食を通じて豊かな心を育むために
家族や友人と楽しみながら食事をとることや、様々な農作業体験、調理実習といった体験や交流を通
じて、豊かな人間性の育成と食の理解促進を図るとともに、地域に伝わる郷土料理、食事作法等を継承
するための取組を行いました。

1

食を楽しむゆとりの確保

好き嫌いなく食べ、残食を減らそう
愛知県小中学校長会（岡崎市立上地小学校）
●実施時期：平成 28 年 10 月～平成 29 年 3 月

●対象者：全学年の児童

●内容
抜き打ちで給食委員の担当の子どもたちが、食缶の残食計量を 5 日
間行い、その合計の記録を取る活動をしました。
その後、給食委員が集会で各学級の残食の状況を発表し、給食セン
ターでの作業工程やセンターの方の思いをまとめたビデオを放映し
て、「好き嫌いなくみんながもう少しずつ食べよう」と全校児童に働
きかけました。
その後は、集会や学級に出向いて、働きかけによって意識が変化し
たのかを把握するために、5 日間の残食調査を行い、前向きに残食を
減らそうと意識付けできた学級に、その内容に合った賞を作り表彰し
ました。
●活動の成果、今後の課題
通常、目にすることのないセンターでの作業の様子や給食に関わる
人たちの思いを知ることで、
「残さず食べよう」
「好き嫌いなく食べよ
う」という意識が広まり、残食を減らすことができました。
また、給食委員の子どもたちが全校児童に働き掛けたことにより、
自分達自身の問題であると意識付けられたように思います。
〈取組項目：給食や弁当を通じた豊かな人間性の育成〉

〈取組場面：学校〉
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誕生児お祝い会食
愛知県国公立幼稚園・こども園長会（犬山市立犬山幼稚園）
●実施時期：通年（月 1 回）

●対象者：園児とその保護者

●内容
毎月の誕生会では、誕生児の保護者を招待してお祝いした後、遊戯室
で園長とパート職員が配膳などのおもてなしをして、会食をしていま
す。また、誕生会当日の献立は、行事食として、市の栄養士と調理担当
者で検討し調理しています。
昨年度までは、調理担当者の説明はしていませんでしたが、幼児食に
適した食生活の見直しをして欲しいと願い、今年度より食事の前に調理
担当者から、幼児食に適したメニューや調理のポイント等の説明をする
ようになりました。
●活動の成果、今後の課題
保護者が、実際に食したり、調理担当者から幼児食に適したメニュー
や調理方法等について話を聞いたりすることで、家庭での食について見
直してみようとするきっかけづくりとなっています。

〈取組場面：保幼〉

〈取組項目：給食や弁当を通じた豊かな人間性の育成〉

子育てカレッジ「大人のためのしょくまるファイブ～食育ってなあに？～」
刈谷市
●実施時期：平成 28 年 6 月 9 日

●対象者：市内在住、在勤、在学の子育て中の女性

●内容
食事バランスガイドで 5 色に分けられた、料理の仲間を代表するキャ
ラクター「しょくまるファイブ」を媒体に、学校における食育推進の
状況や食育の大切さを学ぶための講座です。
●活動の成果、今後の課題
「食育の大切さやバランスよく食事をとることの大切さを学んだ、
食育を身近に感じられた。
」、
「学んだことを生かしてなるべくバランス
のいい食事を出せるようにしたい。
」などの声が、アンケート結果にあ
り、食育の推進に効果があったと考えています。

〈取組項目：家族や友人と食事をとるための環境整備〉

〈取組場面：地域〉
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第 7 回こども食育発表会
高浜市こども食育推進協議会
●実施時期： 平成 29 年 2 月 16 日

