令和元年１０月８日
対 象：中学部 １～３年生 ９名
内 容：巻き寿司等の調理実習
◆京都府立城南菱創高等学校
支援者：上田 悟史 氏（宇治市）
開催日：令和元年１０月９日
対 象：アートミックス選択者 ３年生 ９名
内 容：総合芸術としての茶道 ― 和菓子づくり
◆京丹後市立大宮第一小学校 調理クラブ
支援者：大槻 喜宏 氏（与謝野町）
開催日：令和元年１０月１０日
対 象：５、６年生 １８名
内 容：和菓子づくり
◆福知山市立美鈴小学校 クラブ活動
支援者：森田 愛子 氏（福知山市）
和田 一栄 氏（福知山市）
開催日：令和元年１０月１０日
対 象：４～６年生 １４名
内 容：和食の調理実習
◆長岡京市立長岡第二中学校
支援者：西澤 浩美 氏（木津川市）
開催日：令和元年１０月１１日
対 象：２年生 １５５名
内 容：環境、フードマイレージについて
◆福知山市立庵我小学校
支援者：芦田 陽代 氏（福知山市）
：森田 愛子 氏（福知山市）
開催日：令和元年１０月１１日
対 象：１、２年生
２７名
内 容：収獲したさつまいもを使った調理実習
◆木津川市立加茂小学校
支援者：山崎 徳哉 氏（木津川市）
開催日：令和元年１０月１１日
対 象：３年生
３９名
内 容：宇治茶の飲み比べ学習

◆精華町立精北小学校
支援者：岩井 三郎 氏（精華町）
開催日：令和元年１０月１５日
対 象：１、２、３年生等
１７２名
内 容：さつまいもの収獲
◆精華町立精北小学校
支援者：岩井 三郎 氏（精華町）
開催日：令和元年１０月１５日
対 象：４年生、５年生
１０１名
内 容：稲刈り
◆福知山市立雀部小学校
支援者：芦田 陽代 氏（福知山市）
：森田 愛子 氏（福知山市）
開催日：令和元年１０月１５日
対 象：１年生２４名
内 容：和菓子づくり
◆福知山市立雀部小学校
支援者：芦田 陽代 氏（福知山市）
：森田 愛子 氏（福知山市）
開催日：令和元年１０月１５日
対 象：３年生２５名
内 容：和菓子づくり
◆舞鶴市立明倫小学校
支援者：岡安 賢治 氏（舞鶴市）
開催日：令和元年１０月１６日
対 象：３年生４８名
内 容：万願寺甘とうについて
◆福知山市立雀部小学校
支援者：芦田 陽代 氏（福知山市）
：檜木 靖子 氏（福知山市）
開催日：令和元年１０月１８日
対 象：１年生４８名
内 容：和菓子づくり
◆福知山市立雀部小学校
支援者：芦田 陽代 氏（福知山市）
：森田 愛子 氏（福知山市）
開催日：令和元年１０月２１日
対 象：３年生４９名
内 容：和菓子づくり
◆京都府立東舞鶴高等学校
支援者：椋本 和明 氏（舞鶴市）
開催日：令和元年１０月２３日
対 象：３年生３４名
内 容：収獲した米を使った調理実習

