
　

1 北海道 公 北海道教育委員会 東神楽町立東神楽小学校 小学校
食育と学力・体力の向上（健全な食習慣を形成し、
学力・体力の向上を目指すための食育の研究）

2 青森県 公 青森県教育委員会 東通村立東通小学校 小学校
児童の健康課題に即した学校における食育の在り
方についての研究

3 山形県 公 山形県教育委員会 最上郡戸沢村立戸沢中学校 中学校
食育を通じた自己管理能力と体力・運動能力向上及
び地産地消の推進

4 福島県 公 福島県教育委員会
新地町立駒ヶ嶺小学校・福田
小学校・新地小学校・尚英中
学校

小学校・中
学校

震災後の学校における食育の課題（地域の食材の
活用等）解決に向けた取組

5 茨城県 公 茨城県教育委員会
阿見町立阿見小学校・吉原
小学校・阿見第二小学校・阿
見中学校

小学校・中
学校

学校・家庭・地域の連携による食育の推進

6 埼玉県 私
学校法人佐藤栄学
園

私立花咲徳栄高等学校 高等学校
『食とスポーツ』食育を通して体力の向上を図り、未
来を担う活力ある人材を地域とともに育成する

7 東京都 国
国立大学法人お茶
の水女子大学

お茶の水女子大学附属小学
校

小学校
食に対して能動的な児童を育てる効果的な
SHOKUIKUプログラムの構築

8 東京都 公 東京都教育委員会 杉並区立三谷小学校 小学校
学校、家庭での和食推進の取組みを通した社会性
の向上と生活リズムの改善

9 新潟県 公 新潟県教育委員会 村上市立村上小学校 小学校 学習意欲の向上を目指す食に関する指導の在り方

10 富山県 公 富山県教育委員会 高岡市立二塚小学校 小学校
心身ともに健康な児童の育成を目指した食に関する
指導の充実

11 石川県 公 石川県教育委員会 白山市立松南小学校 小学校
育てよう未来の宝！―松南スーパー食育キッズ-白
山手取川ジオパークに感謝し、自ら考え、共に学
び、食を楽しむ子をめざして-

12 福井県 公 福井県教育委員会
鯖江市立河和田小学校・高
浜町立青郷小学校

小学校
自然・生活環境の異なる食文化理解と栄養教諭の
配置による食育効果の検証

13 岐阜県 公 岐阜県教育委員会 揖斐川町立大和小学校 小学校
食の楽しさや大切さに気付き、よりよい食生活を生
み出す子の育成　～食育の推進による健やかな体
つくりをめざして～

14 静岡県 公 静岡県教育委員会
東伊豆町立稲取中学校・県
立稲取高等学校

中学校・高
等学校

「食と健康についての意識を高め、実践力を身につ
ける」～幼小中高地域が一体となった食育の推進を
目指して～

15 愛知県 公 愛知県教育委員会
北名古屋市立師勝南小学
校・訓原中学校

小学校・中
学校

食育を通した健康意識の向上がもたらす多角的効
果の実証

16 滋賀県 私 学校法人立命館
立命館守山中学校・高等学
校

中高一貫
中３生の部活引退前後の活動量の差と食生活の変
化に応じた食育の実践

17 京都府 公 京都府教育委員会 福知山市立日新中学校 中学校
「自らの食力で未来を切り拓け!」～朝食を含めた食
事内容の改善を図り、自ら充実した学校生活を送る
ことができる生徒の育成を目指す。～

18 京都府 公 京都市 京都市立下京渉成小学校 小学校
食育を通した食文化理解と実践的・主体的態度の育
成

19 兵庫県 公 兵庫県教育委員会 稲美町立稲美中学校 中学校 食と健康

20 奈良県 公 奈良県教育委員会 大和郡山市立治道小学校 小学校 「食と健康」～心と体の健康は充実した食から～

21 和歌山県 公
和歌山県教育委員
会

和歌山県立和歌山北高等学
校

高等学校
食育・スポーツ栄養学を取り入れたアスリートの意
識改革と体力の向上

22 鳥取県 私
学校法人鳥取家政
学園

鳥取敬愛高等学校 高等学校
校内６次産業による食への関心と健全な食育で、生
徒の元気力ＵＰ

23 島根県 公 島根県教育委員会 松江市立玉湯小学校 小学校
体力向上と連動した効果的な「食育プログラム」の開
発とその効果検証

24 岡山県 公 岡山県教育委員会 倉敷市立西阿知小学校 小学校
食育支援システムを活用した、健康な食習慣の確立
及び自己管理能力の育成

25 岡山県 公 岡山市教育委員会 岡山市立操南中学校 中学校
客観的指標を用いた食育による食生活の改善と学
力向上へつなげる取組

26 山口県 公 山口県教育委員会 防府市立華城小学校 小学校
「子供の力」を引き出し、未来を拓く食育の推進
～コミュニティスクールを活用した食生活の改善～
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27 徳島県 公 徳島県教育委員会 阿波市立伊沢小学校 小学校

～ＳＴＯＰ the 野菜不足！食育で　地域に育つ　絆
の力～地域に根ざし豊かな言語活動を展開する
「食」に関する学習を通して、子どもの言語能力と生
産活動に対する肯定感を高め、望ましい食習慣を身
につけさせる。

28 徳島県 公 徳島県教育委員会 徳島県立小松島西高等学校 高等学校

学び合い、高め合い、支え合う　四学科連携の食育
の展開～松西版ピアフードサポートシステムの構築
～それぞれの学科が専門性を生かした食育を展開
することを通して互いに学び合い、支え合いながら
食に関する知識を技術を高め、健康的な食生活が
送れるようにするとともに卒業後は地域の食育リー
ダーとなる生徒を育てる。

29 愛媛県 公 愛媛県教育委員会 松山市立新玉小学校 小学校
子供の食に関する健康課題解決のための基本的な
生活習慣の改善～栄養教諭による効果的な指導プ
ログラムの構築と実践・検証～

30 高知県 公 高知県教育委員会 香美市立大宮小学校 小学校
「食と健康」～塩分摂取量の低下を目指して～塩分
摂取に着目した食生活習慣改善へのモデル検討

31 福岡県 私 学校法人中村学園
中村学園女子中学・高等学
校

中高一貫 ３つの「わかる」で食のマイスターを目指す

32 佐賀県 公 佐賀県教育委員会 武雄市立若木小学校 小学校
ＩＣＴを活用した食育を通して、生活習慣を改善する
取組

33 鹿児島県 公
鹿児島県教育委員
会

鹿児島県立楠隼中学校・高
等学校

中高一貫 「食育による体力・学力の向上」


