
 

平成 27年度 第３回 静岡市総合教育会議 

 

日時：平成 27年 10月 29日（木）午後１時 

場所：静岡市役所静岡庁舎 ８階市長公室  

 

 

次 第 

 

 

１ 開 会 

・田辺市長あいさつ 

・佐野委員長あいさつ 

 

２ 議 事 

（１）「切れ目のない教育環境の充実」について 

（２）「教員の多忙解消」について 

（３）「おいしい給食の提供と食育の推進」について 

 

３ その他 

 

 

４ 閉 会 
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「切れ目のない教育環境の充実」 

10/29総合教育会議 
資料１ 

１．小中一貫教育の在り方協議会 
  本市における小中一貫教育の在り方について、教育委  
 員会と有識者・関係者等とで意見交換を行うために設置 
 した協議会 
 
 【第1回】 
  平成27年6月2日(火)、静岡庁舎会議室 
  

 【第2回】 
  平成27年8月5日(水)、城東保健福祉エリア会議室 
 

 【第3回】 
  平成27年10月8日(木)、県男女共同参画センター会議室 
  

小中一貫教育に係る市民意見聴取の状況 
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小中一貫教育の在り方協議会 構成員 
 

小中一貫教育に係る市民意見聴取の状況 

1 大石　誠 静岡市PTA連絡協議会 副会長（駿河区）

2 小関　伸幸 静岡市PTA連絡協議会 副会長（葵区）

3 新屋　洵一 静岡市PTA連絡協議会 副会長（清水区）

4 高山　茂宏 静岡市自治会連合会 副会長（清水区会長）

5 瀧　義弘 静岡市自治会連合会 副会長（葵区会長）

6 坪井　英明 静岡市自治会連合会 副会長（駿河区会長）

7 安藤　雅之 教育に関し優れた識見を有する者 常葉大学大学院 初等教育高度実践研究科長、教授

8 武井　敦史 教育に関し優れた識見を有する者 静岡大学教職大学院 教授

9 樋口　直宏 教育に関し優れた識見を有する者 筑波大学 人間系 教育学域　教授

10 赤堀　文宣 市職員 企画局次長

11 遠藤　正方 市職員 財政局次長

12 河本　澄子 静岡市校長会 森下小校長

13 望月　敬剛 静岡市校長会 城内中校長

14 佐野　嘉則 静岡市教育委員会 委員長

15 髙木　雅宏 静岡市教育委員会 教育長

16 池谷　眞樹 静岡市教育委員会事務局 教育局長

委員名 推薦団体等 職名№

主な意見・やりとり 
 

★教育の課題を解決し、子どもたちの力を引き上げるひと つの方策として、前 
   向きに捉えていきたい（学校代表） 
 

★市の教育目標でもある「たくましく しなやかな こどもたち」を育てるためには、 
  教育に一貫性があるほうが望ましい。現在も小・中学校は連携しているが、本 
  音を語れない部分もある。ただし、小中一貫教育導入にあたって、教員の負 
  担感は確実に増える（学校代表） 
 

★教員の多忙解消等の課題もあるが、小・中学校の教員同士の連携・協力関係  
  が深まるなど、長期的に見ればプラス面の方が多い（学識経験者） 
 

★小・中のゆるやかな連携は今までも意識してきた。そこで得た成果と課題をカ 
  リキュラム編成に活かしてほしい。今までの小・中の連携は、特定の学校との 
   つながりにとどまっていたが、中学校区を意識してやるべき（学識経験者） 
 

★小中一貫教育の成果として、保護者が実感しているものがあるか→「とてもす 
   ばらしい」という感想が寄せられることはないが、生活態度の悪い中学生がい 
   て、小学生に悪影響を与えないか、というような心配をしていたところ、逆に中 
   学生の生活態度が改まったという印象があるようだ→親として安心できる一 
   例だ（保護者代表） 
 

 

小中一貫教育に係る市民意見聴取の状況 
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主な意見・やりとり 
 