◆城陽市立富野小学校
支援者：大橋 敏裕 氏（宇治市）
：土肥 辰也 氏（宇治市）
：中原 茜
氏（宇治市）
開催日：令和元年１０月２３日
対 象：３年生１０３名
内 容：宇治茶の歴史や玉露の入れ方等の学習
◆福知山市立成仁小学校
支援者：芦田 陽代 氏（福知山市）
：森田 愛子 氏（福知山市）
開催日：令和元年１０月２３日
対 象：４年生２６名
内 容：調理実習
◆京都市立烏丸中学校
支援者：上田 孝博 氏（京都市）
開催日：令和元年１０月２３日
対 象：２年生 ４１名
内 容：和菓子づくり
◆福知山市立成仁小学校
支援者：芦田 陽代 氏（福知山市）
：藤原 公子 氏（福知山市）
開催日：令和元年１０月２４日
対 象：４年生２５名
内 容：調理実習
◆立命館宇治高等学校
支援者：三室 久枝 氏（京都市）
開催日：令和元年１０月２５日
対 象：３年生２１名
内 容：フードマイレージ、地産地消等について
◆木津川市立相楽台小学校
支援者：西澤 浩美 氏（木津川市）
：木戸 明美 氏（木津川市）
開催日：令和元年１０月２６日
対 象：４年生３７名
内 容：フードマイレージと環境等について
◆福知山市立成仁小学校
支援者：芦田 陽代 氏（福知山市）
：森田 愛子 氏（福知山市）
開催日：令和元年１０月２８日
対 象：３年生３０名
内 容：調理実習
◆京丹後市立島津小学校
支援者：丸田 智代子 氏（京丹後市）
開催日：令和元年１０月２８日
対 象：６年生１６名
内 容：丹後ばら寿司の調理実習

◆福知山市立成仁小学校
支援者：芦田 陽代 氏（福知山市）
：森田 愛子 氏（福知山市）
開催日：令和元年１０月３０日
対 象：３年生２８名
内 容：調理実習
◆城陽市立寺田西小学校
支援者：大橋 敏裕 氏（宇治市）
：土肥 辰也 氏（宇治市）
：中原 茜
氏（宇治市）
開催日：令和元年１０月３０日
対 象：３年生５０名
内 容：宇治茶の歴史や玉露の入れ方等の学習
◆京都府立洛北高等学校附属中学校
支援者：中西 裕子 氏（京都市）
開催日：令和元年１０月３１日
対 象：１年生 ７９名
内 容：出汁についての講義と調理実習
◆木津川市立恭仁小学校
支援者：上村 卓也 氏（精華町）
開催日：令和元年１０月３１日
対 象：１～６年生４１名
内 容：出汁の種類等について
◆宮津市立吉津小学校
支援者：大槻 喜宏 氏（与謝野町）
開催日：令和元年１１月３日
対 象：４年生１８名
内 容：お菓子づくり
◆福知山市立成和中学校
支援者：芦田 陽代 氏（福知山市）
：森田 愛子 氏（福知山市
開催日：令和元年１１月６日
対 象：１年生２３名
内 容：魚を使った調理実習
◆福知山市立成和中学校
支援者：芦田 陽代 氏（福知山市）
：森田 愛子 氏（福知山市
開催日：令和元年１１月７日
対 象：１年生２３名
内 容：魚を使った調理実習
◆舞鶴市立大浦小学校
支援者：武田 敏和 氏（舞鶴市）
開催日：令和元年１１月７日
対 象：５年生１１名
内 容：万願寺甘とうについて

◆舞鶴市立大浦小学校
支援者：森 剛 氏（舞鶴市）
開催日：令和元年１１月７日
対 象：５年生１１名
内 容：佐波賀だいこんについて
◆舞鶴市立大浦小学校
支援者：森 剛 氏（舞鶴市）
開催日：令和元年１１月７日
対 象：３年生１１名
内 容：農家の仕事内容等についての学習
◆福知山市立成和中学校
支援者：芦田 陽代 氏（福知山市）
：森田 雅子 氏（福知山市）
開催日：令和元年１１月８日
対 象：１年生２８名
内 容：魚を使った調理実習
◆大山崎町民生児童委員 子ども未来部会
支援者：松尾 美知枝 氏（京都市）
：五十川 喜子 氏（京都市）
：田淵 亜季 氏 （京都市）
：金森 麻子 氏 （京都市）
開催日：令和元年１１月９日
対 象：幼児及び小学生と保護者等 ５８名
内 容：食品ロス削減と親子で学ぶ防災クッキング
◆京都府立須知高等学校
支援者：左 聡一郎 氏（宇治市）
開催日：令和元年１１月１１日
対 象：須知高校生 １１名、瑞穂中学校生
内 容：出汁についての講義と出汁づくり
◆京都市立御室小学校
支援者：村田 治夫 氏（京都市）
開催日：令和元年１１月１１日
対 象：６年生 ４１名
内 容：九条ねぎ栽培の学習
◆精華町立精北小学校
支援者：上村 卓也 氏（精華町）
開催日：令和元年１１月１２日
対 象：５年生 ５０名
内 容：出汁についての学習
◆福知山市立桃映中学校
支援者：芦田 陽代 氏（福知山市）
：森田 雅子 氏（福知山市）
開催日：令和元年１１月１３日
対 象：２年生２５名
内 容：魚を使った調理実習