●対象者：小学生、市民

●内容
10 年間高浜市内で料理講座やおやつの提供等の食育活動をしてきた
「おやつの会」の活動事例発表を行った後、小学生と大人が一緒に「一番
楽しかった食事」や「家族で楽しく食べるためにどうしたらよいか」につ
いて考えながら意見交換をしました。
最後に小学生が代表して、「皆で今日あったことやご飯の話をしながら
食べる」
、
「テレビをつけないで、会話を大切にする」などのグループで出
た意見を発表しました。
●活動の成果、今後の課題
発表会は 7 回目ですが、今回初めて小学生に参加していただきました。
温かい雰囲気の中で、親子で一緒に食べること、子どもと話をすること
の大切さを大人も子どもも再認識できました。今後も各所と連携しながら
こども食育を推進してきたいと思います。
〈取組項目：家族や友人と食事をとるための環境整備〉

2

〈取組場面：地域〉

体験や交流を通じた豊かな人間性の育成と食の理解促進

「おもてなしレシピグランプリ」の開催
豊川市
●実施時期：平成 29 年 3 月 4 日

●対象者：市内在住又は在勤者

●内容
「第 2 次豊川市食育推進計画」に基づく、
「調理の機会の充実」と「地産地
消の推進」及び「豊川農産物の認知・消費の拡大」を図ることを目的として、
豊川産農産物を使用したアイデア料理のレシピコンテストを開催しました。市
の食育関係部局で組織する審査会で、レシピに関わる一次審査を実施し、上位
6 人の方に実際に調理していただいて、試食審査を二次審査で行い、最優秀賞
等の賞を決定しました。
●活動の成果、今後の課題
審査結果及びレシピをホームページ上で公開し、豊川産農産物を使用したア
イデア料理を市民の皆さんに知っていただくことで、豊川産農産物の認知・消
費の拡大の向上に向けて周知を図ることができました。
今後の課題として、応募点数が少なかったため、事業内容の見直し等を含め、
募集方法の精査が必要だと考えます。
〈取組項目：幅広い層に向けた体験・交流の機会の提供〉

〈取組場面：地域〉
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親子手作りうどん教室
愛知県国公立幼稚園・こども園長会（知多市東部幼稚園）
●実施時期：平成 29 年 1 月

●対象者：年長の親子 29 組

●内容
知多市立東部幼稚園では、親子手作りうどん教室を開催し、小麦粉・
塩・水を使いうどんを手作りする調理体験を取り入れています。
チーム麺・メンの方の指導のもと、“つくる喜び、食べる幸せ”と題
して、親子で麺をこねたり、麺棒で伸ばして切ったりしました。お手伝
いの PTA の方にその場で麺を茹でてもらい、茹でたてのうどんが上がる
と、子どもたちから歓声があがりました。
親子で協力して作ったうどんをおいしく食べる貴重な機会となりま
した。
●活動の成果、今後の課題
うどんを初めて作る親子が多く、「簡単な材料でできたので、家でも
作ってみたい」「伸ばしたり、切ったりといろいろなことを知ることが
できた」等の感想が出るなど、調理体験が広がる楽しい経験となりまし
た。
小麦アレルギーの子どもがいる場合の対応、お手伝いの方の人数確保
が今後の課題です。
〈取組項目：乳幼児期における食とのふれあい機会の確保〉

〈取組場面：保幼〉

飛島村おやこの食育教室
飛島村健康づくり食生活改善協議会
●実施時期：平成 28 年 11 月 17 日

●対象者：保育所年少児の親子

●内容
保育所で開催されるむし歯予防教室終了後に、食育 5 つの力「食べ物
の味がわかる力」
「食べ物のいのちを感じる力」「食べ物を選ぶ力」「料
理ができる力」「元気なからだがわかる力」をテーマに教室を行いまし
た。
朝ごはんの大切さについての手作りの紙芝居、だし汁の種類の説明及
び試飲、味噌汁の味噌溶き体験などを行いました。
●活動の成果、今後の課題
味噌汁の味噌溶き体験、試飲は好評で、野菜が苦手な子も進んで食べ
ている様子が見られました。
今後も、保育所と連携した取組を進めていきたいと考えています。
〈取組項目：乳幼児期における食とのふれあい機会の確保〉

