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「ひろしま給食１００万食プロジェクト」の取組状況について 

平成 29年３月 14日 

豊 か な 心 育 成 課 

１ 実施結果 

 (1) 食数 

区分 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 食数は目標を達成。 
※ 「家庭等」には，サービスエ

リア，県庁食堂等のレストラン

のメニュー提供，スーパー等で

の試食販売を含む。 

※ （ ）は家庭等において調理

した回数 

学校給食 854,646 909,346 1,066,623 

家庭等 372,459 305,247 
319,264 

(75,602) 

合 計 1,227,105 1,214,593 1,385,887 

 (2) プロジェクトの実施状況 

   本プロジェクトをより広く県民の皆様に周知するため，「広島の身近な食材を 

とり入れた，家庭でも簡単にできる料理」のレシピを募集したところ，昨年の

1,826作品を上回る3,022作品の応募があった。 

   これらの応募作品を審査するため，全市町から推薦のあった栄養教諭等26名に

よるメニュー開発委員会を開催し，協力企業等11団体の助言・協力を得て，統一

メニュー「タコタコライス」ほか４作品及び特別賞10作品を決定した。 

   また，キャッチコピーも併せて募集したところ，5,705作品の応募があり，この

中から「つくってみんさい 食べてみんさい 栄養満点ひろしま給食」に決定した。 

   これらの受賞作品を活用したチラシを

県内の全児童生徒に配付するとともに，

全学校や教育機関に加えて，スーパー 

マーケット，コンビニ等の約1,200店舗

にポスターを送付して，周知を依頼した。

併せて，県教委ＨＰや広報紙「くりっぷ」

などによる広報を展開した。 

   今年度は『つくって！食べよう！ひろ

しま給食』をコンセプトとして，児童生

徒が家族と一緒に，調理やお手伝いなど

にチャレンジできるようリーフレットを

作成・配布するとともに，児童生徒が家

庭等において「ひろしま給食」メニュー

を調理した回数の把握を行った。 

 

２ 学校等における取組 

 (1) 学校の取組 

   「ひろしま給食」メニューを活用し，栄養教諭等

学校給食関係者を中心に，様々な取組を実施した。 

  ・ 食育ウィーク（10月16日～22日）に，全給食 

実施校で「ひろしま給食」を提供 

  ・ 「給食だより」や「食育通信」等において， 

地場産物や郷土料理を家庭へ紹介 

  ・ 親子料理教室や給食試食会等の開催 

  ・ つくレポ（料理を作った感想やエピソード）募集 

「リーフレット」 

「みらさか『食』通信」 

（三次市立みらさか小学校） 
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 (2) 市町の取組（別紙１） 

   各市町において，本プロジェクトを活用し，食育推進のための主体的な取組が行わ

れた。 

  ・ “タコタコライス”に合わせて，地元の食材や郷土料理等を活かした副食メニュー

を開発 

  ・ 市町の広報誌に本プロジェクトを掲載 

  ・ 食育フェスタや健康福祉まつり等の各種イベントで「ひろしま給食」の紹介や料理

教室を開催 

 (3) 企業等の取組（別紙２） 

   本プロジェクトの趣旨に賛同した企業・団体による様々な協力・支援が得られた。 

  ・ 11企業等がメニュー開発に参画するとともに，試食用の食材や表彰式における特別

賞の提供 

  ・ 広告掲載（マックスバリュ 西日本株式会社等），店舗での試食提供（フジグラン

広島，フレスタ横川店等），「ひろしま給食」の商品化（株式会社加茂川等），レスト

ランでのメニュー提供（福屋広島駅前店，

サービスエリア等） 

  ・ 出前講座の開催（アンデルセン，牛乳普

及協会，大塚製薬等） 

  ・ 栄養教諭配置校と近隣スーパーとの連携

による地域への日常的な情報発信（店舗内

に本プロジェクトに係るパネルコーナーを

設置，学校の食育だよりの定期的な配布 

など） 

  ・ 社員食堂等での「ひろしま給食」メニュ

ーの提供（県庁食堂，保育所や病院などで

「ひろしま給食」メニューを提供） 

 

