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宮田南小学校が
取り組む

「お弁当の日」！
宮若市立宮田南小学校

おにぎりを握りました。
卵焼きや花形のハムも
自分で作りました。

食育と社会科の
学習を関連づけて

授業を
しています。



１　研究主題及び副主題について

（１）主題設定の理由
本校の子どもは、給食の楽しさやありがたさを実感しながら給食を食べている一方で、食べ残しが所々見られ、献立

によってその差が大きいことから、摂取量の不足や偏食が目立っている。さらに、家庭での朝食の摂取率については、
令和元年12月に校内で実施した実態調査によると「毎日朝食を食べている」が82.4％と全国平均の86.7％を下回って
おり、食に関して多くの課題があることが分かった。これらの実態から、各教科や総合的な学習の時間及び特別活動等
における食に関する指導、地場産物を活用することを含めた家庭・地域・関係機関との連携の在り方の研究を進めるこ
とは、「自ら食と関わり、健全な食生活を実践する子ども」を育てる上で、意義あるものと考える。

（２）主題・副主題の意味
①　主題の意味
　　　「自ら食と関わる」とは、子ども自らが食に対して興味や関心をもち、食事の準備や作法などを通して人間関係
を形成し、食をもたらす自然や食に携わる人々に対して感謝の心をもつことである。「健全な食生活を実践する」
とは、子どもが健やかに成長し、生涯にわたって健康に生きる力を育むために、正しい知識と望ましい食習慣を
身につけ、心身の健康を増進する健全な食生活を実践することである。

②　副主題の意味
　　　「食育の観点に基づく」とは、本校の目指す「自ら食と関わり、健全な食生活を実践する子ども」の育成のため
に、文部科学省の定めた６つの食育の視点（本校では観点とする）に基づいて指導することである。「つなぐ活動」
とは、「考えをつなぐ活動」と「学校と家庭・地域をつなぐ活動」を通して、学年間のつながりや学年ごとの取組
の中で家庭や地域とのつながりを実感したりしながら、「知識及び技能」「思考力、判断力、表現力等」「学びに向
かう力、人間性等」の３つの資質能力の向上を目指す活動である。

２　研究においてめざす子どもの姿

〇　健やかに成長し、生涯にわたって健康に生きる力を育むために、正しい知識と望ましい食習慣、作法を身につけた
子ども（知識及び技能）

〇　食に関する意識を高め、知識を深め、心身の健康を増進する健全な食生活を実践することができる子ども（思考力、
判断力、表現力等）

〇　食に関する諸問題、地域の農業や農産物に関心をもち、食とそれに従事する人々に感謝する心を育むことができる
子ども（学びに向かう力、人間性等）

◎給食の摂取量の不足や偏食の改善　◎朝食摂取率の向上

３　めざす子どもの姿に迫るための具体的な手立て

考えをつなぐ活動 学校と家庭・地域をつなぐ活動
３つの対話活動を位置づけた授業づくり 高良内小みそ汁プロジェクト
食と自己の考えをつなぐ手立て 家庭啓発としての取組

食育指導
実践例

「自ら食と関わり、健全な食生活を実践する子どもの育成」
－ 食育の観点に基づいたつなぐ活動を通して －

� 久留米市立高良内小学校
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４　具体的実践例［（１）考えをつなぐ活動・（２）学校と家庭・地域をつなぐ活動］

（１）第１学年　学級活動「何でも食べよう」（心身の健康）・・・３つの対話活動を位置づけた
授業づくり

食べ物は３つの働きに分けられ、元気に活動するためには色々な食品を食べることが大切であることを理解し、
好き嫌いしないで残さず食べようとする意欲をもつことができるようにする。

〈つかむ段階〉前日の給食の写真と献立を提示し、給食ではたくさんの食べ物
が使われていることに気づかせ、本時学習のめあてをつかませ
る。

〈つくる段階〉食べ物の３つの働きと、３つのグループの食べ物を紙芝居をも
とに理解させる。 （教材との対話）

〈深める段階〉今日の給食に使われている食品を、学習した３つの働きにグ
ループで分類する活動を行わせ、給食は栄養のバランスを大切
にして作られていることを実感させる。 （他者との対話）

