


　

趣　旨 学校における食育を推進する上で重要な役割を担う学校給食の在り方について研究協議

を行い、併せて学校給食関係者の資質の向上を図る。

主　題 「生きる力」を育む食育の推進と学校給食の充実

～　新時代に向けて　食で育てる　心も体も健やかな子ども　～

主　催 文部科学省、岡山県教育委員会、岡山市教育委員会

全国学校給食会連合会、公益財団法人岡山県学校給食会

後　援 岡山県小学校長会、岡山県中学校長会、岡山県特別支援学校長会

岡山県学校給食共同調理場連絡協議会、岡山県学校栄養士会、岡山県ＰＴＡ連合会

期　日 令和元年１１月７日（木）・８日（金）

開催地 岡山県岡山市

会　場

【全体会】 岡山コンベンションセンター

約１、０００人（県外６５０人、県内３５０人）

【教職員・調理場関係者・学校給食関係者・各都道府県、市町村教委関係者　等】

【分科会】 ホテルメルパルクＯＫＡＹＡＭＡ（６分科会場）

岡山コンベンションセンター（２分科会場）

※ 参加申込み状況により変更もある。

日　程

＜２日間の流れ＞

15:0013:00

学校給食における献立作成及び栄養管理

学校給食における衛生管理及び危機管理

ホテルメルパルクOKAYAMA・芙蓉（３階）

ホテルメルパルクOKAYAMA・錦（３階）

ホテルメルパルクOKAYAMA・光琳（３階）

岡山コンベンションセンター・405会議室（４階）

ホテルメルパルクOKAYAMA・泰平Ⅱ（１階）

ホテルメルパルクOKAYAMA・曙（３階）

中学校における学校給食を中心とした食育

特別支援学校における学校給食

学校経営における食育

学校給食における地場産物・国産食材の活用

学校給食における食物アレルギー対応

分　科　会
（８分科会）
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休憩
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文部科学省

説明
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開会式
文部科学大臣表彰

表彰式
受賞者記念撮影休憩

分科会
打合せ

9:30 10:00 12:00

学校給食関係研究内容及び関連業者の展示
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１１月
８
日

(金)

受付
分　科　会
（８分科会）

休　　憩

17:00

特別講演

16:00

休憩

岡山コンベンションセンター・レセプションホール（２階）

シンポジウム

15:45

第70回全国学校給食研究協議大会開催要項
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分　科　会　場

ホテルメルパルクOKAYAMA・泰平Ⅰ（１階）

分　　科　　会　　名

小学校における学校給食を中心とした食育
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＜２日間の内容＞

(1) 開会式

(2) 「文部科学大臣表彰」表彰式・受賞者記念撮影

(3) 文部科学省説明

(4)

(5) 特別講演 演　題 「子どもの口はふしぎがいっぱい」

講　師 岡﨑　好秀　氏

(6) 分 科 会 学校給食の管理及び食に関する指導について８分科会を設定し、各研究主題に沿って

研究協議を行う。

参加者（約１，０００人）

(1)

(2) 学校給食共同調理場の長、学校給食調理員等

(3) 保護者

(4) 都道府県及び政令指定都市並びに市区町村教育委員会の学校給食・食育関係者

(5) その他学校給食・食育関係者

事前打合せ会

参加申込み

参加費

(1)

(2) 昼食代　　　１人　１，３００円（お茶付き、税込み）

※　振込後に取消が生じた場合、大会参加費の返金は行いません。

【問合せ先】 第70回全国学校給食研究協議大会岡山県実行委員会事務局

TEL ：086-226-7591 FAX ：086-226-3684

大会参加費　１人　４，０００円（冊子のみ希望の場合、１冊１，０００円）

〒700-8570　岡山県岡山市北区内山下２－５－７（岡山県教育庁保健体育課内）

分科会打合せ会
 岡山コンベンション
 センター
 ３Ｆ　３０１会議室

主催者、発表者、指導助言者、進
行・会場責任者

11

・申込期限　　令和元年１０月７日（月）

参加申込及び宿泊業務は、東武トップツアーズ株式会社岡山支店に委託しています。

申込・宿泊等につきましては、別添「大会参加・情報交換会・昼食・宿泊のご案内」を御参照ください。
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11月７日（木）

