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

食べて遊んで、食に関心をもとう
愛知県国公立幼稚園・こども園長会（名古屋市立荒子幼稚園）
●実施時期：通年
●対象者：保護者及び園児
●内容
１学期末の夕涼み会で、３大栄養素を取り入れた製作やゲームのコー
ナーを設け、親子で食や栄養に関心をもてるようにしました。
２学期には保護者対象に、講演会『病気にならない体づくり』を実施
し、ビタミン・ミネラルを取り入れる大切さや、そのための食材などを学
びました。また、併設する小学校で、親子による給食試食会を開催し、栄
養教諭の話を聞いたり、親子で給食を食べたりしました。
ＰＴＡ広報誌に、好きな弁当のおかずやおやつのレシピを掲載しまし
た。
●活動の成果、今後の課題
現代の栄養学事情を知ることで、保護者の食への関心が高まりました。
また、親子で給食を食べたり楽しく語り合ったりすることで、いろいろ
な食物を食べる大切さや、調理の工夫などの情報交換ができました。今
後も食への関心が深まるような活動を続け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〉
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福笑いライス
碧南市社会福祉協議会 新川保育園
●実施時期：2020 年１月８日
●対象者：２歳児から５歳児
●内容
正月料理の黒豆・田作りを使い、この一年を健康に暮らせることや豊
作を祈願する食べ物であることを知らせました。
また、他にも人参、なるとも使い日本の伝統的な遊びの「福笑い」で思
い思いに顔を作り、出来上がった表情を楽しみながら食べました。
●活動の成果、今後の課題
食材の形や色を見て、どこに配置しようか考えながら飾り付けをして
いました。年長児では絵本で見たことや正月に食べたおせちを思い出し
ながら伝統的な食べ物であることに気づくことができました。

〈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〉

「シェフのスペシャルメニュー」
、
「ふれあい給食会」
岩倉市
●実施時期：2019 年 11 月 19 日、2020 年１月 28 日
●対象者：市内全小中学校児童生徒
●内容
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、
レストランのオーナーシェフの指導のもとで調理し提供する「シェフの
スペシャルメニュー」を 2 回実施しました。１回目は 11 月 19 日に「愛
知を食べる学校給食の日」に「ふれあい給食会」と合わせて実施し、市
長、市議会議員、教育委員及び市内で野菜を生産し、納入して頂いている
農家の代表である農業委員等が中学校の生徒と会食し交流しました。2 回
目は１月 28 日の全国学校給食週間中に実施し、シェフが小学校を訪問し
て児童と交流しました。
●活動の成果、今後の課題
食材に愛知県産の農薬不使用の野菜や国産菜種油などを使用し、素材
の味を生かしたメニューを提供することにより、野菜本来の旨味を味わ
うことができました。また、11 月 19 日の「ふれあい給食会」では、スペ
シャルメニューの提供によるシェフとの交流だけでなく、生徒が普段接
することの少ない市長や市議会議員等と交流を行うことにより、会食の
楽しさを実感することができました。
〈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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2

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

自分たちで育てた野菜を収穫し、調理体験を通して食を楽しむ
愛知県国公立幼稚園・こども園長会（豊田市立足助まゆみこども園）
●実施時期：通年
●対象者：５歳児と地域の高齢者の方々
●内容
５歳児が、５月にサツマイモの苗挿しをします。苗の挿し方を保育者
に教えてもらいながら、大きな芋ができることを心待ちにします。子ど
もたちは水やりをしたり、畑の草を取ったりしてお世話をします。秋に
なるといよいよ芋ほりです。地域の高齢者の方々を園にお招きし、一緒
に芋ほりをします。収穫した芋は５歳児が芋きんとんを作り、高齢者の
方々と園のみんなで一緒に食べます。触れ合いの中で、食べる芋は格別
においしいようです。
●活動の成果、今後の課題
野菜嫌いの子も一口食べてみると「あっ、 おいしい」と食べることが
できたり、おいしそうに食べてくれたりすることがとてもうれしいよう
でした。こうした経験を通したうれしさや優しさ、更に誇らしい気持ち
を大切にしていきたいです。
毎年、地域の方と交流を継続していることで、園外保育に出かけた時
など、高齢者の方々から気さくに声をかけていただいたり、子どもたち
も自分から挨拶をしたりするようになってきました。子どもたちも高齢
者の方々との芋ほり会を楽しみにするようになりました。こうした触れ
合いを通して、地域の方々とのかかわり方に気付いたり、自分の地域に
親しみをもったりする心の育ちを考え、今後も大切にしていきたいです。
〈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〉