〈まとめる段階〉本時学習を振り返り、自分自身の食生活の改善やこれから何で
も食べようとする実践意欲を養わせる。　　　（自分との対話）

本時学習の子どもの振り返りで、「野菜を毎日残していたから今日から何も残さず食べたい」という感想が多く見ら
れ、食べ物には、「赤」「黄」「緑」の３つの働きがあることに対する理解が伺えた。また、学習後も１週間がんばりカー
ドに取り組み、多くの子どもが好き嫌いをせずに給食を食べる姿が見られた。

（２）高良内小みそ汁プロジェクトの取組
これまで本校は、地域の特産物に触れ、地域の農家や関係機関をゲストティーチャーとして招き、米や野菜を実際に

育てたり収穫したりするなど地域の特色を活かした体験活動に取り組んできたが、学んだことが１年間で完結してしま
い、学年をまたぐ発展的・継続的な学びとして成り立っていなかった。そこで、これまで「点」であったこの体験活動が、
「線」である発展的・継続的な学びになるように本プロジェクトを立ち上げた。
〈各学年の取組〉
１学年：いもづくり－地域の食材と出会う授業づくり
２学年：野菜づくり－家庭での食材の関心を高める授業づくり
３学年：みそ・ねぎづくり－地域の地場産を活かした授業づくり
４学年：土づくり－久留米市の環境活動と連携した授業づくり
５学年：米づくり－地域の農家と連携した授業づくり
６学年：みそ汁づくり－家庭でのみそ汁づくりを位置づけた授業づくり
新型コロナウイルスの影響により調理実習が出来ず、給食室にこれらの食

材を提供し、給食としてみそ汁を試食することになったが、地域の食材に対
して愛着をもっている姿や生産者に感謝する姿が見られ、学年をまたぐ発展
的・継続的な学びとして十分な成果が得られた。

５　研究の成果（○）と課題（●）

〇　アンケートの結果、６つの食育の観点のほとんどにおいて、改
善や向上が見られ、それに伴い本校が重要課題の１つとしてい
た給食の摂取量の不足や偏食が大きく改善された。（右図参照）

●　朝食摂取率についても若干改善したが、全国平均と比べるとま
だ差がある。今後、重点的に「食事の重要性」に関する指導や
活動を行うとともに、さらなる保護者への啓発が必要である。
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令和４年度　福岡県学校給食研究指定校及び研究主題
学校名 研究主題 研究発表会