３ 成果と今後の取組 

 ○ 平成25年度からプロジェクトを実施してきた結果，

栄養教諭配置校以外における指導を含め，全県で食

に関する指導が広がり，児童生徒の食に関する実態

調査においても一定の成果が見られた。 

   また，市町，企業等の関係機関においても，計画

的な取組が推進され，市町の主体的な取組が増加し，

各企業等との連携も広がるなど，学校・家庭・地域

が一体となった取組を推進することができた。 

 ○ これまでの取組によって一定の成果がみられた 

ことを踏まえ，本県の食育をさらに推進するため，

来年度は，本プロジェクトの目的である，児童生徒

に食に関する正しい知識と望ましい食習慣を身に付

けさせることに加えて，家庭において児童生徒と 

ともに調理してもらえるよう働きかける。 

   具体的には，各学校において，「ひろしま給食」

メニューを活用した親子料理教室や給食試食会等の

取組を推進するとともに，児童生徒が自ら「作って

食べる」ことにチャレンジする取組を一層推進する。 

「出前授業」 

（廿日市市立宮島小学校） 
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「朝食は，主食・主菜・副菜が
そろっています」 

「食事の準備や片付の手伝いを
しています」 



市町名 実施日 献立（タコタコライス及び牛乳以外） 特色ある取組自校調理校10月17日(月)10月18日(火) たまごスープたまごスープたまごスープたまごスープみかんみかんみかんみかんセンター給食10月21日(金) きのこスープきのこスープきのこスープきのこスープデリバリー給食10月17日(月) 赤魚の磯辺揚げ赤魚の磯辺揚げ赤魚の磯辺揚げ赤魚の磯辺揚げふかしいもふかしいもふかしいもふかしいもみかんみかんみかんみかん福山市 10月17日（月）～10月21日（金） 卵と野菜のスープ卵と野菜のスープ卵と野菜のスープ卵と野菜のスープ ・市の行事等で試食，チラシの配付・地元スーパーマーケットへ商品化依頼・栄養教諭，学校栄養職員による地元スーパーマーケットとの連携（給食レシピ，チラシの掲出等）・学校給食週間中に試食会，パネル展開催（1月18日～1月24日開催予定）呉市 10月19日（水）10月20日（木） 呉わかめと卵のスープ呉わかめと卵のスープ呉わかめと卵のスープ呉わかめと卵のスープ（呉市産のわかめを使ったスープ）・みかん・みかん・みかん・みかん※お米，みかんは広島県産を使用 ・呉市の統一メニューについて市内の栄養教諭，学校栄養職員が試作，検討する調理研究を実施・「ひろしま給食の日」には広島県産，呉産の食材を使用・10月の給食指導資料（教室掲示用資料や教師用指導資料，保護者用資料等）に「ひろしま給食の日」についての内容を掲載・呉の郷土料理（呉の肉じゃが，いがもち等）を10月の献立として提供竹原市 10月18日（火） 竹ちゃんスープ竹ちゃんスープ竹ちゃんスープ竹ちゃんスープみかんゼリーみかんゼリーみかんゼリーみかんゼリー（小学校）竹原ぶどうゼリー竹原ぶどうゼリー竹原ぶどうゼリー竹原ぶどうゼリー（中学校） ・竹原ならではの「竹ちゃん給食」と併せ，夏休み料理教室の開催・10月の給食だよりでレシピを紹介し，学校から家庭に配付・「広報たけはら」10月号で市民にレシピ紹介・教育委員及び事務局職員による学校給食試食会の実施（ケーブルテレビで市民に紹介）・市内校長会で主旨等の説明・市内公立保育所給食で提供（ひろしまんぷく！