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分野 実施主体名 タイトル 頁

農林水産 「お魚料理教室」の開催（舞鶴市城南会館） 1

「お魚料理教室」の開催（京都府立綾部高等学校東分校） 2

「おさかな料理教室（実技研修会）」の開催（舞鶴市立白糸中学校） 3

「市場見学とお魚料理教室」の開催 4

「お魚料理教室」の開催（舞鶴市城南会館） 5

「お魚料理教室」の開催 6

市場見学 7

京都府漁業士会 水産教室（丹後の魚ＰＲ活動） 8

亀岡市立保津保育所 収穫して食べる楽しさを味わう野菜作り 9

亀岡市立中部保育所 栽培活動・クッキング活動 10

亀岡市立本梅保育所 農業体験（６月） 11

亀岡市立本梅保育所 農業体験（９月～） 12

社会福祉法人愛嶺福祉会　太田保育園（亀岡市） お泊まり保育の夕食（カレーつくり） 13

自園で育てたジャガイモを使っての食育活動の実施 14

自園で育て収穫した野菜や果物を使っての食育活動（７月） 15

自園で育て収穫した野菜や果物を使っての食育活動（１１月） 16

伝統行事であるおもちつきの体験 17

向日市立保育所 京都の伝統食　水無月を食べて夏を元気に過ごそう 18

保育所における食育（６月） 19

野菜を育てる 20

三色分け 21

宇治田原町立保育所　あゆみの園 勤労感謝に関して「お魚が口に入るまで」 22

菜園活動の実施① 23

菜園活動の実施② 24

栄養素の体の中での働きを知る 25

精華町立保育所（３園） バランスを考えて食事を選ぼう、食事で不足しているものは何？ 26

野菜収集表へのシール貼り、食育紙芝居への回覧 27

野菜作り、米作り、収穫物を使ったクッキング 28

給食作りのお手伝い 29

エンジェルクッキング隊（５歳児のクッキング活動） 30

いっぱい食べてもりもり元気（保育士による啓発食育劇） 31

地域の産物・行事食への関心（親子向けの展示）（味噌づくり・もちつき） 32

魚の解体 33

京都府立鴨沂高等学校 和菓子コンテスト応募～地域の京菓子屋さんとの連携～ 34

福知山市立三和中学校 食の体験活動～地場産物を使って和食を作ろう～ 35

宇治市立南宇治中学校 お弁当の日の取組に向けた事前学習 37

宮津市立宮津小学校 海洋高等学校の生徒との交流給食、給食の時間の放送 38

向日市立第二向陽小学校 かみかみカルシウム献立の取組、残量メダルカレンダーの取組 39

向日市立勝山中学校 食中毒の予防 40

長岡京市立長岡第二中学校 より良い食生活を目指して 41

わくわく給食 42

和食の日の取組 43

「八幡食育の日」の献立の実施 44

まるごときょうとの日献立実施 45

食育の日献立の実施（お茶給食） 46

南丹市立美山中学校 骨を丈夫にするための方法を考えよう 47

京都府漁業協同組合

社会福祉法人城陽福祉会　里の西保育園（城陽市）

大山崎町立保育所

笠置町立笠置保育所

社会福祉法人千祥福祉会　ひかりだい保育所

社会福祉法人京都長尾会　せいかだい保育所

八幡市立小中学校（全１２校）

京田辺市小学校全９校

保育園
幼稚園
幼児園

こども園

小学校
中学校
高校

食 育 事 例 　一 覧＜平成３０年度 事例集＞



分野 実施主体名 タイトル 頁

精華町立東光小学校 学校給食を生きた教材とした取組、給食時間を活用したミニ指導 48

精華町立小中学校 給食試食会、給食委員会の取組、農業体験 49

大学 食物栄養学科２回生の学生による幼稚園・保育所園児への食育活動 50

「おかあさんの食べ物教室」、「子ども偏食講座」の開催 51

「手軽で美味しい減塩食メニュー」の提案と提供 52

宇治橋通りわんさかフェスタでの食育活動 53

「宇治市農林まつり」での料理レシピの配布と地元野菜の収穫体験 54

