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

食育で子供の笑顔と元気をつくろう
愛知県国公立幼稚園・こども園長会（名古屋市立はとり幼稚園）
●実施時期：平成 29 年 7 月 10 日

●対象者：園児とその保護者

●内容
食育について、講師の幼少期の体験や簡単にできるおやつ作りなどの
話を聞いたり、資料による食品の安全性、栄養価等の知識を得たりする
機会を作り、豊かな食生活について関心を深めました。
また、夏休みには、親子でのおやつ作りや、買い物のときに食材につ
いて親子で語り合うなどの経験もしました。
さらに 2 学期には、全園児に、弁当の中で好きなおかずを聞き、弁当
の写真と共に掲示しました。
●活動の成果、今後の課題
食育について楽しく学ぶ機会になりました。保護者が楽しく学ぶこと
で、子供と一緒に食育を考えてみようとする意欲につながりました。
園生活の中でも食育に関心をもつことができるよう、実体験を取り入
れた活動を大切にしていきたいと思います。
〈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：保幼〉

野菜を栽培、収穫しながら給食の素材に関心を持ち、食べることを喜ぶ
東郷町立和合保育園
●実施時期：通年

●対象者：園児とその保護者

●内容
1 歳児から 5 歳児までの各学年が、野菜の苗や種を植えたり蒔いたり
して、成長過程を見ながら収穫の楽しさを体験しました。
活動にクッキングを取り入れることで「自分たちで育てた野菜」とい
う意識が芽生え、給食の素材に関心を持つようになりました。また、給
食のメニューをボードで掲示することで視覚化され、親子で「今日の給
食はおいしそうだね」と会話する姿を見るようになり、親子で給食への
関心が深まったと感じています。
●活動の成果、今後の課題
家庭では、肉中心の食事という傾向があるため、栽培された野菜の形
を見たり調理したりすることで野菜への関心が高まり、給食で多種類の
野菜を食べられるようにもなっています。
今後は食のバランスや姿勢、マナーについても食育便りや食育ボード
を活用して啓発していきたいと思っています。
〈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：保幼〉

SNS を活用した食育月間及び食育の日、共食の啓発
春日井市
●実施時期：平成 29 年 6 月

●対象者：春日井市の公式 LINE・Twitter に登録している人

●内容
市の食育推進計画及び健康増進計画である【かすがい健康計画 2023】で
うたう、共食を通じた食育の推進と市民の理解を深めることを目的とし
て、6 月 19 日の「食育の日」に合わせ、食育月間及び共食の推進を SNS に
て登録者（計 4,094 人）に配信しました。
【配信内容】6 月は「食育月間」そして、毎月 19 日は「食育の日」です。
皆さん「共食」という言葉を知っていますか？「共食」は家族や仲間ととる
食事のことです。会話を楽しみながらゆっくり食べる食事は心も体も元気に
してくれます。このような機会を持つように心がけ、食生活をより充実した
ものにしましょう。
●活動の成果、今後の課題
SNS を活用することで、食への意識が高い人だけでなく、関心の薄い人に
も啓発を行うことができました。ただ、相手の反応が見られる講座や教室と
違い、情報発信が一方通行のため、SNS に登録している人数以外明確な数値
がなく、啓発の成果が見えにくいことが課題です。
〈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〉

シェフのスペシャルメニュー

岩倉市

児童生徒の味覚を育て、食への知識や関心を高めることを目的として、
ホテル等のシェフによる指導の下、特別な給食の献立を調理し提供する
「シェフのスペシャルメニュー」を 2 回実施しました。
実施にあたっては、食材に関しても普段の給食より少し費用をかけ、1 食
あたり 100 円を市で補填しています。
1 回目は 12 月 1 日の市制記念日に実施し、全小中学校でシェフからの
メッセージを校内放送で流しました。2 回目は 1 月 30 日に全国学校給食週
間中に行った「ふれあい給食会」にあわせて実施し、市長、教育長、市議
会議員、農業委員、教育委員、調理員等が、小学校の児童と会食し交流し
ました。
1 回目は、実施日を市制記念日と併せたことや、食材に県産や岩倉市産の
地元食材を多く使用したことにより、岩倉市の誕生日を祝うとともに、地
元の農産物に対し関心を深めることができました。
2 回目は、この特別な献立と児童生徒たちが市長や議員等と会食するこ
とによりこれまで以上に深い交流が図れました。

食育の日

庁内放送

愛知県西三河農林水産事務所

毎月 19 日の始業時、西三河総合庁舎内の来庁者と職員に対し、庁内放送で「食育の日」、
「おうちで
ごはんの日」であることを伝えています。
また、
「あいち食育いきいきプラン 2020」で家族や友人と一緒に食卓を囲み、楽しく食事をすること
を勧めていることを紹介しています。
あわせて、西三河地域における旬の農林水産物を紹介し、家族団らんの話題や情報等を提供してい
ます。
まだ「食育の日」
「おうちでごはん日」を知らない来庁者が多いと思われるので、今後も毎月継続し
て呼びかけ、認知度の向上に努めていきたいと思います。