シャキシャキサラダ）・連携スーパー・事業所へのレシピ配付大竹市 10月21日（金） わくわくスープわくわくスープわくわくスープわくわくスープ（市内産の野菜を使用）ひろしまクラッシュゼリーひろしまクラッシュゼリーひろしまクラッシュゼリーひろしまクラッシュゼリー（広島県産のみかんジュースとレモンジュースを使用） ・「ひろしま給食特別号」を作成し，各家庭に配布・給食だよりで紹介・市のホームページのフェイスブックで紹介・「給食センターへ行こう週間」でひろしま給食を提供・親子調理体験でひろしま給食メニューを調理東広島市 10月17日（月）～10月21日（金） とうがんのポトフとうがんのポトフとうがんのポトフとうがんのポトフ（「ひがしひろしまお宝レシピ」として市内の児童が考案した料理）レモンゼリーレモンゼリーレモンゼリーレモンゼリー ・「ひがしひろしまお宝レシピ」として，市内を対象に「タコタコライス」及び「わくわくＪＪＪ！」に合うメニューを募集し，調理実習，試食によりメニューを決定・給食だより「ひろしま給食特別号」の配布・市内公立保育所給食での提供・東広島市生涯学習フェスティバルにてパネル展示廿日市市 10月19日（水） お宝廿けんチャウダーお宝廿けんチャウダーお宝廿けんチャウダーお宝廿けんチャウダー（市内産あさり，野菜の使用）みかんみかんみかんみかん ・廿日市市で「ひろしま給食」５万食を目指す・児童生徒１人１人に「食べたよ!つくったよ！カード」を配布・栄養教諭等によるメニュー開発及び食材取材並びにその様子を市教委だより等で保護者に広報・栄養教諭等による「廿日市市『ひろしま給食』新聞」の作成・市のホームページで，今年度の取組を紹介江田島市 10月18日（火） ・えたじまんサラダ・えたじまんサラダ・えたじまんサラダ・えたじまんサラダ（江田島が自慢できる「オリーブ」，かんきつを使った「マーマレード」をドレッシングに使い，「ちりめん」，「きゅうり」を用いたサラダ）・くだもの「みかん」・くだもの「みかん」・くだもの「みかん」・くだもの「みかん」（江田島産） ・親子料理教室で紹介・試食・校内食育研修で試食・広報えたじま10，11月号で，レシピ紹介・スーパーマーケットとの連携でポスター掲示とレシピ配布・希望する学校での「ひろしま給食」の実習，試食・市内保育園の給食にも活用10月18日（火） 豚肉と広島食材たっぷりのいた豚肉と広島食材たっぷりのいた豚肉と広島食材たっぷりのいた豚肉と広島食材たっぷりのいため物め物め物め物10月19日（水）～10月21日（金） さっぱりさわやかサラダさっぱりさわやかサラダさっぱりさわやかサラダさっぱりさわやかサラダ府中町朝パッ君スープ府中町朝パッ君スープ府中町朝パッ君スープ府中町朝パッ君スープ広島フルーツぷるるんゼリー広島フルーツぷるるんゼリー広島フルーツぷるるんゼリー広島フルーツぷるるんゼリー海田町 10月21日（金） のりのり団子スープのりのり団子スープのりのり団子スープのりのり団子スープ広島フルーツぷるるんゼリー広島フルーツぷるるんゼリー広島フルーツぷるるんゼリー広島フルーツぷるるんゼリー ・海田町栄養士部会で掲示資料や配付資料を作成し，各学校でＰＲ活動・給食委員会による「みんなで作ろう！ひろしま給食」の推進活動・給食時間に，給食委員会による「海田ひろしま給食」紹介の放送・学校行事「東小まつり」において，保護者へ「ひろしま給食」のＰＲ熊野町 10月17日（月） ・黒豆入りかきあげ・黒豆入りかきあげ・黒豆入りかきあげ・黒豆入りかきあげ（熊野町産黒豆）・ひろしままんぷくシャキシャキサ・ひろしままんぷくシャキシャキサ・ひろしままんぷくシャキシャキサ・ひろしままんぷくシャキシャキサラダラダラダラダ（今年度ひろしま給食メニュー）・みかん・みかん・みかん・みかん（広島産） (1) 町広報，町ホームページに掲載(2) 給食だより（７月～11月号）により紹介(3) 夏休み子ども料理教室（一般対象）(4) 公民館主催，男性料理教室　　※(3)～(4)で調理試食(5) 町内４保育所にレシピ配布，給食に活用(6) 町内スーパーマーケットでレシピ掲示