ＪＡによる食育イベント
刈谷市立小垣江幼稚園
●実施時期：2020 年２月 17 日
●対象者：全園児
●内容
ＪＡあいち中央の新規採用職員が、園児との交流を通じて、地元で作
られる野菜や果物に関心が持てるよう食育イベントを行いました。ＪＡ
のキャラクター「あおみっ子ファミリ―」も一緒に参加し、野菜や果物を
使ったクイズを楽しく行っていただきました。
●活動の成果、今後の課題
タマネギやナシについてのクイズを通し、野菜の特性について学びま
した。キャラクターと触れ合い楽しみながら、野菜の種類や栄養に関心
を持ったり、食べ物の大切さを再確認する機会につながりました。
〈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〉
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地区の方、保護者、園児とのさつま芋を通しての３世代交流
碧南市立天道保育園
●実施時期：2019 年５月〜12 月
●対象者：３歳児〜５歳児、地域の方，地域福祉の関係者
●内容
核家族化や、共働き世帯が多くなる中、地域やお年寄りとの関りが少
なく なっている為、地域をあげて３世代交流に積極的に取り組むことに
なりました。
５月に米袋に土を入れたものを地域の方が園庭に用意してくれ、そこ
に親子で苗植えをしました。子どもが水やりをし、９月下旬に地域の方
と子どもで芋ほりをしました。12 月の生活発表会の日に地域の方が焼き
芋を焼いてくれ、それを親子で食べました。
●活動の成果、今後の課題
地域の方と触れ合うことは初めての経験でしたが、さつま芋づくりを
通してつながりを作ることができました。
米袋でさつま芋を育てるのも初めての経験でした。日当たりの具合な
ど、袋によってのさつま芋の出来に差ができてしまいました。また、発表
会の日に焼き芋を食べる予定でしたが持ち帰る方が多かったので違う日
の方が良かったのかもしれないと思いました。
〈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〉

地域交流会（芋掘り）
高浜市立高浜南部幼稚園
●実施時期：2019 年 10 月 22 日
●対象者：３・４・５歳児
●内容
地域の高齢者の方と一緒に植えたさつま芋の生長と収穫を喜び合うこ
とをねらいとし、地域交流会（芋堀り）を行いました。子どもたちは、自
分たちで水やり、草取り等の世話をしたさつま芋が大きくなったことを
とても喜んでいました。また、地域の方に芋の掘り方だけでなく、芋は
掘ってから日にちをおくと甘くなる等の豆知識を教えていただき、子ど
もたちは目を輝かせ、
「知らなかった！他にも教えて」と積極的に地域の
方と交流していました。収穫した芋は後日地域の方に目の前で焼いてい
ただき、自分で育てた芋を食べる美味しさや嬉しさを味わいました。
●活動の成果、今後の課題
子どもたちは、自分たちで栽培の経験をしたことで、
「芋は土の下で育
つんだよね」
「焼き芋甘くて美味しかったね」と話す等、作物の生長や食
への関心が高まりました。地域の方からは、
「子どもの笑顔を見ると元気
が出る、来年も楽しみにしている」との言葉をいただきました。
〈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〉
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ごはんができるまで
高浜市立高浜幼稚園
●実施時期：2019 年 11 月 11 日
●対象者：４・５歳児
●内容
地域で育てているお米や育ててくれている人のことについて知ること
で食への興味関心、大切にする気持ちをもって欲しいと考え実施しまし
た。ごはんができるまでに必要なことやとても手間がかかっていること
を知りました。
お米に関するクイズをしたり、紙芝居を見たりして楽しく、わかりや
すく学べました。実際に稲穂に触れお米を収穫して茶碗いっぱいのお米
を収穫する大変さを実感したり、新米のおにぎりを作り自分で作る楽し
さ、おいしさを味わったりしました。
●活動の成果、今後の課題
ごはんができるまでを知り、茶碗に残っているご飯粒をきれいに集め
ようとする子が増えました。
〈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〉

