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第６１回全国栄養教諭・学校栄養職員研究大会の開催について 

 

 

標記について、別添のとおり同大会栃木県実行委員会委員長から通知がありました。 

令和２年７月３０日（木）・３１日（金）に栃木県にて予定していた同大会が紙面開催となりまし

たので、その旨関係者に周知いただきますようお願いいたします。 

大会冊子の申込みは、各自で別添「第６１回全国栄養教諭・学校栄養職員研究大会（紙面開催）大

会冊子申込みのご案内」をご参照のうえ、大会ホームページより直接、申込みいただきますようお

願いします。（https://sec.tobutoptours.co.jp/web/evt/eiyou61/） 

 

 

記 

 

１ 送 付 物   依頼文（写し） 

大会開催要項 

「第６１回全国栄養教諭・学校栄養職員研究大会（紙面開催）大会冊子申込みのご案内」 

 

２ 申込期限   令和２年７月１５日（水） 

 

３ 申込方法  別添「第６１回全国栄養教諭・学校栄養職員研究大会（紙面開催）大会冊子申込みのご

案内」をご参照の上、（インターネットWEBで）直接、取扱旅行会社へお申込みください。 

 

４ そ の 他   大会参加費は、振込後に取消が生じた場合、返金は行われませんのでご注意ください。 

＜担 当＞ 保健体育課 保健・給食グループ 
 能阿彌  

電 話 06-6944-6903（直通） 
ＦＡＸ 06-6941-4815 

e-mail NoamiM@mbox.pref.osaka.lg.jp 

https://sec.tobutoptours.co.jp/web/evt/eiyou61/
mailto:NoamiM@mbox.pref.osaka.lg.jp




 

 

 

 

 

 

１ 趣旨 

  学校における食育の推進に向けて、児童生徒に対する食に関する指導の在り方や学校給食の

充実方策について研究協議し、栄養教諭・学校栄養職員の資質の向上を図る。 

 

２ 主題 

  『栄養教諭を中核とした学校における食育の推進』 

   ～ いちご一会 栃木でつながる 食育の輪 ～ 

 

３ 主催 

  文部科学省、栃木県教育委員会、宇都宮市教育委員会 

  公益社団法人全国学校栄養士協議会、公益財団法人栃木県学校給食会 

 

４ 協賛 

  全国学校給食会連合会 

 

５ 期日（新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、紙面による開催） 

  大会冊子発行 ９月末日（予定） 

   

６ 参加者 

  栄養教諭・学校栄養職員及び学校給食関係者 

 

７ 内容 

(1) 実践発表（誌上発表） 

   主題 「栄養教諭を中心として学校・家庭・地域がつながり、子供を伸ばす食育の推進」 

   発表者  宇都宮市教育委員会事務局学校健康課 副主幹・指導主事 岸  敦子 

       宇都宮市立鬼怒中学校 栄養教諭            小平 紀子 

       宇都宮市立今泉小学校 元ＰＴＡ副会長         山崎美奈子 

(2) 記念講演（誌上講演） 

    演題 「ご当地グルメの地理学」 

～ローカルフードの由来を自然環境と歴史から解き明かす～ 

    講師 お茶の水女子大学 基幹研究院 准教授 長谷川 直子 氏 

 

 

 

 

 

第61回全国栄養教諭・学校栄養職員研究大会 

開 催 要 項（紙 面 開 催） 



   (3) 分科会（誌上発表） 

分 科 会 

１ 栄養教諭を中核とした単独実施校における食に関する指導の在り方 

２ 
栄養教諭を中核とした共同調理場から受配する学校における食に関する 

指導の在り方 

３ 
栄養教諭の専門性を生かした障害のある児童生徒一人一人に応じた学校給食の提供と 

食に関する指導の在り方 

４ 栄養教諭の専門性を生かした児童生徒への個別的な相談指導の進め方 

５ 
全教職員による食育推進体制及び家庭や地域、関係団体等と連携した 

推進体制の構築における栄養教諭の役割 

６ 食に関する指導の全体計画と評価及び栄養教諭の配置効果 

７ 栄養教諭の専門性を生かした栄養管理と生きた教材となる献立作成 

８ 衛生管理責任者としての栄養教諭の役割 

 

