
学校等での「きょうと食いく先生」食育活動支援実績【平成２８年度】 
～京都府の事業実績分のみ～ 

 

小・中・高等学校等 

 

◆木津川市立木津第二中学校（木津川市） 

支援者：市川 浩之 氏（木津川市） 

（専門分野：農作物栽培（ナス、水稲、ホウレンソウ）） 

 開催日：平成２８年６月１５日、６月１６日 

 対 象：２年生５名 

 内 容：ナスの収穫、出荷作業、畑地の整備、小松菜の種まき等の農作業体験 

 

 

◆京都市立紫竹小学校（京都市北区） 

支援者：上田 孝博 氏（京都市北区） 

上田 悟史 氏（宇治市） 

関   雄介 氏（京都市下京区） 

猪飼 佳友 氏（京都市山科区） 

狩野 琢也 氏（京都市北区） 

北川 善英 氏（京都市下京区） 

（専門分野：菓子の歴史、生菓子・和菓子の製造全般） 

 開催日：平成２８年６月２１日 

 対 象：６年生４０名 

 内 容：和菓子の歴史についての話や和菓子づくり   

 

 

◆京都府立福知山高校（福知山市） 

 支援者：和久 眞佐代 氏（綾部市） 

   （専門分野：農産加工品（梅干しの付け方等） 

 開催日：平成２８年６月２７日 

 対 象：家庭科部（附属中学生２名、高校生６名） 

 内 容：地元産の南高梅を使用した梅干しの漬け方の調理実習 

 

 

◆京丹後市立峰山小学校（京丹後市） 

支援者：宮本 淳子 氏（京丹後市網野町） 

（専門分野：料理（全般）） 

 開催日：平成２８年７月１３日 

 対 象：５年生２３名 

 内 容：丹後の伝統的な郷土料理の紹介や郷土料理と丹後の年中行事とのつながり、
食に込められた人々の願い等について学習 

 

 

 

 

 

 

 



◆長岡京市立長岡第九小学校（長岡京市） 

 支援者：長岡京市生活研究グループ（長岡京市） 

    （湯川 美栄子氏、 森 由紀子 氏、藤井 幸子 氏、 麻田 文代 氏、 

  萩谷 佐紀子氏、 藤岡 佳代 氏、高橋 茂子 氏、 藤井 礼子 氏、 

 岡本  美智子氏） 

（専門分野：郷土料理、地域の食材を使った料理） 

 開催日：平成２８年７月１５日、１０月２４日 

対 象：４年生５６名、３年生６９名 

 内 容：京都府の特産物についての学習、自分達が栽培した万願寺とうがらしやナス
を使った調理実習 

 

 

◆京丹後市立丹後中学校（京丹後市） 

支援者：宮本 淳子 氏（京丹後市網野町） 

（専門分野：料理（全般）） 

 開催日：平成２８年９月２３日 

対 象：１年生４０名 

 内 容：丹後の伝統的な食生活について話 

 

 

◆向日市立勝山中学校（向日市） 

支援者：西澤 浩美 氏（木津川市） 

（専門分野：地球温暖化問題・食とエネルギー・ごみ問題・自然体験） 

 開催日：平成２８年９月２３日 

対 象：１年生１９７名 

 内 容：地球温暖化問題と食品輸送に関する食とエネルギーについての話 

 

 

◆宇治市立木幡中学校（宇治市） 

支援者：井上 清文 氏（京都市中京区）、 

高木 淳平 氏（京都市北区）、 

谷本 清一 氏（京都市西京区） 

（専門分野：和菓子・創作菓子製造） 

 開催日：平成２８年９月２７日 

 対 象：１年生２５名、２年生１８名、 

３年生２０名 計６３名 

 内 容：文化祭における和菓子作りの体験 

 

 

◆京都市立元町小学校（京都市北区） 

支援者：藤田 正 氏（亀岡市） 

（専門分野：野菜栽培指導、青果物流通） 

 開催日：平成２８年９月２８日 

対 象：５年生１７名 

 内 容：校内の花壇を利用しての大根栽培の実習 

 

 

 

 

 



◆京都市立烏丸中学校（京都市上京区） 

支援者：上田 孝博 氏（京都市北区） 

（専門分野：生菓子・和菓子の製造全般） 

 開催日：平成２８年１０月１２日、１１月８日 

対 象：２年生４７名、３年生４０名 

 内 容：和菓子についての話と干菓子の製作実習 

 

 

