
学校給食関連企業が食育プログラムを学校に提供！



 

（一財）神戸市学校給食会では、こうべ給食畑プロジェクトの一環で「神戸っ子食育

応援団」（学校給食に食材を提供している登録業者）と公民連携で学校での食育を支

援しています。このたび、「食育プログラム 令和4年度版」をまとめました。

①出前食育講座 P.2

プログラム内容

②工場見学 P.3～4

③教材提供 P.5

①希望する講座名、希望日時、参加予定人数、学校名、担当者名、連絡先を記

入し（様式自由）、担当登録業者あて、ＦＡＸしてください。

②内容等についての事前のお問い合わせは、担当登録業者まで電話連絡してく

ださい。

③実施が決まった際には、事前に（一財）神戸市学校給食会へお知らせください。

神戸っ子食育応援団の食育プログラムは、上記の要件で公募し採用

したものを掲載しています。
○（一財）神戸市学校給食会の登録業者及び関連メーカー企業であること。

○原則として、学校給食に関連した食育講座であること。

○極端な自社のＰＲ、商品の販売等、営利を目的とした活動は一切行わないこと。

○講義等は事業者（企業）の社会貢献事業として行うこと。

○宗教、政治活動を一切行わないこと。

○学校教育上、不適切な活動は一切行わないこと。

○その他実施にあったては、学校長の指示に従うこと。

ふるってご利用ください！

◆申し込み方法◆

③給食会食育推進事業 P.6
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備　　考
申し込み先

（担当登録業者）
・時期によっては、数か月先まで 伊藤ハム販売

・冷凍野菜の生産工程のビデオ・パワーポイントでの説明
　等々

・約1時間30分
・無料

ニガキ
TEL:341-1431
FAX:371-5629

冷凍野菜について

イズックス

・さわらの西京漬けの下処理から加工までを説明。
・魚の生態を説明。

・1時間
・無料

・小学４年生以上
・模造紙や写真を貼れる黒板等が
　必要

UCＰ株式会社
TEL:306-2040
FAX:304-6917

さわらの西京漬けが
できるまで

トージツフーズ（株）

・約1時間　
　
・無料

泉平
TEL:998-1077
FAX:998-1076

食品アレルギーに配慮した
食品への取り組み

日東ベスト（株）

醸造調味料とみりん

三菱商事ライフサイエンス(株）

・朝ご飯の大切さを学ぶ。
・基本のマヨネーズを作る。
・アレンジマヨネーズを作り、温野菜に添えて味わう。

・3時間　
・材料費実費

・調理可能な場所が必要
泉平

TEL:998-1077
FAX:998-1076

ごはんをおいしく
食べよう 

ケンコーマヨネーズ（株）

        《出前食育講座》企業が学校を訪問し授業します　　（令和４年度）

参加対象・プログラム名
提供企業

内容・所要時間・費用

＜プログラム＞
①野菜の大切さについて
②マヨネーズの秘密について
③映像でのマヨネーズ基礎知識
④手作りマヨネーズ
⑤質疑応答

・約1時間30分　
・材料費　無料
・対象　小学１～６年生

・講義できる教室・調理室が必要
・映像鑑賞あり
・問い合わせ
　　マヨネーズ事務局
　　　　TEL:03-5202-6063
　　　  FAX:03-5202-6066

①泉平
 TEL:998-1077
 FAX:998-1076
②ニガキ
 TEL:341-1431
 FAX:371-5629
③UCP株式会社
 TEL:306-2040
 FAX:304-6917

マヨネーズ教室

キユーピー（株）

・栄養豊富な豆のことを実習を通しながら楽しく学ぶ。
・豆つかみを行い、箸の持ち方等も学習。

・約1時間30分　
・無料

・小学校低学年向き

①泉平
 TEL:998-1077
 FAX:998-1076
②ニガキ
 TEL:341-1431
 FAX:371-5629

豆の種類
豆の栄養について 

キユーピー（株）

・1時間
・スライドで説明できる場所が必
　要

ニガキ
TEL:341-1431
FAX:371-5629

小学生 中学生 教職員 PTA他

小学生 中学生 教職員 PTA他

教職員 PTA他

小学生

小学生 中学生

小学生 中学生 教職員 PTA他

教職員
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備　　考
申し込み先

（担当登録業者）

・社会科見学受け入れ可
・日程・内容・人数について
　は、申込時に要確認
・大型バス駐車可
・問い合わせ
　神戸工場ご案内係
　TEL：411-6015

・キユーピー神戸工場
　　　神戸市東灘区深江浜町27-1
　　　TEL:078-411-6015

・90分
・無料

・新型コロナ感染症のため休止

①泉平
 TEL:998-1077
 FAX:998-1076
②ニガキ
 TEL:341-1431
 FAX:371-5629
③UCP株式会社
 TEL:306-2040
 FAX:304-6917