男子自立クッキング
愛西市食育推進専門部会
●実施時期：2020 年２月４日、２月 12 日
●対象者：男子高校生（３年生）
●内容
今後一人暮らしを始める場合でも、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実施しています。市内にある高校の３年生男子
を対象にしており、本年度は 43 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い
調理実習をし、講義では朝食や野菜摂取の大切さ、バランスのよい食事
選びのコツなどを学んでもらいます。地産地消と生活習慣病予防に目を
向けられる取り組みとなっています。
●活動の成果、今後の課題
事後アンケートにて、約 9 割が「参加して期待通りだった」
、約８割が
「今回の料理を家でも作ってみたい」と回答していました。
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り、朝
食の欠食や肥満・やせについても問題となっているため、対象を女子生
徒にも拡大する等の検討が必要であると考えています。
〈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〉
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〈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：2019 年８月 14 日
●対象者：町内小学 4・5・6 年生
●内容
子ども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を目的としています。また、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、食育の普及を推進してい
ます。
あいち三河農業協同組合の施設を見学後、町内の農場を訪問し、なす
及びぶどうの収穫体験をしました。その後、地元の農畜産物（豚肉）を
使って、町内のキャンプ場で昼食のカレーライスを作りました。
●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いています。
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られます。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〉

子ども魚料理教室・おいしい魚料理教室
蒲郡市、食育サポートセンタークックラボ、愛知学泉大学
●実施時期：2019 年 10 月５日（子ども）
、2020 年２月７日（一般市民）
●対象者：市内小学 4 年〜6 年生とその保護者、市内在住在勤の一般市民
●内容
蒲郡で水揚げされる美味しい魚やその料理方法を知ってもらうきっか
けになればと、2005 年度から実施しています。
食育サポートセンタークックラボの皆さん、愛知学泉大学浅田准教授
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。１回は小学４年〜６年生、１回は一般市民を対象としています。
●活動の成果、今後の課題
毎年参加希望者が多く、抽選にな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だとい
えます。
〈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〉

魚食の伝道師派遣事業
愛知県水産課
●実施時期：2019 年５月〜12 月
●対象者：小学生
●内容
若い世代にあいちの水産への関心を深めてもらうため、漁業者や県職
員が講師となり、小学生を対象とした漁獲物を用いたふれあい体験やサ
ツキマスの放流体験などの出前講座を実施しました。
2019 年度は、刈谷市立平成小学校を始め県内 15 箇所（参加者 1,013
人）で出前講座を開催し、小学生に県産水産物と水産業の魅力を発信し
ました。
●活動の成果、今後の課題
県内の小学生に、県産水産物の美味しさや本県漁業に対する理解を深
めることができました。今後も小学生が興味を持つ内容と理解を深めて
ほしいことのバランスを取りながら、引き続き事業を実施する必要があ
ります。
〈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〉

米づくり体験授業
西尾市
●実施時期：2019 年５月〜2020 年３月
●対象者：市内小学生
●内容
西尾市内 18 の小学校の児童を対象に、稲づくりの農業体験授業が行わ
れました。地域の稲作農家や農協職員を指導者として迎え、田植えや稲
刈りの体験を通じて、農業や食文化に対して理解と感謝の念を育むこと
をねらいとした食育活動を勧めていきます。
春には、子どもたちは泥んこになりながら代掻きや田植えをし、秋に
は黄金色に色づいた稲を慣れない手つきで刈り取り、冬には、収穫した
お米を使って、餅つき、箱寿司、巻き寿司づくりなどを行いました。
●活動の成果、今後の課題
一連の農業体験を実施することにより、食べ物が食卓に届くまでの苦
労や過程を知ることができました。
また収穫したお米を使い、箱寿司などの郷土料理を調理することによ
り、子どもからその家庭に対しても食文化を保護・継承する機会を提供
することができました。
〈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：学校〉

