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第62回全国栄養教諭･学校栄養職員研究大会の開催について(依頼) 

 

 標記の研究大会を別紙開催要項のとおり、群馬県で開催いたします。 

 今年度は、本研究大会では初の試みになりますが、オンラインで開催することとい

たしましたので、大会趣旨を御理解の上、貴都道府県内の市区町村教育委員会及び国

立、私立学校を含む学校給食関係者並びに学校給食会等へ周知いただくとともに、多

数の方々の参加が得られますよう格別の御配慮をお願いいたします。 

 また、参加申込みに当たっては、別添「第62回全国栄養教諭・学校栄養職員研究大

会 お申込のご案内」を御参照の上、各自で令和3年6月25日(金)までに本大会ホーム

ページから手続きいただくこととしておりますので、このことについても周知方よろ

しくお願いいたします。 

 なお、本通知については、本電子メールでの御依頼のみとしておりますことを申し

添えます。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【問い合わせ先】 

 第 62回全国栄養教諭･学校栄養職員研究大会実行委員会事務局 

（群馬県教育委員会事務局 健康体育課 学校安全･給食係） 

担当者   ： 渡辺･渡邉･吉田 

ＴＥＬ  ： 027-226-4709（直通） 

Ｅ- m a i l： kitaiikuka@pref.gunma.lg.jp  
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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』 

    ～つなげよう ひろげよう 心にググっと ぐんまの食育～  
 
３ 主  催 

  文部科学省、群馬県教育委員会、高崎市教育委員会 

  公益社団法人全国学校栄養士協議会、公益財団法人群馬県学校給食会 
   
４ 協  賛 

  全国学校給食会連合会 
 
５ 後  援 

  公益財団法人日本教育公務員弘済会群馬支部 
 
６ 期  日 

  令和３年８月５日（木）・８月６日（金） 
 
７ 開催方法 

  Ｗｅｂ会議システム（Ｚｏｏｍ）によるオンライン開催 
 
８ 会  場  ※来会者 ／ 1日目は、全体会の講師、シンポジウムのコーディネーター･シンポジスト  

７ 会  場  ※来会者 は､2日目は、分科会の発表者、指導助言者、責任者、司会  
 
 (1) １日目（全体会・展示） 

   「Ｇメッセ群馬」高崎市岩押町 12  中会議室（3F） 
     
(2) ２日目（分科会） 

   「Ｇメッセ群馬」高崎市岩押町 12  中会議室（3F）・小会議室（3F･4F） 

 
９ 参 加 者 

  栄養教諭・学校栄養職員及び学校給食関係者 

 

分 科 会 会  場 

1  

食
に
関
す
る
指
導 

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 中会議室 301-A 

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 中会議室 301-B 

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 
中会議室 302-A 

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 中会議室 302-B 

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 
小会議室 303 

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 小会議室 304 

7 
給
食 

指
導 

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 小会議室 401 

8 衛生管理責任者としての栄養教諭の役割 小会議室 402 

第62回全国栄養教諭・学校栄養職員研究大会 〔オンライン大会〕 

開 催 要 項 



10 内  容 

 (1) 開会式 

   開会・国歌斉唱 

   あいさつ 〔文部科学大臣、群馬県教育委員会教育長、(公社)全国学校栄養士協議会会長〕 

   次期開催地あいさつ 

   閉会 
 
 (2) 文部科学省説明 
   演題 「○○○○」 
（3） 基調講演 

   演 題 「栄養教諭に期待される資質・能力」 

   講 師 お茶の水女子大学 教授 赤松 利恵 氏 
 
(4) シンポジウム 

   主 題 「これからの栄養教諭に求められている資質・能力」 

コーディネーター  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 

シンポジスト 文部科学省初等中等教育局健康教育・食育課 食育調査官     清久 利和 

           お茶の水女子大学 教授                  赤松 利恵  

東京都調布市立深大寺小学校 校長             濵松 章洋  

太田市教育委員会 指導主事                松岡 映子 

高崎市立倉渕中学校 栄養教諭               濱名 美樹 
 
 (5) 研究協議（８分科会） 

   分科会研究協議題 別紙「分科会研究主題及び協議内容」 

 

