
教育委員会等における「全国学校給食週間」の取組事例
No. 都道府県 取組事例紹介HP

1 深川市（※北空知圏学校給食組合HPにリンク）
2 新篠津村（※新篠津村立新篠津小学校HPにリンク）
3 七飯町（※七飯町教育委員会HP【１月の学校給食献立表】）
4 今金町（※今金町教育委員会HP【１月給食だより】にリンク）
5 旭川市（※旭川市立嵐山小中学校HP【ほけんコーナー】にリンク）
6 北海道（※北海道稚内高等学校定時制課程HP【（お知らせ）令和元年度「リクエスト給食週間」について】にリンク）
7 岩手県 奥州市（※「奥州市公式HP【学校給食週間のお知らせ】」にリンク）
8 宮城県（※宮城県教育委員会HP【伊達な学校給食フェア】にリンク）
9 宮城県（※宮城県立山元支援学校HPにリンク）

10 女川町（※女川町HP【広報おながわ（３月号）】にリンク）
11 気仙沼市（※気仙沼市立大谷小学校HPにリンク）
12 気仙沼市（※気仙沼市立鹿折中学校HPにリンク）
13 気仙沼市（※気仙沼中央給食センターHPにリンク）
14 気仙沼市（※気仙沼中央給食センターfacebookにリンク）
15 気仙沼市（※気仙沼市立本吉共同調理場にリンク）
16 気仙沼市（※気仙沼市立本吉共同調理場facebookにリンク）
17 山形県 天童市（※天童市HP【「特別給食」メニュー紹介】にリンク）
18 本宮市（※本宮スクールeネットHPにリンク）
19 須賀川市（※須賀川市HP【学校給食、食育の取り組み】にリンク）
20 金山町（※金山町HP【全国学校給食週間の取組事例について】にリンク）
21 只見町（※只見町立只見小学校HPにリンク）
22 広野町（※広野町HP【広野町の特色ある学校給食】にリンク）
23 いわき市（※いわき市教育委員会HP【「予定献立表」「桶売伝統食給食」「カジ〇コロッケ給食」】にリンク）
24 福島県（※福島県教育委員会HP【ふくしまの学校給食について「全国学校給食週間【１月２４日～３０日】」】にリンク）
25 龍ケ崎市（※龍ケ崎市HP【今日の給食】にリンク）
26 つくば市（※つくば市HP【学校給食献立表】にリンク）
27 ひたちなか市（※ひたちなか市HP【食育情報/ひたちなか市】にリンク）
28 境町（※境町HP【令和元年度境町立学校給食センター献立表・給食だより】にリンク）
29 行方市（※行方市HP【各学校の給食委員会による活動について】にリンク）
30 水戸市（※水戸市facebookにリンク）
31 栃木県（※栃木県HPにリンク）
32 宇都宮市（※宇都宮市HP【学校給食週間の取組】にリンク）
33 小山市（※小山市教育委員会HP【学校給食について（小山市食育通信「いただきます」）】にリンク）
34 壬生町（※壬生町教育委員会HPにリンク）
35 桐生市（※桐生市HP【桐生市立各小学校における「食に関する指導」実践事例】にリンク）
36 桐生市（※桐生市HP【桐生市立各中学校における「食に関する指導」実践事例（平成29年度）】にリンク）
37 桐生市（※桐生市HP【桐生市立各幼稚園における「食に関する指導」実践事例（平成30年度）】にリンク）
38 神流町（※神流町立万場小学校HP【１月２７日（月）『全国学校給食週間』の紹介】にリンク）
39 板倉町（※板倉北小学校HP【学校給食週間　「給食の歴史を知ろう！」】にリンク）
40 明和町（※明和町立学校給食センター【給食だより1月号】にリンク）
41 所沢市（※所沢市HP【学校給食】にリンク）
42 富士見市（※富士見市HP【女子栄養大学との協働開発！残菜の多い食材を活用したメニューを提供します。】にリンク）
43 千葉県（※千葉県立千葉盲学校HP【あいアイ日記2019】にリンク）
44 野田市（※野田市HP【全国学校給食週間】にリンク）
45 柏市（※柏市HP【全国学校給食週間について】にリンク）
46 印西市（※印西市給食センターHP【中央給食センター第一調理場】にリンク）
47 印西市（※印西市給食センターHP【中央給食センター第二調理場】にリンク）
48 印西市（※印西市給食センターHP【牧の原給食センター】にリンク）
49 印西市（※印西市給食センターHP【印旛給食センター】にリンク）
50 酒々井町（※酒々井町HP【小中学校の献立表】にリンク）
51 山武市（※山武市HP【学校給食センター「今日の給食（写真付き）」】にリンク）
52 九十九里町（※九十九里町HP【全国学校給食週間】にリンク）
53 市原市（※市原市HP【学校給食の情報（献立について）】にリンク）
54 袖ケ浦市（※袖ヶ浦市HP【学校給食の予定献立を紹介します】にリンク）
55 袖ケ浦市（※袖ヶ浦市HP【学校給食だよりを紹介します】にリンク）
56 中央区（※中央区立久松小学校HP【給食】にリンク）