蒲郡市子ども農業教室
蒲郡市
●実施時期：2019 年 10〜11 月
●対象者：市内小学３年生
●内容
蒲郡市は、温暖な気候を活かした柑橘やイチゴ等の栽培がさかんで、
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。
総合集出荷場の見学や地元農家のみかん園での収穫体験をしてもらう
ことで、地元のみかんに親しみを感じてもらう取組にしています。総合
集出荷場では、みかんの選果の様子を見学し、収穫体験では、直接農家の
話を聞きながら、みかん狩りをしました。
●活動の成果、今後の課題
多くの小学 3 年生に見学、体験をしてもらったことで、児童、教諭と
もに高い評価をいただき、今後も続けてほしいと要望を受けております。
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たかと思います。
〈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〉

〈取組場面：学校〉

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、公益財団法人愛知県学校給食会、東海学園大学
●実施時期：2019 年 11 月 17 日
●対象者：小学校(義務教育学校(前期)を含む)、特別支援学校 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。
今年度のテーマは、
「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
第 14 回目を迎えた今年度は、応募総数 11,455 点、応募学校数 297 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。
優秀献立をリーフレットに掲載し、県内の全ての小学校、特別支援学校
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〉
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〈取組場面：学校〉

健康料理教室
愛西市栄養教諭・学校栄養職員部会
●実施時期：2019 年 12 月 12 日
●対象者：市内小中学生保護者あるいは愛西市在中・在勤者
●内容
本市は生活習慣病の罹患率が高いことから、生活習慣病予防に効果の
ある「食物繊維」がたっぷりとれる内容で料理教室を開催しました。栄養
教諭からの「食物繊維の効能や上手なとり方」についての講話だけでな
く、健康推進課の保健師の方から「地域機関の健康増進に関する取組や
地域住民の健康状態」についての講話やＪＡあいち海部の職員の方や地
元の生産者の方から「地場産物の活用法」についての講話をしていただ
くことで、健康や食に関する情報を共有する場となりました。
●活動の成果、今後の課題
参加者は小・中学生の保護者だけでなく、地域の食に関心のある方々
にも参加していただくことで、さまざまな年代の方と交流できる機会と
なりました。アンケートでは、全ての参加者が「実習で作った料理を家で
も作ってみたい」と回答していたことから、地場産物や食物繊維の摂取
向上に繋がるきっかけになったのではないかと考えます。
〈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〉

こども料理コンクール ビストロおぶちゃん
大府市
●実施時期：2019 年 11 月 17 日
●対象者：市内小学生
●内容
地産地消の推進及び野菜離れの改善を目的に、キャベツを用いた朝ご
はん向きのオリジナルレシピを募集しました。応募条件は小学生ペア又
は小学生とその保護者ペアとし、30 分以内で４人分を調理することとし
ました。1,009 組の応募の中から書類審査で７組を選出し、実技審査を 11
月 17 日に開催し、優秀者を表彰しました。
優秀レシピのＰＲとして、１月 25 日に市民活動センターコラビア内の
こらび庵にて１作品が一般提供され、２月７日には別の１作品が学校給
食メニューに採用し全小中学校で提供されました。
●活動の成果、今後の課題
今年度で第９回目を迎え、最近では 1,000 組を超える応募があります。
夏休みの課題にしていただいていたり、優秀レシピを給食に取り入れて
いただくなど、学校と連携をしながら取り組んでいます。
年々提出されるレシピの内容がレベルアップしており、厳正に審査が
実施できるよう審査基準などの検討や改善を適宜しています。
〈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〉
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〈取組場面：学校〉