２４名

パートナースクール事業

◆京都府立久美浜高等学校
支援者：宮本 淳子 氏（京丹後市）
：高田 日出子氏（京丹後市）
開催日：令和元年１１月１３日
対 象：１年生 選択者 ８名
内 容：丹後ばら寿司の調理実習
◆与謝野町立岩滝小学校
支援者：大槻 喜宏 氏（与謝野町）
開催日：令和元年１１月１４日
対 象：１、３、５、６年生 計８名
内 容：お菓子づくり
◆精華町立川西小学校
支援者：上村 卓也 氏（精華町）
開催日：令和元年１１月１４日
対 象：５年生 ８１名
内 容：出汁についての学習
◆福知山市立桃映中学校
支援者：芦田 陽代 氏（福知山市）
：森田 雅子 氏（福知山市）
開催日：令和元年１１月１４日
対 象：２年生２７名
内 容：魚を使った調理実習
◆夜久野学園 福知山市立夜久野中学校
支援者：中島 ふみ子 氏（福知山市）
：平田 照子
氏（福知山市）
開催日：令和元年１１月１４日
対 象：１年生１２名
内 容：地場産物を使った調理実習
◆福知山市立桃映中学校
支援者：芦田 陽代 氏（福知山市）
：森田 愛子 氏（福知山市）
開催日：令和元年１１月１５日
対 象：２年生２７名
内 容：魚を使った調理実習
◆特定非営利活動法人 摩気高山の郷振興会
支援者：平田 宗子 氏（京都市）
開催日：令和元年１１月１７日
対 象：地域住民 ２０名
内 容：地元産の野菜を使った調理実習
◆京都府立洛北高等学校
支援者：平田 宗子 氏（京都市）
開催日：令和元年１１月１８日
対 象：１年生 ７４名
内 容：京野菜及びエコクッキングの学習と調理実習

◆南丹市立保育所・幼稚園・幼児学園職員連絡協議会
支援者：廣瀬 康二 氏（南丹市）
開催日：令和元年１１月１８日
対 象：給食調理員 １６名
内 容：食を支える包丁についての学習
◆木津川市立加茂小学校
支援者：山崎 徳哉 氏（木津川市）
開催日：令和元年１１月１８日
対 象：３年生 ３９名
内 容：お茶畑の見学、説明
◆福知山市立昭和小学校
支援者：芦田 陽代 氏（福知山市）
：森田 雅子 氏（福知山市）
開催日：令和元年１１月１８日
対 象：６年生 ３２名
内 容：巻き寿司等の調理実習
◆木津川市立城山台小学校
支援者：西澤 浩美 氏（木津川市）
開催日：令和元年１１月１８日
対 象：５年生 ３２名
内 容：フードマイレージと環境等の学習
◆木津川市立城山台小学校
支援者：西澤 浩美 氏（木津川市）
開催日：令和元年１１月１９日
対 象：５年生 ６４名
内 容：フードマイレージと環境等の学習
◆福知山市立美河小学校
支援者：和田 一榮 氏（福知山市）
：森田 愛子 氏（福知山市）
開催日：令和元年１１月１９日
対 象：２年生２４名
内 容：調理実習
◆京都市立九条塔南小学校
支援者：村田 治夫 氏（京都市）
開催日：令和元年１１月２０日
対 象：３年生 ４７名
内 容：九条ねぎの栽培について
◆夜久野学園 福知山市立夜久野小学校
支援者：中島 ふみ子 氏（福知山市）
：畠中 美春
氏（福知山市）
開催日：令和元年１１月２１日
対 象：５年生１６名
内 容：食に関する指導と調理実習