57 中央区（※中央区立銀座中学校HP【給食より】にリンク）
58 台東区（※台東区立駒形中学校HPにリンク）
59 台東区（※台東区立上野小学校HPにリンク）
60 墨田区（※墨田区立第三吾嬌小学校HP【今日の給食】にリンク）
61 墨田区（※墨田区立竪川中学校HPにリンク）
62 墨田区（※墨田区立桜堤中学校HPにリンク）
63 江東区（※江東区HP【第11回食育展】にリンク）
64 大田区（※大田区立梅田小学校HP【給食室より～1月～】にリンク）
65 大田区（※大田区立多摩川小学校【給食１月】にリンク）
66 大田区（※大田区立小池小学校【給食室より】にリンク）
67 世田谷区（※世田谷区立松沢小学校HP【学校日記】にリンク）
68 板橋区（※東京都板橋区立赤塚第二中学校HP【給食】にリンク）
69 板橋区（※板橋区立大谷口小学校HP【給食室より】にリンク）
70 板橋区（※板橋区立西台中学校HP【給食室より】にリンク）
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https://www.town.imakane.lg.jp/edu/upload/image/pdf/R2      1%E6%9C%88%E7%B5%A6%E9%A3%9F%E3%81%A0%E3%82%88%E3%82%8A.pdf
http://www.asahikawa-hkd.ed.jp/arashiyama-els/cat1001/cat1002/
http://www.chikou.hokkaido-c.ed.jp/teiji/?page_id=168
https://www.city.oshu.iwate.jp/
https://www.pref.miyagi.jp/site/kyouiku/kyuutop-gakyufea.html
https://yamayou.myswan.ed.jp/
http://www.town.onagawa.miyagi.jp/kouhou.html
http://www.kesennuma.ed.jp/ooya-syou/html/htdocs/index.php?page_id=0
http://www.kesennuma.ed.jp/shishiori-cyuu/
https://www.kesennuma.miyagi.jp/sec/s225/010/020/030/20180710171436.html
https://www.facebook.com/気仙沼中央給食センター-2036086496708693/
https://www.kesennuma.miyagi.jp/sec/s224/010/010/010/20180608120158.html
https://www.facebook.com/kmoto7630/
https://www.city.tendo.yamagata.jp/
https://motomiya.fcs.ed.jp/
http://www.city.sukagawa.fukushima.jp/2536.htm
http://www.town.kaneyama.fukushima.jp/
http://kir523528.kir.jp/?page_id=35
https://www.town.hirono.fukushima.jp/kyoiku/tokusyoku_galtukoukyusyoku.html
http://www.city.iwaki.lg.jp/www/contents/1455077166351/index.html
https://www.pref.fukushima.lg.jp/site/edu/kenkokyoiku03.html
http://www.city.ryugasaki.ibaraki.jp/
https://www.city.tsukuba.lg.jp/kosodate/kyoiku/kyushoku/kondate/index.html
https://www.city.hitachinaka.lg.jp/soshiki/15/3/2426.html
http://www.town.sakai.ibaraki.jp/page/page001824.html
https://www.city.namegata.ibaraki.jp/sp/
https://www.facebook.com/mimika310
http://www.pref.tochigi.lg.jp/
https://www.city.utsunomiya.tochigi.jp/kurashi/kenko/shokuiku/1016421.html