各市町における「ひろしま給食」の献立及び特色ある取組各市町における「ひろしま給食」の献立及び特色ある取組各市町における「ひろしま給食」の献立及び特色ある取組各市町における「ひろしま給食」の献立及び特色ある取組

・府中町プロモーションビデオ撮影に合わせ「ひろしま給食」を提供し，ＰＲする。（10月）・町内の大型ショッピングモール等で朝パッ君の啓発活動に合わせて試食とレシピの配布を実施・料理教室，給食試食会等での試食・各学校食育通信，給食だより，ホームページ，ポスター掲示等で紹介・府中町学校栄養士が独自でポスターを作成し，掲示をする。府中町

・食育だよりにレシピ等を掲載し，各学校から家庭に配付・広島市ＰＴＡ協議会広報誌「食育のススメ」への掲載・広島市学校給食・食育フェイスブックに掲載し広報・教室掲示資料，指導資料を各学校に配付広島市
（別紙１）
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市町名 実施日 献立（タコタコライス及び牛乳以外） 特色ある取組坂町 10月18日（火） もち麦サラダもち麦サラダもち麦サラダもち麦サラダ（もち麦は特産物）梅ゼリー梅ゼリー梅ゼリー梅ゼリー（梅は町木） ・給食だより，食育だよりによる発信・試食会の実施・町民センターにおいて掲示及びレシピ配布大崎上島町 10月20日（木） ピタパンサンドピタパンサンドピタパンサンドピタパンサンド（タコタコの具とポテトサラダ）椎茸入りやさいスープ椎茸入りやさいスープ椎茸入りやさいスープ椎茸入りやさいスープ（平成27年度大崎上島給食メニューコンテスト受賞作品）大崎上島産みかん大崎上島産みかん大崎上島産みかん大崎上島産みかん ・町で実施した地場産物を使用した学校給食メニューコンテストの受賞メニューと「ひろしま給食」統一メニューを「ひろしま給食」実施日に提供・ひろしま給食１００万食レシピを全校に配付・大崎上島町役場等の施設にレシピを配布・保健衛生課主催の夏休み子ども料理教室で「ひろしま給食」メニューを調理（１品）・広報「大崎上島」の「管理栄養士のヘルシークッキング」のコーナーで紹介安芸高田市 10月19日（水） チンゲン菜と春雨のスープチンゲン菜と春雨のスープチンゲン菜と春雨のスープチンゲン菜と春雨のスープ広島県産レモンゼリー広島県産レモンゼリー広島県産レモンゼリー広島県産レモンゼリー ・給食だよりによる情報発信・保育所・幼稚園，小中学校の保護者を対象にした給食試食会の実施・毎月一回以上，郷土食・行事食を実施安芸太田町 10月19日（水） ひろしまんぷく！シャキシャキサひろしまんぷく！シャキシャキサひろしまんぷく！シャキシャキサひろしまんぷく！シャキシャキサラダラダラダラダ安芸太田町ビーフンスープ安芸太田町ビーフンスープ安芸太田町ビーフンスープ安芸太田町ビーフンスープ（その時期収穫できる安芸太田町産の野菜をたっぷり使用）広島フルーツぷるるんゼリー広島フルーツぷるるんゼリー広島フルーツぷるるんゼリー広島フルーツぷるるんゼリー ・町内の栄養士・調理員で試作し，町の関係部署と一緒に試食・検討　　（町広報９月号掲載）・保育所給食への活用促進・産直等と連携し，地元食材を可能な限り使用北広島町 10月21日（金） まめマメサラダまめマメサラダまめマメサラダまめマメサラダほうれん草のスープほうれん草のスープほうれん草のスープほうれん草のスープりんごゼリーりんごゼリーりんごゼリーりんごゼリー ・保護者を対象に試食会を実施。試食会後，保護者向けに「ひろしま給食」について話をして周知するとともに，家庭で実際に作っていただくよう取り組む。・４種類の豆を使用したサラダ「まめマメサラダ」は，北広島町が健康増進計画「まめマメきたひろしま」を策定していることにちなんだメニューの提供・北広島町の特産物，ほうれん草・りんごを利用したメニューの提供三原市 10月19日（水）～10月21日（金） 野菜たっぷりコンソメスープ野菜たっぷりコンソメスープ野菜たっぷりコンソメスープ野菜たっぷりコンソメスープ（三原市内小学生考案メニュー）梨等梨等梨等梨等 ・「ひろしま給食」応募作品の三原市給食への活用と給食便りでの発信・三原教育「希望と未来」フォーラムで三原市中学生考案「タコタコライス」及び三原市版「ひろしま給食メニュー」３作品のレシピ発表及び配付・三原市役所食堂，県立広島大学等で，「タコタコライス」を毎月1回程度提供。