10:45～11:45

　　　　　★「第70回全国学校給食研究協議大会」申込みＷＥＢサイト★

　　　　　　　　　https://conv.toptour.co.jp/shop/evt/zenkyu70/

9

学校給食実施校の校長、副校長、教頭、教諭、養護教諭、栄養教諭、学校栄養職員

10

会　議　名 日　時 会　場 参　加　者

シンポジウム テーマ　「子どもたちの望ましい食習慣の形成を目指して」

　～ 学校給食摂取基準を生かした栄養管理と食育 ～

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 神奈川県立保健福祉大学　学長 中村　丁次

都道府県担当者会議
11月7日（木）  岡山コンベンション

 センター
 ４Ｆ　４０７会議室

主催者、各都道府県教育委員会
10:00～10:30

岡山県教育庁保健体育課　指導主事（主幹） 鈴木　美穂

総社市立総社中学校　栄養教諭 光畑　和美

歯学博士

岡﨑先生

　国立モンゴル医科大学客員教授。岡山大学病院スペシャルニーズ歯科センター診療
講師。専門は小児歯科であるが、障がいを持つ子どもを中心として診療している。治
療終了時には、子どもを笑顔で帰すこと。すなわち「子どもの心に貯金をする」とい
う理念の基に診療を行っている。また「口は食物が入る最初の場所であるから、食物
が変われば最初に変わるのは口ではないか」という視点のもとに、小児の口腔の変化
を見てきた。食物や食べ方と口腔機能の関わりや「生きる力」を育むための口腔機能
の育成について研究を行っている。動物の歯に対する知識も豊富で、動物園や水族館
からの動物の歯についての問合せにもアドバイスをしている。「カムカム大百科 -歯
科医から見た食育ワンダーランド」（東山書房）など歯科医の立場からの食育に関す
る著書を執筆している。

https://conv.toptour.co.jp/shop/evt/zenkyu69/


研究主題 研究協議内容 発表者 指導助言者

3
児童生徒の障害に応じた学校給
食の提供及び食に関する指導の
進め方

①特別支援学校の児童生徒の実態に応じた食事内容と
食事指導の在り方。
②児童生徒の心身の状況に応じた、学校給食を活用し
た食育の進め方。
③教職員及び保護者と連携した個別指導の在り方。

 宮城県立支援学校女川高等学園
　　　　　　　　　 栄養教諭  遠藤　初恵
 千葉県立栄特別支援学校
　　　　　　　　　 栄養教諭  長谷部　絹江
 岡山県立岡山支援学校
　　　　　　　　　 栄養教諭  花房　千帆

宇高耳鼻咽喉科医院
　　　　　　　　　　　　院長　宇高　二良
大阪府立生野支援学校
　　　　　　　　指導栄養教諭　寺中　純子

6
食物アレルギーに対応した学校
給食の提供及び個別的な相談指
導の在り方

①食物アレルギー対応方針やマニュアル等の策定と食
物アレルギー対応の進め方。
②誤配・誤食防止の手立てと緊急時対応及び研修の在
り方。
③児童生徒やその保護者に対する個別的な相談指導の
効果的な進め方。

 石川県川北町立川北中学校
　　　　　　　　　 栄養教諭  石田　仁志子
 広島県福山市立旭小学校
　　　　　　　　　 栄養教諭  前原　智恵
 岡山県高梁市立落合小学校
　　　　　　　　　 栄養教諭  吉岡　小百合