８ 参加費（大会冊子）・申込等 

 (1) 大会冊子 700円（税込・送料込） 

 (2) 申込締切 令和２(2020)年７月 15日（水） 

    大会冊子の申込業務は、東武トップツアーズ（株）宇都宮支店に委託しております。 

別添「第 61 回全国栄養教諭・学校栄養職員研究大会（紙面開催）大会冊子申込みのご案内」

をご参照ください。 

   なお、入金後の取消については、返金いたしませんので、予め御了承ください。 



研　　究　　協　　議　　内　　容 発　　表　　者 指　導　助　言　者

第61回全国栄養教諭・学校栄養職員研究大会分科会一覧

分　　科　　会

1
栄養教諭を中核とした単独実施校
における食に関する指導の在り方

①給食の時間における食に関する指導を充実させるための栄養教諭の関わり方
②教科等における食に関する指導を充実させるための栄養教諭の関わり方
③単独実施校における食に関する指導を系統的・継続的に行うための手立て

5

全教職員による食育推進体制及び
家庭や地域、関係団体等と連携し
た推進体制の構築における栄養教
諭の役割

①全教職員による学校における食育推進体制の構築における栄養教諭の役割
②家庭や地域、関係団体等と連携を図った食育推進体制の構築における栄養教諭
の役割
③栄養教諭が常駐していない学校における食育推進体制構築のための関わり方

2
栄養教諭を中核とした共同調理場
から受配する学校における食に関
する指導の在り方

①給食の時間における食に関する指導を充実させるための栄養教諭の関わり方
②教科等における食に関する指導を充実させるための栄養教諭の関わり方
③共同調理場から受配する学校における食に関する指導を系統的・継続的に行うた
めの手立て

栃木県下野市立国分寺中学校
栄養教諭　宍戸　恵美

福岡教育大学大学院
教育学研究科
教授　脇田　哲郎

栃木県宇都宮市立清原中学校
栄養教諭　水沼　由美子

上越教育大学
大学院学校教育研究科
教授　野口　孝則群馬県太田市立城西中学校

栄養教諭　二宮　圭映子
大阪府教育庁保健体育課
指導主事　能阿彌　勝福井県福井市上文殊小学校

栄養教諭　荒川　由美子

神奈川県立保健福祉大学
保健福祉学部栄養学科
教授　鈴木　志保子秋田県大仙市立太田中学校

栄養教諭　千葉  嘉津子
長野県教育委員会保健厚生課
指導主事　高橋　和子京都府京都市立西野小学校

栄養教諭　石崎　洋子

青森県蓮田村立蓮田中学校
栄養教諭　今井　裕子

福島県教育庁健康教育課
指導主事　遊佐　恵美石川県野々市市立野々市小学校

栄養教諭　網　秀子

栃木県立益子特別支援学校
栄養教諭　鈴木　昭子 ムカイ口腔機能研究所

所長　向井　美惠
埼玉県立行田特別支援学校
栄養教諭　竹内 邦恵

香川県教育委員会保健体育課
主任指導主事　赤松　美雪山梨県立甲府支援学校

主任栄養士　木村　久美

4
栄養教諭の専門性を生かした児童
生徒への個別的な相談指導の進
め方

①健康課題の改善を目的とした個別的な相談指導の進め方
②校内における組織体制や連携の在り方
③学校医、専門医、主治医、保護者等との連携の在り方

栃木県芳賀町立芳賀中学校
栄養教諭　山口　幸子

3

栄養教諭の専門性を生かした障害
のある児童生徒一人一人に応じた
学校給食の提供と食に関する指導
の在り方

①障害に応じた学校給食の提供に向けた栄養管理や調理の工夫、摂食指導の進め
方
②食生活の改善を必要とする児童生徒及びその保護者に対する個別的な相談指導
の進め方
③児童生徒の自立の一助となる望ましい食習慣の形成を図るための、栄養教諭と教
職員との連携の在り方

栃木県鹿沼市立さつきが丘小学校
栄養教諭　小出　真美子

公益社団法人
全国学校栄養士協議会
会長　長島　美保子茨城県ひたちなか市立外野小学校

栄養教諭　植田　琴
奈良県教育委員会保健体育課
指導主事　大坪　昌子香川県丸亀市立城北小学校

栄養教諭　香川 恵理

千葉県船橋市立法典西小学校
栄養教諭　口野　佳奈

佐賀県教育庁保健体育課
指導主事　山上　望新潟県妙高市立新井中央小学校

栄養教諭　池田　春美

7
栄養教諭の専門性を生かした栄養
管理と生きた教材となる献立作成

①児童生徒の実態に応じた献立作成と栄養管理の在り方
②児童生徒の学校給食における栄養摂取状況の把握と評価の在り方
③学校給食を生きた教材として活用するための献立作成の在り方