（予定）

筑前町立
三輪小学校

（令和４・５年度）

食とのつながりを大切にする児童の育成
～こころ・からだ・生活の振り返りと見える化の取組～

（令和４・５年度福岡県学校給食研究指定委嘱事業研究計画書より）

嘉麻市立
上山田小学校

（令和４・５年度）

望ましい食事観と食行動を形成する教育活動の展開 
～ ６年間を見通した系統的・継続的な指導を通して ～

（令和４・５年度福岡県学校給食研究指定委嘱事業研究計画書より）

築上町立
上城井小学校

（令和４・５年度）

食への関心を深め、主体的によりよい食生活をめざす児童の育成 
～ 地域の「ひと・もの・こと」をいかした体験的な活動を通して～

（令和４・５年度福岡県学校給食研究指定委嘱事業研究計画書より）

福岡県立
特別支援学校 

「北九州高等学園」
（令和４・５年度）

健康で豊かな職業生活を送るために、自らの食生活を主体的に
考えることができる生徒の育成
～食に関する指導の充実を通して～

（令和４・５年度福岡県学校給食研究指定委嘱事業研究計画書より）

福岡市立
博多小学校

（令和４・５年度）

地域の食文化に興味・関心をもち、博多の心を大切にする児童の育成 
～博多のひと・もの・ことをいかした単元開発を通して～

（令和４・５年度福岡県学校給食研究指定委嘱事業研究計画書より）

宗像市立
自由ヶ丘小学校

（令和３・４年度）

主体的に望ましい食習慣を実践しようとする子供の育成 
～食育の視点を意識した授業づくりの工夫を通して～

（令和３・４年度福岡県学校給食研究指定委嘱事業中間報告書より）
９月 22 日（木）

宮若市立
宮田南小学校

（令和３・４年度）

望ましい食習慣を身につけようとする児童生徒の育成 
～ 実践につなぐ食に関する指導の工夫を通して ～

（令和３・４年度福岡県学校給食研究指定委嘱事業中間報告書より）
10 月 27 日（木）

宮若市立
宮若東中学校

（令和３・４年度）

望ましい食習慣を身につけようとする児童生徒の育成 
～ 実践につなぐ食に関する指導の工夫を通して ～

（令和３・４年度福岡県学校給食研究指定委嘱事業中間報告書より）
10 月 27 日（木）

みやま市立
瀬高小学校

（令和３・４年度）

望ましい食習慣を身につけようとする子どもの育成 
～食に関する体験的な活動を通して～

（令和３・４年度福岡県学校給食研究指定委嘱事業中間報告書より）
11 月 17 日（木）

福岡県立
嘉穂特別支援学校
（令和３・４年度）

食への興味関心を高め、よりよい食習慣を身につける児童生徒の育成 
～実態に即した指導の工夫を通して～

（令和３・４年度福岡県学校給食研究指定委嘱事業中間報告書より）
11 月 22 日（火）

北九州市立
花房小学校

（令和３・４年度）

食への関心を高め、望ましい食習慣を身に付けようとする児童の育成 
～学校と地域・家庭との連携を通して～

（令和３・４年度福岡県学校給食研究指定委嘱事業中間報告書より）

11 月予定 
（オンライン）
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材　料

作り方

　今年度から守恒小学校の勤務になりました。本校は児童数
920名の大きな学校です。給食時間には30クラスの給食当番
が一斉に配膳室に給食を取りに来ます。校内は大変混雑してい
ますが、下級生に道を譲る上級生の姿や困っている人を助け
る様子がよくみられます。
　喫食時間にも感染症対策が徹底されています。コロナ禍の
様々な制限がある中で、決まりをきちんと守っている子どもた
ちの姿を見ると、給食時間を以前のように楽しい時間にしてあ
げたいと思う反面、学校生活では「安全・安心」の上に学びや
楽しい時間が成り立つことも改めて感じています。

　前任校でも感染症対策を第一に過ごす中で、給食時間の指
導に入る機会が減り、「栄養教諭として子どもたちとどのように
関わりをもつか」ということをいつも考えていました。給食時間
には献立の資料を教室に配布したり、その他の時間に子どもた
ちと話をしたりと、その状況に応じて出来る取組を行いました。
　先日、4年生が総合的な学習の時間の中でごみの学習をして
いるということで食品ロスの話をしました。まず、事前の活動と
して、給食室にまとめてある残食とごみの様子を見にきてもら
いました。その後、授業時間には改めて食品ロスの話をし、質
疑応答の時間を設けました。子どもたちからは学校での残食の
状況や給食調理士の細かい仕事内容など幅広い質問がありま
した。授業の中で話を聞くだけでなく、実際の残食を見る体験
も取り入れたことで、子どもたちの食に対する関心が高まり、よ
り自分の事として食品ロスについて考えることができているよ
うでした。
　これからも給食調理士や学級担任と連携し、「おいしい給
食」の提供、そして、コロナ禍だからこそ給食時間の指導だけで
なく、様々な場面で子どもたちと関わり、「食べることの楽しさ、
大事さ」を伝えていける栄養教諭になりたいと思います。

北九州市立守恒小学校

栄養教諭 洪 瑛実

コロナ禍における栄養教諭の関わり

栄養士ノート

〈１人分〉 〈4人分〉
おすすめメニューメニューおすすめ

●豆腐 40 g 160 g
　●卵 15 g 60 g
　●サラダ油 0.6 g 小さじ1/2
●高菜漬 15 g 60 g
●もやし 20 g 80 g
●サラダ油 1 g 小さじ１
●濃口しょうゆ 0.5 g 小さじ1/3
●塩 少々 少々
●ごま油 0.16 g 小さじ1/6

みやま市立瀬高小学校
栄養教諭　松尾 愛美

高菜の炒め物
　みやま市の特産品の一つである高菜を使った炒め物
です。高菜を豆腐や卵、もやしなどと一緒に炒めた
チャンプルーのような料理で、ごはんのおかずにも
ピッタリです。家庭でも簡単に作ることができます。