地域ふれあい食事会

北名古屋市

介護予防の第一歩として、自宅から出て、食事をする場所の提供を目的とした「地域ふれあい食事
会」を開催しました。
平成 29 年度は、運営をボランティア 3 団体(食生活改善推進員・男性料理会・みずのわ)に委託し
て、市内 2 か所で実施しました。
参加者からは、
「美味しい」
、
「楽しみにしている」等の感想や喜びの声をいただきました。
今後もこの内容で実施していきたいと思います。
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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

「食育キッチンファーム」の開催
豊川市
●実施時期：
【第 1 回】平成 29 年 8 月 23 日、
【第 2 回】平成 30 年 2 月 4 日
●対象者：小学生とその保護者
●内容
「第 2 次豊川市食育推進計画」に基づき、調理の機会の充実、地産地
消推進、体験活動の充実を施策の一環として、食と農への感謝の気持ち
を育むことを目的とした事業です。
第 1 回は、
「味噌」を題材とし、9 組 18 名の親子による食品加工工場
の見学、味噌を使った料理体験を実施しました。
第 2 回は、
「ハーブ」を題材とし、14 組 28 名の親子によるハーブの収
穫体験、収穫したハーブを使った料理体験を実施しました。
●活動の成果、今後の課題
第 1 回のアンケートでは、小学生から「味噌ができる様子が見られて
楽しかったです。」、「味噌を作る桶が大きくていろいろな工夫がしてあ
ることがわかりました。」と感想があり、地元の食品加工工場について
知ってもらう良い機会となりました。第 2 回のアンケートでは、小学生
から「ハーブの中でもバジルのスープが美味しかったです。」
、
「ハーブの
種類が多かったけど説明がわかりやすかったです。
」と感想があり、地元
産の野菜を知ってもらう良い機会となりました。
食育に関心を持ってもらえる機会を増やせるよう、もっとあらゆる種
類の野菜の収穫体験の場を設けることが今後の課題です。
〈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〉

美浜グリーン・ツーリズムを通じて食育体験
美浜町都市農村交流協議会
●実施時期：平成 30 年 2 月 10 日

●対象者：町民等

●内容
美浜町ではグリーン・ツーリズムを実施しています。
今回、初めての企画として、美浜町産のそば粉を使ったそば打ち体験
を ao・café＝和そば打ち道場で実施しました。和そば打ち道場の先生
に教えてもらいながら、そば粉を混ぜるところから、包丁で切るところ
まで体験し、作ったそばは、お土産となりました。
体験が終わった後、そば道場の先生が、朝早くから打ってくれたそば
を試食し、参加者の皆さんはとても満足していました。
●活動の成果、今後の課題
初めての体験ではありましたが、幅広い年代の参加がありました。
先生が各テーブルに 1 人ずつ付いて教えてくれたお陰で、どのテー
ブルもとてもスムーズにそばが出来上がりました。そば打ち体験は初
めての方が多く、とても楽しむことができました。今後も、美浜グリー
ン・ツーリズムの体験として取り入れていきたいと考えています。
〈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〉

ヤクルト出前授業
半田市立乙川児童センター
●実施時期：平成 30 年 1 月 31 日

●対象者：2～3 歳児の親子

●内容
子育て支援課からの紹介があり、自身の健康について興味を持っても
らうためにヤクルトの方を招いて講座を実施しました。
まず、プロジェクターを使用して絵本「おなかくん」の読み聞かせ
や、お腹によい生活についての話がありました。
話の後にはヤクルトくんが登場し、子供たちは大喜びで握手をしてい
ました。その後、ヤクルトくんと「おなか元気体操」をしました。初め
ての体操でしたが、子供たちだけでなくお母さんも元気よくやってくだ
さいました。最後に 1 人 1 本ずつヤクルトの試飲をしました。
●活動の成果、今後の課題
おなかの話は 2～3 児にはまだ少し難しかったようですが、お母さん
たちはしっかりと聞いていました。体操をしているときも「家でもやろ
うかな」と言っているお母さんもいました。
今後の改善点としては、健康のための「早寝早起き」、「好き嫌いなく
食べる」といったことを普段の活動の中に織り交ぜていけるとより伝わ
りやすくなると思いました。
〈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〉

南地域食育サポートの方との交流（カレーパーティー）
大口町立南保育園
●実施時期：平成 29 年 7 月 11 日

●対象者：園児、大口町南地域食育サポート

●内容
大口町南地域食育サポートの方（以下、
「食育サポート」という。）と
の交流や園児にクッキングを体験してもらうため、ジャガイモの収穫
体験後に、収穫した野菜を包丁で切る体験と食育サポートの方とのふ
れあい遊びを内容とするカレーパーティーを計画しました。
当日はカレーができるまでの間、園児による歌やペープサート（紙人
形劇）の発表や、手遊びを食育サポートの方と一緒に行って交流を深め
た他、収穫物に感謝すると共に皆で会食を楽しみました。
●活動の成果、今後の課題
食育サポートの方とは以前から栽培活動などで顔見知りにはなって
いましたが、今回のクッキング活動や遊びを通して、より交流を深める
ことができました。
また、自園で採れた野菜を給食に取り入れ、栽培収穫体験を進めるこ
とで野菜の苦手な子も進んで食べるようになってきています。
〈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〉