◆福知山市立夜久野小学校（福知山市） 

支援者：生活研究グループ（福知山市） 

 石原 由子 氏、中島 ふみ子 氏、 

平田 照子 氏（専門分野：郷土食、地元食材を活用した料理） 

 開催日：平成２８年１０月１２日 

対 象：６年生１８名 

 内 容：じゃがいもを使った調理実習 

 

 

◆京都市立上鳥羽小学校（京都市南区） 

支援者：村田 治夫 氏（京都市南区） 

（専門分野：農業全般） 

 開催日：平成２８年１０月１２日、１０月１９日 

対 象：５年生６０名 

 内 容：６月に植えた餅米の刈り取りと脱穀の体験・実習 

 

 

◆京丹波町立丹波ひかり小学校（船井郡京丹波町） 

支援者：永井 吉幸 氏（船井郡京丹波町） 

（専門分野：農業全般） 

 開催日：平成２８年１０月１３日 

対 象：３年生３６名 

 内 容：働く人と私たちの暮らし「農家の仕事」についての話 

 

 

支援者：城崎 正継 氏（船井郡京丹波町） 

（専門分野：京野菜栽培（京かんざし、 

ホウレンソウ、みず菜）） 

 開催日：平成２８年１１月４日 

対 象：３年生３６名 

 内 容：おいしく、安心・安全な農作物を作るための工夫、日頃から心がけているこ
と等についての話 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



◆木津川市立加茂小学校（木津川市） 

支援者：荒木 徳雄 氏（長岡京市） 

（専門分野：農作物栽培・流通） 

 開催日：平成２８年１０月１３日 

対 象：３年生６６名 

 内 容：市場の仕組みの話や流通、作業の見学 

 

 

 支援者：山崎 徳哉 氏（木津川市） 

（専門分野：茶業、お茶の淹れ方、茶道） 

 開催日：平成２８年１１月１５日、１１月２４日 

対 象：３年生６６名 

 内 容：お茶の飲み比べ体験や紅茶づくりの体験 

 

 

◆京都府立洛北高校附属中学校（京都市左京区） 

支援者：中西 裕子 氏（京都市左京区） 

（専門分野：京料理、家庭のおばんざい） 

 開催日：平成２８年１０月２１日 

対 象：１年生７７名 

 内 容：日本の食文化や出汁についての話と出汁を使った調理実習 

 

 

◆京都府立加悦谷高校（与謝郡与謝野町） 

支援者：大槻 喜宏 氏（与謝野町） 

（専門分野：和菓子、洋菓子製造・米粉を使った菓子製造） 

 開催日：平成２８年１０月２１日 

対 象：３年生２３名 

 内 容：さつまいもを利用した菓子づくりの調理実習 

 

 

支援者：対馬 則昭 氏（宮津市） 

（専門分野：料理（地元食材を活用したオーガニック料理）） 

開催日：平成２８年１１月８日 

対 象：３年生２２名 

 内 容：高齢者向けクリスマス料理の調理実習 

 

 

◆京都府立洛北高校（京都市左京区） 

支援者：平田 宗子 氏（京都市下京区） 

（専門分野：料理全般） 

 開催日：平成２８年１０月２７日 

対 象：３年生９名 

 内 容：京野菜や京料理についての話と京野菜を活用した調理実習 

 

 

 

 

 

 



◆長岡京市立長岡第三小学校（長岡京市） 

 支援者：長岡京市生活研究グループ（長岡京市） 

    （湯川 美栄子氏、麻田 文代 氏、 

     森   由紀子氏、藤井 幸子 氏、 

  湯川  博子 氏、藤岡 佳代 氏） 

（専門分野：郷土料理、地元の食材を使った料理） 

 開催日：平成２８年１０月２８日 

対 象：３年生６５名 

 内 容：地元の特産品である「ナス」についての話やナスを使用した調理実習 

 

 

◆城陽市立古川小学校（城陽市） 

支援者：永井 増治 氏（京都市西京区） 

（専門分野：豆腐製造（生しぼり製法による豆腐製造）） 

 開催日：平成２８年１０月２８日 

対 象：３年生２７名 

 内 容：京とうふのルーツについての話と豆腐づくり体験 

 

 

◆京都府立鴨沂高校（京都市上京区） 

支援者：打田 学市 氏（京都市下京区）、内田 尚子 氏（京都市下京区） 

（専門分野：京漬物製造、糠漬製造） 

 開催日：平成２８年１０月２９日 

対 象：２４名 

 内 容：漬物についての話と糠床作り、発酵食材の食べ比べ等の実習 

 