〈取組場面：保幼、地域〉
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親子食育体験教室
公益財団法人愛知県学校給食会
●実施時期： 平成 28 年 10 月 29 日、12 月 3 日

●対象者：県内の小学生親子

●内容
小学生の親子が一緒に農業体験や食品加工体験などを行うことによ
り、地産地消や「食」への意識を高め、健康な食生活の実現と健全な心
身の成長および豊かな人間性を育むことを目的に実施しました。
10 月 29 日に愛西市でれんこん掘りとれんこんの調理実習を 18 組 36
名の親子で実施しました。また、今年度からの新たな取組として、12 月
3 日に豊田市にて三河豚を使用したウインナー作りと岡崎市の八丁味噌
の工場見学を開催し、こちらは 15 組 30 名の親子が参加しました。
●活動の成果、今後の課題
参加した小学生の親子は、農業体験や地場産物の生産・製造現場での
体験を通して、生産者への感謝の心を育むとともに、地産地消や地域独
自の食文化に関心を持つことができました。また、親子で参加すること
で家族愛も深まり、貴重な体験となりました。
〈取組項目：少年期から青年期を中心とした食に関する体験等の充実〉

〈取組場面：地域〉

幸田町親子農業体験教室
幸田町
●実施時期：平成 28 年 5 月 7 日～11 月 26 日の計 5 回

●対象者：小学生以下の親子 8 組 22 名

●内容
幸田町の特産物である筆柿の栽培、収穫、加工体験をとおして筆柿に
ついての理解を深めるとともに、農業に親しむことを目的として活動し
ています。
内容は第 1 回：筆柿の名札作り、設置、柿の葉茶作り 第 2 回：筆柿
の摘果作業、柿渋染め体験 第 3 回：筆柿の収穫体験、甘渋判定体験 第
4 回 筆柿を使った料理教室 第 5 回：筆柿を使った干し柿体験でした。
●活動の成果、今後の課題
新規事業でしたが、多数の参加がありました。教室後のアンケートで
は、筆柿が好きになったなど、筆柿に対して愛着が持てたという意見が
多数ありました。
農業体験は難しい作業もあることから、今後は、より参加者が取り組
みやすくかつ楽しい内容を検討したいと思います。
〈取組項目：少年期から青年期を中心とした食に関する体験等の充実〉
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〈取組場面：地域〉

親子お魚教室
知多市健康づくり食生活改善協議会、株式会社昭和、
知多市、愛知県知多農林水産事務所（支援）
●実施時期：平成 28 年 11 月 26 日

●対象者：市内在住の小学 1 年生から 6 年生の親子

●内容
魚への興味を持ってもらい、魚食の普及と地産地消の推進を図るため、
市内小学校にて料理教室を開催しました。
愛知県で獲れる魚として「イワシ」をテーマに、前半の教室では「お魚
クイズ」でイワシの生態等を楽しく学び、ちりめんに混じったタコやイカ
などの異生物探しを行った後、イワシの手開きに挑戦しました。
後半の教室では、自分で手開きしたイワシと知多市特産品を使い、「梅
じゃこごはん」
「イワシの衣揚げ」等、4 品を親子で協力して完成させまし
た。
●活動の成果、今後の課題
参加者 16 組（39 名）のうち 94％の方が「教室の内容がよかった」と回
答され、普段は魚を食べない子が魚を完食するなど、魚に興味を持っても
らうきっかけになりました。
今回は参加者を集めるのに時間がかかってしまったため、教室開催の周
知が今後の課題です。
〈取組項目：少年期から青年期を中心とした食に関する体験等の充実〉