◆京都府立宮津高等学校 伊根分校
支援者：青木 伸代 氏（与謝野町）
開催日：令和元年１１月２１日
対 象：１～４年生 ２６名
内 容：朝食を含めた栄養バランス等について
◆福知山市立昭和小学校
支援者：芦田 陽代 氏（福知山市）
：森田 雅子 氏（福知山市）
開催日：令和元年１１月２１日
対 象：６年生 ３１名
内 容：巻き寿司等の調理実習
◆うみべの森保育園
(2-1)
支援者：田中 まり 氏（舞鶴市）
開催日：令和元年１１月２１日
対 象：園児 ２５名
内 容：味噌について学ぶ
◆南丹市立園部第二小学校
支援者：大町 季美 氏（南丹市）
：片山 弥生 氏（南丹市）
開催日：令和元年１１月２２日
対 象：３年生 ２７名
内 容：白味噌づくり
◆福知山市立昭和小学校
支援者：芦田 陽代 氏（福知山市）
：森田 雅子 氏（福知山市）
開催日：令和元年１１月２２日
対 象：６年生 ３３名
内 容：巻き寿司等の調理実習
◆京丹波町立須知幼稚園
支援者：永井 吉幸 氏（京丹波町）
開催日：令和元年１１月２２日
対 象：園児 １４名
内 容：玉ねぎの苗植えとスナップエンドウの種まき
◆もりの詩保育園
支援者：嶋田 善文 氏（舞鶴市）
開催日：令和元年１１月２２日
対 象：園児 ５０名
内 容：魚についての食育講話
◆与謝野町立岩滝小学校 ことばの教室親の会
支援者：大槻 喜宏 氏（与謝野町）
開催日：令和元年１１月２３日
対 象：ことばの教室に通級する親子・兄弟姉妹
内 容：お菓子づくり

２８名

◆福知山市立昭和小学校
支援者：芦田 陽代 氏（福知山市）
：森田 雅子 氏（福知山市）
開催日：令和元年１１月２５日
対 象：６年生 ３１名
内 容：巻き寿司等の調理実習
◆福知山市立昭和小学校
支援者：芦田 陽代 氏（福知山市）
：森田 雅子 氏（福知山市）
開催日：令和元年１１月２６日
対 象：４年生( ２９名
内 容：和菓子づくり
◆福知山市立昭和小学校
支援者：芦田 陽代 氏（福知山市）
：森田 雅子 氏（福知山市）
開催日：令和元年１１月２６日
対 象：４年生 ２９名
内 容：和菓子づくり
◆京田辺市立松井ケ丘幼稚園
支援者：松尾 美知枝 氏（京都市）他５名
開催日：令和元年１１月２６日
対 象：園児 １６名
内 容：調理実習（５歳児）
◆福知山市立昭和小学校
支援者：芦田 陽代 氏（福知山市）
：森田 雅子 氏（福知山市）
開催日：令和元年１１月２７日
対 象：４年生 ２７名
内 容：和菓子づくり
◆福知山市立昭和小学校
支援者：芦田 陽代 氏（福知山市）
：森田 雅子 氏（福知山市）
開催日：令和元年１１月２７日
対 象：４年生 ２７名
内 容：和菓子づくり
◆福知山市立有仁小学校
支援者：森田 雅子 氏（福知山市）
：和田 一榮 氏（福知山市）
開催日：令和元年１１月２８日
対 象：１年生、２年生、５年生 計１２名
内 容：和菓子づくり
◆相楽東部広域連合立南山城小学校
支援者：上村 卓也 氏（精華町）
開催日：令和元年１２月２日
対 象：５年生、６年生 計２７名
内 容：出汁のひみつ、出汁を使っての調理実習