★中一ギャップの対策について、従前の対策では手詰まりなのか→現状もス 
  クールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーの配置をしているが、加え 
   て小・中交流を持つことにより、中一ギャップの緩和ができる（保護者代表） 
 

★小中一貫教育については賛成である。施設一体型が望ましい。大川や梅ケ 
  島など、ひとつの校舎で授業を行っているところから始めればよい（地域住民 
  代表） 
 

★複数の小学校から生徒が集まる中学校では、中１の1学期は落ち着きがない 
  という印象があるが、それを解消できる点からもメリットはあるのでは（地域住 
  民代表） 
 

 
 

◎課題があることは認識しつつ、小中一貫教育の導入には肯 
 定的 
◎中山間地の学校については、早急な対応が必要との多くの 
 意見 
 
 
 

 

小中一貫教育に係る市民意見聴取の状況 

２．移動教育委員会（タウンミーティング） 
  本市の教育行政に市民の声を反映する仕組みづくりの 
 ひとつの試みとして開催 
  主なテーマは「小中一貫教育」「地域連携」「学力向上」 
 

 【第１回】 
  7月29日(水)19:00～、清水庁舎 清水ふれあいホール 
  来場者数：約100人 
 【第２回】 
  8月11日(火)19:00～、アイセル２１ホール 
  来場者数：約120人 
 【第３回】 
  8月18日(火)19:00～、来・て・こホール 
  来場者数：約90人 

小中一貫教育に係る市民意見聴取の状況 
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来場者アンケート結果（279件）、会場での主なやりとり 
 
 
 
 
 
 
 
 

★メリット・デメリットを総合的に判断して決めるべき 
 

★思春期が早くなっている。壁がない分、中１ギャップが減るような気がする 
 

★良い面だけ聞けばうなずけるが、人間関係が固定化されるなどのリスクもある。 ただ、 
  こういう発想（今までの６・３制から）を持っていることは大切だ 
 

★小中一貫教育の導入により、先生が減るのか増えるのか。また、教員の多忙極まる中 
  で新制度導入が負担になるのではないか。→その学校の子どもたちに関わる教員の 
  数は増えると考えている。多忙感の解消についても現在対策を検討中 
 

 

小中一貫教育に係る市民意見聴取の状況 

・関係者（学校・保護者・地域住民）へヒアリング 
 現時点で聴き取れた意見 

  ★昭和40～50年代に適正規模化等を目的に学区変更が行われ、子ども会などの活 
   動と防災訓練などの自治会行事を分けて行ってきた。今の親世代も学区変更後の 
      世代であり、それが当たり前になっている（地域住民） 
 

  ★(単位)自治会はまちづくりや氏神様との関わりなど長い時間をかけて形成されてい 
   る。自治会の境界の変更は難しいのではないか。（地域住民） 
 

  ★ひとつの小学校から少数の生徒しか入学しない中学校では入学当初に仲間づくり 
   に苦労するケースがあり、教育相談に力を入れている（学校関係者） 
 

・各通学区域の課題の整理 
 

・通学区域変更の検討 
 

・通学区域審議会での審議 
 
 

子どもの目線に立った通学区域の再編 



5 

１．全小・中学校において、小中一貫教育に取り 
 組む 
【理由】 
 ①中一ギャップや学力向上など、本市教育の課 
  題を解決するひとつの方策となりうる 
 

 ②本市発展を支える人材育成のひとつの方策と 
  なりうる＝シチズンシップ教育の推進 
 
※これとは別に、中山間地の一中一小は、先行し 
 て小中一貫校化を進めたい。 

小中一貫教育方針案 

２．小中一貫教育の概要 
（１）コンセプト 
   全市立小・中学校において「小中一貫教育」に取り組 
  み、子どもたちを９年間で『静岡市民』として育てる。 
 

（２）各学校での取組 
  ①共通の目指す子どもたちの姿の設定 
  ②９年間の教育課程の策定 
  ③教職員の合同研修、④小中学生の交流活動、⑤乗入 
   授業 （これらの実施回数は、各学校の実情（学校間の距離、学校数な 

