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【食に関する指導の内容の三体系】
〇教科等における食に関する指導
当該教科等の目標がよりよく達成されることを第一義的に考え、その実現の過程に「食育の視点」
を位置付け、意図的に指導する。

〇給食の時間における食に関する指導
給食指導、給食の時間における食に関する指導、給食を教材とした教科等における食に関する指導

〇個別的な相談指導
健康に関係した個別性の高い課題について改善を促すために実施する。

（２）対 策
ア 食に関する指導体制の整備・改善・充実
○ 各学校における教育の方針や指導の重点などに食に関する指導を位置付ける。
○ 校内の組織・体制を見直し、食育を推進する組織（委員会）を位置付ける。その際、既
存の組織（学校保健委員会等）と兼ねて設置する、新しく専門委員会を立ち上げる等、各
学校の実情に応じて、推進体制を整える。
○ 食育を推進する組織・体制の中から、全体計画の作成や家庭・地域の連携を図るコー
ディネーター役となるリーダーを選任する。栄養教諭が中核となることが望ましい。
○ 各学校において食育を推進する際には、
「計画（P）」
「実践（D）」
「評価（C）」
「改善（A）」
の PDCA サイクルに基づいて行う。
イ 学校や家庭・地域の実態に即した食に関する指導の全体計画の作成及び改善
○ 学校教育活動全体で継続的、組織的に食育を推進するため、校長のリーダーシップの下、
食に関する指導の全体計画を作成するとともに、全教職員で共通理解を図る。
○ 学校や学年の実態に基づいた指導の目標を設定し、食育に関する取組を教育課程に位置
付ける。
○ 各教科等で実施する食に関する指導内容を明確にし、教育課程に位置付けるとともに、
教科等横断的に指導する。
○ 学校給食と各教科等を関連付けた指導を実践するため、その活用時期を明確にする。
○ 食に関する指導を家庭や地域にどのように働きかけるか明確にする。
○ 全体計画は、毎年度、学年末に修正・改善を図る。
ウ 食に関する指導の改善・充実
○ 栄養教諭、学校栄養職員等の専門性を生かす場面を設定し、教職員の連携を図った指導
を工夫する。
○ 学校給食を通して食事の重要性や感謝の心、食文化等に触れる、学校給食を各教科等に
おける指導と関連付ける等、学校給食を「生きた教材」として効果的に活用する。
○ 児童生徒の発達の段階に応じて、食に関わる地域の方をゲストティーチャーとするなど、
食に関する知識や能力等を身に付けるための体験活動を工夫する。また、体験活動を学び
につなげる工夫をする。
エ 家庭・地域との連携
○ 食育だより等による情報発信、各種たよりや学校保健委員会、ＰＴＡ活動など、あらゆ
る機会を通して、継続的に啓発を行う。
○ 食に関する指導の授業公開や、地域の協力を得ながら進める親子体験活動等の工夫を図
るなど、学校・家庭・地域が連携し合い、食への意識や関心を高める食育活動を一層推進
する。

評

価

次の視点で活動状況を評価する。
□ 食に関する指導を推進する組織・体制ができたか。
□ 各教科等における食に関する指導全体計画は作成及び修正できたか。
□ 各教科等において食に関する指導が昨年以上に実施できたか。
□ 教員と栄養教諭、学校栄養職員等とのティーム・ティーチングによる食に関する指
導が行われたか。
□ 家庭・地域との連携が昨年以上に実施できたか。
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２

学校給食

学校給食は、児童生徒に栄養のバランスのとれた食事を提供することにより、心身の健全な発
達、健康の増進、体位の向上に資するものである。また、食育の生きた教材として活用すること
により、食事の重要性や食に関する正しい知識、食文化への理解と関心を深めるなど、高い教育
効果が期待できる。こうしたことから、学校給食は、学校給食法の趣旨を踏まえ、教育活動とし
ての様々なねらいに基づいた実施が必要である。

（１）栄養管理
学校給食の栄養管理は、文部科学省が定める学校給食実施基準に基づき適切に行う。ただし、
適用にあたっては、個々の児童生徒の健康状態及び生活活動の実態並びに地域の実情等に配慮
するものとする。
また、地場産物を使用し、食に関する指導の「生きた教材」として活用することは、児童生
徒が地域の自然や文化、生産者等に対する関心と理解を深めることができることから、学校給
食に積極的に地場産物を活用することが求められている。