広く市民へも情報提供する。（食堂へ「ひろしま給食」の取組とともにレシピを置き持ち帰って取 り組んでもらえるようにする）尾道市 10月19日（水）～10月21日（金） 尾道ええじゃんスープ尾道ええじゃんスープ尾道ええじゃんスープ尾道ええじゃんスープ（尾道市特産のわけぎを使用した，しょうが入りスープ）みかんゼリーみかんゼリーみかんゼリーみかんゼリー（広島県産） ・栄養教諭・学校栄養職員でひろしま給食メニュー調理実習・市内技術員（給食調理員）対象の調理実習にて，ひろしま給食メニュー調理実習・ひろしま給食について，実施メニュー，レシピを掲載したたよりを配付・「タコタコライス」に尾道市産タコを使用・健やかフェスタで広報及び試食府中市 10月12日（水） 府中野菜のトゥインクルスープ府中野菜のトゥインクルスープ府中野菜のトゥインクルスープ府中野菜のトゥインクルスープ新市産ブルーベリーゼリー新市産ブルーベリーゼリー新市産ブルーベリーゼリー新市産ブルーベリーゼリー ・各学校で，ひろしま給食を広げていく取組の一つとして，市教研健康部会にて市内小中学校の養護教諭と一緒にひろしま給食の調理実習を実施・府中市広報「ふちゅう」への掲載・ひろしま給食実施当日，市民給食試食会を開催・府中学びフェスタでの販売（10月29，30日）・府中市健康福祉まつりに「ひろしま給食」のブース出展・女性こども課（市内保育所）と合同給食を実施し，あわせて合同食育通信を配布・ひろしま給食を府中市食生活改善推進員による料理講習会のメニューとして取り入れ各地域で広く啓発活動を実施世羅町 10月26日（水） たこたこドックたこたこドックたこたこドックたこたこドックとうふともやしのスープとうふともやしのスープとうふともやしのスープとうふともやしのスープぶどうぶどうぶどうぶどう ・給食だより等による情報発信神石高原町 10月19日（水） ほうれん草とベーコンのスープほうれん草とベーコンのスープほうれん草とベーコンのスープほうれん草とベーコンのスープピオーネピオーネピオーネピオーネ ・町事業（地産地消推進事業「神石高原ランチ」：地場産物を多く取り入れたメニュー）とコラボレーションメニューを実施・「タコタコライス」の地場産物は，米・豚肉ミンチ・にんにく・玉葱・キャベツ・トマト・トマトケチャップを使用・「ほうれん草とベーコンのスープ⏌の地場産物は，ほうれん草・ベーコン・干し椎茸を使用。ピオーネも地場産物を使用三次市 10月19日（水） わくわく３４４（みよし）わくわく３４４（みよし）わくわく３４４（みよし）わくわく３４４（みよし）（わくわくＪＪＪスープ風，三次産食材を３品以上使用）りんごりんごりんごりんご（みよしふるさとランチの日統一食材） ・「親子クッキング教室」を開催し，ひろしま給食の実習，ＰＲ活動（栄養教諭，学校栄養職員指導）・ＪＡ女性部との夏野菜料理講習会において，実習，試食しひろしま給食について説明・ 市食育担当課と連携し，ケーブルＴＶで紹介・ 市健康福祉祭りにおいてチラシを配布・ 市内保育所とも連携し，ひろしま給食の実施庄原市 10月19日（水）～10月20日（木） 庄原スープ庄原スープ庄原スープ庄原スープ（大根・かぼちゃ・にんじん・しいたけなど地場産物を利用，一部調理場では大根サラダ）りんごりんごりんごりんご又はりんごゼリーりんごゼリーりんごゼリーりんごゼリー ・庄原市統一メニュー実施。・庄原市栄養士連絡協議会にて調理し，メニューを決定・調理には，中学校家庭科教諭も参加・各共同調理場でひろしま食育ウィーク中の実施日を設定・給食だよりや食育だより・給食放送等で紹介・公開研究会にて，保護者の分科会をもち，「ひろしま給食」について紹介
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平成28年度　連携企業等による取組について１　連携企業・団体一覧