     ど）に応じて決めてもらう。） 
 

 平成21年度から近隣校（小中連携）研修に取り組んでお
り、それをさらに一歩進めるイメージ 
   
 

小中一貫教育方針案 
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３．導入時期 
  平成30年度から全小・中学校で小中一貫教育に取り組 
 むことを目指し、平成28年度～29年度の２年間をかけて、 
 準備を進める。 
 
４．理想型 
   施設一体型の小中一貫校 
   既存施設の活用が可能な学校や老朽化対策が必要 
 な学校を施設一体型小中一貫校として順次整備 
 

小中一貫教育方針案 

 児童・生徒数の減少が著しい中山間地の一中
一小については、小中一貫校化など速やかな対
応を取る必要がある。 
 

 【対象校】 
 ●井川小・中学校（H28からの施設一体型一貫校化を決定済） 

 ●大川小・中学校   ●梅ケ島小・中学校  
 ●大河内小・中学校 ●玉川小・中学校 
 
 

中山間地の一中一小について 

関係者等との協議が整った学校から、 
小中一貫校化を進めたい。 
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ロードマップ（案） 
教育委員会事務局 各学校 中山間地の小･中学校

H27
・小中一貫教育方針の検討
・学校長との意見交換
・学区再編についても検討

　　・事務局との意見交換

H28

・教育課程ひな型の策定

・学区再編についても検討
 ・校内、保護者への周知

井川小中一貫校開校

H29
・教育課程の各学校への説明

・学区再編についても検討

・取組準備（校内体制の整備、教育
課程の策定、活動内容の検討）

H30 ・共通の目指す子ども像、9年間の
教育課程、教職員研修、小中学生
の交流活動、乗入授業

その他の中山間地（藁科、賤機、清
水小島、清水両河内等）の小･中学
校への対応

長期

・各学校における小中一貫教育の取組の深化
・施設一体型の小中一貫校の設置

・各学校における小中一貫教育の取組の深化
・施設一体型の小中一貫校の順次設置

その他の一中一小（梅ケ島･大川･
大河内・玉川）への対応

短期

中期
目安：Ｈ34

常に情報共有

小中一貫教育の導入

※学識経験者、各学校の代

表等からなる協議会を設置



 
 

① 幼小接続研修会の実施 
          市立のこども園と小学校の教職員による合同の研修会を開催し、「接続期」という   
            捉えの理解と接続カリキュラムの必要性について理解の醸成を図る。 
 
 

② 園と学校による相互の参観及び協議の実施 
        相互参観・協議を通して子ども理解を深め、各園・小学校が幼小の連続性・一貫 
            性を持った教育課程の改善に生かす機会とする。 
 
 

③ 接続カリキュラムについての研究開発 
    ・ 接続カリキュラム（園からのアプローチ＆小学校のスタート）の取組に資する情報 
            を収集・提供する中で、今後の望ましい接続の在り方について検討する。 
      ・   接続カリキュラムの作成と実施の有効性について研究するモデル園・ 校を指定し、 
            １～２年間程度の研究開発をすることを検討。 
     

円滑な幼小接続に向けた取組についての今後の方向性 



 

 
 

 

 

 

静岡型一貫教育について 
夢と希望を持ち 自らの未来を切り拓く たくましく しなやかな子どもたち 

静岡市への愛着 

幼小接続 

人口減少 
長期対策 

地域 

大学 

企業 

・・・ 遊び 

学習 

行政 

地域・大学・企業・行政の協力・支援 
アクティブラーニング 

静岡市関連教材 

中学校教育 

小学校教育 

小
中
一
貫 

(徳川家康公、お茶、南アルプス、防災など) 

主体的な生活態度 

幼児教育 

創造的な思考 

シ
チ
ズ
ン
シ
ッ
プ
教
育 

幼
小
中
を
貫
く
教
育
の
幹 

生涯学習 

スタートカリキュラム 

こども園・幼稚園・保育園 

連携 

子どもへの愛情 



静岡型一貫教育について 

１ 目指す子どもの姿（目的） 
 世界は、少子高齢化の進行、人口減少社会の到来、交通網や情報通信技術の飛躍的な発展
によるグローバル化のさらなる進展による激動の時代を迎えようとしている。このような社
会変化が激しい中でも、常に夢と希望を持ち、自らの未来を切り拓く「たくましく しなや
かな子どもたち」こそ、本市が目指す次代を担う子どもたちの姿である。 