〈取組場面：地域〉

こどものための愛情弁当コンテスト
一般社団法人愛知県調理師会
●実施時期：平成 28 年 12 月 1 日～平成 29 年 2 月 28 日
●対象者：県内高校・短大・調理師専門学校生
●内容
日本調理師会が主催する「全国こどものための愛情弁当コンテスト」の一
環で、幼児～小学生のこどもに食べさせたいお弁当として、原価 300 円まで
地産品を取り入れ、見て楽しい、食育上元気になれるお弁当作品を募集しま
した。合わせて、これらの作品を審査し、優秀作品を表彰しました。
●活動の成果、今後の課題
本年は 203 作品が出品され、7 名が優秀作品として推進されました。
今後は募集の範囲を広げていきたいと考えています。
〈取組項目：乳幼児期における食とのふれあい機会の確保〉

〈取組場面：地域〉
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食育料理講習会
公益社団法人愛知県栄養士会
●実施時期：平成 28 年 8 月 9 日

●対象者：県内小学生とその保護者

●内容
愛知県栄養士会では、毎年、食育親子料理教室を開催しています。
この講習会は、愛知県学校給食総合センターを会場に、「食育講話」
と「料理教室」を手だてとして、小学生とその保護者に対し成長期の栄
養について理解を深めるために行っています。
今年度は「野菜たっぷり朝ごはん」と題した講習会に、21 名 10 組の
県内小学生とその保護者の参加がありました。
また、協力していただいた学校給食会では、学校給食の物資を扱うほ
かに、物資の保管から検査までを担っていることから、物資を保管する
倉庫の見学等を行うことで参加者に広く食に関心をもってほしいと考
え、講習会とあわせて学校給食にかかわる施設の見学も行いました。
●活動の成果、今後の課題
食育講話では、朝ごはんの大切さや愛知県の野菜摂取率が低いことの
背景、野菜をとることの必要性についてなどの話があり、熱心に聞き入
る参加者の様子がうかがえました。
また、料理教室では、参加した児童の感想で、「家族に作ってあげた
い。
」や、保護者からの感想で、
「家でほとんど口を付けない野菜を、料
理実習では食べていたので感動した。」などがあり、大変有意義な講習
会になりました。
〈取組項目：少年期から青年期を中心とした食に関する体験等の充実〉
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〈取組場面：地域〉

親子で楽しく海苔すき体験
愛知県国公立幼稚園・こども園長会（名古屋市立神の倉幼稚園）
●実施時期：平成 29 年 2 月 28 日

●対象者：5 歳児とその保護者

●内容
身近な食材である海苔について、話を聞いたり海苔すきを体験した
りすることで関心を深め、豊かな食生活につなげます。
海苔のクイズに答えたり、親子で海苔すき体験をしたりしました。
体験後は、親子で海苔にごはんとおかずをのせて、海苔ごはん会食
を行いました。ミネラルやビタミンなどの豊富な栄養があり、日本で
古くから食されている海苔の良さを知る機会になりました。
●活動の成果、今後の課題
5 歳児全員の親子が参加し、海苔について楽しく学ぶ機会になりまし
た。実際に海苔すきを体験したり、専門家からクイズ形式で興味がも
てるような知識を教えてもらったりしたことで、自然の恵みに対する
関心につながりました。
今後も、実体験を取り入れた食育の活動を大切にしていきたいと思
います。
〈取組項目：乳幼児期における食とのふれあい機会の確保〉

〈取組場面：保幼〉

清須市食育まつり
清須市
●実施時期：平成 28 年 11 月 19 日

●対象者：市民

●内容
食の大切さを学び、食文化の理解を深め、自然の恵みへの感謝の心をは
ぐくみ、「食育」への関心を喚起するために、市民一人ひとりの食を通じ
た健康で豊かな生活の実践を啓発しています。
今年度は、市内食育関係団体による食育に関する取組についてのブース
展示や、地元野菜を使用した豚汁やカレーの試食、大学教授による食育に
関する講演などを実施しました。
●活動の成果、今後の課題
市内外から約 2,000 名の方に来場していただき、市内食育活動団体と連
携することで、幅広く食育とはなにかということを伝えることができまし
た。
今後も、市内に食育を広く知ってもらう機会を設けていきたいと思いま
す。
〈取組項目：幅広い層に向けた体験・交流の機会の提供〉