 

◆長岡京市立長岡第七小学校（京都府長岡京市） 

支援者：嶋田 善文 氏（舞鶴市） 

（専門分野：魚、貝類、海藻類の加工とその歴史及び背景・温暖化対策）  

 開催日：平成２８年１０月２９日 

対 象：５年生６４名 

 内 容：京都府の漁業や魚の紹介、魚の部位等についての話 

 

 

◆京田辺市立松井ヶ丘小学校（京田辺市） 

支援者：田宮 正雄 氏（京田辺市） 

（専門分野：農作物栽培（野菜）） 

 開催日：平成２８年１１月４日 

対 象：３年生１３１名 

 内 容：野菜作り、特に「ナス」作りの工夫や苦労等についての話 

 

 

◆舞鶴市立三笠小学校（舞鶴市） 

支援者：嶋田 善文 氏（舞鶴市） 

（専門分野：魚、貝類、海藻類の加工とその歴史及び背景・温暖化対策）  

 開催日：平成２８年１１月４日 

対 象：４年生３４名 

 内 容：京都府の水産業の様子や魚を食べることに対する感謝の気持ち等につい          

ての話 



◆京都府立東宇治高校（宇治市） 

支援者：平田 宗子 氏（京都市下京区） 

（専門分野：料理全般） 

 開催日：平成２８年１１月９日 

対 象：１年生及び２年生３２名 

 内 容：京野菜の魅力についての講義と京野菜を使った調理実習 

 

 

◆木津川市立木津南中学校（木津川市） 

支援者：市川 浩之 氏（木津川市） 

（専門分野：農作物栽培（ナス、水稲、ホウレンソウ）） 

 開催日：平成２８年１１月１０日、１１月１１日 

 対 象：２年生６名 

 内 容：大根の収穫や大根の洗浄、袋詰め、小松菜の手入れ等の実習 

 

 

◆京都府立田辺高校（京田辺市） 

支援者：阿辻 好子 氏（綴喜郡井手町） 

（専門分野：調理実習（郷土食）、農産加工（味噌、麦こがし飴、おかき、か
りんとう、サブレ等） 

 開催日：平成２８年１１月１１日 

対 象：３年生２０名 

 内 容：おやつとしての「おかき」の話と「おかき」作りの調理実習 

 

 

◆京都府立北稜高校（京都市左京区） 

支援者：高木 正勝 氏（京都市北区） 

（専門分野：和菓子全般） 

 開催日：平成２８年１１月１４日 

対 象：３年生３４名 

 内 容：京都の伝統文化である「お茶とお菓子」の話と生菓子製作の実習 

 

 

◆木津川市立相楽台小学校（木津川市） 

支援者：市川 浩之 氏（木津川市） 

（専門分野：農作物栽培（ナス、水稲、ホウレンソウ）） 

 開催日：平成２８年１１月１６日 

対 象：特別支援学級児童６名 

 内 容：玉ねぎ苗の植え付け準備と植え方の実習 

 

 

◆京都市立百々小学校（京都市山科区） 

支援者：薬師 建三 氏（京都市山科区）、 

永井  増治 氏（京都市西京区）、 

櫻井   勇 氏（京都市伏見区） 

（専門分野：豆腐製造） 

 開催日：平成２８年１１月１６日 

対 象：３年生９３名 

 内 容：豆腐作りの話とおぼろ豆腐作りの体験 

 



 

◆亀岡市立青野小学校（亀岡市） 

支援者：荒井 康士 氏（亀岡市） 

（専門分野：日本の食文化、和食、日本料理（味覚教育、食材教育、料理教育）） 

 開催日：平成２８年１１月１６日 

対 象：３，４年生１７名 

 内 容：かつお節・昆布・だしの素の旨みの違いやかつお節、昆布を使った簡単な調
理実習 

 

 

◆同志社小学校（京都市左京区） 

支援者：辻 典彦 氏（八幡市） 

（専門分野：農作物栽培（米、筍） 

 開催日：平成２８年１１月２２日 

対 象：３年生８９名 

 内 容：日頃から実践されている米作りの工夫等についての話 

 

 

◆城陽市立今池小学校（城陽市） 

支援者：南村 豊實 氏（城陽市） 

（専門分野：調理実習、農産加工（味噌、豆腐、菓子）） 

 開催日：平成２８年１１月２９日 

対 象：３年生５５名 

 内 容：児童が栽培してきた大豆が豆腐になるまでの調理体験 

 