11 全体日程  

 
12 参加費 

   ４，０００円   
  
13 参加申込等 

  申込締切  令和３年６月２５日（金） 
   

参加申込及び宿泊業務は、㈱日本旅行に委託しております。 

  申込・宿泊等につきましては、「第 62 回全国栄養教諭・学校栄養職員研究大会お申込のご案内」 

をご参照ください。 

（入金後の取消については、参加費は返金いたしませんが、大会誌は研究大会終了後に送付いたします。） 
 
14 その他 

  駐車場は、会場敷地内 2,000台収容可能（駐車料金は有料） 

８月５日 

（木） 

(1日目) 
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８月６日 
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(2日目） 
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オンライン配信 

オンライン配信 



　 分　　科　　会 研　　究　　協　　議　　内　　容 発　　表　　者 指　導　助　言　者

群馬県川場村立川場小学校
栄養教諭　　遠藤　まみ
茨城県土浦市立神立小学校
栄養教諭　　小神野　あや子
沖縄県立大平特別支援学校
栄養教諭　津波　綾乃

東京都中野区立中野東中学校
栄養教諭　二重作　友美
熊本県熊本市立西原中学校
栄養教諭　　松岡　珠美

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。

長野県松本市立岡田小学校
栄養教諭　　山田　恭子

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。

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。

群馬県玉村町立玉村小学校
栄養教諭　　坂本　明美
埼玉県草加市立新里小学校
栄養教諭　　馬越　祥子

宮崎県延岡市立土々呂小学校
栄養教諭　磯田　美子

群馬県桐生市立中央中学校
栄養教諭　　朝倉　真由美

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。

奈良県橿原市立畝傍東小学校
栄養教諭　　横地　博子

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

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。

群馬県太田市立北の杜学園
栄養教諭　　中田　真弓

大阪府立東淀川支援学校
栄養教諭　　久保　美陽

群馬県立高崎特別支援学校
栄養教諭　生方　美奈子
神奈川県立座間養護学校
栄養教諭　柿沼　麻衣

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

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

愛媛県教育委員会保健体育課
指導主事　山市　知代

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

1

4

6

2

3

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

お茶の水女子大学
基幹研究院自然科学系
教授　赤松　利恵

佐賀県教育庁保健体育課
指導主事　山上　望

長崎県佐世保市立吉井南小学校
栄養教諭　　平山　有里子

群馬県前橋市立宮城小学校
栄養教諭　　中川　恵美
富山県髙岡市立戸出西部小学校
栄養教諭　　濵屋　佳美

新潟県新潟市立上山小学校
栄養教諭　西山智子

香川県教育委員会保健体育課
主任指導主事　赤松　美雪

武庫川女子大学
教育学科
准教授　藤本　勇二

岡山県教育庁保健体育課
指導主事　鈴木　美穂

公益社団法人
全国学校栄養士協議会
会長　長島　美保子

山梨県甲府市立大里小学校
栄養教諭　今村久美子

「第62回 全国栄養教諭・学校栄養職員研究大会 分科会」発表者・指導助言者 一覧

上越教育大学
大学院学校教育研究科
教授　野口　孝則

東京都調布市立深大寺小学校
校長　濵松　章洋

秋田県秋田市立下北手小学校
教頭　佐々木斉

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

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。

静岡県富士宮市立北山中学校
栄養教諭　　長谷川　裕恵

群馬県高崎市立佐野小学校
栄養教諭　　矢㞍　喜代美
千葉県松戸市立南部小学校
栄養教諭　　松本　江里子
大分県大分市立坂ノ市小学校
栄養教諭　　伊東　彰子
群馬県高崎市立桜山小学校
栄養教諭　　関口　順子
栃木県佐野市立植野小学校
栄養教諭　　小林　恵

