学校等での「きょうと食いく先生」食育活動支援実績【平成２９年度】
～京都府の事業実績分のみ～
幼稚園・保育所等
◆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：平成２９年６月６日
対 象：職員 ２名
内 容：さつま芋栽培について
◆綾東こども園
支援者：和久

眞佐代

氏（京丹波町）

開催日：平成２９年６月７日
対 象：年長児２０名 引率者３名
内 容：梅漬け
◆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：平成２９年６月１３日
対 象：４・５才児 ３８名、職員 ５名
内 容：さつま芋等栽培指導
◆友岡保育園
支援者：湯川 美栄子 氏（長岡京市）
開催日：平成２９年９月２０日
対 象：保育士 １１名
内 容：地元特産なす等を使った指導者向け親子クッキング研修、実技指導
◆平保育園
支援者：椋本 和明 氏（舞鶴市）
開催日：平成２９年９月２７日
対 象：５歳園児１７人、保育者４名
内 容：稲刈り体験
◆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：平成２９年１１月６日
対 象：教師 ４名
内 容：イチゴ、玉ねぎ栽培指導

◆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：平成２９年１１月２２日
対 象：園児 ２０名、教師 ４名
内 容：玉ねぎとスナップエンドウの苗植え
◆竹の里保育園
支援者：嶋田 善文 氏（舞鶴市）
開催日：平成２９年１２月１２日
対 象：４、５歳児 ６１名
内 容：魚の解体とつみれ汁作り
◆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：平成３０年２月２３日
対 象：園児 ６名、教師 ２名
内 容：じゃがいもの種いも植えのための環境作り
◆友岡保育園
支援者：藤岡 佳代 氏（長岡京市）
開催日：平成３０年２月２７日
対 象：園児 １０２名、保育士 １２名
内 容：調理実習
◆松井ヶ丘幼稚園
支援者：松尾 美知枝 氏（京都市）
金森 麻子 氏（京都市）
五十川 喜子 氏（京都市）
金原 康代 氏（京都市）
開催日：平成３０年３月８日
対 象：６８名
内 容：地域の食文化について
◆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：平成３０年３月９日
対 象：園児 ２１名、教師 ４名
内 容：じゃがいもの種いも植え

小・中・高等学校等
◆長岡京市立長岡第七小学校
支援者：今井 清美 氏（井手町）
開催日：平成２９年５月２０日
対 象：５年生８０名＋保護者
内 容：農家から直接お米づくりの話を聞く。
稲を育てるときの注意点
稲の育ち方（土作り～種まき～田植え～管理～収穫～調製）等
◆京丹後市立新山小学校
支援者：野木 武 氏（京丹後市）
開催日：平成２９年６月３日
対 象：保護者・学校関係者 ４４名
内 容：・現在の農業生産について
・学校給食について
・感謝の気持ち
・家庭で培われるもの
◆京丹後市立弥栄小学校
支援者：梅本 修 氏（京丹後市）
開催日：平成２９年６月１０日
対 象：保護者２４名
内 容：給食を活用した食育について
◆宇治市立平盛小学校
支援者：荒木 徳雄 氏（宇治市）
開催日：平成２９年６月１４日
対 象：３年生 ２９名
内 容：特産の梅について
◆長岡京市立長岡第七小学校
支援者：安田 和彦 氏（長岡京市）
開催日：平成２９年６月１９日
対 象：６年生３２名
内 容：調理実習と料理のお話

◆京都市立松原小学校
支援者：平田 宗子 氏（京都市）
開催日：平成２９年６月２９日
対 象：２年生８０名
内 容：京野菜について
◆長岡京市立長岡第七小学校
支援者：安田 和彦 氏（長岡京市）
開催日：平成２９年７月３日
対 象：６年生３２名
内

容：調理実習と料理のお話

◆宇治市立三室戸小学校
支援者：荒木 徳雄 氏（宇治市）
開催日：平成２９年７月８日
対 象：親子２９名（１１組）
内 容：夏野菜料理教室
◆長岡京市立長岡第五小学校
支援者：嶋田 善文 氏（舞鶴市）
開催日：平成２９年９月７日
対
内

象：５年生 １７８名
容：京都府の漁業について、旬のお魚とおいしさについて

◆京都市立松原中学校
支援者：平田 宗子 氏（京都市）
開催日：平成２９年９月１１日
対 象：２年生 ８０名
内 容：京の伝統野菜（万願寺とうがらし、九条ねぎ、京山科なす）を使い、
３点の料理を調理
◆舞鶴市立高野小学校
支援者：岡安 賢治 氏（舞鶴市）
開催日：平成２９年９月１３日
対 象：３年生 ２２名
内 容：万願寺甘とうの学習、収穫体験