刈谷市の特産品、大根を育てよう
刈谷市立富士松北保育園
●実施時期：平成 29 年 9 月～12 月

●対象者：5 歳児

●内容
毎年、年長組が JA あいち中央の職員と連携して、刈谷市の特産品で
ある大根を、肥料袋を使用して栽培し、地域の産物を身近に感じられる
ようにしています。
平成 29 年度も JA の方と一緒に種を植え、水やりをしたり、間引き
をしたりしながら育てました。
また、給食に子供たちが栽培した大根を使用することで、他の年齢の
子供たちも、大根に関心がもてるようにしました。
●活動の成果、今後の課題
毎年行っているので、
「5 歳児になると大根を育てられる」と楽しみ
にしている子もいます。
この活動を続けることで、家庭での調理体験など、食育につながるこ
とが多くあると思いますので、今後も、地域の方の指導を受けながら続
け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〉

蒲郡市子ども農業教室
蒲郡市
●実施時期：平成 29 年 6～7 月、10～11 月

●対象者：市内全小学 3 年生

●内容
蒲郡市は温暖な気候を活かしたフルーツ栽培が盛んで、特に「みか
ん」の産地として有名であり、ハウスみかんについては日本を代表する
産地のひとつです。
そのため、小学生を対象に、集出荷場の見学やみかんの化粧箱詰め体
験又は収穫体験をしてもらうことで、地元のみかんに親しみをもって
もらう取組を行っています。
集出荷場では、みかんの選果の様子を見学し、化粧箱詰め体験とし
て、みかんに実際に触れながら、贈答などに使われる化粧箱を作成しま
した。
●活動の成果、今後の課題
JA 蒲郡市の協力により、みかんの知識や農業、流通など通常では知
り得ないことを学習でき、砥神収穫体験園の協力により、みかん収穫機
会を得ることができました。
今回、多くの小学 3 年生に見学、体験の機会を提供したことで、児
童、教諭ともに高い評価をいただき、来年度以降も続けて欲しいと要望
がありました。
〈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：学校〉

男子自立クッキング
愛西市食育推進専門部会
●実施時期：平成 30 年 2 月 2 日、2 月 13 日

●対象者：市内男子高校生

●内容
今後一人暮らしを始めたとしても、食事の面で自分の健康管理ができる大人を育成するために男子
自立クッキングを実施しています。
市内にある高校 3 年生男子を対象にしており、本年度は 48 名の参加がありました。
この事業では、参加者である高校生が作った農産物や地元食材を使った調理実習を行うほか、講義
で野菜摂取の大切さやバランスのよい食事選びのコツなどを学んでもらっています。
地産地消と生活習慣病予防の両方に目を向けられる取組となっています。
●活動の成果、今後の課題
高校生は将来に向け自己管理能力を身につける大切な時期であるため、今後は対象を女子生徒にも
広げるかどうかを、食育推進専門部会で協議し、さらに充実した事業になるよう検討していく予定で
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〉

・

・

・

あいちの味覚たっぷり！わが家の愛であ朝ごはんコンテスト
愛知県教育委員会健康学習室、公益財団法人愛知県学校給食会、東海学園大学
●実施時期：平成 29 年 10 月 28 日

●対象者：小学 5・6 年生

●内容
地元の食材や郷土料理を取り入れながら、家族でおいしく食べる
・

・

・

「愛であ朝ごはん」の献立づくりや調理を通して、親子で望ましい食
生活について一緒に話し合ったり、家族の絆を深め合ったりすること
をねらいとしています。
平成 29 年度のテーマは、引き続き「地元の食材や郷土料理を取り入
・

・

・

れた家族の愛を感じる愛であ朝ごはん」とし、予選を通過した 10 名の
児童が、実際に 60 分間で調理をしました。服部学園理事長の服部幸應
先生を始めとする審査員が試食して出来栄えを審査しました。
●活動の成果、今後の課題
12 回目となる今回は、応募総数 12,338 点、応募学校数 321 校と広く
県内に周知され、中には夏休みの宿題とする学校も出てきました。
優秀献立はリーフレットに掲載し、県内の全ての小学（小学部）5・
6 年生に配布して朝ごはんの大切さを啓発しています。
〈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〉

〈取組場面：学校〉

農業理解研修「県民公開講座」現地研修
愛知県立農業大学校
●実施時期：平成 29 年 7 月 21 日

●対象者：小学生親子 13 組 32 名

●内容
一般県民に愛知県の農業の現状を学ぶ機会を提供し、県産農畜産物の
利用拡大を図ることを目的に、現地研修「現地で学ぶあいちの農業」を
初めて開催しました。
研修は、イチジクほ場見学、JA カントリー見学、手打ちうどん加工実
習、産直見学、ナシほ場見学という内容で実施しました。
参考 URL：http://www.pref.aichi.jp/soshiki/noudai/
h29kenminkouza-genntikennsyuu.html
●活動の成果、今後の課題
「子供のためにと参加したが、自らの勉強にもなり、愛知県産に関心
を持つ機会となった。
」という声など、参加者には大変好評で、本県農業
への理解促進、今後の消費活動の変容につながる研修会となりました。
内容は充実していますが、より多くの県民の農業理解を促す必要があ
ると考えています。
〈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〉