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。

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。

ムカイ口腔機能研究所
所長　向井　美惠



ツアー
お申込は

全走行距離

約１２０km

お申込のご案内お申込のご案内
１．指定旅行代理店

株式会社日本旅行高崎支店に一部の業務を委託しております

２．申込方法（Ｗｅｂ申込）
参加をご希望の個々人様において、次の通りお申込みください。

（1） 申込締切日
大会参加申込 締切日 令和3年6月25日（金）

発表者様用 宿泊申込 締切日 令和3年7月 2日（金）

（2） 申込ＵＲＬ
本大会ホームページ（https://va.apollon.nta.co.jp/eiyo/）
よりお申込みください。 （右記QRコードから読み取りください。）
参加登録のお申込みは大会ホームページからのみとなっております。

（3） 問い合わせ先
第62回全国栄養教諭・学校栄養職員研究大会 受付デスク（株）日本旅行高崎支店内
TEL：027-322-3611 FAX：027-323-2316
E-mail：eiyo62@nta.co.jp
（営業時間 9：30 ～ 18：00 土日祝は休業です）

（4） 大会参加費 ４,０００円
※発表者の方は、一般参加者ではなく発表者よりお申込みください。
※お申込み後の取消については、返金はいたしませんので、ご了承ください。

（5） 登録内容の確認方法
登録完了時「登録内容確認」のメールが届きます。登録完了時にメールが届かない場合は
上記お問い合わせ先までご連絡ください。

（6） ご請求書
ホームページ上で印刷が可能です。「お支払」のページより印刷してお使いください。

※ご請求書の送付はございませんので、ご注意ください。

（7） 大会冊子
7月30日頃に参加者宛に送付致しますが、参加者が複数の場合には、代表者宛に一括して送
付致します。

（8） リモート配信用ＵＲＬ
８月2日にご登録いただきましたメールアドレス宛に送付致します。

※見逃し配信として、8月9日～8月31日まで配信致します。

（9） お振込み先
ご請求金額を7月9日（金）までに受信メールに記載の口座へお振込みください。

※振込手数料はお客様のご負担にてお願い致します。

※写真は全てイメージです

第62回 全国栄養教諭・学校栄養職員研究大会
開催期間： 令和３年８月５日（木）～６日（金）

群馬県高崎市からオンラインで開催



ツアー
お申込は

全走行距離

約１２０km

３．発表者様 宿泊のご案内

ご希望のホテルをホームページからお申込みください。

《宿泊日 ８月5日（木） 1泊朝食 シングル利用（税サービス料込み）》

お申し込みは、大会ホームページ「ホテル予約」よりご予約ください。
「1部屋のご利用人数を選択してください。」のプルダウンで「1人」を選択してく
ださい。
ホテルの空き状況は、大会ホームページの「ホテル予約」にてご確認いただけます。

４．変更・取消のご案内

「取消日は」お客様が日本旅行の営業日・営業時間内に解除する旨をお申し出頂い
た時を基準とします。
営業時間は平日9：30～18：00（土日祝は休業です）
平日18：00以降は翌日に、金曜日は翌週の次営業日が取消日となります。
取消料は弊社よりご請求申し上げます。

ホテル名
シングル
料金

JR高崎駅から
のアクセス

Gメッセ群馬から
のアクセス

ホテルグランビュー高崎 16,000円 徒歩約20分 車にて約8分

榛名の湯 ドーミーイン高崎 19,000円 徒歩約7分 車にて約6分

取消日 取消料

宿泊開始の８日前まで 無料

宿泊開始の７日前まで４日前まで （旅行代金の） 10％

宿泊開始の３日前まで前々日まで （旅行代金の） 20％

宿泊開始の前日 （旅行代金の） 40％

宿泊当日（土日祝日を除く） （旅行代金の） 50％

無連絡の取消及び不泊 （旅行代金の）100％

第62回 全国栄養教諭・学校栄養職員研究大会
開催期間： 令和３年８月５日（木）～６日（金）