◆京都府立峰山高等学校弥栄分校
支援者：吉岡 幸宣 氏（京丹後市）
開催日：平成２９年９月１９日
対 象：１８名
内 容：出汁を使った味覚体験
◆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：平成２９年９月１９日
対 象：１年生 ３４名 教師 ４名
内

容：丹後の伝統的な食文化について

◆夜久野学園
支援者：中島 ふみ子 氏（福知山市）
石原 由子 氏（福知山市）
平田 照子 氏（福知山市）
開催日：平成２９年９月２２日
対 象：６年生 ２０名
内 容：調理実習
◆亀岡市立青野小学校
支援者：松木 宏美 氏（亀岡市）
開催日：平成２９年９月２７日
対 象：児童６名
内 容：旬の食材について、調理実習
◆宇治市立木幡中学校
支援者：井上 清文 氏（京都市）
開催日：平成２９年９月２８日
対 象：１年２０名、２年２０名、３年１８名
内 容：和菓子について
◆長岡京市立長岡第五小学校
支援者：目片 智子 氏（京都市）
開催日：平成２９年９月２９日
対 象：４年生 １７８名
内 容：野菜の講義に加え、生徒が地元野菜の調理体験に参加し、指導。

◆舞鶴市立明倫小学校
支援者：岡安 賢治 氏（舞鶴市）
開催日：平成２９年９月１３日
対 象：３年生 ５３名
内 容：万願寺甘とうの学習
◆長岡京市立長岡第五小学校
支援者：湯川 美栄子 氏（長岡京市）
開催日：平成２９年１０月２日
対 象：３年生 ６２名
内

容：なすについて

◆舞鶴市立新舞鶴小学校
支援者：大石 昌矗 氏（舞鶴市）
佐藤 正之 氏（舞鶴市）
開催日：平成２９年１０月５日
対 象：３年生 １０１名
内 容：万願寺甘とうについて
◆長岡京市立長岡第五小学校
支援者：湯川 美栄子 氏（長岡京市）
開催日：平成２９年１０月６日
対 象：３年生 ３２名
内 容：なすについて、調理実習
◆京都府立清明高等学校
支援者：松尾 美知枝 氏（京都市）
金原 康代 氏（京都市）
開催日：平成２９年１０月６日
対 象：９名
内 容：防災クッキング
◆長岡京市立長岡第五小学校
支援者：湯川 美栄子 氏（長岡京市）
開催日：平成２９年１０月１０日
対 象：３年生 ６３名
内 容：なすについて、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：平成２９年１０月１１日
対 象：２年生 ５１名
内 容：和菓子について
◆京都府立清明高等学校
支援者：松尾 美知枝 氏（京都市）
金原 康代 氏（京都市）
開催日：平成２９年１０月１１日
対 象：１２名
内

容：防災クッキング

◆京都府立清明高等学校
支援者：松尾 美知枝 氏（京都市）
金原 康代 氏（京都市）
開催日：平成２９年１０月１２日
対 象：２５名
内 容：防災クッキング
◆舞鶴市立倉梯小学校
支援者：大石 昌矗

氏（舞鶴市）

開催日：平成２９年１０月１３日
対 象：３年生 ８７名
内 容：万願寺甘とうについて
◆京都府立清明高等学校
支援者：松尾 美知枝 氏（京都市）
金原 康代 氏（京都市）
開催日：平成２９年１０月１６日
対 象：２４名
内 容：防災クッキング
◆舞鶴市立福井小学校
支援者：岡安 賢治 氏（舞鶴市）
開催日：平成２９年１０月１６日
対 象：３年生 １６名
内 容：万願寺甘とうについて

◆舞鶴市立余内小学校
支援者：村尾 武 氏（舞鶴市）
開催日：平成２９年１０月１６日
対 象：３年生 １０１名
内 容：万願寺甘とうについて
◆京丹波町立丹波ひかり小学校
支援者：永井 吉幸 氏（京丹波町）
開催日：平成２９年１０月１６日
対 象：３年生 ３６名
内 容：野菜の育て方、農家の暮らし
◆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：平成２９年１０月１７日
対 象：３年生 ７７名
内 容：なすについて、調理実習
◆長岡京市立長岡第三小学校
支援者：湯川 美栄子 氏（長岡京市）
開催日：平成２９年１０月２３日
対 象：３年生 ７０名
内 容：地元食材（なす）を使用した調理実習
◆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：平成２９年１０月２４日
対 象：６年生 ３０名、保護者 ２１名
内 容：和菓子の歴史や作り方の講義、和菓子づくりの実技指導
◆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：平成２９年１０月２５日
対
内