昭和大学医学部
　　　　小児科学講座　准教授　今井　孝成
沖縄県豊見城市立座安小学校
　　　　　　　　　　 　教頭　金城　奈津子

特別支援学校における
学校給食

　　第７０回全国学校給食研究協議大会　　　発表者・指導助言者　一覧表
分　科　会

1
小学校における学校給
食を中心とした食育

学校給食を活用し小学校におけ
る食育を推進するための方策

①学校給食を中心にした食育の推進体制の在り方。
②学校給食を活用した食に関する指導の進め方。
③食育推進のための家庭や地域等との効果的な連携の
在り方。

 埼玉県川口市立並木小学校
　　　　　　　　　 栄養教諭  髙田　マリ
 島根県浜田市立三隅小学校
　　　　　　　　　 栄養教諭  加藤　陽子
 岡山県倉敷市立児島小学校
　　　　　　　　　 栄養教諭  堤　佐苗

共栄大学教育学部
                     客員教授　今村　信哉
鹿児島県教育庁保健体育課
　 主任指導主事兼健康教育係長　徳田　清信

2
中学校における学校給
食を中心とした食育

学校給食を活用し中学校におけ
る食育を推進するための方策

①学校給食を中心にした食育の推進体制の在り方。
②学校給食を活用した食に関する指導の進め方。
③食育推進のための家庭や地域等との効果的な連携の
在り方。

 徳島県那賀町立木頭中学校
　　　　　　　　　 栄養教諭  阿部　愛
 高知県南国市立鳶ヶ池中学校
　　　　　　　　　 栄養教諭  澳本　由佳
 岡山県岡山市立操南中学校
 　　　　　　　　　校長      正保　雄策
                   栄養教諭  藤井　奈緒美

新潟医療福祉大学　健康科学部
　　　　　健康栄養学科　教授　森泉　哲也
三重県教育委員会事務局保健体育課
  　　　　　　　　充指導主事　岸根　美絵

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
栃木県宇都宮市立五代小学校
　　　　　　　　　　　　校長　樽井　圭子

5
学校給食における地場
産物・国産食材の活用

学校給食において地場産物・国
産食材の納入体制の整備及び活
用を推進するための方策

①食品ロスの削減と地場産物・国産食材の流通及び納
入体制の整備の図り方。
②地場産物・国産食材を活用するための献立作成及び
調理技術の向上方策。
③地場産物・国産食材を活用した給食による効果的な
食育の進め方。

 富山県高岡市立下関小学校
　　　　　　　　　 栄養教諭  久保　香子
 京都府京田辺市立薪小学校
　　　　　　　　　 栄養教諭  汐見　さつき
 岡山県和気町立和気中学校
　　　　　　　　　 栄養教諭  小坂　幸子

武庫川女子大学生活環境学部食物栄養学科
　　　　　　　　　　　　教授　髙橋　享子
和歌山県教育庁学校教育局健康体育課
　　　　　　　　　　指導主事　鎌田　敦子

4 学校経営における食育
学校経営の中に食育を位置付け
栄養教諭を活用しながら食育を
推進するための方策

①学校経営における食育の位置付けと推進体制の在り
方。
②栄養教諭を活用しながら全教職員が連携・協力した
食育の進め方。
③食育による効果及び評価の在り方。

 群馬県伊勢崎市立境西中学校
　　　　　　　　　 校長 　　 田島　康匡
 新潟県長岡市立東北中学校
　　　　　　　　　 校長  　　鷲尾　哲郎
 岡山県吉備中央町立円城小学校
　　　　　　　　　 校長  　　越宗　勇

学校給食における食物
アレルギー対応

神奈川県立保健福祉大学
　　　　　　　　　　　　学長　中村　丁次
青森県教育庁スポーツ健康課
　　　　　　　　　　指導主事　川井　陽子

8
学校給食における衛生
管理及び危機管理

安全かつ安心な食材の選定及び
衛生管理や危機管理を徹底する
ための方策

①安全かつ安心な食材の選定と安定的に供給するため
の体制整備及び関係機関との連携の図り方。
②衛生管理徹底のための学校給食施設設備及び帳簿整
備、研修の在り方。
③児童生徒に対する安全・衛生指導と緊急時対応の在
り方。
④災害時等における対応と学校給食提供の在り方。

