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1 北九州市 大里東小学校 みそづくり体験活動

2 北九州市 足立小学校PTA（6年生保護者） 親子料理教室、韓国料理教室

3 北九州市 北方小学校 食に関する体験活動「みそ作り」

4 北九州市 広徳小学校 食べ物＆健康ランド

5 北九州市 城野小学校 食に関する体験活動（城野小学校　食育プロジェクト5.6年）

6 北九州市 長尾小学校 健康フェステバル　―体に良いおやつを作ろう！―

7 北九州市 東朽網小学校 子どもの感性を磨く味覚教育～五感を使って、味わうために～

8 北九州市 湯川小学校 みそ作りをしよう

9 北九州市 高須小学校父母教師会 家庭教育学級　親子料理教室

10 北九州市 白銀中学校 『食育』～カレーライスを作ろう！！～

11 北九州市 横代中学校PTA 中学校ふれあい交流会(パドレス交流会）

12 北九州市 門司総合特別支援学校 噛むことと肥満に関する食育事業

13 北九州市 小倉北特別支援学校 噛むことと肥満に関する食育事業

14 北九州市 小倉南特別支援学校 噛むことと肥満に関する食育事業

15 北九州市 小倉総合特別支援学校 摂食機能の発達の仕方と歯磨きについて

16 北九州市 小池特別支援学校 「噛むことと健康」に関する食育事業

17 北九州市 八幡特別支援学校 噛むことと肥満に関する食育事業

18 北九州市 八幡西特別支援学校PTA 食べる機能の発達段階について・学校給食試食会

19 福岡市 志賀島小学校 志賀島伝統料理　親子体験学習

20 福岡市 東光小学校 ①親子みそ作り体験 ②親子みそパーティー

21 福岡市 室見小学校　おやじの会 第8回　おやじの会　親子料理教室

22 福岡市 筑紫丘小学校 古川クッキングスクール

23 福岡市 席田小学校ＰＴＡ 親子さつまいも苗植え体験

24 福岡市 箱崎中学校 お魚料理教室

25 福岡市 金山小学校 チャレンジ！福岡の郷土料理

26 福岡市 原北中学校 地域の方と一緒に郷土料理(博多雑煮)を作ろう

27 福岡市 住吉小学校ＰＴＡ 親子でバッチリ食育

28 福岡市 千代小学校 食の学習(保小中連携　朝ごはん授業)

29 福岡市 吉塚小学校 みそ作り体験

30 福岡市 名島小学校ＰＴＡ ＰＴＡ食育講習会

31 福岡市 内野小学校PTA健康教育委員会 わくわく料理教室～みんなでクッキング～

32 福岡市 和白東小学校 東区料理講習会

33 福岡市 香椎下原小学校 東区料理講習会

34 福岡市 松島小学校 親子料理教室

35 福岡市 千代中学校 食の学習(お魚教室)

36 福岡市 三苫小学校 地域調理サークルとの交流調理実習

37 筑紫野市 筑紫野中学校支援本部 お弁当作り室教室

38 筑紫野市 筑紫野市学校給食会 親子料理教室（親子でTRY！学校給食・朝食メニュー）

39 筑紫野市 筑紫小学校PTA 筑紫小PTAお弁当コンクール

40 春日市 春日小学校 楽しいね、コミュニティでごはんを食べよう！

41 春日市 春日西小学校体力向上・食育・安全部
「西っこ」食育推進事業2018
～食を味わい、楽しみ、伝えていく日本人の味覚～

42 春日市 春日野小学校PTA 親子料理教室「朝ごはんで一日元気！」

43 大野城市 大野北小学校食育指導部
「北っこ」食育推進事業2018
～食を楽しみながら命を育むことを学び、食の自立を実践できる子ども～

44 大野城市 大野城市学校給食会 子ども料理教室

45 大野城市 大野城市学校給食会 （大野城市栄養士研究部会） 子ども料理教室「一人でできるおかず作りにチャレンジ」

46 大野城市 大野城市学校給食会 （大野城市栄養士研究部会） わたしのおすすめ「和食献立（仮）」を作ろう！
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47 太宰府市 太宰府市学校給食会 クッキング　だざいふ