（２）食物アレルギー対応
学校給食における食物アレルギー対応は、「学校のアレルギー疾患に対する取り組みガイド
ライン《令和元年度改訂》」
（令和２年３月 日本学校保健会）、
「学校給食における食物アレル
ギー対応指針」
（平成 27 年３月 文部科学省）及び県教育委員会、各市町村教育委員会、学校
で作成した食物アレルギー対応マニュアル等に基づいて行う。
学校給食における食物アレルギー対応の大原則は、
「食物アレルギーを有する児童生徒にも、
給食を提供する。そのためにも、安全性を最優先とする」ことである。
ア 現状と課題
公立小・中・高（定時制）・特別支援学校に在籍する食物アレルギーがある児童生徒は、
32,638 名で、ほぼすべての学校に食物アレルギーのある児童生徒が在籍している。
（令和元
年５月１日現在）食物アレルギーのある児童生徒数は年々増加している。
また、令和元年度、学校給食を起因として食物アレルギー症状等を発症した事例及び誤食
をした事例は、156 件である。このうち、学校給食を食べて新規に食物アレルギー症状を発
症した事例が 46 件（26.9％）あることから、どのような場合においても、適切な緊急時対
応ができる体制を学校で整備することが重要である。
イ 対 策
○食物アレルギー対応委員会の設置
校長を委員長として、組織的に対応する体制の整備を行う。
○対応申請の確認から対応開始までの手順の決定
食物アレルギー対応を希望する保護者には、
「学校生活管理指導表（アレルギー疾患用）」
の提出を必須とする。また、対応開始前には、面談を実施し、委員会で個別の取組対応プ
ランを決定する。これらの情報はすべての教職員に周知し共有する。
○献立の作成と検討
食物アレルギーを有する児童生徒にも、給食を提供する。そのためにも、安全性を最優
先とする。安全性確保のため、原因食物の完全除去対応（提供するかしないか）を原則と
する。
○給食提供のための体制づくり
○給食提供のための調理作業
○教室での対応
日々の給食の受け取り、内容確認、配膳、おかわり等のルールを決定する。
○緊急時の対応
児童生徒が誤食、症状出現時の緊急時対応について、具体的に確実に対応できる体制を
整える。新規発症もあることから全ての教職員が適切な対応がとれるよう情報を共有し準
備をする。なお、対応は「食物アレルギー緊急時対応マニュアル」に沿って実施する。
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䐟ෆ᭹⸆䜢㣧䜎䛫䜛
䐢䛭䛾ሙ䛷ᩆᛴ㝲䜢ᚅ䛴
䜶䝢䝨䞁㼹 䜢‽ഛ
䐣ྍ⬟䛺䜙ෆ᭹⸆䜢㣧䜎䛫䜛