マヨネーズができるまで

キユーピー（株）

・兵庫三木工場
　　兵庫県三木市志染町戸田字中尾1838-266
・所要時間　約90分
・無料

・新型コロナ感染症のため休止

・1回70名まで対応可
　70名を超える場合は別途相談
・予約制につき見学希望日、時
　間、人数を電話で申込時にご
　相談ください。
・問い合わせ先
　神戸ヤクルト販売
　TEL：241-8960
　FAX：241-8407

ヤクルト本社
兵庫三木工場

TEL:0794-89-8960
FAX:0794-89-8976

ヤクルト製品
生産工場見学

（株）ヤクルト本社

○神戸市経済観光局中央卸売市場本場
・神戸市兵庫区中之島1-1-4
・約1時間30分
・無料

○神戸市経済観光局中央卸売市場東部市場
・神戸市東灘区深江浜町１－１
・約2時間程度
・無料

・小学生、中学生、高校生等の
　団体が対象
・日程・内容・人数については
　申込時に要確認
・大型バス駐車時は要相談

○神戸市中央卸売市場本
場

TEL:672-8165
FAX:651-8518

○神戸市中央卸売市場東
部市場

TEL:413-7078
FAX:413-2156

神戸市中央卸売市場見学

       　　　　　　　　　　　　  《工場見学》　　　　　　　　　（令和４年度）

参加対象・プログラム名
提供企業

場所・所要時間・費用

・エム・シーシー食品 甲南工場
  　神戸市東灘区深江浜町32番

・1～2時間程度
・無料

・新型コロナ感染症のため休止

・２０～３０名可能
・大型バス駐車可

・時間帯により最寄駅までバ
　ス送迎可能
・事前に空き日程等、確認の
　こと

エム･シーシー食品
FAX：06-6539-0414

『カレーができるまで』等

エム・シーシー食品㈱

・いいウンチを出すための生活習慣について分かりやすく
　説明。

・45～60分（授業に合せて）
・無料

・申し込み時に、学校所在地をお
　知らせください
・オンライン授業も可能

神戸ヤクルト販売
TEL:241-8960
FAX:241-8407

　おなか元気教室

     神戸ヤクルト販売(株）

・わかめの原藻を持参。
・見て、さわって、ボイルして色の変化まで体験。

・45分　
・無料

UCＰ株式会社
TEL:306-2040
FAX:304-6917

わかめの歴史 
体への効能 

理研ビタミン（株）

・海苔の歴史・製造工程等を映像で紹介。
・40～50分　
・無料

・映像鑑賞ができ、展示品を置け
　る広さの場所が必要
・1年に3回までの実施

泉平
TEL:998-1077
FAX:998-1076

兵庫のりについて

松谷海苔（株）

・約1時間 ・時節により不可

ニガキ
TEL:341-1431
FAX:371-5629

ひじき・わかめ・
昆布の話

広伝（株）

小学生 中学生 教職員 PTA他

小学生 中学生 教職員 PTA他

小学生 中学生 教職員 PTA他

小学生 中学生

小学生 中学生 教職員 PTA他

小学生 中学生 教職員 PTA他

小学生 中学生 教職員

小学生 中学生 教職員 PTA他
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・神戸市兵庫区浜中町2-18-24