学校給食メニューコンクール
岡崎市
●実施時期：2019 年４月〜７月
●対象者：市内小中学生
●内容
子どもたちの地産地消、学校給食、食育への関心を高めることを目的
とし、
「みんな食べたくなる！地元食材のおかず」をテーマに市内小中学
生から八丁味噌、岡崎おうはん、岡崎市産の野菜等の地元食材を使用し
たオリジナルメニューを募集しました。書類審査及び試食審査会を経て
最優秀賞１点、優秀賞２点を選定し、これら３点を学校給食の献立とし
て提供しました。
（応募総数 84 点、参加者 112 名）
今年度は、おかずの種類を「汁物、煮物、炒め物、和え物、ごはんに混
ぜる具、ごはんに乗せる具」に限定して募集したため、学校給食として提
供可能なメニューが多数集まりました。
●活動の成果、今後の課題
参加した児童及び生徒からは「自分が考えたメニューをクラスの子に
食べてもらえて嬉しい。
」
、
「岡崎おうはんを知らなかったので調べた。
」
、
保護者からは「子どもが初めて自主的に料理に取り組んだ。
」等の声が聞
かれました。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：学校〉

学校給食フェア in あいち
公益財団法人愛知県学校給食会
●実施時期：2019 年８月９日
●対象者：県民
●内容
学校給食について理解を深めることで、学校給食が食育推進の重要な
場であり、食育の一層の推進を図ることができると考え、
「学校給食フェ
ア in あいち」を愛知県学校給食総合センター（豊明市）で開催しました。
食に関するゲームやクイズ、体験ブース、学校給食に関する展示およ
び掲示、学校における食育活動事例の展示等、学校給食について子ども
から大人まで幅広く楽しく学べる企画を行いました。（当日来場者：約
1,100 名）
●活動の成果、今後の課題
来場者のアンケートでは８割以上が「楽しかった」と回答しており、
フェアを通じて学校給食の取組を紹介し、学校給食に対する理解を深め
ていただくとともに食育について楽しく学ぶことで食育の一層の推進を
図る機会となりました。開催時期や内容等課題はありますが、今後も継
続し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〉
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栄養教室
愛知県酪農農業協同組合
●実施時期：2020 年１月 21 日、30 日
●対象者：岡崎盲学校 幼・小学部児童及び中学部の生徒と教師
●内容
岡崎盲学校から「給食週間」イベントとして実施してほしい旨の連絡
があったため、体験型のイベントを行いました。
どのように牛乳が作られて子供たちのところへ届くかなどを知っても
らうため、搾乳模擬体験やバター作り体験、哺乳瓶や牛乳パックの仕組
の紹介などを行いました。
●活動の成果、今後の課題
目の不自由な方と接する機会があまり無く、どのように体験してもら
うと理解してもらいやすいか考えながらの対応でしたが、児童や生徒さ
んたちは先生方に教わりながら何でも自分達から積極的に触り、理解し
ようとされていましたし、触ることで先生方の反応を感じ取って色や形
を想像してみえました。楽しみながら牛乳にも興味をもっていただけま
した。
〈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〉

あい農パーク春日井（春日井市ふれあい農業公園）
春日井市、T・I・T ふれあい農園共同体（ふれあい農業公園指定管理者）
●実施時期：通年
●対象者：利用者（市民、県民問わず）
●内容
幅広い世代が楽しむことができるレクリエーション型の新たな農業公
園として、2019 年 11 月に「あい農パーク春日井」を開園しました。
収穫体験農園、農業体験農園、貸し農園の３種類の農園があり、収穫体
験農園は、ただ収穫するだけでなく、農園スタッフが旬の野菜の見分け
方などをレクチャーし、野菜について学ぶことができます。農業体験農
園は、栽培指導員が野菜の育て方を教えながら、半年又は１年間通じて、
栽培から収穫まで体験できます。
また、バーベキュースペースやカフェもあり、パーク内で採れた新鮮
な野菜も味わうことができ、栽培から食べることまで、一連で体験でき
る施設です。
●活動の成果、今後の課題
オープニングイベントでは、約 4,800 人の方に来園していただき、多
くの方に農に触れてもらえました。2020 年２月末から貸し農園が、2020
年４月から農業体験農園が利用開始します。
多くの方に、あい農パーク春日井を知っていただけるよう、PR してい
くことが課題の一つです。
〈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〉
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全国お茶まつり〜地元魚介類を使った西尾 Yummy 鍋の無料配布〜
西尾市
●実施時期：2019 年 11 月 16 日・17 日
●対象者：全国お茶まつり来場者
●内容
魚離れが心配される中、西尾市で捕れた魚介類の紹介と、美味しい鍋
を来場者に試食してもらうため、15 年ぶりに西尾市で開催された全国お
茶まつり（11 月 16 日、17 日の 2 日間）の会場である総合グラウンド内
において、地元魚介類と地元の味噌を使った、西尾 Yummy 鍋※の無料配布
を実施しました。
ヤ ミ ー