夏休み子ども農業体験教室
幸田町青年農業会議
●実施時期：平成 29 年 8 月 15 日

●対象者：町内小学 4～6 年生

●内容
子供たちが農業や野外活動を実際に体験し、自然に親しむとともに
参加者同士の友情を育むこと、及び地元の農畜産物を使って昼食を作
ることで地産地消を進め、食育の普及を推進することを目的に、農業体
験教室を実施しています。
平成 29 年度は JA あいち三河の施設を見学後、町内の農場を訪問し、
なす・ぶどうの収穫体験及び地元の農畜産物（豚肉）を使った町内の
キャンプ場での昼食のカレーライス作りを行いました。
（参加者 30 名）
●活動の成果、今後の課題
小学生にとって、とても魅力的な内容となっているため、毎年定員を
上回る応募があり、教室後に行ったアンケートでは、参加者の多くから
「楽しかった」という回答をいただきました。
主催が青年農業者（若手農家）ということもあり、小学生との距離が
近いのも人気の理由の一つであると考えています。
今後も同様の取組を継続していきたいと考えています。
〈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〉

〈取組場面：地域〉

味噌作り
半田市立高根保育園
●実施時期：平成 30 年 1 月

●対象者：5 歳児

●内容
大豆から味噌ができる不思議を感じ、味わうことを目的に味噌作り
を実施しています。12 月末に、昨年度卒園した子供たちを招き、自分
たちが仕込んだ味噌を「味噌おでん」として味わってもらいました。
また、在園児にも同じように給食で味わってもらい、卒園生が作って
くれた味噌に興味、関心を持ってもらいました。
1 月には、5 歳児が、茹でてもらった大豆をつぶし、豆糀と塩を入れ
て団子を作り、容器の中に空気を入れないように詰めていく経験をし
ました。
●活動の成果、今後の課題
グループの友達と協力して大豆をつぶしたり、団子づくりをしたり
と興味を持って取り組めました。来年、小学 1 年生になって「味噌パー
ティー」で食べられることを楽しみにしています。
〈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〉

食育講座

田原市

野菜等の魅力を子どもたちに知ってもらうため、市内の保育園 6 園にお
いて、野菜ソムリエの組織「ベジエール渥美」による食育講座を実施しま
した。
講座では、野菜に関するクイズやゲーム、絵本の読み聞かせを行い、野
菜を使った簡単なおやつを紹介し、園児たちに試食してもらいました。
講座の結果、家庭でも「食」について話をするようになり、野菜を食べ
るきっかけとなりました。
また、専門知識を持つ「ベジエール渥美」と連携することで、活動内容
に深みが増し、参加者からも好評でした。
今後も、講座の内容等を工夫しながら取組を続けていきます。

親と子の栄養教室

江南市保健センター

江南市では、夏休みに小学生を対象とした「親と子の栄養教室」を開催しています。この教室は、
食に関する話と調理実習を通して食への意識を高め、豊かな食生活に繋げることを目的としています。
平成 29 年度は、主食の大切さについて学び、調理実習では手作りうどんにチャレンジしました。ま
た、旬の野菜を使ったゼリーの提供や、ゼリーに何の野菜が使われているのかを試食して当ててもら
うクイズも行い、計 24 組 53 名の親子に参加いただきました。
参加した子供たちからは、
「楽しかった。
」、「家でも作ってみたい。」
、「苦手な野菜が食べられた。」
等の感想が得られ、食への意識を高められたように思います。
課題は、対象が小学 1 年生から 6 年生と幅広く、調理の技術・知識に差があるため、全学年が理解
できるような内容作りが必要だと考えています。

平成 29 年度親子料理教室

あま市学校給食センター

調理実習を通して、調理の楽しみを体験し、学校給食や食に対する理解
を深めさせること、及び、児童が保護者と一緒に調理をすることで、家庭
での食に対する関心を高め、児童に家族の一員としての意識を向上させる
ことを目的として、給食での人気献立や家庭で簡単に作ることができる料
理を題材とした親子料理教室を実施しました。
栄養教諭が講師となり、給食の人気献立である麻婆豆腐や、旬の夏野
菜を使用した和え物と汁物、子供が楽しく作れる白玉団子が入ったフ
ルーツ白玉を、合計 2 日間、各日 12 組の親子が調理・会食しました。
参加者からは「子供にも分かりやすい説明で自分から進んで取り組む
ことができてよかった」という声がありました。また、95％の方から
「期待していたとおりの内容でよかった」と回答があるなど、たいへん
好評の企画になりました。
学校行事、栄養教諭の出張、施設の借用等を考慮すると日程調整が困
難なため、希望者全員が参加できる回数を開催できない点が課題です。