栃木県さくら市立氏家小学校
栄養教諭　田代　尋子

文部科学省初等中等教育局
健康教育・食育課
学校給食調査官　齊藤るみ福島県いわき市立小名浜第一小学校

栄養教諭　赤津 由紀子

6
食に関する指導の全体計画と評価
及び栄養教諭の配置効果

①食に関する指導に係る実態把握と目標設定の進め方
②食に関する指導に係る目標を実現するための食育実践と評価の進め方
③栄養教諭の配置効果に連関する評価の在り方

栃木県小山市立小山第三中学校
栄養教諭　青木　八末子

お茶の水女子大学
基幹研究院自然科学系
教授　赤松　利恵

岡山県教育庁保健体育課
指導主事（主幹）　鈴木　美穂神奈川県川崎市立中野島中学校

総括栄養教諭　杉山 綾子

8
衛生管理責任者としての栄養教諭
の役割

①施設設備と衛生管理を踏まえた献立作成の在り方
②日常的な衛生管理や衛生指導の進め方
③危機管理体制の構築や緊急時対応における栄養教諭の役割

栃木県大田原市立黒羽中学校
栄養教諭　岩瀬　幸

大阪府立大学大学院
生命環境科学研究科
准教授　勢戸　祥介東京都武蔵村山市立大南学園第七小学校

栄養教諭　吉村　康佑
愛媛県教育委員会保健体育課
指導主事　山市　知代岡山県津山市立成名小学校

栄養教諭　後藤 眞依



 

 

 

 

 

 

１ 大会冊子申込み先業者 

  東武トップツアーズ株式会社宇都宮支店 栃木県宇都宮市馬場通り 2-1-1NMF宇都宮ビル 5階 

 

２ 申込み方法 

   大会冊子を希望する個々人様において次のとおりお申込みください。 

（個人 1名が冊子を複数冊申込むことも可能です。郵送先は 1箇所となります。） 

(1) 申込み期間 令和 2(2020)年 6月 22日(月)～7月 15日(水) 

(2) 申込み方法 下記ホームページアドレスまたはQRコードからアクセスください。 

【専用WEBサイト https://sec.tobutoptours.co.jp/web/evt/eiyou61/】  

申込の前にサイト上の「大会冊子申込要項（申込方法）」を必ずご確認ください。                        

大会冊子申し込み登録完了後、登録内容確認等のメールが届きます。 

    

(3) 申込み問い合わせ先  

    申し込み方法で不明な点や登録完了後の登録内容確認等のメールが到着しない場合は、 

下記へお問い合わせください。 

   【問合わせ先】東武トップツアーズ株式会社 宇都宮支店内（大会冊子申込事務局）  

担当：江森・大島・関口 (営業時間 平日：9:30～17:30 土日祝日：休業) 

TEL：028-636-7761 FAX：028-636-7760 Eメール：eiyou@tobutoptours.co.jp 

 

３ 費用 

(1) 大会参加費（冊子料金） １冊 ７００円(税・送料込み) 

振込み手数料は個人でご負担願います。 

   お申し込み後の取り消しについては、料金の返金をいたしませんので、ご了承願います。 

(2) 費用振込先 web請求書に記載の下記口座へお振込みください。 

    みずほ銀行（0001） 東武支店（644） 当座 ８５７５０６１ 

    口座名義 東武トップツアーズ株式会社 ﾄｳﾌﾞﾄｯﾌﾟﾂｱｰｽﾞｶﾌﾞｼｶﾞｲｼｬ     

(3) 費用振込期限  令和２(2020)年７月２２日（水）最終期限 

   振込期限については、原則申し込んでから 7日以内をめどにお振り込み願います。 

(4) ご請求書 

   ご請求書はホームページ上の「web請求書発行」から発行・印刷が可能です。ご請求書は原

則、一度しか発行できませんのでご注意ください。またご請求書の送付はありません。 

(5) 振込み時の注意事項 

   【重要】web請求書の右上にある請求書番号のMから始まる「６桁の数字」を 

振込者氏名の前に入力下さい。 

 

４ 大会冊子の送付について 

  大会冊子は、９月末日に発行予定です。発行次第、申込時に登録していただいた住所に送付致

します。【重要】複数の申込に対して送付先住所が分かれる場合には、お一人様ずつ個別に申

込登録をしてください。 

第61回全国栄養教諭・学校栄養職員研究大会(栃木大会) 

【紙面開催】 大会冊子申込みのご案内 
 

https://sec.tobutoptours.co.jp/web/evt/eiyou61/
mailto:eiyou@tobutoptours.co.jp