https://www.city.oyama.tochigi.jp/site/kyoikuiinkai/208031.html
http://www.mibu.ed.jp/
http://www.city.kiryu.lg.jp/kosodate/gakko/kenko/1001439.html
http://www.city.kiryu.lg.jp/kosodate/gakko/kenko/1001440.html
http://www.city.kiryu.lg.jp/kosodate/gakko/kenko/1001441.html
http://www.kannamachi.jp/~manbasho/
http://itakuracity.com/school-n/
https://www.town.meiwa.gunma.jp/material/files/group/12/0201tayori.pdf
https://www.city.tokorozawa.saitama.jp/kosodatekyouiku/kodomo/gakkyokyushoku/index.html
https://www.city.fujimi.saitama.jp/kosodate_kyoiku/kyouiku/kyushoku/kyushoku0120190128.html
https://cms1.chiba-c.ed.jp/chiba-sb/
https://www.city.noda.chiba.jp/
http://www.city.kashiwa.lg.jp/soshiki/270200/p053295.html
http://inzai.ed.jp/kyusyoku/?page_id=32
http://inzai.ed.jp/kyusyoku/?page_id=123
http://inzai.ed.jp/kyusyoku/?page_id=31
http://inzai.ed.jp/kyusyoku/?page_id=38
https://www.town.shisui.chiba.jp/docs/2016041500018/
http://www.city.sammu.lg.jp/soshiki/35/
http://www.town.kujukuri.chiba.jp/0000005708.html
https://www.city.ichihara.chiba.jp/kosodate/shouchu/kyusyoku/kondatehyo.html
http://www.city.sodegaura.lg.jp/site/kyouiku/konndatehyou.html
http://www.city.sodegaura.lg.jp/site/kyouiku/kyuusyokudayori.html
https://www.chuo-tky.ed.jp/~hisamatu-es/index.cfm/1,0,50,html
https://www.chuo-tky.ed.jp/~ginza-jh/index.cfm/1,0,20,html
http://www.taitocity.net/komagata-jhs/
http://www.taitocity.net/ueno-es/akuseu.html
http://www.sumida.ed.jp/sanazumasho/life/kyounokyuusyoku/index.html
http://www.sumida.ed.jp/tatekawachu
http://www.sumida.ed.jp/sakuratsutsumichu/index.html
https://www.city.koto.lg.jp/581103/kyuusyoku/11syokuikuten.html
https://www.ota-school.ed.jp/umeda-es/life/1gatu.html
https://www.ota-school.ed.jp/tamagawa-es/life/kyuusyoku1.html
https://www.ota-school.ed.jp/koike-es/life/honnjitunokyuusyoku.html
http://school.setagaya.ed.jp/swas/index.php?id=mawa&frame=weblog
http://www.ita.ed.jp/edu/aka2jh/kyusyoku.html
http://www.ita.ed.jp/edu/oyagtes/sub7.html
http://www.ita.ed.jp/edu/nisidjh/2019kyuusyokusitu/31kyushoku.html