２ たくましく しなやかな子どもたちの具体的な姿の例 
(1) 確かな学力、豊かな心・感性、健やかな体を備える子どもたち 
(2) いつでも、どこでも、どんな状況でも、自ら考え、行動することができる子どもたち 
(3) 様々な視点で物事を見ることができ、他人の考えを受け入れ、協力し合いながら、問 
   題解決ができる子どもたち 
(4) 社会性を備え、静岡市民として、地域社会や世界で活躍する子どもたち 

３ 課題（第２期 基本計画における平成34年度までの重点事項） 
(1) 子どもたちの学力・体力の向上のための、さらなる教育力の向上が必要【教育力向上】 

(2) 将来、市民社会の一員として自覚と参画意識、また広い視野を持って社会を生き  
 抜く力を身につけるために、地域を知り、地域活動に参加するとともに、多文化共 
 生、英語力向上等グローバル化の視点での教育が必要【シチズンシップ教育】 
(3) 子どもたちが安心して学び、十分にその力を伸ばすことができる方策を検討し、推進す   
   ることが必要【虐待、貧困、いじめ、不登校、問題行動対策】 

４ 一貫教育の具体策と期待される効果 
(1) 小・中学校が目指す子ども像を共有して、９年間の教育課程を編成し系統的な教育を行    
   うことで、地域に根ざした特色ある学校経営が一層進む。また、接続、乗り入れにより研 
   修の深化が図られ、教員の資質が向上する。この点においては特に、静岡市の小学校、中 
   学校のそれぞれの教育のよさが融合し、子ども理解を基盤としたきめ細やかで専門性に裏 
   付けられた本市の教職員だからこそできる一貫教育が期待できる。 

(2) 静岡市や地域の関連（歴史・文化・自然・市民）教材の活用、地域・大学・企業・  
 行政等との連携によるシチズンシップ教育を幹とした教育課程の工夫、アクティ 
   ブ・ラーニング（能動的な学修）を推進することにより、「その子の成長である縦 
 軸」に「他との関わりの横軸」を作用させ、子どものより一層の実感ある学びとふ 
 るさと「静岡」 への愛着、誇り、市民参画意識の醸成につながることが期待できる。 
  この軸は子どもが直接体験の中で自らの能力を使って、自らの身に沁みこませてき 
   た感性や自己肯定感、 主体性、創意工夫等を持続発展的に育成する道筋となる。 
(3) 教職員同士や関係機関との連携が、人と人との温かなつながりや愛情となり、これが子 
   どもの成長のセーフティネットとなる。子どもがみんなから大切にされていることを実感 
   できれば、安心して夢や希望に向かって自分を精一杯発揮することが期待できる。 

５ 今後のおもなスケジュール 
平成27年度（検討期）   
・小中一貫教育在り方協議会
の開催 
・教育委員会による基本方針
の検討と予算化   
 
 
・井川小中学校一貫校化準備 

平成28年度（策定期）   
・静岡型一貫教育課程等協議
会の開催（年５回）と校長会、
各校への周知、一貫教育への
意識の醸成 
・静岡型一貫教育のための教
育課程等の策定 
・井川小中学校一貫教育実施 
・中山間地校一貫教育準備 