〈取組場面：地域〉
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3

日本の食文化や郷土料理等の理解と継承

郷土料理レシピ集『あいちの郷土料理レシピ 50 選』の作成・配布
愛知県食育消費流通課
●実施時期：平成 28 年 7 月～29 年 3 月
●対象者：愛知県食育推進ボランティア、市町村、観光協会、小中学校
●内容
平成 25 年 12 月に、
「和食：日本の伝統的な食文化」がユネスコの世
界無形文化遺産に登録されたため、和食の基礎となる各地域で継承され
た伝統的な食文化の保護、継承がますます重要になってきています。ま
た、愛知県に伝わる郷土料理の食文化は、自然環境との関わりの中で長
い間に培われてきたかけがえのない財産であるため、その理解を促進し
次世代に継承していく必要があります。
そこで、県内各地域の郷土料理、行事食等を愛知県食育推進ボラン
ティア等にアンケート調査し、専門家で構成する「あいち郷土料理検討
委員会（以下、
「検討委員会」という。
）
」において、郷土料理 50 種を選
定した「あいち郷土料理レシピ 50 選」
（以下、
「レシピ 50 選」という。）
を 5,000 部作成しました。また、
「レシピ 50 選」を食育推進ボランティ
ア、農村輝きネット・あいち会員、市町村、観光協会、小中学校、図書
館等に配付するとともに、多くの方に見ていただけるよう食育消費流通
課の Web サイト「食育ネットあいち」へ掲載しました。
内容は、調理師を目指す学生の協力のもと、郷土料理伝承者等にレシ
ピや料理にまつわる話『私の思い出』を取材して掲載しました。
また、検討委員会の監修により、各料理のいわれや歴史等を『料理履
歴書』として整理したほか、カロリーや塩分も表記しました。この他、
世代を超えて郷土料理の魅力を伝えることの大切さを語り合った『座談
会』の内容や行事食、食文化を支える県の農林水産物や調味料も紹介し
ています。
●活動の成果、今後の課題
29 年度は、食育推進のリーダーである愛知県食育推進ボランティアを
対象に「レシピ 50 選」を活用した料理講習会を開催し、次世代へ食文
化伝承を図るとともに、一般県民を対象とした食文化の理解促進のため
のシンポジウムを行います。
また、市町村や観光協会がレシピ 50 選を活用することにより、都市
と農村の交流促進、地域振興につなげていきます。
〈取組項目：日本型食生活の推進、郷土料理等地域の食文化の継承〉
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〈取組場面：地域〉

愛知を食べる学校給食の日
愛知県教育委員会健康学習室
●実施時期：平成 28 年 6 月 19 日、秋、平成 29 年 1 月 24 日頃

●対象者：給食のある学校

●内容
県では、学校給食に地場産物を使用し、地域に伝わる食文化や食の
加工技術に触れることによって、児童生徒・保護者等が地域や地域の
産物を理解してもらい、より豊かな食生活を営もうとする意欲を高め
ること、及び「あいち食育いきいきプラン 2020」の目標である「学校
給食における全食品数に占める県産食品数の割合 45%以上」の達成をね
らいとして、平成 19 年度から「愛知を食べる学校給食の日」を実施し
ています。
この日は、普段より多くの地場産物を使用した献立（下段写真）を
提供するとともに、地場産物や地域に伝わる郷土料理・郷土の食文化
等を紹介する集会、校内放送、啓発資料作成などを行いました。
●活動の成果、今後の課題
「学校給食における全食品数に占める県産食品数の割合」は、
「愛知
を食べる学校給食の日」を年に 3 回実施したことなどから、平成 26・
27 年度は 40%を越えましたが、平成 28 年度は野菜の高騰が原因で 40%
を下回ってしまいました。
その一方で、プランにおけるもう一つの目標である「年間に使用し
た県産食品の種類」は 57 種類と目標の 60 種類に後一歩まで迫ってい
ます。
平成 29 年度以降は、地域の産物を学校給食に活用した食に関する指
導が、どのように児童生徒の地域の理解につながるのかを検証しなが
ら、数値目標だけでなく、
「より豊かな食生活を営む」という取組本来
のねらいに迫るような活動を行っていきます。
あお
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あ