◆夜久野学園 福知山市立夜久野小学校
支援者：中島 ふみ子 氏（福知山市）
：畠中 美春
氏（福知山市）
開催日：令和元年１２月３日
対 象：６年生 １３名
内 容：食に関する指導と調理実習
◆福知山市立佐賀小学校
支援者：芦田 陽代 氏（福知山市）
：藤原 公子 氏（福知山市）
開催日：令和元年１２月３日
対 象：４・５・６年生 １４名
内 容：おせち料理の調理実習
◆社会福祉法人 綾東保育園・綾東こども園
支援者：和久 眞佐代 氏（綾部市）
開催日：令和元年１２月３日
対 象：園児 １７名
内 容：手打ちうどん（出汁）の調理実習
◆福知山市立成仁小学校
支援者：芦田 陽代 氏（福知山市）
：森田 愛子 氏（福知山市）
開催日：令和元年１２月５日
対 象：６年生 ２８名
内 容：巻き寿司等の調理実習
◆京丹後市立橘小学校 食文化クラブ
支援者：宮本 淳子 氏（京丹後市）
高田日出子 氏（京丹後市）
開催日：令和元年１２月６日
対 象：４年生～６年生 １４名
内 容：地元産のさつまいもを使用したお菓子づくり
◆福知山市立成仁小学校
支援者：芦田 陽代 氏（福知山市）
：森田 愛子 氏（福知山市）
開催日：令和元年１２月６日
対 象：６年生２８名
内 容：巻き寿司等の調理実習
◆ＪＡ京都府女性組織協議会
支援者：三室 久枝 氏（京都市）
開催日：令和元年１２月９日
対 象：ＪＡ女性部員・ＪＡ役職員等 １６０名
内 容：食品ロスの削減についての学習
◆福知山市立成仁小学校
支援者：森田 雅子 氏（福知山市）
：森田 愛子 氏（福知山市）
開催日：令和元年１２月９日
対 象：５年生 ２６名
内 容：おせち料理の調理実習

◆京都市立鳳徳小学校
支援者：上田 孝博 氏（京都市）
上田 悟史 氏（宇治市）
開催日：令和元年１２月９日
対 象：６年生４２名、保護者３６名 計７８名
内 容：和菓子づくり
◆京都市立元町小学校
支援者：藤田 正 氏（亀岡市）
開催日：令和元年１２月９日
対 象：５年生１７名
内 容：大根の栽培について
◆福知山市立成仁小学校
支援者：森田 雅子 氏（福知山市）
：森田 愛子 氏（福知山市）
開催日：令和元年１２月１０日
対 象：５年生 ２６名
内 容：おせち料理の調理実習
◆京都府立盲学校（高等部）
支援者：増田 惠一 氏（京都市）
開催日：令和元年１２月１０日
対 象：１年生～３年生 ４名
内 容：豆腐づくりについて
◆与謝野町立かえでこども園
支援者：大槻 喜宏 氏（与謝野町）
開催日：令和元年１２月１０日
対 象：園児等 ３１名
内 容：みかんを使った和菓子づくり
◆京都市立百々小学校
支援者：櫻井 勇
氏（京都市）
永井 増治 氏（京都市）
開催日：令和元年１２月１１日
対 象：３年生 ９６名
内 容：豆腐づくりの体験
◆京都府立福知山高等学校附属中学校
支援者：赤井 貴恵 氏（福知山市）
開催日：令和元年１２月１２日
対 象：３年生 ３７名
内 容：中丹茶について
◆福知山市上川口小学校
支援者：芦田 陽代 氏（福知山市）
：森田 愛子 氏（福知山市）
開催日：令和元年１２月１２日
対 象：１年生 １１名
内 容：和菓子づくり