教育委員会等における「全国学校給食週間」の取組事例
No. 都道府県 取組事例紹介HP

71
72 葛飾区（※葛飾区HP【２０２０学校における食育に関するパネル展示】にリンク）
73 葛飾区（※葛飾区立西亀有小学校HP【平成31年度食育日記】にリンク）
74 葛飾区（※葛飾区立清和小学校【食育の様子】にリンク）
75 八王子市（※八王子市立第一小学校 - Hachioji-school.ed.jp」にリンク）
76 八王子市（※八王子市立第六小学校 - Hachioji-school.ed.jp」にリンク）
77 調布市（※調布市HP【全国学校給食週間の取組み】にリンク）
79 青ヶ島村（※青ヶ島村立青ヶ島小中学校HPにリンク）
80 厚木市（※厚木市HP【特色のある学校給食】について）
81 秦野市（※秦野市HP【全国学校給食週間の取組について】にリンク）
82 新潟県 湯沢町（※湯沢町立湯沢中学校HPにリンク）
83 滑川市（※滑川市HP【もうすぐオリンピック　ワールドグルメツアー（世界の味めぐり）】にリンク）
84 黒部市（※黒部市HP【全国学校給食週間】にリンク）
85 砺波市（※砺波市HP【学校給食センター】にリンク）
86 小矢部市（※小矢部市HP【小矢部市学校給食センター」にリンク）
88 野々市市 （※【令和2年1月の献立（小学校）】にリンク）
89 川北町（※公益財団法人石川県学校給食会HP【中学生献立コンクール作品】にリンク）
90 山梨県 北杜市（※北斗市HP【1月24日～30日は『全国学校給食週間』】にリンク）
91 長野県 諏訪市（※諏訪市立小中学校ポータルサイト【諏訪南中学校】にリンク）
92 下田市（※下田市HP【学校給食献立表について】にリンク）
93 牧之原市（※牧之原市HP【令和元年度学校給食展】にリンク）
94 吉田町（※吉田町HP【令和元年度　学校給食展】にリンク）
95 袋井市（※袋井市HP【ふくろいのきゅうしょく】にリンク）
96 鈴鹿市（※鈴鹿市HP【食育通信「食のかけはし」】にリンク）
97 度会町（※度会町HP【広報わたらい】にリンク）
98 鳥羽市（※鳥羽市HP【学校給食について（毎月の献立表など）】にリンク）
99 名張市（※名張市HP【今月の学校給食献立表】にリンク）