【牛 乳 】

【キャベツの青じそ和え】
ふゆ

あい ち けん

はる

そだ

つく

あい ち けん

ぎゅうにゅう

せいさんりょう

ぼった 牛 乳 です。

おり、愛知県の生産 量 は
い

にゅうぎゅう

育った 乳 牛 からし

かけてたくさん作られて
ぜんこく

ぼくじょう

愛知県の牧 場 で

キャベツは冬から春に

あお

全国１位です。また、青じ
おお ば

ぜんこく

い

せい

そ（大葉）も全国１位の生

い え や す ぎょう て ん

【家康 仰 天！

さんりょう

産 量 をほこります。

は っ ちょう

八 丁 みそ
カレーまぜまぜ
うどん！】
おかざき し さん

岡崎市産のな
はっちょう

すや八 丁 みそ、
な たねあぶらあかみず

【白玉うどん】
あい ち けん

ち けんさん

かいはつ

知県産のにんじ

こ むぎ

ん、玉ねぎなど

愛知県で開発・
さいばい

たま

栽培された小麦
「きぬあかり」で
つく

作られたうどん
です。

あい

菜種 油 赤水、愛

し ら たま

つか

ぐ

を使って具にし
おかざき

えだまめ

えだまめ

つか

えだまめ

なつ

めん

た岡崎まぜ麺で

【枝豆コロッケ】
しゅん

むか

枝豆を使ったコロッケです。旬 を迎え

す。

かん

た枝豆で夏を感じることができます。

〈取組項目：給食等における地場産物や郷土料理等の導入促進〉

〈取組場面：学校、地域〉
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学校給食地場食材利用拡大に向けた生産・供給システムの構築に係る調査検討
学校給食地場食材利用拡大に向けた生産・供給システムの構築に係る調査検討会議
（委員：瀬戸地域アグリカルチャー推進協議会、あいち尾東農業協同組合、
瀬戸総合卸売市場、道の駅瀬戸しなの、農業者、有識者、瀬戸市教育員会など）
●実施時期：通年

●対象者：市民

●内容
瀬戸市の農産物を学校給食等に活用するための生産・供給システムな
どの方法を確立するため、農家、民間企業、有識者等により、検討を進
め、これにより、学校給食等への地場食材の活用を促し、瀬戸市の農業
の発展に資することが本会の目的です。
●活動の成果、今後の課題
平成 28 年度は、検討会議を 3 回開催しました。
学校給食を意識したメニュー開発会議を瀬戸市食生活改善協議会に
委託し、当会議の委員のほか、学校、保育園給食担当、健康推進担当を
招き、開催しました。
また、学校および保育園給食に、初めて瀬戸市産のお米（ミネアサヒ、
あいちのかおり）を提供すると共に、事前 PR、生産者との会食会を開催
しました。
今後の課題
・提案されたメニューの学校給食への積極的な活用
・地元産のお米を安定的に供給するためのシステムの構築
・学校給食への提供を意識した、お米始め、その他野菜などの生産力
の強化
〈取組項目：給食等における地場産物や郷土料理等の導入促進〉

〈取組場面：学校〉
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郷土料理講習会
公益財団法人愛知県学校給食会
●実施時期：平成 28 年 8 月 25 日