食物栄養学科２回生の学生による幼稚園児への食育活動 55

ともいきフェスティバル2018での「ともいきヘルシーランチ販売」 56

栄養士のたまごが考えた文教ランチ～成道会バージョンの販売 57

京都府立大学 お魚すごろく 58

特定非営利活動法人　日本都市農村交流ネットワーク協会 京都府庁こだわりマルシェ 59

内閣府認定公益社団法人　全日本司厨士協会　京滋地方　京都府本部シェフによる食育授業 60

公益社団法人　京都府助産師会 水曜ミニ講座の開催 62

京の伝統食品の京漬物を学ぼう　土井志ば漬け本舗　本社工場見学 63

夏休み｢京都市中央卸売市場見学｣　卸売市場ってどんなところ？競りを見て場内見学 64

子ども料理教室　カレーライスとサラダを作ろう 65

大人のための料理教室　出しをいかした先取りお正月料理 66

行　政
京都府中丹西保健所 大型スーパーでの該当啓発、ホームページへの掲載 67

食育月間における街頭啓発 68

離乳食講座の開催 69

健康展in宇治市役所 70

『宇治市、適塩はじめました。』 71

【市民対象食育講座】塩ヘル活チャレンジ30 72

毎月19日は「食育の日」食育だよりの発行 73

食事の大切さ 74

「さつま芋」の苗植え 75

おばちゃんの亀岡ふるさと料理塾（夏の塾、秋の塾、冬の塾） 76

「簡単１品料理レシピコンテスト」の実施 77

地元産農産物利用推進事業 78

向日市 歯のひろば 79

体験できる食育ひろば 80

学べる食育ひろば 81

市の広報誌への食育コラムの掲載 82

かみかみ献立の実施 83

和風のだしを味わう授業の実施 84

「食育」の啓発 85

一休さん派遣食育事業 86

親子食育教室「京たなべcooking”いただきます！”」 87

生活習慣病予防減塩推進スキルアップ事業（若者世代食育教室） 88

児童への食育指導の実施 89

お魚料理教室 90

丹後王国月例際での食育啓発 91

クッキング教室「ぼくとわたしのファーストクッキング」 92

おとなの食育教室 93

南丹市 平成３０年度広報なんたん「食はひとづくり、まちづくり」 94

綾部市

長岡京市

八幡市

京都文教短期大学

京都生活協同組合

消費者
団体、
NPO等

京田辺市

京丹後市

小学校
中学校
高校

宇治市

宮津市

亀岡市



分野 実施主体名 タイトル 頁

行　政
食育月間展示 95

食育レシピコンテスト 97

きょうと食育強化月間 98

食育の日 99

健康課健康増進係の取組 100

大山崎町（町内栄養士連絡会） 102

いきいき朝市（経済環境課） 103

うじたわらの日の献立 104

宇治田原町旬の野菜レシピ集の配布、レシピを活用した試食の提供 105

宇治田原町旬の野菜レシピの発信 106

かみかみ献立 107

和束町 菜園活動から楽しい給食 108

食育月間啓発パネルの展示及び食育推進チェックシートの配布 109

環境月間　食品ロス削減に向けた啓発写真の展示 110

食育劇の実施 111

洛いもを活用した体験型食育活動 112

米の消費拡大推進 113

「ふれあい祭り」「せいか祭り」において「食育コーナー」を設置 114

夏休み親子クッキング 115

食育の街頭啓発 116

「和食の日」のパネル展示 117

学校給食　地場産野菜納入 118

食品ロスの削減 119

食育推進のためのパネル展示と啓発のぼり旗の設置 120

食育推進リーフレット配布 121

保健センターにおける食育コーナー 122

「食」に関する図書の紹介 123

平成３０年度の毎月１９日前後 124

※その他の京都府主体の取組については、別途、「京都府食育推進行動計画」で公表しています。

大山崎町

宇治田原町

木津川市

精華町
