◆京丹波町立蒲生野中学校
支援者：永井 吉幸 氏（京丹波町）
開催日：令和元年１２月１３日
対 象：１年生 ４７名
内 容：地域で栽培されている農作物の学習
◆舞鶴市立倉梯第二小学校
支援者：佐藤 正之 氏（舞鶴市）
開催日：令和元年１２月１６日
対 象：４年生 ４３名
内 容：佐波賀だいこんについて
◆京都市立元町小学校
支援者：藤田 正 氏（亀岡市）
開催日：令和元年１２月１６日
対 象：５年生１７名
内 容：大根の栽培について
◆宮津市立日置保育園
支援者：安田 清美 氏（宮津市）
開催日：令和元年１２月１８日
対 象：園児 １１名
内 容：行事食の調理実習
◆京都府立福知山高等学校
支援者：赤井 貴恵 氏（福知山市）
開催日：令和２年１月８日
対 象：３年生 ４０名
内 容：中丹茶について
◆舞鶴市立中舞鶴小学校
支援者：大月 輝明 氏（舞鶴市）
開催日：令和２年１月９日
対 象：３年生 ２３名
内 容：万願寺甘とうについて
◆京都市立元町小学校
支援者：藤田 正 氏（亀岡市）
開催日：令和２年１月１５日
対 象：５年生１７名
内 容：大根の栽培について
◆福知山市立福知山幼稚園
支援者：赤井 貴恵 氏（福知山市）
開催日：令和２年１月１５日
対 象：園児 ３０名
内 容：中丹茶について
◆京都市立御室小学校
支援者：村田 治夫 氏（京都市）
開催日：令和２年１月１６日
対 象：６年生４１名
内 容：九条ねぎの栽培について

◆京都府立福知山高等学校
支援者：赤井 貴恵 氏（福知山市）
開催日：令和２年１月１６日
対 象：３年生 ７４名
内 容：中丹茶について
◆福知山市連合婦人会
支援者：赤井 貴恵 氏（福知山市）
開催日：令和２年１月１８日
対 象：会員 ４７名
内 容：地場産の中丹茶について
◆宮津暁星幼稚園
支援者：大槻 喜宏 氏（与謝野町）
開催日：令和２年１月１８日
対 象：園児 ３８名
内 容：和菓子づくり
◆宮津市浜自治会
支援者：大槻 喜宏 氏（与謝野町）
開催日：令和２年１月２０日
対 象：会員 ３０名
内 容：地場産の米粉を使った和菓子づくり
◆京都府立福知山高等学校
支援者：赤井 貴恵 氏（福知山市）
開催日：令和２年１月２２日
対 象：３年生 ４２名
内 容：中丹茶について
◆精華町立東光小学校
支援者：上村 卓也
氏（精華町）
開催日：令和２年１月２３日
対 象：３年生
１１７名
内 容：出汁の秘密について
◆うみべの森保育園
支援者：田中 まり 氏（舞鶴市）
開催日：令和２年１月２３日
対 象：園児 ２５名
内 容：味噌づくり
◆京都市立安井小学校
支援者：三宅 広大 氏（木津川市）
開催日：令和２年１月２４日
対 象：４年生 ４７名
内 容：宇治茶について

◆宇治市立木幡小学校
支援者：土肥 辰也 氏（宇治市）
中原 茜
氏（宇治市）
開催日：令和２年１月２４日
対 象：４年生 １２８名
内 容：宇治茶の歴史や玉露の入れ方等の学習
◆与謝野町宮津市中学校組合立橋立中学校
支援者：大槻 喜宏 氏（与謝野町）
開催日：令和２年１月２６日
対 象：２年生８２名及び保護者５９名 計１４１名
内 容：和菓子づくりの調理実習について
◆京都府立福知山高等学校
支援者：赤井 貴恵 氏（福知山市）
開催日：令和２年１月２７日
対 象：３年生 ７８名
内 容：中丹茶について
◆宮津市立日置保育園
支援者：安田 清美 氏（宮津市）
開催日：令和２年１月２８日
対 象：園児 ８名
内 容：旬の果物を使ったおやつの調理実習
◆みる・つなぐ・動かす会
支援者：中埜 智史 氏（京都市）
開催日：令和２年１月２９日
対 象：会員 ２５名
内 容：地産地消と食の魅力について
◆社会福祉法人ゆうあい会 こども園いしはら
支援者：染井 順一郎 氏
開催日：令和２年１月２９日
対 象：園児 １１１名
内 容：おさかな講習会
◆京都市立紫野小学校
支援者：山崎 徳哉 氏（木津川市）
開催日：令和２年１月３０日
対 象：４年生 ６５名
内 容：宇治茶について
◆木津川市立相楽小学校
支援者：渡邊 孝子 氏（木津川市）
開催日：令和２年１月３０日
対 象：５年生 ６３名
内 容：和食（出汁の文化）について