平成30年度   
・ 小中一貫教育   
     全校実施 
（一貫教育に取り組みなが
らの課題改善スタート） 
 
 
平成31～34年度 
・基本計画の後期として学
校独自の一貫の姿の定着
を図る 

平成29年度（移行準備期）   
・静岡型一貫教育課程等協議
会の開催（年４回） 
・各校、近隣組み合わせ校に
よる静岡型一貫教育のための
教育課程等の策定 
 
 
・中山間地校一貫教育実施 
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「教員の多忙解消」 

10/29総合教育会議 
資料２ 

校務支援システムとは 

 指導要録の「手書き」を「電子化」するだけでは校務の効率化は図れない。
校務に係る一連の事務の電算化（システム化）が必要である。 

【例：指導要録への出席日数の記載の流れ】 

 児童・生徒に関するデータを効率的に活用することにより、各種資料の作
成等の省力化を図るとともに、データの管理を徹底するシステム  
 児童・生徒の基本情報の管理、出欠の管理・成績の管理や処理、指導要
録作成などを行う。 



2 

他都市の校務支援システム整備状況 

• 福岡市の調査によると、政令指定都市19市

（川崎を除く）のうち、校務支援システム未整備は
仙台・新潟・さいたま・相模原・静岡の５市 

• この５市のうち、仙台はＨ２８～、さいたまはＨ
２７．９月～、相模原はＨ２８～導入予定 

• 新潟もＨ２７に準備費が予算計上されている。 

静岡が取り残されている 

校務支援システム導入の効果 

• 校務支援システム導入により削減できた教諭一
人あたりの校務処理に係る時間 

  大阪市 168時間/年→5時間/週→1時間/日 

  熊本県 121時間/年→3.5時間/週→0.7時間/日 

• 別紙「校務支援システム導入の効果」 

教職員が子どもと向き合う時間（＝児童・生徒理解、
授業研究、保護者対応など）の創出 

静岡市の教育の質の向上 



3 

導入スケジュール（案） 

N１年度 N２年度 N３年度 N4年度 N5年度 

校務 
支援 

(中身) 

機器 
整備 
（器） 

開発 
テ 
ス 
ト 

システム稼働 

※整備時期の目安＝H29.8（現在使用中の校務用端末(PC)のリース期限） 

入
札 

仕様書作成
等導入準備 

整備 
入
札 

テ 
ス 
ト 

システム稼働 



校務支援システムの導入の効果 

～実証実験校の多くの教員が実感していること～ 

 

 

最大の効果：業務効率の向上→子どもに向き合う時間の増大 
 

【校務支援システム実証実験校の教員の意見】 

①出席簿作成、成績処理、通知表作成等のデータ連携が可能になり、事務処理

時間の短縮につながり、負担が軽減された。その結果、子どもに接する時

間や子どものために使える時間が増えた。 

②成績処理、通信表作成、出席簿作成に関わる時間的、事務的な負担が大幅に

減り、児童と向き合う時間が増加した。 

③多様な仕事を抱える中で、テスト等の記録処理からその結果の通知や記録

（通知表や要録など）まで、絶対に間違いを起こしてはならない成績処理を、

適正に手作業ですすめていくのは、大変な労力と時間を必要とする。この負

担を軽減し、なおかつ、その結果、子どもと関わる貴重な時間を生み出す

ことがこのシステムでは、期待できる。 

④出席簿がそのまま成績に反映され、成績一覧表、通信表と作業にかける時間

や負担感が減り、たいへん助かっている。その分、教材研究などより良い

授業を行う準備に時間を割くことができた。 

⑤成績処理、通信表作成、出席簿作成、指導要録作成が連動していて、とても

効率よく事務処理ができた。このシステムが無いときと比べて事務処理の負

担が大幅に減り、とてもありがたかった。システムが正式に導入されれば

子どもたちのための時間が増えると思う。 

 

⑥とても便利で、今後とも活用したい。一つのデータを入力することで、様々

な書類へ流すことができ、事務処理の時間や負担が減った。 

⑦出席簿⇔成績表⇔通知表で再入力無しにデータ活用ができることで業務が

軽減された。 

⑧成績一覧表を作成したり、出席簿を作成したりする時間が軽減され、その時

間に教材研究をすることができた。市内のどの学校も同じシステムなら、と

ても使いやすいと思う。 

 

 

 



【校務実証実験校の教員アンケート結果】 

 

 

 

 

 