 鳥取県鳥取市立湖東中学校
　　　　　　　 学校栄養主任　徳尾　智恵
 山口県柳井市立小田小学校
　　　　　　　　　 栄養教諭　中津井　貴子
 岡山県真庭市立久世中学校
　　　　　　　　　 栄養教諭　角南　香織

国立感染症研究所感染症疫学センター
　　　　　　　　　　第２室長　砂川　富正
北海道教育庁学校教育局健康・体育課
　　　　　　　　　　　　主査　山際　昌枝

7
学校給食における献立
作成及び栄養管理

学校給食摂取基準に基づいた献
立作成と児童生徒の実態に応じ
た栄養管理の在り方

①学校給食摂取基準に基づいた献立作成の在り方。
②大量調理に対応した調理の工夫の在り方。
③児童生徒の実態及び地域の実情に配慮した栄養管理
の在り方。
④教職員の連携による個に応じた対応や個別的な相談
指導の在り方。

 福井県越前市立武生西小学校
　　　　　　　　　 栄養教諭　　さとみ
 香川県さぬき市立志度小学校
　　　　　　　　　 栄養教諭　神野　久子
 岡山県新見市立思誠小学校
　　　　　　　　　 栄養教諭　池田　久美子



「生きる力」を育む食育の推進と学校給食の充実
～新時代に向けて 食で育てる 心も体も健やかな子ども～

東武トップツアーズ（株）岡山支店

第 回
全国学校給食研究協議大会

（岡山大会）

第 回
全国学校給食研究協議大会

（岡山大会）

大会参加・情報交換会・昼食・宿泊のご案内

令和元年 月 日（木）～ 月 日（金）

日目 全体会（開会式、表彰式、文部科学省説明、シンポジウム、特別講演）
日目 分科会（ 分科会）

日 程

会 場

主 題

日 程

会 場

主 題

お申込みは にて

【全体会】岡山コンベンションセンター（JR岡山駅より徒歩３分）

【分科会】ホテルメルパルク岡山・岡山コンベンションセンター







観光庁長官登録旅行業第３８号
一般社団法人日本旅行業協会正会員　ボンド保証会員

〔申込先〕--旅行企画・実施--

お申込み・お問い合わせ

東武トップツアーズ株式会社 岡山支店

〒 岡山市北区磨屋町 磨屋町ビル　F

：

総合旅行業務取扱管理者：高野　寛教 担当：阿部　光恭

営業時間 平日 ： ： （土・日・祝休業）

【客国 － 】

くれたけイン岡山くれたけイン岡山
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岡山後楽園

岡山県立
美術館

オリエント
美術館

岡山城

岡山県立図書館

岡山
県庁

岡
山
駅

西
川
緑
道
公
園

旭
　
川

岡山駅前 西川緑道公園 柳川

田
町

新
西
大
寺
町
筋

大
雲
寺
前

郵
便
局
前

岡山
市役所

城下

県
庁
通
り岡山中央

郵便局

小橋 中納言

門田屋敷

西
大
寺
町

岡山ビューホテル岡山ビューホテル

後楽ホテル後楽ホテル

ホテル・会場マップ

全　体　会：岡山コンベンションセンター

分　科　会：ホテルメルパルク岡山、岡山コンベンションセンター

情報交換会：ホテルメルパルク岡山

8

ホテル
エクセル岡山
ホテル
エクセル岡山

5コンフォート
ホテル岡山

11

7

9

6

岡山ワシントンホテルプラザ岡山ワシントンホテルプラザ

15

岡山ビジネスホテル
アネックス
岡山ビジネスホテル
アネックス
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3
2
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16
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18
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