※西尾Yummy（おいしい）鍋の定義
①地元で獲れた魚介類が３種類以上入っていること
②魚介類だけでなくできる限り西尾の食材にこだわったものであること
③愛情のこもったものであること
町おこしグルメとして、西尾市ならではの鍋を各店舗が、提供しています!

●活動の成果、今後の課題
2 日間で 600 人以上の来場者が試食し、地元のおいしさを満喫しまし
た。テント前には、使用している魚介類のパネル展示、味噌の紹介もしま
した。市内外の来場者へ、西尾市の美味しい食材をＰＲすることができ
ました。
〈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〉

とよかわおもてなしレシピグランプリ！
豊川市
●実施時期：2020 年１月 25 日（一次審査は１月 15 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
地消の推進として、豊川産農産物の認知・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。17 点の応募があり、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点の方に実際に調理していた
だき、試食審査（二次審査）を行い、最優秀賞等の賞を決定しました。
●活動の成果、今後の課題
「ほっ豊鍋」で最優秀賞に選ばれた稲垣満理さんは「豊川の野菜の魅
力を伝えられたらと応募した。化学調味料を使わず、野菜の食感も見た
目も工夫したので、最優秀賞でとてもうれしい。
」と笑顔を見せました。
今後の課題としては、お店とタイアップして受賞された料理を提供し
てもらえる場を設けてもらうと、より魅力的なグランプリになると思い
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

子どもの気持ちに寄り添った援助を学ぼう
愛知県国公立幼稚園・こども園長会（高浜市立吉浜幼稚園）
●実施時期：2019 年 11 月 19 日
●対象者：３歳児の保護者
●内容
３歳児の保護者の方に、職員による教材を使った「正しいお箸の使い
方」を学んでいただきました。その後は、３歳児が始めてお箸を持つ感覚
を知っていただくために、保護者の方に利き手ではない方の手を使って
箸を持ち、あずき豆運びゲームに取り組んでいただきました。子どもが
初めて箸を持つ感覚だと知っていただいたうえで、子どもが戸惑った時、
「それでいいんだよ」
「上手だね」と職員が言葉を掛ける様子を見ていた
だき、どんな声掛けをすると諦めずやる気が出るかを体験していただき
ました。また、給食風景を見て、ひとり一人の状況に合った援助の実践を
見ていただいたことで食事のマナーへも関心も深めていただきました。
●活動の成果、今後の課題
子どもの気持ちに寄り添った援助の方法を学ぶことで、子どもの箸へ
の関心へとつながりました。
〈取組項目：子どもに対する食事作法の習得〉

〈取組場面：地域〉

生産者と児童生徒の交流
大治町内小中学校
●実施時期：2019 年５月〜７月、2020 年１月
●対象者：児童生徒
●内容
今年度、大治町内の小中学校では、大治町地産地消学校給食会（以下、
町給食会）の方が栽培した 12 種類の野菜を 40 回ほど給食に使用しまし
た。６月の「愛知を食べる学校給食の日」の前後には、各学校の給食委員
会の児童生徒が、校区内の町給食会の畑を見学し、生産者から大治町の
野菜の話を聞いたり、収穫体験をしたりしました。小学校では、１月の全
国学校給食週間中に町給食会の方を招いた招待給食を実施しました。ま
た、５年生を対象に大治米粉パン研究会の方を講師に「米粉パン教室」を
開催しました。
●活動の成果、今後の課題
学校給食で町内産野菜を取り入れることにより、児童生徒は新鮮な野
菜を味わうとともに町内で作られている野菜を知ることができました。
また、その生産者から野菜を作る時の苦労や野菜を食べる子どもたちの
ことを思っていることなどを聞くことにより、地産地消の良さや、生産
者への感謝の気持ちをもつことができました。
〈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〉
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〈取組場面：学校〉