 

◆福知山市立夜久野中学校（福知山市） 

支援者：生活研究グループ（福知山市） 

 石原 由子 氏、中島 ふみ子 氏、平田 照子 氏 

（専門分野：郷土食、地元食材を活用した料理） 

 開催日：平成２８年１２月１４日 

対 象：１年生２０名 

 内 容：地場産の野菜を使った調理実習 

 

 

◆大山崎町立大山崎小学校（大山崎町） 

支援者：宮本 輝夫 氏（京都市左京区）、矢田 晋士 氏（京都市山科区） 

（専門分野：和、生菓子製造） 

 開催日：平成２８年１２月１５日、１６日 

対 象：５年生１１１名、６年生１０７名 

 内 容：和菓子の歴史や季節についての話と和菓子作りの体験 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



◆南丹市立殿田小学校（南丹市日吉町） 

支援者：吉田 陽子 氏（日吉町） 

（専門分野：農業、料理） 

 開催日：平成２８年１２月１９日 

対 象：５年生２１名 

 内 容：壬生菜の種植え 

 

開催日：平成２９年３月７日 

対 象：５年生２１名 

 内 容：農作業等の話と壬生菜の収穫、 

仕分け、袋詰め作業などの体験 

 

 

◆京都府立洛水高校（京都市伏見区） 

支援者：平田 宗子 氏（京都市下京区） 

（専門分野：料理全般） 

 開催日：平成２９年１月１２日、１月１９日 

対 象：３年生（C１）３７名、３年生（C２）３０名 

 内 容：京野菜についての話と京野菜を使った調理実習 

 

 

◆京丹後市立大宮第一小学校（京丹後市） 

支援者：青木 博 氏（与謝郡与謝野町） 

（専門分野：和・洋・中・各国の調理、接客） 

 開催日：平成２９年１月３１日 

対 象：５年生７０名 

 内 容：和食の話や出汁のとり方と野菜を使った調理実習 

 

 

◆京都市立鳳徳小学校（京都市北区） 

支援者：上田 孝博 氏（京都市北区）、 

上田 悟史  氏（宇治市）、 

狩野 琢也 氏（京都市北区）、 

杜下 正和 氏（京都市北区）、 

西井 一樹  氏（京都市上京区）、 

北川 善英 氏（京都市下京区）、 

近藤 正浩 氏（京都市山科区） 

（専門分野：菓子の歴史、生菓子や和菓子の製造全般） 

開催日：平成２９年２月８日 

対 象：６年生３４名、６年生の保護者１７名 

 内 容：和菓子の歴史の話や和菓子作りの体  

          験、茶席を設けてのお茶の接待 

 

 

 

 

 

 

 

 



大学 

 

◆京都文教短期大学（宇治市） 

支援者：古川 栄作 氏（京都市西京区） 

（専門分野：漬物原料栽培、漬け物製造） 

 開催日：平成２８年１１月９日 

対 象：食物栄養学科１回生４０名 

 内 容：京都の漬物についての講義と漬物作りの体験 

 

 

支援者：中西 裕子 氏（京都市左京区） 

（専門分野：京料理、家庭のおばんざい） 

 開催日：平成２８年１２月７日 

対 象：食物栄養学科 1回生４０名 

 内 容：和室の作法と和食のいただき方等についての実習 

 

 

◆京都教育大学（京都市伏見区） 

支援者：西澤 浩美 氏（木津川市） 

（専門分野：地球温暖化問題・食とエネルギー・ごみ問題・自然体験） 

 開催日：平成２８年１２月１日 

対 象：環境教育概論の受講者１～４回生 ３０名 

 内 容：テーマ「食×エネルギー×地球温暖化防止」についての授業 

 

 

 

その他 

 

◆京丹波町立須知幼稚園（船井郡京丹波町） 

支援者：永井 吉幸 氏（京丹波町） 

（専門分野：農業全般） 

 開催日：平成２８年６月１４日 

対 象：園児３２名 職員５名 

 内 容：さつまいもの苗植え及びじゃがいもの収穫 

 

 

開催日：平成２８年１０月２８日 

対 象：職員２名 

 内 容：イチゴと玉ねぎの苗植えのための環境作り 

 

 