●対象者：栄養教諭・学校栄養職員

●内容
地域の味として古くから守り食されてきた郷土料理は、学校給食を通
じて次世代を担う子どもたちに伝えたい食文化です。
栄養教諭・学校栄養職員の方々に伝統的な郷土の食文化に触れる機会
を提供し、児童生徒の健全な食習慣の形成に資することを目的に、料理
講習会を実施しました。
参加人数は 28 名で、愛知の郷土料理のもろこ寿司などを含む全国の
郷土料理の調理実習と「日本の食文化」をテーマに講義を行いました。
●活動の成果、今後の課題
愛知の郷土料理「もろこ寿司」をはじめ他県の郷土料理も調理実習で
き、勉強になったようでした。
また、講義を通して、和食、日本食のルーツなどを今後伝承していく
大切さを改めて実感するとともに、食文化について十分な知識をもって
いなかったため、大変勉強になりました、との感想をいただけました。
〈取組項目：給食等における地場産物や郷土料理等の導入促進〉

〈取組場面：学校〉

親子で体験おこしものづくり
～おこしものでしょくまるファイブを作ってみよう～
刈谷市
●実施時期：平成 29 年 2 月 26 日

●対象者：市内在住の小学生とその保護者（32 人）

●内容
西三河や名古屋地方に古くから伝わる郷土菓子である「おこしもの」
づくりを行いました。教室で使用した米粉の生産者である、米農家のご
夫婦にも参加していただき、米作りの苦労や米の加工方法などをお話い
ただきました。
おこしものの型は、鯛や海老、桃や富士山などのほか、平成 23 年度
に刈谷市立雁が音中学校の生徒有志が彫って作成をした、しょくまる
ファイブを模った型も使用し、可愛らしいおこしものをつくりました。
●活動の成果、今後の課題
親子で一緒に郷土料理をつくっていただくことで、親子のふれあいの
活性化、伝統料理の伝承に繋がったと思います。
また、生産者と生の声を聴く機会をつくり、稲が米粉になるまでの過
程を伝えたことで、農への興味関心を高めることができたと思います。
〈取組項目：日本型食生活の推進、郷土料理等の地域の食文化の継承〉
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〈取組場面：地域〉

食育指導（三色食品群、箸の持ち方、マナーについて）
大口町立北保育園
●実施時期：平成 28 年 12 月～平成 29 年 2 月

●対象者：町内 3 園保育園 3 歳以上児

●内容
年長児は食べ物の働きを知り、うんちの形や色で自分の健康状態が分
かるよう理解を深めました。また、マイ箸を使用し箸の持ち方、食事の
マナーを確認しました。
年中児は、親子でマイ箸を作り、自分の作った箸を大切に使うことを
覚えました。その後、マイ箸を使い正しい箸の持ち方、食事のマナーを
学びました。
年少児は、色々な野菜に興味を持ち、野菜について理解を深めました。
また、緑色の食べ物の働きについて、学びました。
●活動の成果、今後の課題
三色食品群については、前年度までの取組もあり、理解している子が
多く、野菜を食べる必要性も理解している様子でした。
箸の持ち方については、食育指導をきっかけに改めて見直す良いきっ
かけとなったと思います。しかし、箸の持ち方やマナーについては、保
育園だけでの習得は難しいところもある為、家庭との連携も必要だと感
じました。
〈取組項目：子どもに対する食事作法の習得〉

〈取組場面：保幼〉

守口大根収穫体験及び粕漬け体験学習
扶桑町守口大根漬物組合、株式会社扶桑守口食品、扶桑町
●実施時期：平成 28 年 9 月～平成 29 年 2 月

●対象者：町内の小学 3 年生から 5 年生の児童

●内容
扶桑町に対する愛着や誇りを育むことを目的とし、地産地消や食育を含
め、扶桑町の特産品である守口大根について、守口大根漬物組合（生産者）
と株式会社扶桑守口食品（加工業者）の協力を得て、実際に種まきから収
穫、二度の粕漬けの漬け替え、仕上げ漬けを経て、製品になるまでの 3
年間を体験しながら学びます。
●活動の成果、今後の課題
平成 22 年度からの本事業を通じ、扶桑町の特産品である守口大根が家
庭でも話題にのぼり、より身近なものとなっていると感じます。
〈取組項目：日本型食生活の推進、郷土料理等の地域の食文化の継承〉
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〈取組場面：地域〉