夏休み親子魚料理教室・一般市民魚料理教室

蒲郡市漁協女性部連絡協議会

蒲郡市漁協女性部連絡協議会（漁師の奥様達）の指導により、毎年 2 回、
蒲郡特産の魚を使用した魚料理教室を実施しています。
そのうち 1 回は小学 4～6 年生とその保護者を対象とする親子お魚教室と
して、夏休み期間である 8 月 8 日に開催しました。もう 1 回は市民を対象
として 10 月 17 日に開催しました。
漁師の奥様達から丁寧に優しく教えてもらえるので、毎年参加希望者が
多く、特に、親子魚料理教室は抽選で参加者を決定する年が続いています。
アンケート結果も、
「美味しかった。
」
、
「魚料理に興味がわいた。」、
「家で
も作りたい。」という意見が多く、水産物の地産地消、食育に貢献している
事業となっています。

親子工場見学会

公益財団法人愛知県学校給食会

この取組は、学校給食に使用されている食材がどのようにして製造され
ているかを学習し、学校給食への理解と食への関心を高めるために実施し
ています。
平成 29 年度は学校給食で毎日飲んでいる牛乳について学習するため、県
内の小学生親子 15 組 30 名の参加者が愛知牧場と明治なるほどファクト
リー愛知へ行き、牛の乳搾り体験や牛乳の製造工程を見学しました。
愛知牧場では、乳搾り体験や飼育員からの牛の一生の話など、命の恵み
と感謝の心を育むことができました。明治なるほどファクトリー愛知では、
製造ラインを見学し、工場の徹底した衛生管理をはじめ、牛乳の栄養や特
性について体験を通じて学ぶことができました。

野菜の栽培とクッキング

北名古屋市立保育園

北名古屋市立の保育園では、園内の畑やプランター及び近隣の畑を利用し、各学年に合った野菜を
栽培し、成長を楽しんだりしています。成長に合わせ、子供たちもだんだん興味が出てきて、図鑑な
どで栽培方法を調べたりすることで、学習や意欲につながっています。また、地域の方の畑を利用し
ている園では、育て方の指導を受けたり、地域の方が植えた芋の収穫をさせてもらったりと、地域の
方とのつながりを持ちながら収穫の喜びを感じられています。
また、収穫した野菜を使って、カレー、鬼まんじゅう、ピザ、野菜汁など、簡単に調理できるもの
で、楽しく食べられるものへ、子供たち自身で調理する機会を用意し、達成感や自信を持ってもらう
ことができています。
苦手な野菜もみんなと一緒にクッキングすることで口にすることができるようになったり、苦手
だったものが好きになったりと成果が見られています。また、カット野菜しか見たことがない子供も
いるので、いろんな野菜の種類を知る機会にもなっています。
アレルギー児が増えているので、クッキングにおける対応が今後の課題です。

郷土の伝統野菜「大根を作ろう！！」

特定非営利活動法人 Earth as Mother

地元の耕作放棄地を借り、愛知県の伝統野菜である「方領大根」
「宮重大
根」を種まきから収穫まで、自ら生産し、農業に親しんでもらう農業体験を
3 回シリーズ（①畝づくりと種蒔き、②大根の間引き菜、③大根の間引き収
穫）で開催し、合計 47 名に参加していただきました。
種まきは大雨、間引きは台風接近による風雨という大変な農作業の中で
したが皆で協力して体験を行いました。最後の間引き収穫では良い天気に
恵まれ、生産や収穫する喜びや感動を実感していただくことができました。
初めて農業体験をされる方が多く、親子や夫婦、友人と一緒に、除草剤や
農薬、化学肥料を使用しなくても美味しい作物ができることを学んでいた
だきました。

さつまいも作り体験

武豊町農業委員会

武豊町では、農業体験を通じた食の教育を目的として、農業委員会主催
で保育園児を対象にしたさつまいも体験を行いました。町内 2 か所のほ場
において、5 月下旬に苗植え、9、10 月に芋堀り収穫を行い、収穫したさつ
まいもを各保育園等で味わいました。
体験を通じ、子供たちはさつまいもがどうのように栽培されるのかを学
びました。また、自分たちが収穫したさつまいもを食べることで、農産物に
親しみを持ち、食への意識が高まりました。

地産地消でイタリア料理をつくろう

西尾市

はじめに、地元生産者で野菜ソムリエの方から「挨拶から始まる食育・い
ただきます。ごちそうさまの意味」を説明していただきました。
その後、西尾のお茶を使って、プロの料理人から「茶ノベーゼパスタ」と
魚を下ろすところから始める「アクアパッツァ」の作り方を学びました。ま
た、家庭でもできるプロのちょっとしたコツを教えてもらいました。
食育について、普段、子供に話をする内容を大人に伝えることにより、い
つもの当たり前をもう一度考え直す良い機会になりました。

なんてったって

なんぶばたけ！

東郷町立南部保育園

保育園の目の前にある地域の方の畑を利用して、幼児組園児（68 名）が野菜等を栽培しています。
野菜の生育に興味を持ってもらうため、種まきから収穫まで、成長の時々に畑を覗き、水やりや草
取りなど年齢に応じた取組をしています。また、地域の方がサツマイモの苗を植える際には、耕うん
機で畑を耕す様子を注意深く見たり、肥料のやり方や間引きの仕方も教えてもらっています。
収穫した野菜は年齢に応じて、調理し、園全体で味わっています。
地域の方や父母の会役員さんも参加されての取組であったことから、様々な方の協力によって野菜
ができていることを知る機会になったと思います。
今後も、同様の取組を継続していきたいと考えています。
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日本の食文化や郷土料理等の理解と継承