その他にも、次のような効果がある 

◎人的ミスの減少・負担感削減 → 信頼性の向上 

①転記による記述ミスが大幅に削減された。 

②テスト入力と補助簿を常時活用したことで、成績付けを例年よりも楽に行う

ことができました。機能が使いこなせるようになるほど利便性を感じている。

日々の記録やテスト記録を入力できることで、成績を付けるときに負担感が

少なくありがたい。 

③数値を別の場所（ソフト等）に転記することがなくなることで、誤記入がな

くなるなど、正確な作業の実現にもつながっている。 

 

◎管理環境の共通化 → 情報管理の確実性(安心)の向上 

①とても助かった。とても効率が良い上に、ミスなく、テータ処理ができる。

個人情報を管理することができて安心。極めて有効なシステムである。校務

支援システムなしの場合の負担は大変大きく、実質的な教育活動が大きく減

じられることは確実である。 

②個人情報の管理が確実で、ミスが少ないので、使っていて安心感がある。 

 

◎見やすくなる成績表 → 児童・生徒、保護者の信頼性向上 

①今までのソフトで所見や総合所見を打ち込むと、文字数が多いと読めなくな

るほどの小さい字になってしまっていた。しかし、校務支援システムで出力

した通信表では、文字数がある程度多くても、読めなくなるほどの字になる

ことはなく、使いやすいと感じた。 

②はっきりしていて信頼性がある。 

③見やすい、わかりやすい。 

78%の職員が負担感の減少を実感 78%の教員が業務時間の減少を実感 電算化により 7４%の業務時間削

減 



インターネット接続の効果 

校務支援システム実証実験校では、併せて校務用 PC のインターネット接続環境も試

験的に整備した。 

 

自席からのネット使用、メール使用が可能 

→ 業務の効率化・時短化 

①インターネットに接続しているため、作業時間が格段に短縮された。 

※以前は、１台のパソコンを共有。座席の移動、順番待ち、接続速度の遅

さ等で、時間が余計にかかっていた。 

②メール機能も１台１台のパソコンについていて、自校以外の先生とも直接や

りとりができてとても便利。 

③個人用校務 PC からインターネットが使用できるのは教材研究、連絡業務、

調査回答などにおいて非常に有効であり、労力が軽減できる。 

④インターネットが使用できるのは教材研究において非常に有効である。 

⑤個人メールを使用し、市教委へのデータ提出、学校間の情報共有ができるよ

うになり、便利になった。 



「おいしい給食の提供と食育の推進」 

10/29総合教育会議   
資料３ 

授業 

授業 

授業 

給食 

給食 

給食 

 
 

授業 

授業 

授業 

給食 

給食 

給食 

教職員一人あたり平均時間外勤務時間数/H25年 

 

おいしい給食 チャレンジⅠ 
 

学校給食の献立コンクール ～授業で考えた学校給食を味わおう～ 
 

① 

【内 容】・家庭科の授業の中で、学校給食の献立を考えよう。 
     ・それぞれが考えた献立から最優秀献立を決めよう。 
     ・最優秀献立を実際に学校給食として実際に味わってみよう。 
 

【実施校】・籠上中学校（葵区）・豊田中学校（駿河区）・清水第七中学校（清水区） 
 

【ねらい】・「栄養とは、味付けとは、彩りとは」 献立作成の楽しみ  
     ・自分たちの考えた献立を体験    食べることの楽しみ   

授業 

授業 

授業 

給食 

給食 

給食 

豊田中学校での授業 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【今後のスケジュール】 

食事の意味の 
    再発見 
 

○ふるさと給食献立を班ごとに作成した。 
○献立とPRポイントを発表し、互いに評価した。 
○班の献立を調理実習で作った。 

【授業での生徒の様子】 
授業に意欲的に    ・資料集めも積極的に     
       取組む  ・班の話合いも全員参加で 
 

・味付けが重ならないように 
・食材数は１０品目以上に 
・食べる人のことを考えて 

給食の工夫を 
   献立に活かす 
 

≪中間報告≫ 



教職員一人あたり平均時間外勤務時間数/H25年 

おいしい給食 チャレンジⅡ 
 

家康公が愛した静岡の味を、味わってみよう！ 
② 

 