䐠䛂ᛴ㏿䛻㐍⾜䛩䜛䛃ཪ䛿
䐠㏿䜔䛛䛻་⒪ᶵ㛵䜢ཷデ

䛂ᝏ䛜ண䛥䜜䜛䛃ሙྜ
㻔ᩆᛴ㌴䛾せㄳ䜒⪃៖㻕
㻖Ᏻ㟼䜢ಖ䛴య
䊻䛂ཷデ䛃䛂⥭ᛴ䛃䛾ᑐᛂ

䕻䛠䛳䛯䜚䚸ព㆑䜒䛖䜝䛖䛾ሙྜ䚸௮ྥ䛡
䐡ᛴ㏿䛻㐍⾜䛩䜛ሙྜ
䊻䛂⥭ᛴ䛃䛾ᑐᛂ
䛻䛧䛶㊊䜢㻝㻡䡚㻟㻜㼏㼙㧗䛟䛩䜛

䐡ᑡ䛺䛟䛸䜒䠍㛫䛿ほᐹ
䕻ྤ䛝Ẽ䞉ྤ䛜䛒䜛ሙྜ䚸ᶓྥ䛝䛻
䛻䜘䛟䛺䜛䜎䛷┠䜢
䐢ᗙ䛻䛧䛶ヰ䜢䛧䛺䛜䜙

䕻྾䛜ⱞ䛧䛟௮ྥ䛡䛻䛺䜜䛺䛔ሙྜ䚸
㞳䛥䛺䛔
ほᐹ䛩䜛䛸䚸ᛴኚ䛻ᑐ䛩䜛

ุ᩿䞉ᑐᛂ䛜䛧䜔䛩䛔
ୖ༙㌟䜢㉳䛣䛧ᚋ䜝䛻ᐤ䜚䛛䛛䜙䛫䜛


┘ಟ䠖䛥䛔䛯䜎ᕷẸ་⒪䝉䞁䝍䞊ᑠඣ⛉䚷すᮏ䚷
సᡂ䠖Ꮫᰯ䛻䛚䛡䜛㣗≀䜰䝺䝹䜼䞊ᑐᛂ䛻㛵䛩䜛ㄢ㢟᳨ウጤဨ䠄ᇸ⋢┴ᩍ⫱ጤဨ䠅
䚷䚷䚷㻌㻌⎔ቃ⏕ಖᶵᵓ䛂䜘䛟䜟䛛䜛㣗≀䜰䝺䝹䜼䞊ᑐᛂ䜺䜲䝗䝤䝑䜽䛃䜢ຍᕤ䛧䛶సᡂ


ཋỴἾἽἀὊዬ࣯ࣖݣἰἝἷỴἽ

ዬ࣯
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㸦㸱㸧⾨⏕⟶⌮
   ඣ❺⏕ᚐ⾨⏕ⓗ࡛Ᏻ࡞㣗ࢆᥦ౪ࡍࡿࡇࡣࠊᏛᰯ⤥㣗ࡢ᰿ᮏ࡛࠶ࡿࠋ
   ࡼࡗ࡚ࠊ⾨⏕⟶⌮ࡢ᪥ᖖⅬ᳨ࢆບ⾜ࡋࠊᏛᰯ⤥㣗㛵ಀ⪅ࡢ⾨⏕⟶⌮ព㆑ࢆ㧗ࡵࠊᏳ࡞⤥㣗
ࢆᐇ࡛ࡁࡿ⟶⌮యไࢆᩚഛࡋࠊ
ࠕᏛᰯ⤥㣗⾨⏕⟶⌮ᇶ‽ࠖ
㸦ᖹᡂ  ᖺᩥ㒊⛉Ꮫ┬࿌♧➨  ྕ㸧
ᇶ࡙࠸ࡓ⾨⏕⟶⌮ࡢᚭᗏࢆᅗࡿࡇࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ


 ⌧≧ㄢ㢟
   Ꮫᰯ⤥㣗࠾ࡅࡿ⾨⏕⟶⌮ࡣࠊ
ࠕᏛᰯ⤥㣗ἲࠖ⨨ࡅࡽࢀࡓࠕᏛᰯ⤥㣗⾨⏕⟶⌮ᇶ‽ࠖ
ᇶ࡙࠸࡚ᐇࡍࡿࡇࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
    ࡋࡋࠊᇶ‽ࡢ㑂Ᏺࡀ༑ศ࡛࡞࠸ㄪ⌮ሙࡶᑡ࡞ࡽࡎぢཷࡅࡽࢀࡿࠋ
 ᑐ ⟇
㸦㸧 Ꮫᰯ⤥㣗ᐇ⪅ࡢ㈐ົ
    ۑᏛᰯ⤥㣗㛵ಀ⪅ࡢࡳ࡞ࡽࡎཷ㓄ᰯࡶྵࡵࠊᩍ⫋ဨࡶ⾨⏕⟶⌮ࡢᚭᗏࢆᅗࡿࠋ
   ✀ྛ ۑጤဨ࠾࠸࡚ࠊᰤ㣴ᩍㅍࡸᏛᰯᰤ㣴⫋ဨࠊಖㆤ⪅➼ࡢពぢࡀ༑ศᑛ㔜ࡉࢀࠊᏛᰯ
ࡋ࡚⾨⏕⟶⌮ࡢᚭᗏࡀᅗࢀࡿ⤌ࡳࢆᩚ࠼ࡿࠋ
㸦㸧 ⾨⏕⟶⌮㓄៖ࡋࡓᏛᰯ⤥㣗タ࣭タഛࡢᩚഛཬࡧ⟶⌮
    ۑᏛᰯ⤥㣗タࡀ࢚࢘ࢵࢺࢩࢫࢸ࣒࡛࠶ࡿሙྜࡣࠊࢻࣛ㐠⏝ࢆᚭᗏࡉࡏࡿࠋ
ࣛࢻ ۼ㐠⏝ࡢ࣏ࣥࢺ
 ࣭ㄪ⌮ᶵჾ࣭ჾලࡸᗋ➼⇕ࡿࡅࢆసᴗࢆࡋ࡞࠸ࡇࠋ
 ࣭ࢨࣝ➼ᚲࡎỈཷࡅࢆ࠺ࡇࠋ
㸦Ỉཷࡅࡁྎ㌴ࠊ࣎࢘ࣝࠊࢺࣞ➼㸧
 ࣭㔝⳯ࡢὙίࡣࠊỈࡀ㊴ࡡ࡞࠸ࡼ࠺ᑀ⾜࠺ࡇࠋ
 ࣭㔝⳯ࢆษࡿ㝿ࠊࢩࣥࢡࡢ➃ࡲ࡞ᯈࢆ㍕ࡏ࡚సᴗࢆ⾜ࢃ࡞࠸ࡇࠋ
 ࣭ㄪ⌮ᶵჾࡢὙίỈࡣࠊᗋὶࡉ࡞࠸ࡼ࠺ᕤኵࡍࡿࡇࠋ
㸦࢘㸧 ㄪ⌮ᚑ⪅ࡢ⾨⏕⟶⌮ᣦᑟࡢᚭᗏ
    ۑᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࠕᏛᰯ⤥㣗ㄪ⌮ሙ࠾ࡅࡿᡭὙ࠸࣐ࢽࣗࣝࠖᇶ࡙࠸ࡓṇࡋ࠸ᡭὙ࠸ࢆ㑂
Ᏺࡍࡿࠋ
    ۑᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࠕㄪ⌮ሙ࠾ࡅࡿὙί࣭ᾘẘ࣐ࢽࣗࣝ PartϨ࣭ϩࠖᇶ࡙࠸ࡓ㐺ษ࡞㣗ရ
ཬࡧㄪ⌮ჾල➼ࡢὙί࣭ᾘẘࢆᐇ㊶ࡍࡿࠋ
    ۑຍ⇕ཬࡧ෭༷ ᗘࢆ ᐃࡋࡓሙྜࡣࠊ㏿ࡸグ㘓ࡋ࡚࠾ࡃࠋ



㸦࢚㸧 సᴗᕤ⛬⾲సᴗື⥺ᅗࡢసᡂ
࡚ࡋ ۑḟởᰁ㜵Ṇࡢࡓࡵసᡂࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
 ۑㄪ⌮ሙࡢᐇែᛂࡌࡓసᴗᕤ⛬⾲ཬࡧసᴗື⥺ᅗࢆసᡂࡋࠊసᴗ๓ࡢᡴྜࡏ࠾࠸࡚ά
⏝ࡍࡿࠋ
 ۼసᴗᕤ⛬⾲
  ྛㄪ⌮ဨࡢ༗๓୰࠾ࡅࡿసᴗࡘ࠸࡚ࠊసᴗෆᐜࢆ㛫ࢆ㏣ࡗ࡚♧ࡍࠋ
 ۼసᡂᙜࡓࡗ࡚᫂☜ࡍࡿ㡯
 ࣭ởᰁసᴗ༊ᇦ㠀ởᰁసᴗ༊ᇦࡢ༊ศ㸦ୗฎ⌮ㄪ⌮㸧
 ࣭⊩❧ྡ
 ࣭㛫㸦ࢱ࣒ࢫࢣࢪ࣮ࣗࣝ㸧
 ࣭ᢸᙜ⪅
 ࣭ㄪ⌮సᴗࡢෆᐜ㸦㛫ᖏࡼࡗ࡚ෆᐜࡀ✵ḍ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇࢁࡣ࡞࠸㸧
 ࣭⾨⏕⟶⌮ࡢ࣏ࣥࢺ㸦ᡭὙ࠸ࠊ࢚ࣉࣟࣥࠊ