100 日野町（※日野町HPにリンク）
101 竜王町（※竜王町HP【りゅうおうすくすくタウン】にリンク）
102 東近江市（※東近江市HP【学校給食　給食通信「おおきくなあれ」（令和元年度第３号）】にリンク）
103 長浜市（※長浜市HP【学校給食センターの一般開放と試食】にリンク）
104 長浜市（※長浜市HP【（仮）学校給食センターの一般開放と試食の報告】にリンク）
105 京都府 京都府（※京都府教育委員会HP【全国学校給食週間における取組】について）
106 兵庫県（※兵庫県教育委員会HP【令和元年度全国学校給食週間の取組を紹介します】にリンク）
107 兵庫県（※兵庫県教育委員会HP【令和元年度「兵庫のめぐみ学校給食」】にリンク）
108 兵庫県（※兵庫県立東はりま特別支援学校HP【公式ブログ】にリンク）
109 兵庫県（※兵庫県立姫路特別支援学校HPにリンク）
110 兵庫県（※兵庫県立姫路しらさぎ特別支援学校HPにリンク）
111 兵庫県（※兵庫県立湊川高等学校HPにリンク）
112 西脇市（※西脇市HPにリンク）
113 三木市（※三木市立緑が丘中学校HP【2年生　食育講演会】にリンク）
114 小野市（※小野市立学校給食センターHP【テーマ「世界の味めぐり」】にリンク）
115 上郡町（※上郡町HP【2020年1月学校給食予定献立表】にリンク）
116 新温泉町（※新温泉町HP【１月給食だより】にリンク）
117 淡路市（※淡路市HP【1月給食だより「献立表」】にリンク）
118 尼崎市（※尼崎市HP【小学校・特別支援学校等給食】にリンク）
119 橿原市（※橿原市HP【平成31年度・令和元年学校給食献立】にリンク）
120 奈良市（※奈良市HP【今月の給食紹介（全国学校給食週間）】にリンク）
121 生駒市（※生駒市HP【献立表・給食だより（予定献立表）】にリンク）
122 宇陀市（※宇陀市HP【献立予定表（給食だより）】にリンク）
123 和歌山市（※和歌山市HP【中学校給食の献立について】にリンク）
124 田辺市（※田辺市HP【全国学校給食週間】にリンク）
125 琴浦町（※琴浦町HP【学校給食センター食育だより（令和2年１月献立）】にリンク）
126 三朝町（※三朝町立三朝中学校HPにリンク）
127 智頭町（※智頭町HPにリンク）
128 伯耆町（※伯耆町HP【きょうの給食】にリンク）
129 八頭町（※八頭町HP【予定献立表】にリンク）
130 北栄町（※北栄町HP【きょうの学校給食】にリンク）
131 鳥取県（※鳥取県立倉吉養護学校HP【特別献立の紹介】にリンク）
132 鳥取県（※鳥取県立琴の浦高等特別支援学校HP【全国学校給食週間の取り組み】にリンク）
133 鳥取大学（※鳥取大学附属中学校HPにリンク）
134 米子市（※一般財団法人米子市学校給食会HPにリンク）
135 鳥取県（※鳥取県HP【全国学校給食週間中の給食献立】にリンク）
136 飯南町（※飯南町立志々小学校HPにリンク）
137 浜田市（※浜田市HP【浜田学校給食センター　毎日の献立】にリンク）
138 浜田市（※浜田市HP【浜田学校給食センター　毎月の献立】にリンク）
139 浜田市（※浜田市HP【金城学校給食センター　毎月の献立】にリンク）
140 浜田市（※浜田市HP【弥栄学校給食センター　毎月の献立】にリンク）
141 浜田市（※浜田市HP【旭学校給食センター　毎月の献立 】にリンク）
142 浜田市（※浜田市HP【三隅自治区　毎月の献立】にリンク）