 【内 容】・家康公が好んだ食材や料理を組み合わせた献立を、学校給食で提供した。 

 【対 象】・全ての市立小中学校で（９月中に各校１回） 

 【献 立】   

   

   

 

 

   

  

 

 

 【ねらい】・家康公や地元食材について知ろう。      食生活と健康の関係を見直す。 

       ・家康公は７５歳まで生涯健康だった。      地域の良さを再発見！  

清水区（自校給食） 
・麦入り米飯 
・黒はんぺんの磯辺焼き 
・なすとナッツのみそ和え 
・冬瓜汁 
 
 
 
 
 
 
 

葵・駿河区（センター） 
・麦入り米飯 
・めざしの唐揚げ 
・きゅうりとつぼ漬けの和え物 
・実だくさんのみそ汁 
・きなこ餅 
 
 
 
 
 
 

清水区（校外調理委託給食） 
・麦入り米飯 
・黒はんぺんの磯辺焼き 
・五目豆   ・ごまあえ 
・みかん缶 
・実だくさんのみそ汁 
 
 
 
 
 

【感 想】・いつもと違って質素だった。       ・めざしはよくかまないといけなかった。 

      ・まんまるの折戸ナスは初めて見た。  ・健康で長生きした家康公はすごいと思う。  

≪報告≫ 

だしを使った献立の例 
 

すまし汁、みそ汁 
煮物、おひたし 
あえもの 

 

おいしい給食 チャレンジⅢ 
 

11月24日の「和食の日」に、「だし」を使った和食を味わおう！ 
 

③ 

 
【内 容】 
 ・11月24日の前後に「だし」をつかった献立を提供する。  
 ・給食の時間に担任から「だし」や「和食」について話す。 
 ・「和食の日」の情報を献立表に記載し、保護者にも伝える。 
 
【対 象】 
 ・全ての市立小中学校 
  で実施 
 
【ねらい】 
 ・子どもたちが「だし」を 
  使った和食を味わう 
        

＜ポイント＞ ⇔ 和食の推進 
 
 
 
                               

日本人の伝統的な食文化や和食への関心を高める。 

new！ 

清水高部東小学校では、料理研究家の 

後藤加寿子氏（※）が「だし」や「和食」
についてお話をします。 
 
 ※和食文化国民会議顧問で、 
 「だし」についての著作多数 

・「和食－日本人の伝統的な食文化」が 
   ユネスコ無形文化遺産に登録 （平成25年12月） 

・11月24日（いいにほんしょく）は「和食の日」 
       （一般社団法人和食文化国民会議が制定） 



＜取組みの第一歩＞ 
 

・モデル校を設け、実

際に取組み、課題を明

確にする。 

 

学校給食における牛乳の提供 
 

牛乳ドリンクタイム（給食時以外）の検討 

④ 

 
【内 容】 
 ・主食が米飯の日は、牛乳を給食時間以外に飲むことが可能かどうか検討する。 
 
 
 
【ねらい】 
 ・米飯の時はお茶を飲む習慣を定着させる。 
 ・静岡市特産のお茶に慣れ親しむ。 

【他都市の取組み】 

 ・新潟県三条市（学校給食の主食は全て米飯）では、給食時間ではなく、 
  午前中の休み時間や終学活等の時間に牛乳を飲む「ドリンクタイム」を設けた。 
         

＜課題＞ 各学校（教職員、子ども達）の理解及び牛乳業者との調整 

 
①子ども達が自由に活動できる時間が削減。 
②時間割の調整。 
③牛乳の配達時間が間に合わない学校の調整。 
④牛乳をクラスごとに分ける給食補助員の勤務時間の変更。 
⑤主食がパン、めんの日の対応。 

 学校給食の牛乳は成長期の子ども達の栄養摂取には欠かせないが、 
米飯との組合せが合わないという声もある。 

イラスト出典：少年写真新聞社SeDoc 