◆京都市立二条城北小学校
支援者：村田 治夫 氏（京都市）
開催日：令和２年１月３０日
対 象：３年生 ９７名
内 容：九条ねぎの収獲について
◆京丹波町立須知幼稚園
支援者：新庄 真
氏
：村山 真弓 氏
開催日：令和２年１月３０日
対 象：園児 １５名
内 容：５歳児わくわくクッキング
◆宇治市地球温暖化対策推進パートナーシップ会議
支援者：松尾 美知枝 氏 (京都市)
：五十川 喜子 氏 (京都市)
：金原 康代
氏 (京都市)
：金森 麻子
氏 (京都市)
開催日：令和２年２月１日
対 象：小学校１年生～中学２年生の児童・生徒と保護者 １２名
内 容：防災クッキングについて
◆京丹後市立網野北小学校
支援者：丸田 智代子 氏（京丹後市）
開催日：令和２年２月４日
対 象：支援学級 ６名
内 容：丹後ばら寿司の調理体験
◆舞鶴市立朝来小学校
支援者：田中 まり 氏（舞鶴市）
開催日：令和２年２月７日
対 象：１年生 ２５名
内 容：佐波賀だいこんの調理実習
◆洛南高等学校附属小学校
支援者：藤岡 佳代 氏（長岡京市）
開催日：令和２年２月１２日
対 象：５年生 ５３名
内 容：味噌に関する話と味噌作りの実習
◆京都市立山階南小学校
支援者：櫻井 勇
氏（京都市）
永井 増治 氏（京都市）
開催日：令和２年２月１２日
対 象：育成学級 １８名
内 容：豆腐づくりの学習と体験
◆宇治市立小倉小学校
支援者：左 聡一郎 氏（宇治市）
開催日：令和２年２月１３日
対 象：５年生 ６１名
内 容：出汁の旨み等について

◆京都市立九条塔南小学校
支援者：村田 治夫 氏（京都市）
開催日：令和２年２月１３日
対 象：３年生 ４７名
内 容：九条ねぎの収穫について
◆洛南高等学校附属小学校
支援者：藤岡 佳代 氏（長岡京市）
開催日：令和２年２月１４日
対 象：５年生 ２６名
内 容：味噌に関する話と味噌作りの実習
◆京都市立紫竹小学校
支援者：上田 孝博 氏（京都市）
上田 智史 氏（宇治市）
開催日：令和２年２月１５日
対 象：１～６年生 ３０名
内 容：和菓子づくり
◆京都府立向陽高等学校ＰＴＡ
支援者：安田 和彦 氏（長岡京市）
開催日：令和２年２月１５日
対 象：会員等 １２名
内 容：食育講座
◆社会福祉法人 大宅福祉会 おおやけこども園
支援者：染井 順一郎 氏
開催日：令和２年２月１７日
対 象：園児 １４０名
内 容：五感を使った食育教室
◆京丹後市立長岡小学校
支援者：丸田 智代子 氏（京丹後市）
開催日：令和２年２月２０日
対 象：６年生８名
内 容：巻き寿司の調理実習
◆照隅認定こども園
支援者：宮本 輝夫 氏（京都市）
開催日：令和２年２月２１日
対 象：園児 ３３名
内 容：和菓子づくり
◆宇治市立小倉小学校
支援者：左 聡一郎 氏（宇治市）
開催日：令和２年２月２５日
対 象：５年生 ６２名
内 容：出汁の旨み等について

◆八幡市立さくら小学校
支援者：土肥 辰也 氏（宇治市）
：中原 茜
氏（宇治市）
開催日：令和２年２月２７日
対 象：４年生 ８０名
内 容：宇治茶の歴史や玉露の入れ方等の学習