麦ごはん　牛乳　磯煮　高菜の炒め物献立例

① 豆腐は1.5cm角に切り、一度軽く下ゆでしておく。
② 卵はあらかじめ溶いておく。油をひいて炒り卵を作り、一
度取り出しておく。

③ 熱した鍋に油をひき、高菜漬、もやしを入れて炒める。
火が通ったら①の豆腐を入れ、しょうゆ、塩を入れてさら
に炒める。

④ ②の炒り卵を加え、混ぜる。
⑤ 最後にごま油をふってひと混ぜする。

エネルギー 75kcal　たんぱく質5.1g  脂質5.1g　食塩相当量0.5g　カルシウム 64mg　マグネシウム17mg　鉄0.9mg 
VA（RAE） 59μgRAE  VB1 0.06mg  VB2 0.09mg  VC 2mg  食物繊維総量1.0g  亜鉛0.6mg

栄養価１人分

ホン ヨンシル
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宮田南小学校が取り組む
「お弁当の日」！

本紙に関する御意見等をお聞かせください。
（給食会ホームページ「お問合わせ」を御利用いただくと便利です。 https://www.fukukyuu.or.jp）

表紙の
写真は…

宮若市立宮田南小学校
本校は、全校児童271名の小学校です。本校が位置する宮若は三郡山系などの山々に抱かれ、豊かな自然の恵みにあ
ふれています。その山々を源とする犬鳴川や八木山川は私たちの生活においしい水を与えてくれます。2021年には本
校の５年生（現６年生）が種籾から育てた米が「宮若うまい米コンクール」・「九州お米食味コンクール」の金賞、
「国際大会」では特別優秀賞に輝きました。
さて、本校は、令和３・４年度に福岡県学校給食研究指定委嘱事業で「食の大切さを実感し、望ましい食習慣を身に
付けようとする児童生徒の育成」に取り組んでいます。また、「お弁当の日」の取組を行っています。お弁当作りを
通して「食べ物への関心を高めてもらいたい」「できた！という喜びや自信を感じてもらいたい」「家族とのつなが
りや感謝の気持ちを深めてもらいたい」「やってみよう！という意欲をもってもらいたい」そして、「『生きる力』
を育みたい！」ということをねらいとしています。「お弁当の日」では、①ありがとうコース（作ってもらったお弁
当を全部食べて、感謝の気持ちを伝える。）②おにぎりコース（おにぎりを握る。おかずをお弁当箱に詰める。）③
一緒に弁当コース（おうちの人と一緒に作る。）④完璧コース（自分だけで作る。《買い物やご飯炊きは家族の協力
OK》）の４つのコースを設定し、児童が無理なく、そして楽しんで食に関われるように実施しています。６年生児童
からは、「肉や魚の命の大切さや、野菜を作ってくれている人の気持ちを考えて大人になっても、おべんとうを作っ
ていきたいと思います。」と食に関わっていきたいという前向きな感想も聞かれました。今後も取組の継続と教科と
関連付けた食育を行っていきます。

令和４年度広報紙「給食福岡」編集委員会委員
を令和４年４月１日付けで次の９名の方に委嘱し
ましたので紹介します。（敬称は省略しています。）
令和４年５月27日に第１回編集委員会を開催

し、今年度の内容等について協議していただきま
した。

◎ 委員長
　　江﨑　　亨　（みやま市立瀬高小学校・校長）
◎ 副委員長
　　杉山　修二　（宗像市立自由ヶ丘小学校・校長）
◎ 委　員
　　坂田　祐也　（福岡県教育庁教育振興部体育スポーツ健康課・指導主事）
　　中野　悦子　（福岡県教育庁北筑後教育事務所・指導主事）
　　香山真由美　（福岡県教育庁京築教育事務所・指導主事）
　　織田悠里花　（宮若市立宮田南小学校・教諭）
　　木原　麻美　（嘉麻市立上山田小学校・教諭）
　　清原　龍彦　（福岡県ＰＴＡ連合会・副会長）
　　井上　　知　（公益財団法人福岡県学校給食会・事務局次長兼総務課長）

令和４年度 広報紙「給食福岡」編集委員会委員紹介

6 給食福岡　vol.108