象：３年生 ２２名 教師 ２名
容：米の調理、餅の作成方法の講義、実技指導

◆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：平成２９年１０月２７日
対 象：１年生 ７８名
内 容：出汁について、調理実技指導

◆京都府立鴨沂高等学校
支援者：打田 学市 氏（京都市）
開催日：平成２９年１０月２８日
対 象：生徒２４名、教諭 1 名
内 容：漬物に関わる講義及び実習
◆京丹波町立丹波ひかり小学校
支援者：永井 吉幸 氏（京丹波町）
開催日：平成２９年１０月３０日
対 象：３年生 ３６名
内

容：京丹波の農産物について

◆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：平成２９年１０月３１日
対 象：６年生 ２８名、保護者 １４名
内 容：和菓子の歴史や作り方の講義、和菓子づくりの実技指導
◆舞鶴市立大浦小学校
支援者：大石 昌矗

氏（舞鶴市）

開催日：平成２９年１１月７日
対 象：５年生 １２名
内 容：万願寺甘とうについて
◆京都府立洛北高等学校
支援者：平田 宗子 氏（京都市）
開催日：平成２９年１１月７日
対 象：１年生 ７７名
内 容：京野菜の講話・食品ロスの講話、調理実習
◆精華町立東光小学校
支援者：上村 卓也 氏（精華町）
開催日：平成２９年１１月８日、１１月９日
対 象：５年生 １００名
内 容：出汁について

◆京都府立田辺高等学校
支援者：阿辻 好子 氏（井手町）
開催日：平成２９年１１月１０日
対 象：２０名
内 容：京の食文化について
◆京都府立北稜高等学校
支援者：髙木 正勝 氏（京都市）
開催日：平成２９年１１月１７日
対 象：３年生 ４３名
内

容：和菓子の歴史、作り方、調理実習

◆舞鶴市立大浦小学校
支援者：佐藤 正之 氏（舞鶴市）
開催日：平成２９年１１月２０日
対 象：５年生 １２名
内 容：佐波賀大根について
◆長岡京市立神足小学校
支援者：松尾 美知枝 氏（京都市）
金原 康代 市
開催日：平成２９年１１月２１日
対 象：５年生 ７０名
内 容：食品ロス、ローリングスストック法の講話、調理実習
◆宇治市立平盛小学校
支援者：荒木 徳雄 氏（宇治市）
開催日：平成２９年１１月２２日
対 象：５年生 ３７名
内 容：ピーマンについて
◆舞鶴市立中舞鶴小学校
支援者：岡安 賢治 氏（舞鶴市）
開催日：平成２９年１１月２４日
対 象：３年生 ４４名
内 容：万願寺甘とうについて

◆京都府立向陽高等学校
支援者：松村 靖 氏（京都市）
開催日：平成２９年１１月２４日、１１月２８日
対 象：３年生 １４名（１１月２４日） １８名（１１月２８日）
内 容：和食について、包丁の使い方と切り方について
◆木津川市立加茂小学校
支援者：山﨑 徳哉 氏（木津川市）
開催日：平成２９年１１月２７日
対 象：３年生 ５７名
内 容：お茶の生育、作り方
◆宇治市立平盛小学校
支援者：荒木 徳雄 氏（宇治市）
開催日：平成２９年１１月２８日
対 象：４年生 ３２名
内 容：れんこんについて
◆木津川市立加茂小学校
支援者：山﨑 徳哉 氏（木津川市）
開催日：平成２９年１２月５日
対 象：３年生 ５７名
内 容：お茶について
◆福知山市立夜久野中学校
支援者：中島 ふみ子 氏（福知山市）
開催日：平成２９年１２月７日
対 象：１年生 １５名
内 容：地元料理の講義、調理実習
◆京都市立百々小学校
支援者：薬師 建三 氏（京都市）
開催日：平成２９年１２月８日
対
内