保育園児を対象とした食育の取組
東郷町給食センター
●実施時期：平成 29 年 6 月～平成 30 年 3 月

●対象者：3～5 歳の児童

●内容
園児一人一人が適切な食生活を送ることができるよう、町立保育園の各クラスに出向き、朝ごはんを
食べる大切さや給食に使われる食べ物の働きなど、年齢に応じた内容で話をしました。
年度の後半には「箸について」をテーマに取り上げ、給食や家庭で上手に箸を使えるよう、ゲーム感
覚で豆をつまむ練習をしました。指導後は、園児と一緒に給食を食べ、残さず食べられるよう声をかけ
たり、正しい食器の置き方を指導したりしました。
●活動の成果、今後の課題
平成 29 年度から新しく取り入れたエプロンシアターを使った指導は、子供たちの興味・関心を引く
ことができました。
平成 30 年度以降は、保育園が作成する食育指導計画とあわせながら、給食センターの指導内容を検
討していきたいです。
〈取組項目：子供に対する食事作法の習得〉

〈取組場面：保幼〉

栄養教諭・学校栄養職員を対象とした食農教育研修会
愛知県農業協同組合中央会
●実施時期：平成 30 年 2 月 3 日

●対象者：栄養教諭・学校栄養職員

●内容
JA 愛知中央会では県下の栄養教諭・学校栄養職員を対象に、生産者、
JA と学校との連携を構築すると共に、広く学校関係者の食農教育への理
解醸成を進めるため、生産現場の視察等の研修会を実施しています。
平成 29 年度は、JA あいち知多管内の知多市の小松菜圃場を見学し、
JA を通じた地元学校、給食センターとの期間・年間契約の取組、高品質
で年中安定した生産・出荷状況を視察しました。また、大府市の国産大
豆を 100％使った納豆工場も見学しました。
●活動の成果、今後の課題
参加者からは「JA、生産者と学校関係者がお互いに協力することで、
学校給食を充実できるきっかけづくりになる。」、「知多管内では学校給
食の様々なニーズに対応していることに感心した。」との意見をいただ
きました。
〈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、地域〉

地場産物料理講習会
公益財団法人愛知県学校給食会
●実施時期：平成 29 年 8 月 23 日

●対象者：栄養教諭・学校栄養職員

●内容
学校給食における地場産物の利用割合や県産食材の種類を増やすた
め、献立作成を行う栄養教諭・学校栄養職員を対象に新しい取組として
開催しました。
愛知県の伝統野菜や伝統調味料に詳しい日本料理「一灯」の長田料理
長を講師に迎え、24 名の栄養教諭・学校栄養職員が参加しました。
内容は、地場産物である愛知の伝統野菜や伝統調味料を使用した調理
実習と「食文化を支えてきた愛知の伝統野菜と伝統調味料」と題した講
義を行いました。
●活動の成果、今後の課題
参加者からは、
「野菜に合う調理法や地元の調味料について詳しく学
ぶとともに、伝統野菜のおいしさを体感でき、児童生徒に愛知の野菜に
ついて伝えていきたい」等の感想をいただきました。
献立作成や食育指導に役立つ講習会となり、栄養教諭・学校栄養職員
のさらなる資質の向上を図ることができました。
〈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〉

刈谷市産の食材を使用した献立の実施
刈谷市学校給食センター
●実施時期：平成 29 年 9 月、11 月、平成 30 年 1 月

●対象者：市内小中学校の児童生徒

●内容
9 月の取組では、刈谷市産の巨峰を献立に取り入れました。11 月は、給食週間中に配布するリーフ
レットを通じて、地元産食材を紹介し、刈谷市産の食材を使った料理として、里芋を使った「八杯汁」、
「味噌汁」
、大根を使った「大根と豚肉の煮物」、しいたけを使った「愛知とハンバーグのおろしソース
かけ」を提供しました。１月は刈谷市産の里芋を郷土料理の「煮味噌」に使用したほか、刈谷市産の白
菜、きゅうり、切り干し大根を献立に取り入れました。
●活動の成果、今後の課題
給食での使用により、とれたての「おいしさ」を感じることができ、地産地消の良さを紹介すること
ができました。また、リーフレットを配布することにより、地元産食材について伝えることができまし
た。
課題として、継続的に地元産食材を使用する方法の確立や使用量の確保が難しく、頻繁に使用できな
いことが挙げられます。
〈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〉