三重県

東京都

富山県

石川県

静岡県

神奈川県

滋賀県

兵庫県

和歌山県

鳥取県

島根県

奈良県

http://www.city.katsushika.lg.jp/event/1000107/1022257.html
http://www.city.katsushika.lg.jp/event/1000107/1022304.html
http://school.katsushika.ed.jp/nishi_kameari-e/html/index.cfm/1,997,22,140,html
http://school.katsushika.ed.jp/seiwa-e/html/index.cfm/1,0,36,162,html
http://hachioji-school.ed.jp/dai1e/
http://hachioji-school.ed.jp/dai6e/
https://www.city.chofu.tokyo.jp/www/contents/1549242048818/index.html
http://aogashima-school.server-shared.com/
https://www.city.atsugi.kanagawa.jp/shiminbenri/kosodatekyoiku/education/kyushoku/tokushoku/d038098.html
http://www.city.hadano.kanagawa.jp/www/contents/1578354632365/index.html
http://www.yuzawa.ed.jp/yjh/
http://www.city.namerikawa.toyama.jp/
https://www.city.kurobe.toyama.jp/category/page.aspx?servno=9631
https://www.city.tonami.toyama.jp/section/1298887763.html
http://www.city.oyabe.toyama.jp/soshiki/kyouikuiinkai/kyouikusoumuka/kyushokucenter/index.html
https://www.city.nonoichi.lg.jp/soshiki/34/18256.html
http://www.isigk.or.jp/syokuiku2019.html
https://www.city.hokuto.yamanashi.jp/docs/11421.html
http://www.city.suwa.lg.jp/www/school/data/index.jsp?section_id=124
https://www.city.shimoda.shizuoka.jp/category/050000kyouiku_bunka/131799.html
http://www.city.makinohara.shizuoka.jp/bg/event/ent/10051.html
http://www.town.yoshida.shizuoka.jp/item/6151.htm
https://www.city.fukuroi.shizuoka.jp/kurashi/kosodate_kyoiku/gakko/kyushoku/1425447023320.html
http://www.city.suzuka.lg.jp/kouhou/gyosei/open/shiryou/hakkobutsu/index56.html
http://www.town.watarai.lg.jp/category_list.php?frmCd=3-8-1-2-0
https://www.city.toba.mie.jp/gakumu/kondate.html
https://www.city.nabari.lg.jp/s057/020/100/030/201502051699.html
http://www.town.shiga-hino.lg.jp/
http://ryu-suku.town.ryuoh.shiga.jp/
http://www.city.higashiomi.shiga.jp/0000004987.html
https://www.city.nagahama.lg.jp/0000007657.html
https://www.city.nagahama.lg.jp/
http://www.kyoto-be.ne.jp/hotai/cms/?page_id=357
http://www.hyogo-c.ed.jp/~taiiku-bo/syokuikukakari/syokuikkuTOP.files/syokuikkuTOP.htm
http://www.hyogo-c.ed.jp/~taiiku-bo/syokuikukakari/syokuikkuTOP.files/syokuikkuTOP.htm
http://dmzcms.hyogo-c.ed.jp/higashiharima-sn/htdocs/?page_id=70
http://dmzcms.hyogo-c.ed.jp/himeji-sn/htdocs/
http://dmzcms.hyogo-c.ed.jp/himeshirasagi-sn/htdocs/index.php?page_id=0
http://www.hyogo-c.ed.jp/~minatogawa-hs/kyuushokuyoteikondatehyou.html
https://www.city.nishiwaki.lg.jp/
http://www.miki.ed.jp/jh/midori/
https://www.city.ono.hyogo.jp/~kyusyoku/
http://www.town.kamigori.hyogo.jp/cms-sypher/www/info/detail.jsp?id=13246
https://www.town.shinonsen.hyogo.jp/page/index.php?mode=detail&page_id=9154c52359805e1212cee794578d416c
https://www.city.awaji.lg.jp/uploaded/life/26590_65912_misc.pdf
http://www.city.amagasaki.hyogo.jp/manabu/school/primary/lunch/index.html
https://www.city.kashihara.nara.jp/article?id=5cb7daf865909e61bea4c1c6
http://www.city.nara.lg.jp/www/genre/0000000000000/1269424138132/index.html
https://www.city.ikoma.lg.jp/0000000950.html
https://www.city.uda.nara.jp/kyuushokucenter/konndatehyou201805.html
http://www.city.wakayama.wakayama.jp/kurashi/gakkou_kyouiku/1008317/1001819.html
http://www.city.tanabe.lg.jp/kyushoku/index.html
https://www.town.kotoura.tottori.jp/docs/2019122400023/
https://www.torikyo.ed.jp/misasa-j/
http://www1.town.chizu.tottori.jp/
http://www.houki-town.jp/new1/10/19/4/1/
http://www.town.yazu.tottori.jp/2309.htm
http://www.e-hokuei.net/5150.htm
http://www.torikyo.ed.jp/kurayo-s
https://www.torikyo.ed.jp/kotonoura-s/
http://www.chu.fuzoku.tottori-u.ac.jp/
http://www.chukai.ne.jp/~kyusyoku01/
http://www.pref.tottori.lg.jp/256193.htm
http://www.iinan-net.jp/~shishisho/
http://www.city.hamada.shimane.jp/www/contents/1001000001398/index.html
http://www.city.hamada.shimane.jp/www/contents/1001000001399/index.html
http://www.city.hamada.shimane.jp/www/contents/1001000001400/index.html
http://www.city.hamada.shimane.jp/www/contents/1393988116366/index.html
http://www.city.hamada.shimane.jp/www/contents/1393987959835/index.html
http://www.city.hamada.shimane.jp/www/contents/1394015058630/index.html