（五十音順　44団体）２　「ひろしま給食」の商品化及び広報企業等名 商品名等 店舗等 期間等株式会社　フジフジグラン広島 ぶた肉と広島食材たっぷりのいため物ワクワクＪＪＪ！（ジャコジャガじゃけん）タコタコライスひろしまんぷくシャキシャキサラダ（無料試食会の開催） フジグラン広島「ひろしまダイニング」コーナー 10月24日～10月26日株式会社そごう・西武 タコタコライス（無料試食会の開催） そごう広島店本館地下１階キッチンスタジオ 10月19日～10月20日株式会社加茂川 タコタコライスワクワクＪＪＪ！（ジャコジャガじゃけん）ぶた肉と広島食材たっぷりのいため物※前年度までのメニューも提供 県警本部食堂（東館12階）県庁食堂（本館地下）県庁食堂（東館８階）中国管区警察学校食堂 10月19日～10月20日１月23日～１月30日西日本高速道路 タコタコライスワクワクＪＪＪ！（ジャコジャガじゃけん）ぶた肉と広島食材たっぷりのいため物ひろしまんぷく！シャキシャキサラダ広島フルーツぷるるんゼリー 宮島ＳＡ　（上下） レストラン福山ＳＡ　（上下） レストラン安佐ＳＡ　（上下） レストラン※「ひろしま給食」メニューをメインに据えた独自の工夫が，各エリアにおいて展開 10月19日～11月30日株式会社 福屋 「ひろしま満載タコタコライス弁当」（八丁堀本店）「タコタコライスＤＸ」（広島駅前店） 「加茂川」八丁堀店，広島駅前店「洋食工房 アンカフェ」広島駅前店 10月16日～10月22日株式会社フレスタ タコタコライスワクワクＪＪＪ（ジャコジャガじゃけん） フレスタ横川店※その他，キッチンスタジオがある各店舗 10月17日～10月23日マックスバリュ タコタコライス　※掲載メニュー 各店舗のチラシへ掲載,店頭でのポスター・チラシ掲示 10月15日，16日，18日３　「ひろしま給食」の出前講座企業等名 出前講座のテーマ 実施校 実施日作ってみよう　食べてみよう　おいしいパン 呉市立三坂地小学校 1月30日竹原市立東野小学校 9月30日広島市立上安小学校 1月19日東広島市立郷田小学校 1月26日呉市立宮原小学校 2月8日広島市立瀬野川中学校 1月10日広島市立城南中学校 1月20日竹原市立竹原小学校 1月24日
パンの食べくらべにチャレンジしよう株式会社アンデルセン・パン生活文化研究所
牛乳の秘密を知ろう（牧場から学校まで）広島県牛乳普及協会学乳部会