生産者と児童生徒の交流
大治町
●実施時期：平成 29 年 5 月～7 月、平成 30 年 1 月

●対象者：児童・生徒

●内容
大治町内の小中学校では月に数回、大治町地産地消学校給食会(以下、
町給食会)の方々が栽培した野菜を学校給食に使用しています。6 月の
「愛知を食べる学校給食の日」の前後には、各校の給食委員会の児童生
徒が、校区内の町給食会の方々の畑を見学し、農業に関する話を聞いた
り、収穫体験をさせてもらったりしました。畑の見学で学んだ内容や感
想をたよりや掲示物、集会、給食放送などを活用して、全校児童生徒及
び保護者に知らせました。
また、小学校では 1 月の全国学校給食週間中の給食時間に、町給食会
の方々を招いて会食をしました。町給食会の方々には児童との会食とと
もに、野菜についての話や児童からの質問に答えていただきました。
●活動の成果、今後の課題
畑見学や会食を実施し、児童生徒が生産者から直接話を聞くことで、
地域の野菜や生産者を身近に感じることができました。また、継続して
実施することで『地産地消』ということばが定着してきました。
より多くの児童生徒が生産者と直接関わることができる機会を設け
ることが今後の課題です。
〈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〉

西尾市観光協会食部会による食育講座
西尾市
●実施時期：平成 29 年 9 月 19 日から

●対象者：市内小学生

●内容
西尾市観光協会食部会への委託事業として、市内飲食店等が市内 6 小学
校で食育の出前授業を実施しました。うなぎコロッケ、県産きぬあかりを
使用したうどん、西尾の茶葉を使用した茶ノベーゼパスタ、地元野菜を使っ
た朝食、うなぎの手巻き寿司、いちご大福を児童と一緒に作りました。ま
た、保護者と一緒にできるようにレシピも配布しました。
●活動の成果、今後の課題
外部講師が授業を実施することにより、普段体験できない調理実習がで
き、地元の農産物等を理解することができる大変良い機会でした。今後は、
もっと実施校を増やしていけるように、PR していきたいです。
〈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〉

味噌を通じて豊田地域の食文化を伝承～味噌蔵

ひとなる祭～
合資会社野田味噌商店

●実施時期：平成 29 年 5 月 27 日

●対象者：市民

●内容
味噌を通じて豊田地域の食文化を伝承するため、国の「地域の魅力再
発見食育推進事業」を活用し、約 400 本の木桶が置かれた味噌蔵で「味
噌蔵 ひとなる祭」を開催しました。
当日は、①映画「その後のはなちゃんのみそ汁 GIFT」及び「いただき
ます みそをつくるこどもたち」の上映、②映画監督である太田敏氏の
講演、③100 人での味噌仕込み体験を行いました。
（当日出席者：100 名）
●活動の成果、今後の課題
参加者からは「味噌蔵に初めて入った。木桶の大きさに驚いた。」
、
「味
噌作りに興味があり参加した。自宅でも挑戦してみたい。」、
「食の大切さ
を実感した。今夜は子供に味噌汁を作ってあげたい。
」という感想が聞か
れ、味噌の魅力と豊田地域の食文化を新たに発見してもらう機会になり
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〉

“だしと和食”をテーマにした食育啓発
大口町
●実施時期：平成 29 年 11 月

●対象者：町民

●内容
健康おおぐち 21 第二次計画に基づき、住民全体への一貫性のある食
育を目的とし、ライフステージを超えて乳幼児から高齢者に関わる各部
署で周知啓発を行いました。
小学校や保育園では、各部署の栄養担当者が和食給食の日を設け、給
食だよりに和食のコラムを掲載し、だしや和食についての話をしまし
た。地域では、健康まつりにおいて、だしの試飲（飲み比べ）や食に関
わるクイズを行い、パネルの設置をすることで周知啓発をしました。
●活動の成果、今後の課題
だしの試飲では、高齢者は、昔の記憶からだしを取った方が美味しい
と感じられるようでしたが、普段から顆粒だしを口にしている子供は、
慣れている顆粒だしが美味しいと感じるようでした。
子供の頃の味覚形成が成人になった後にも影響することから、乳幼児
期からの食生活の大切さについて保護者への周知啓発に取り組みます。
〈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〉

〈取組場面：地域〉

あいち食育いきいきシンポジウム、郷土料理講習会の開催
愛知県食育消費流通課
●実施時期：
【シンポジウム】平成 29 年 8 月 3 日、
【郷土料理講習会】平成 29 年 8 月 24 日、9 月 7 日
●対象者：愛知県食育推進ボランティア等
●内容
県は、郷土料理等地域の食文化を保護・継承していくため、昨年度に
作成した『レシピ 50 選』を活用して、愛知県食育推進ボランティア等を
対象に、郷土料理を中心とした地域の食文化の理解を促し、次世代への
継承を考えるシンポジウム及び郷土料理講習会を開催しました。
シンポジウムでは、
『レシピ 50 選』編集に携わっていただいた名古屋
文化短期大学の鳥居久雄教授による基調講演や、食育推進ボランティア
や岡崎市食育担当者、小学校栄養教諭、学生の 4 名によるパネルディス
カッション、食育活動表彰者による優良活動事例紹介を行いました。
郷土料理講習会では、鳥居教授を講師に迎え、
「かしわのひきずり（味
噌味）
」
「酢味噌そうめん」
「とうがんのくず煮」
「とうがんのごま酢和え」
「鬼まんじゅう」の 5 品を実習しました。
●活動の成果、今後の課題
シンポジウムには 202 名の参加があり、「郷土料理の話は興味深く、
団体の研修会でも講演して欲しい。」、「今後の食育活動の参考になっ
た。
」との感想が聞かれました。また、終了後に行ったアンケートでは、
92％の方から「基調講演が参考になった。
」
、89％の方から「食文化継承
の意識が高まった。
」と回答がありました。
郷土料理講習会には 48 名の参加があり、
「味噌味のひきずりを初めて
食べたが、甘口なので子供たちも喜びそう。」
、
「とうがんのワタは今まで
捨てていたが、ごま酢和えは大変おいしかった。
」といった声が聞かれま
した。また、アンケートでは、94％の方から「参考になった。」と回答が
ありました。
食文化の継承について改めて考える機会となり、今後、県内各地域で
若い世代へ伝承していただくことを期待しています。
〈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〉