象：３年生 １０８名
容：豆腐作り体験

◆木津川市立加茂小学校
支援者：山﨑 徳哉 氏（木津川市）
開催日：平成２９年１２月１２日
対 象：３年生 ５７名
内 容：お茶作り

◆舞鶴市立志楽小学校
支援者：佐藤 正之

氏（舞鶴市）

開催日：平成２９年１２月１３日
対 象：３年生 ５６名
内 容：佐波賀大根について
◆精華町立精北小学校
支援者：上村 卓也 氏（精華町）
開催日：平成２９年１２月１３日
対 象：５年生 ５４名
内 容：出汁作り
◆城陽市立古川小学校
支援者：永井 増治 氏（京都市）
開催日：平成２９年１２月１９日
対 象：３年生 ４４名
内 容：豆腐作り
◆大山崎町立第二大山崎小学校
支援者：髙木 正勝 氏（京都市）
開催日：平成２９年１２月２０日
対 象：４年生 ４０名
内 容：お茶とお菓子について
◆京丹後市立大宮第一小学校
支援者：青木 博 氏（与謝野町）
開催日：平成３０年１月１２日
対 象：５年生 ７７名、教師 ６名
内 容：出汁で味わう和食
◆宇治市立岡屋小学校
支援者：左 聡一郎 氏（宇治市）
開催日：平成３０年１月２９日、１月３０日、２月１日
対
内

象：６年生 ８７名、保護者 ３９名
容：日本料理について、調理実習

◆城陽市立城陽中学校
支援者：上田 悟史 氏（宇治市）
開催日：平成３０年２月９日
対 象：１８名
内 容：和菓子について

◆京都市立朱雀中学校
支援者：上田 孝博

氏（京都市）

開催日：平成３０年２月１３日
対 象：２、３年生 ５０名
内 容：和菓子について
◆城陽市立城陽中学校
支援者：左 聡一郎
上田 孝博
上田 悟史
今井 典子
永井 増治

氏（宇治市）
氏（京都市）
氏（宇治市）
氏（宇治市）
氏（京都市）

櫻井 勇 氏（京都市）
開催日：平成３０年２月１５日
対 象：２年生 ９５名
内 容：京都の食文化について
大学
◆京都教育大学
支援者：西澤 浩美 氏（木津川市）
開催日：平成２９年６月２２日
対 象：京都教育大学３・４回生、留学生
内

２３名

容：食品ロス削減とフードマイレージゲーム

その他
◆京都府生活研究グループ連絡協議会
支援者：杉本 節子 氏（京都市）
開催日：平成２９年７月２０日
対 象：府内農家女性 １２４名
内 容：京都の町家に伝わる食文化について紹介。旬やおもてなしを大切にする京都
の食文化と食育の大切さを講演。
◆与謝地方学校給食研究会
支援者：大町 英継 氏（京丹後市）
開催日：平成２９年７月２６日
対 象：栄養教諭８名、調理師３０名
内 容：みんなで安心して食べられる給食を目指して
～出汁で味わう美味しい和食給食～

◆ファーマーズマーケットたわわ朝霧
支援者：松木 宏美 氏（亀岡市）
開催日：平成２９年７月３０日
対 象：大人１９名 小学生６名 幼児１３名
内 容：地元の野菜について、トマトの収穫体験
◆ファーマーズマーケットたわわ朝霧
支援者：松木 宏美 氏（亀岡市）
開催日：平成２９年８月６日
対
内

象：大人１４名 小学生１３名 幼児６名
容：地元の野菜について、トマトの収穫体験

◆丹後はぐくみフェスティバル
支援者：宮本 淳子 氏（京丹後市）
開催日：平成２９年９月３０日
対 象：館内幼稚園・小学校の生徒及び保護者
内 容：地元食材を使った調理講義、調理実習

４７名

◆京都生活協同組合 東ブロック事務局
支援者：平田 宗子 氏（京都市）
開催日：平成２９年１０月１日
対 象：府内参加親子 ２６名
内 容：和食がカンタン～目からうろこ

親子料理教室

◆あやべ食育すこやかフェスティバル
支援者：松尾 美知枝 氏（京都市）
開催日：平成２９年１１月５日
対 象：来場者 ５０名
内 容：食品ロス、日常から心がけるエコクッキング、ローリングストック法の講話
◆南丹広域振興局
支援者：人見 博子 氏（亀岡市）
開催日：平成２９年１１月１１日
対 象：４０名
内 容：京丹波の農業、食文化について、調理実習

◆丹後広域振興局
支援者：野木 武

氏（京丹後市）

宮本 淳子 氏（京丹後市）
青木 博 氏（与謝野町）
中川 秀雄 氏（京丹後市）
開催日：平成２９年１２月１５日
対 象：３年生 ４４名
内 容：豆腐作り体験
◆府立家庭科研究会
支援者：打田 学市 氏（京都市）
開催日：平成３０年３月９日
対
内

象：教師 １４名
容：漬物について、糠床実習