・1時間30分～2時間
・無料

・人数が多い場合は、生産工程
　のDVD
・大型バス駐車可
・見学希望日の1か月前までに
　申込必要

UCCフーヅ
TEL:306-2040
FAX:304-6917

京風がんも・
キャロットミニがんもの

生産工程

 不二製油

・西神工場
　　神戸市西区高塚台5-4-22
　　TEL 991-3232

・60分
・無料

・1回5名程度
・普通自動車1台駐車可

上野商店
TEL:511-4113
FAX:511-0615

こんにゃくができるまで

上野商店（株）

・三重県四日市市山分町518

・30分程度

ニガキ
TEL:341-1431
FAX:371-5629

魚の切身が出来るまで

ヴィ・キャップ（有）

・加古郡稲美町六分一

・2時間程度
・無料

・大型バス駐車可

印南養鶏農業
協同組合

TEL:079-495-0080
FAX:079-495-1256

給食物資の製造風景 

印南養鶏農業協同組合

・（株）共進牛乳　小野市浄谷町1544 ・共進牧場紹介ＶＴＲ鑑賞

・工場をパソコンルームより見

学、質疑応答等
（株）共進牧場
TEL:0794-63-5751
FAX:0794-63-3639

牛乳ができるまで
（株）共進牛乳

・見学時間30分～1時間
・無料

・大阪府豊中市豊南町東4－5－1

・約1時間
・無料

・１日約１０名
・日程・内容・人数について
　は、申込時に要確認
・大型バス駐車可

ニガキ
TEL:341-1431
FAX:371-5629

「マーガリン」
マーガリンができるまで

マリンフード（株）

～ 遠方ですが、研修等にご利用ください ～

・名古屋市守山区下志段味熊田447 
  

・費用：実費

・栄養士対象
・夏季、冬季の長期休暇中のみ対応
　可
・バス駐車可

ニガキ
TEL:341-1431
FAX:371-5629

カットフルーツが
できるまで

フルーツライフ（株）

・愛知県豊川市

・2～3時間
・上限人数約50名

①ニガキ
 TEL:341-1431
 FAX:371-5629
②UCP株式会社
 TEL:306-2040
 FAX:304-6917

ケチャップができるまで

カゴメ（株）

・愛知県豊川市

・2～3時間
・上限人数約50名

①ニガキ
 TEL:341-1431
 FAX:371-5629
②UCP株式会社
 TEL:306-2040
 FAX:304-6917

ソースができるまで

カゴメ（株）

小学生 中学生 教職員 PTA他

教職員 PTA他

小学生 中学生 教職員 PTA他

教職員

小学生 中学生 教職員 PTA他

小学生 中学生 教職員 PTA他

教職員 PTA他

小学生 中学生 教職員 PTA他

小学生 中学生 教職員 PTA他
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備　　考
申し込み先

（担当登録業者）

・無料
・日時決定後、事前連絡必要

UCP株式会社
TEL:306-2040
FAX:304-6917

わかめとは？
歴史からメニュー

提案まで

理研ビタミン（株）

・標本の数　3
・無料

泉平
TEL:998-1077
FAX:998-1076

食に関する指導用豆の
標本の貸出

キユーピー（株）

・子供の健康と食生活・健康管理・食品衛生・インフルエ
　ンザ・口腔衛生・腸内細菌・リサイクル・環境等
・無料

・貸出期間は、7～10日以内
・使用日の2週間前までに電話で
　お申し込みください

神戸ヤクルト販売
TEL:241-8960
FAX:241-8407

健康情報DVD・
ビデオの貸出

（株）ヤクルト本社

・4月に募集要項配布（年1回実施）
・無料

・配布日に引取り可能であること
ニガキ

TEL:341-1431
FAX:371-5629

トマト苗配布

カゴメ（株）

・パワーポイント・CD提供
ニガキ

TEL:341-1431
FAX:371-5629

ツナはどうやって作られて
いるの？

（株）ホテイフーズコーポレイショ
ン）

     　　　　　　　 　 《教材提供》　　　　（令和４年度）

対象・内容
提供企業

費用・その他

・神戸市内へ納品しているちりめんの異物除去前のちり
　めんを使用。
　①兵庫県の海で取れている魚とは？
　②異物除去の仕組み
　③環境を大切にを学ぶ。
・無料

泉平
TEL:998-1077
FAX:998-1076

ちりめんモンスター探し　
 

小泉商店(有）

小学生

小学生 中学生 教職員 PTA他

小学生 中学生

小学生 中学生 教職員 PTA他

小学生 中学生 教職員 PTA他

小学生 中学生
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対象学年 実施時期 募集時期 その他

3～6年生 学校希望日

全学年
随時
9～3月

7月頃募集要項を配
布、実施校を決定。神戸っ子おにぎりプログラム

・わかめについて学習
募集要項を配布、実施校を決
定。

11月
神戸っ子みそづくりプログラム

・給食会が学校給食に食材を提供する登録業者
　を対象に公募し、提案のあった「食育プログ
　ラム」を冊子にまとめ、各学校に紹介
・「ぼく・わたしの食べる給食をおっかけよう」 
共同調理場受配校を対象に北共同調理場の見学を実
施。

3・4年生

・工場見学は
コロナ感染症
のため中止。
・北共同調理
場見学は10月
希望調査。

神戸っ子食育応援団プログラム
（工場見学）

オンライン社会見学・工場見学
・キユーピー株式会社、ヤクルト本社が、オン
ラインで工場見学を実施。

全学年
随時

9～3月

前年度12月に募集要項を配布、3
月に実施校を決定。
追加希望があれば給食会に連絡
(令和4年度は実施校決定済）

「わかめパワーの秘密について探ろ
う！わかめ学習」オンライン

　　　　理研ビタミン（株）

・プログラムに参加する学校に、米（神戸産）
　とのり（兵庫県産）を提供。希望する学校に
　は、外部講師も紹介。学校で、多様な食育授
　業を実践

     　　　《神戸市学校給食会食育推進事業》　　（令和４年度）

プログラム名 内容

・たまねぎ・にんじん・じゃがいもの収穫体験
・米作り（田植え・稲刈り） 3・4年生 各収穫時期

全プログラ
ム学校負担
はありませ

ん。

神戸っ子農業体験
「ル＊ル＊ル」プログラム

・循環型社会について学ぶ「出前授業」と「ス
　イートコーンの収穫体験」をセット

前年度12月に募集要
項を配布、3月に実

施校を決定。
(令和4年度は実施校

決定済）

10月頃募集要項を配
布、実施校を決定。
（北共同調理場見学

のみ）

4年生
収穫体験は
7月神戸っ子SDGｓプログラム

・3年生国語科「すがたをかえるだいず」の学
習
　から、北区産の大豆、北区産の米で作った糀
　を原料にみそづくりに挑戦

3年生
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