〈取組場面：地域〉

茶育教室
愛知県園芸農産課
●実施時期：平成 29 年 11 月 9 日

●対象者：県民

●内容
県産茶の魅力を伝え、茶のある豊かな生活を提案し、本県茶産業の振興
及び日本の伝統文化の浸透を図るため、名古屋栄三越で行われた「あいち
の農林水産フェア」の主催者企画イベントスペースにおいて、日本茶イン
ストラクターを講師として好みに応じたお茶の淹れ方教室を実施し、78
名の方に参加いただきました。
県品評会出品茶のかぶせ茶を 2 段階の湯の温度で淹れ比べた後、普通
煎茶や玄米茶も茶葉にあった湯温で淹れ分け、好みの味を探して、アン
ケートをとりました。
●活動の成果、今後の課題
お茶の葉の種類、お湯の温度で、お茶の味が大きく異なることを実感し
ていただきました。
「自分の好みのお茶」を知り、それを飲むために「自
分で淹れる」という行動へつなげるきっかけ作りができました。
〈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〉

小学生宮重大根栽培収穫体験
清須市
●実施時期：平成 29 年 9 月～12 月

●対象者：清須市立春日小学校 3 年生の児童

●内容
「宮重大根」を栽培することで地域の伝統野菜を学習する機会を作るとともに、農作業を通じ野菜や
畑に親しみを持つとともに感謝の心を育むことを目的に実施しています。
平成 29 年度は、春日小学校内の畑において、管理指導を「清須市春日宮重大根純種子保存会」が行
う形で実施しました。
収穫した「宮重大根」は児童が各家庭に持ち帰りました。
●活動の成果、今後の課題
伝統野菜の「宮重大根」を地域の児童が栽培することで継承する機会となっています。
また、持ち帰ることにより各家庭でも「宮重大根」を知る機会となっています。
〈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〉

〈取組場面：地域〉

食文化の保護・継承のための調理体験等の実施
岡崎市
●実施時期：平成 29 年 11 月 18 日、19 日

●対象者：市民

●内容
岡崎中央総合公園で開催された JA まつりにおいて、食育総合展示会
として第 3 次岡崎市食育推進計画のシンボルプロジェクトである「お
かざき食育やろまいプロジェクト」の啓発、また、岡崎の食文化の保護・
継承のため、郷土料理である味噌田楽作り体験を実施しました。
味噌田楽作り体験では、参加者がこんにゃくを型抜きし、焼印、串を
刺して鍋で温め、岡崎産のなすを切ってからホットプレートで焼き、こ
んにゃくとなすに味噌だれをかけて味噌田楽を食べました。また、味噌
田楽を始めとする岡崎の郷土料理やこんにゃく、なすの普及啓発展示
も実施しました。
●活動の成果、今後の課題
味噌田楽作り体験を行い、岡崎の郷土料理を知って味わっていただ
く機会としました。
同時に実施した食育に関するアンケート調査結果において岡崎の郷
土料理の認知度が低いことから、今後も啓発していく必要があります。
〈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〉

〈取組場面：地域〉

押し寿司づくり体験コーナー

尾張旭市

本市の地域ブランド「押し寿司」の普及のための取組の一環として、尾張
旭市民祭にて、押し寿司づくりを疑似体験できるコーナーを設置しました。
当日は悪天候の中、子供たちをはじめ、たくさんの方が押し寿司づくり
疑似体験に挑戦しました。
「かつてハレの日に押し寿司振舞う文化があったということ」、「押し寿
司づくりは楽しいということ」を知ってもらう機会となりました。

地元産野菜の販売

小牧市、小牧市蔬菜（そさい）研究会

小牧市蔬菜研究会の会員が生産した地元産野菜の販売を、市内で開催さ
れるお祭りで行っています。特に、毎年 10、11 月の出店の際には、小牧の
伝統野菜である「えびいも」の販売も行っています、
新鮮で美味しい地元産の野菜は人気が高くリピーターが多く、地産地消
や地元の伝統野菜のすばらしさ、地元の食文化について伝えられています。
小牧市蔬菜研究会のメンバーの高齢化や天候によって出品数が左右され
ることが課題です。