野菜収穫＆五平餅づくり体験
農村輝きネット・あいち
●実施時期：2019 年 11 月 13 日
●対象者：県民
●内容
食農教育に取り組む農村輝きネット・あいちの会員である農村輝き
ネット・豊田加茂の技人（わざびと）が、愛知県青年の家の「野菜収穫＆
五平餅づくり体験」と題した体験教室のうち、地域の伝統料理の五平餅
づくり体験の講師を務めました。
参加者はまず、愛知県農業大学校で野菜の収穫を体験した後、技人か
ら地元の味噌を使った五平餅づくりの体験を楽しみました。
参加者からは、地元の味が楽しめて美味しかったと好評でした。
●活動の成果、今後の課題
地域の特産物である五平餅づくりを消費者へ伝承しました。
野菜の収穫体験を通して、食育、地産地消の理解促進が進みました。
〈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〉

白しょうゆ博士の出前講座
碧南市
●実施時期：通年
●対象者：市内小中学校
●内容
市特産品である白しょうゆについて、理解を深めてもらうことを目的
に実施しています。今年度は市内小学校６校から申込を受け、全１７ク
ラスで講座を開催しました。
講座は、まず市内醸造業者によって原材料や製造について現物を触っ
たり、濃口醤油と白しょうゆの香りや味を比べながら学びました。しょ
うゆについての話の後は、料理人によってその場で卵焼きなどを調理し、
料理にするとしょうゆにどんな違いがあるのかといったことを学びまし
た。その際、グループで話し合ったりクラスで意見を共有することで、理
解を深めました。
●活動の成果、今後の課題
聞いて学ぶだけでなく、五感を多用することで生徒は最後まで集中し
ているように感じます。
また、生徒の感想で「おうちの人に話してみる」、
「家でも使ってみた
い」といった内容のものがあり、地場産品に対して興味を持ってもらえ
たり、親しみを持ってくれたことを実感します。
課題としては、通常業務のある講師と自店を持つ料理人が負担になら
ないようにすることが挙げられます。
〈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〉

第８回愛知県茶会
愛知県園芸農産課
●実施時期：2019 年 11 月９日
●対象者：商工会議所、商工会及び農業団体等の代表者など
●内容
お茶の消費拡大、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、志野流の協力の下、愛知県公館の庭園におい
て、251 名の参加者にあいちの抹茶（西尾市産）を振る舞いました。また、
菓子皿は愛知県産木材で作製したものを使用しました。
公館のラウンジでは、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Ｐ
Ｒしました。また、瀬戸陶芸協会及び常滑陶芸作家協会から借用した茶
碗のパネルの展示を行いました。
●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、商工会議所の代表者を始め、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〉

おこしもの作り
尾張旭市立川南保育園
●実施時期：2020 年２月 21 日
●対象者：５歳児
●内容
地域の方との触れ合いを楽しむ中で、地域の伝統行事を知らせたいと
思い、愛知県で桃の節句に供えられる和菓子の一種であるおこしものを、
地域のボランティア団体の方に年長児が教えてもらいながら作る体験を
実施しました。米粉から作られることを教えてもらったり、木型で型ど
ることや色粉で模様をつけることを地域の方に個別で教えてもらいなが
ら作る体験をしました。その後は、調理員に蒸してもらい、自分で作った
ものを砂糖醤油につけて喜んで食べていました。
●活動の成果、今後の課題
作り方は簡単で、さらに色粉で好きな模様を作ることで、個性あふれ
るものが完成し、子どもたちの満足度につながりました。家庭では経験
できない子が多いため、地域の伝統行事を知る良い機会となりました。
また、地域の方に説明をしてもらうことで、子どもたちはより興味をもっ
て聞くことができました。
〈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〉
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〈取組場面：地域〉