48 那珂川町 那珂川町教育委員会 平成30年度　那珂川町家庭教育学級

49 宇美町 宇美小学校 親子料理教室

50 宇美町 宇美町給食運営検討委員会 中学校給食を作ろう　（宇美商業高校家庭クラブとの連携）

51 宇美町 宇美町小中学校PTA連合会 PTA女性役員研修会（食卓にフレンチを）

52 篠栗町 篠栗町学校栄養士部会 篠栗町子ども料理教室

53 篠栗町 篠栗町学校栄養士部会 レッツ！食育inささぐり〔第13回食育講演会〕

54 新宮町 新宮東小学校PTA 食に関する体験活動

55 宗像市 玄海中学校 玄海郷土料理体験

56 宗像市 大島学園 地域協同　餅つき教室

57 宗像市 自由ヶ丘中学校PTA PTA調査講習会

58 宗像市 赤間西コミュニティ運営協議会 いも煮会をしよう

59 宗像市 赤間西小学校 郷土料理を知ろう

60 福津市 福間中学校 地域の人と一緒に巻き寿司を作ろう

61 福津市 福間南小学校 親子料理教室

62 糸島市 糸島市学校給食会 子ども料理教室

63 糸島市 糸島市学校給食会 学校給食調理講習会

64 直方市 福地小学校PTA 自分で作ろう弁当教室

65 直方市 中泉小学校 「チャレンジ！米づくり体験」

66 直方市 上頓野小学校ＰＴＡ 直方市立上頓野小学校ＰＴＡ親子料理教室

67 直方市 新入小学校ＰＴＡ ＰＴＡ親子料理教室（文化委員会担当）

68 中間市 底井野小学校 昔の食べ物に学ぼう

69 中間市 中間小学校 伝統的な食品づくりに挑戦しよう

70 中間市 中間東小学校 伝統的な食品づくりにチャレンジしよう

71 水巻町 水巻町教育委員会 学校給食子どもクッキング

72 芦屋町 芦屋東小学校 子ども（親子）料理教室

73 小竹町 小竹南小学校ＰＴＡ ①PTA「給食試食会」②PTA「朝ごはんの鉄人」

74 小竹町 小竹北小学校ＰＴＡ ①PTA「食育講演会」②PTA「親子ふれあい　ピザづくり」

75 久留米市 南薫小学校 南薫小学校食育推進事業

76 久留米市 東国分小学校 学校と家庭をつなぎ、「性」と「食」をつなぐ生教育

77 久留米市 御井小学校 みそ作り体験

78 久留米市 南小学校 給食で食べているみそを作ってみよう！

79 久留米市 上津小学校父母教師会 PTA食育講演会

80 久留米市 宮ノ陣小学校 親子料理教室

81 久留米市 草野小学校 PTA教養講座（食育）

82 久留米市 青峰小学校父母教師会 「親子料理教室」

83 久留米市 柴刈小学校 みそづくり体験

84 久留米市 大城小学校 おいしいお米を育てよう

85 久留米市 下田小学校食育推進委員会 平成30年度下田小学校食育推進事業

86 久留米市 犬塚小学校 食育推進事業

87 久留米市 江南中学校父母教師会 食育推進事業

88 朝倉市 金川小学校 大豆のふしぎを調べよう

89 朝倉市 蜷城小学校父母教師会 親子餅つき会（もち米栽培を含む）

90 朝倉市 馬田小学校父母教師会 ①馬田の餅米栽培と親子餅つき大会　②馬田の大豆栽培と豆腐作り

91 朝倉市 秋月小学校 ふるさと料理

92 朝倉市 甘木小学校PTA健康作り委員会 親子ふれあいクッキング
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93 朝倉市 福田小学校 チャレンジ「姿をかえる大豆」

94 朝倉市 杷木小学校 災害時における非常食体験

95 朝倉市 甘木中学校 食育講演会

96 うきは市 千年小学校 味覚の授業

97 東峰村 東峰小学校ＰＴＡ 親子料理教室

98 柳川市 柳川市学校給食会 柳川市学校給食保護者対象調理講習会（西・北ブロック）

99 柳川市 柳川市学校給食会 柳川市学校給食保護者対象調理講習会（東・南ブロック）

100 筑後市 筑後市学校給食会 親子料理教室

101 筑後市 西牟田小学校PTA 西牟田小PTA親子料理教室

102 大川市 大川市学校給食会 親子料理教室

103 大川市 大川市学校給食会 PTA調理講習会

104 みやま市 みやま市学校給食会 夏休み料理教室

105 みやま市 みやま市学校給食会 夏休み料理教室

106 みやま市 みやま市学校給食会 学校給食調理講習会

107 田川市 弓削田小学校父母教師会 PTA親子クッキング

108 田川市 猪位金中学校 食に関する体験活動

109 香春町 中津原小学校 親子料理教室

110 赤村 赤小学校 親子料理教室

111 添田町 添田町教育委員会 朝ごはん簡単クッキング

112 糸田町 糸田小学校ＰＴＡ 親子クッキング教室

113 福智町 金田小学校 おはしマスター

114 福智町 金田小学校ＰＴＡ PTA親子料理教室

115 飯塚市 若菜小学校 手作りみそでおいしいみそ汁とおにぎりを作ろう！

116 飯塚市 幸袋小学校 朝ごはんデイズ

117 嘉麻市 嘉麻市学校給食会 学校給食フェア

118 嘉麻市 嘉穂小学校PTA PTA料理教室

119 嘉麻市 下山田小学校PTA 下山田小学校PTA　もちつき大会

120 嘉麻市 熊ヶ畑小学校 世代間交流「もちつき大会」

121 行橋市 行橋市教育委員会 親子料理教室「親子でつくろうおいしい給食」

122 みやこ町 上高屋小学校 ふれあい体験活動「みんなでつくろう！健康料理」

123 みやこ町 犀川中学校 食に関する体験活動

124 築上町 椎田小学校PTA PTA夏休み料理教室

125 築上町 築城小学校 夏休み親子料理教室

126 築上町 下城井小学校PTA PTA親子もちつき大会

127 築上町 上城井小学校 親子料理教室「地域食材を使ったおもち・豚汁づくり教室」

128 築上町 椎田中学校PTA PTA主催　3学年対象うどん打ち体験研修

129 上毛町 南吉富小学校 親子料理教室①「お弁当づくり教室」②「親子でサンドイッチ」

130 県立学校 福岡視覚特別支援学校PTA PTA調理講習会

131 県立学校 太宰府特別支援学校 学校給食「軟食」料理教室

132 県立学校 小郡特別支援学校PTA 福岡県立小郡特別支援学校PTA料理講習会