ᗘ☜ㄆ࡞㸧

 ࣭ࣜࢫࢡࡀ㧗࠸㣗ရࡘ࠸࡚ࡣࠊᢸᙜ⪅ᢅ࠺㛫ࠊ⾨⏕⟶⌮Ⅼࢆ᫂☜ࡍࡿ
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 ۼసᴗື⥺ᅗ
  㣗ရࡢື⥺ࢆ♧ࡋࠊᕪởᰁࢆ㜵ࡄࡓࡵసᡂࡍࡿࠋ
 ۼసᡂᙜࡓࡗ࡚᫂☜ࡍࡁ㡯
 ࣭㣗ရࡢᦙධཱྀ
 ࣭㣗ရࡢಖ⟶㒊ศ
 ࣭ởᰁసᴗ༊ᇦ࣭㠀ởᰁసᴗ༊ᇦࡢ༊ศཬࡧᶵᲔჾල➼
 ࣭ởᰁసᴗ༊ᇦࡽ㠀ởᰁసᴗ༊ᇦ㣗ရࢆཷࡅΏࡍሙᡤཪࡣྎ➼
 ࣭ㄪ⌮ᚋࡢ㣗ရࡢಖ⟶ሙᡤ㸦㓄⮃Ჴࡸ㓄⮃ᐊ➼㸧
 ࣭⊩❧ྡཬࡧ⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㣗ရྡ
 ࣭ởᰁᗘࡢ㧗࠸㣗ရởᰁࡉࡏࡓࡃ࡞࠸㣗ရ



ホ   ౯
ḟࡢどⅬ࡛⾨⏕⟶⌮ࢆホ౯ࡍࡿࠋ
ࠕ ڧᏛᰯ⤥㣗⾨⏕⟶⌮ᇶ‽ࠖࡸࠕᏛᰯ⤥㣗ㄪ⌮ሙ࠾ࡅࡿᡭὙ࠸࣐ࢽࣗࣝࠖ
ࠊ
  ࠕᏛᰯ⤥㣗࠾ࡅࡿὙί࣭ᾘẘ࣐ࢽࣗࣝ PartϨ࣭ϩࠖࢆ㑂Ᏺࡋ࡚࠸ࡿࠋ






 ڧタタഛࡢၥ㢟Ⅼࢆᢕᥱࠊᩚ⌮ࡋࠊィ⏬ⓗᩚഛࠊᨵಟ➼ࢆᐇࡋ࡚࠸ࡿࠋ
࣒ࢸࢫࢩࢺࢵ࢚࢘ ڧㄪ⌮ሙ࠾࠸࡚ࡣࠊࢻࣛ㐠⏝ࢆᚭᗏࡋ࡚࠸ࡿࠋ
 ڧởᰁసᴗ༊ᇦ࣭㠀ởᰁసᴗ༊ᇦࡢ᫂☜࡞༊ศࡀ࡛ࡁ࡚࠸ࡿࠋ
 ڧసᴗᕤ⛬⾲ࠊసᴗື⥺ᅗࢆసᡂࡋࠊసᴗ๓☜ㄆࡋ࡚࠸ࡿࠋ
 ڧ㓄㣗ࢆ⾜࠺ඣ❺⏕ᚐࡸᩍ⫋ဨࡢᗣ≧ែࢆᢕᥱࡋࠊಶேูグ㘓ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
 ڧ᳨㣗ࢆ㐺ษᐇࡋࠊグ㘓ࢆṧࡋ࡚࠸ࡿࠋ
 ڧ㣗ရࡢ㑅ᐃ➼ࡢጤဨࢆᐇࡋࠊಖㆤ⪅ࡸ⾨⏕⟶⌮ࡢᑓ㛛ᐙࡢពぢ➼ࢆྲྀࡾධࢀࡿ
  ࡼ࠺࡞⤌ࡳࢆᩚ࠼࡚࠸ࡿࠋ
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