食べて元気に～白しょうゆ博士から学ぼう～
愛知県小中学校長会（碧南市立西端小学校）
●実施時期：平成 28 年 9 月

●対象者：5 年生の児童

●内容
①

白しょうゆについて白しょうゆ博士から学ぼう
白しょうゆの原材料などの実物を示しながら、白しょうゆについての

基礎知識を学びました。
②

白しょうゆを使った料理についてプロの料理人から学ぼう
白しょうゆを使った料理（高野豆腐の含め煮・だし巻き卵）の実演・

試食を行いました。
<児童の感想>
「白しょうゆについて初めていろいろ知りました。白しょうゆで作っ
た煮物や卵焼きはとてもおいしくて、普段は嫌いで食べない椎茸や高野
豆腐も全部食べるこができました。
」
「碧南に白しょうゆのような素晴らしいものがあるのを知り、とても
うれしくなりました。」
●活動の成果、今後の課題
白しょうゆは碧南が発祥の地と言われています。しかし、児童にとっ
てはなじみがあまりないのが現状です。
今回の実践では白しょうゆについて、実物を示しながらわかりやすく
説明していただき、試食もあったことで、児童が興味をもって取り組む
ことができたと思います。
それとともに、地場産物である白しょうゆについての理解を深めるこ
とができたと感じています。
〈取組項目：日本型食生活の推進、郷土料理等の地域の食文化の継承〉
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〈取組場面：地域・学校〉

愛知県茶会
愛知県園芸農産課
●実施時期：平成 28 年 10 月 8 日

●対象者：県内市長村長等

●内容
お茶の消費の拡大、お茶を活用した食育の推進及びお茶の文化の振興
を図るため、
「愛知県茶会」を開催しました。
大村知事が席主となり、武者小路千家官休庵名宣会の協力をいただい
て、愛知県公館のラウンジにおいて、226 名の参加者に立礼式であいち
の抹茶（豊田市産）を振る舞いました。
茶席会場横では、県内の茶産地、県産茶の特長を紹介するパネルを展
示したり、県産茶を使った商品を紹介したりして「あいちの茶」を PR
しました。
●活動の成果、今後の課題
参加者には、お茶の伝統と文化に深く親しんでいただき、お茶の文化
の浸透、振興が図られ、
「あいちの茶」を知っていただく良い機会となり
ました。また、県内市長村長を始め、茶に関わりのある学校生徒等を招
き、県産茶の知名度向上、本県茶産業の振興につながりました。
〈取組項目：日本型食生活の推進、郷土料理等の地域の食文化の継承〉

〈取組場面：地域〉

食育総合展示会の開催「食育メッセ 2016」
岡崎市
●実施時期：平成 28 年 7 月 2 日、3 日

●対象者：市民

●内容
第 2 次岡崎市食育推進計画の最終年度にあたることから、その集大成
として「市民と創る実践型イベント」をコンセプトに、岡崎中央総合公
園において「食育メッセ 2016」を開催しました。そこで、岡崎市の食文
化の紹介・体験等や、食育ミニステージ、企業・団体による展示・販売・
体験等のブース、茂木健一郎氏による特別講演会、岡崎市や県内外のう
まいものを販売し、食文化の保護・継承や日本型食生活等の普及啓発を
実施しました。
●活動の成果、今後の課題
113 の企業及び団体の出展と 158 人の運営ボランティアの協力により、
2 日間で 46,000 人に来場していただきました。食育に関するアンケート
調査では、参加者に多くの波及効果が確認されました。
市民・関係団体から開催要望が多く、定期な開催に向けて調整してい
くことが今後の課題です。
〈取組項目：日本型食生活の推進、郷土料理等の地域の食文化の継承〉
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〈取組場面：地域〉