教育委員会等における「全国学校給食週間」の取組事例
No. 都道府県 取組事例紹介HP
143 岡山市（※岡山市HP【学校給食作品展入賞作品】にリンク）
144 岡山市（※岡山市HP【岡山市学校給食の献立】にリンク）
145 岡山県（※岡山県HP【令和元年度学校給食週間における関連行事と献立について】にリンク）
146 津山市（※津山市HP【学校給食　わくわくイベント情報】にリンク）
147 広島市（※広島市学校給食・食育facebookにリンク）
148 福山市（※福山市HP【学校給食週間】にリンク）
149 東広島市（※東広島市立久芳小学校HP【令和元年度活動の様子】にリンク）
150 廿日市市（※廿日市市HP【令和元年度全国学校給食週間の取り組み】にリンク）
151 庄原市（※庄原いちばん　ええね！facebookにリンク）
152 山口県 山口県（※山口県HP【学校給食週間の取組について】にリンク）
153 徳島市（※徳島市HP【令和元年度　学校給食食育講演会】にリンク）
154 上板町（※上板町HP【学校給食センター】にリンク）
155 高知県 高知市（※高知市HP【令和元年度食育実践発表会　食べるって楽しい！　給食だいすき！のお知らせ】にリンク）
156 大牟田市（※大牟田市教育委員会HP【給食週間のお知らせ】にリンク）
157 大川市（※大川市HP【大川市の学校給食】にリンク）
158 鳥栖市（※鳥栖市HP【学校給食週間】にリンク）
159 鳥栖市（※【給食だより（1月号）】にリンク）
160 伊万里市（※伊万里市HP【給食だより】にリンク）
161 伊万里市（※伊万里市HP【献立表・配膳表】にリンク）
162 熊本県 八代市（※八代市HPにリンク）
163 大分県 大分県（※大分県教育委員会HP【令和元年度１月「学校給食レストラン」の開催について】にリンク）
164 鹿児島県 鹿児島県（※鹿児島県HP【鹿児島をまるごと味わう学校給食】にリンク）

広島県

徳島県

福岡県

佐賀県

岡山県

http://www.city.okayama.jp/kyouiku/hokentaiikuka/hokentaiikuka_00007.html
http://www.city.okayama.jp/kyouiku/hokentaiikuka/hokentaiikuka_00003.html
http://www.pref.okayama.jp/page/497154.html
https://www.city.tsuyama.lg.jp/life/index2.php?id=6923
http://fb.com/364882206996015
http://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/site/koho-202001/171051.html
http://www.city.higashihiroshima.lg.jp/school/kuba_sho/katsudo/2933.html
https://www.city.hatsukaichi.hiroshima.jp/soshiki/109/50628.html
https://www.facebook.com/shobara.ichiban
http://www.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/a50500/genkizukuri/kyuusyokusyuukan.html
http://www.city.tokushima.tokushima.jp/shisei/shiyakusho/ka_ichirank/kyoiku/kyusyoku0317.html
https://www.townkamiita.jp/soshiki/kyouiku/gakkokyusyokucenter/
https://www.city.kochi.kochi.jp/soshiki/78/shokuiku1.html
http://www.city.omuta.lg.jp/kyouiku/hpkiji/pub/Detail.aspx?c_id=5&id=12468
http://www.city.okawa.lg.jp/s077/010/020/010/010/20160923164658.html
https://www.city.tosu.lg.jp/4612.htm
https://www.city.tosu.lg.jp/Material/60781.pdf
https://www.city.imari.saga.jp/2614.htm
https://www.city.imari.saga.jp/4225.htm
http://www.city.yatsushiro.lg.jp/
https://www.pref.oita.jp/site/kyoiku/kyushoku200120.html
https://www.pref.kagoshima.jp/ba06/kyoiku-bunka/sports/kyushoku/marugoto.html