開催日：平成２８年１１月２５日 

対 象：４歳児１８名、職員４名 

 内 容：玉ねぎの苗とスナップエンドウの種植え 

開催日：平成２９年２月２７日 

対 象：職員２名 

 内 容：じゃがいもの種芋を植えるための環境づくり 

 

 

 



◆京都府立るり渓少年自然の家（南丹市） 

支援者：奥村 幹夫 氏（南丹市） 

（専門分野：農業指導（稲作り、野菜（特に胡瓜、春菊）、農業体験指導）） 

 開催日：平成２８年６月２６日 

対 象：小学生とその家族６家族２６名 

 内 容：野菜の収穫体験とアウトドアクッキング 

 

 

◆京都府丹後教育局（宮津市） 

支援者：宮本 淳子 氏（京丹後市網野町） 

（専門分野：料理（全般）） 

開催日：平成２８年９月２４日 

対 象：丹後教育局管内の保育所・幼稚園・ 

小学生及び保護者５０名 

 内 容：子育て支援ブースにおけるピザの調 

      理体験（骨太ピザ作り教室） 

 

 

◆特定非営利活動法人 まきしま絆の会（ぶんきょうにこにこルーム）（宇治市） 

支援者：上田 那未 氏（八幡市） 

（専門分野：米全般） 

開催日：平成２８年１０月３日 

対 象：子育て中の親子１３組３０名 

 内 容：お米の栄養や健康効果、子どもがお米を好きになる方法等について          

の話 

 

 

◆京都市立桃山中学校 PTA 教養委員会（京都市伏見区） 

支援者：幼稚園キッチンラボ専属インストラクター 

松尾 美知枝 氏（京都市伏見区）、金森 麻子 氏（京都市伏見区） 

金原 康代 氏 （京都市伏見区）、五十川 喜子 氏（京都市伏見区） 

（専門分野：幼児・児童への体験型食育、妊産婦栄養、乳幼児離乳食、パン） 

開催日：平成２８年１０月１３日 

対 象：PTA 会員３２名 

 内 容：「本当に役立つ防災準備」～日々の備えと頑張らない防災クッキング」の話、 

災害時を想定したクッキング等の実習 

 

 

◆社会福祉法人 道心 照隅保育園（京都市右京区） 

支援者：高木 正勝 氏（京都市北区）、 

高木 淳平 氏（京都市北区） 

    勝山 昭文 氏（亀岡市） 

（専門分野：和菓子全般） 

開催日：平成２８年１１月９日 

対 象：４歳児、５歳児２１名及び保護者１１名 

内 容：京菓子についての話と和菓子作りの体験 

 

 

 

 



◆京丹後市教育委員会、網野地域公民館（京丹後市） 

支援者：宮本 淳子 氏（京丹後市網野町） 

   （専門分野：料理（全般）） 

開催日：平成２９年１月２１日 

対 象：網野町内の小学生６７名 

 内 容：食についての話、おにぎり弁当とけんちん汁の調理体験 

 

 

◆きょうと食の安心・安全フォーラム実行委員会（京都市下京区） 

支援者：平田 宗子 氏（京都市下京区）、細田 晶愛（京都市上京区） 

   （専門分野：料理（全般）） 

開催日：平成２９年２月２日 

対 象：消費者６０名 

 内 容：京野菜や府内産の加工食品を活用した調理実演や意見交換 

 

 

◆一般社団法人 京都市母子寡婦福祉連合会（京都市左京区） 

支援者：中西 裕子 氏（左京区） 

   （専門分野：京料理、家庭のおばんざい） 

開催日：平成２９年２月１２日 

対 象：京都市在住のひとり親家庭の親と子２０名 

 内 容：京野菜を使った、親子で手軽に作れるクッキングの調理体験 

 

 

◆京田辺市立松井ヶ丘幼稚園（京田辺市） 

支援者：金原 康代 氏（伏見区） 

   （専門分野：幼児・児童への体験型食育） 

開催日：平成２９年２月１４日 

対 象：５歳児１４名、保護者１３名、職員３名 

 内 容：園児による調理実習の体験 

 

 

◆社会福祉法人 長岡福祉会 友岡保育園（長岡京市） 

支援者：目方 智子 氏（大津市） 

   （専門分野：あらゆる食材のメニュー開発、提案・食育、商品開発支援・販売
促進支援・新しい味の創造、発見、発明） 

開催日：平成２９年２月２３日 

対 象：３・４・５歳児８５名、保育士等９名 

 内 容：クッキングに関する話と園児による「あいあいなべ」・「おにぎり」の調理
実習の体験 

 