（別紙２）アヲハタ株式会社 株式会社アンデルセン・パン生活文化研究所 イオンリテール株式会社 株式会社イズミ株式会社エブリィ 大塚製薬株式会社 オタフクソース株式会社 カゴメ株式会社中国支店 株式会社加茂川西條商事株式会社 株式会社三和ストアー ＪＡ広島中央会 司厨子協会（福山支部，東広島・備北支部）ＪＡ全農ひろしま 株式会社スパーク 石亭 株式会社セブン－イレブン・ジャパン 株式会社そごう・西武 西日本高速道路株式会社サービ・ホールディングス株式会社 株式会社ニチエー日本料理喜多丘 日本料理魚池 株式会社ハローズ 公益財団法人広島県学校給食会 広島県漁業協同組合連合会 広島県牛乳普及協会 広島県日本調理技能士会 広島女学院大学 株式会社広島三越 株式会社広電ストア 株式会社ファミリーマート 株式会社福屋 株式会社フジ 株式会社藤三 株式会社フジマート 株式会社フレスタ ポッカサッポロフード＆ビバレッジ株式会社 ホテルグランヴィア広島 マックスバリュ西日本株式会社 株式会社万惣 三次フードセンター株式会社 株式会社むさし 株式会社ユアーズ 株式会社ローソン
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企業等名 出前講座のテーマ 実施校 実施日大竹市立大竹小学校 9月27日三次市立十日市小学校 10月21日廿日市市立阿品台東小学校 11月8日広島市立上温品小学校 11月29日庄原市立粟田小学校 1月25日庄原市立庄原中学校 9月9日東広島市立吉川小学校 10月4日三次市立十日市小学校 10月24日東広島市立志和中学校 10月25日呉市立白岳中学校 10月31日呉市立広南小学校 10月29日呉市立吉浦中学校 1月31日呉市立安浦中学校 2月13日広島市立阿戸中学校 11月9日広島市立長束小学校 11月9日海田町立海田南小学校 11月10日東広島市立板城西小学校 11月30日東広島市立板城小学校 1月18日三次市立甲奴小学校 1月23日府中市立府中小学校 1月25日呉市立昭和西小学校 2月7日庄原市立板橋小学校 2月15日尾道市立吉和小学校 2月18日日本料理「魚池」 地域の特色ある料理の講習（西洋料理，和食） 大竹市立玖波小学校 10月14日地域の特色ある料理の講習（西洋料理，和食） 三次市立十日市小学校 10月31日府中町立府中中央小学校 10月14日呉市立昭和中央小学校 10月20日府中町立府中小学校 10月28日庄原市立東城小学校 11月28日呉市立昭和北小学校 12月6日西洋料理,和食を中心とした料理講習 呉市立天応中学校 1月26日地域の特色ある料理の講習（西洋料理，和食） 坂町立横浜小学校 2月21日石亭 地域の特色ある料理の講習（西洋料理，和食） 廿日市市立宮島小学校 1月27日

広島県日本調理技能士会

ホテルグランヴィア広島
日本料理店「喜多丘」 西洋料理,和食を中心とした料理講習

地域の特色ある料理の講習（西洋料理，和食）
西洋料理,和食を中心とした料理講習

司厨士協会 地域の特色ある料理の講習（西洋料理，和食）

大塚製薬株式会社広島支店 健康づくりのための食育セミナー
バターを作って食べてみよう(牧場から学校まで）広島県牛乳普及協会学乳部会
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