
 

「食育月間」の取組実績 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

市町（組合）  

教育委員会名 

与謝野町教育委員会 

学 校 名 与謝野町立加悦小学校 

取 組 の 名 称 （１）「食育」について考える取組 

（２）「食べ物の栄養について知ろう」クイズ（オリエンテーリング） 

 

取 組 内 容 

（食育月間） 

＜取組１＞ 

与謝野町立学校給食センターより、食育月間に合わせて作成していた

だいた給食便りを職員研修の時間に配布し、毎年６月に「食育月間」が

設定されていることや毎月１９日が「食育の日」であることを伝達する。 

その中で、食にまつわる様々な問題を受け、それらの状況を良くする

ために「食育」が必要になってきた背景を踏まえ、子ども達に「自分の

健康や身体のためにどんな食べ物が必要か考える。」「食に関する知識と

食を選択する力を身につける。」「健全な食生活を実践する。」という力を

つけるための「食の学習」に繋がるよう、各学年・学級、児童の発達段

階・実態に合わせて、指導していくことを提案する。 

併せて、年度当初に確認した、「給食指導」に関わる「指導や留意事項」

を日々丁寧に指導していくことを全体で共通確認し、学級指導を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

〈取組２〉 

５・６年生で構成される給食委員会が中心となり、全校児童へ食べ

物の栄養について知ってもらえる機会となるよう、栄養ポスターを作

成したり、また、栄養に関わってのクイズをオリエンテーリングとし

て、校舎のあちらこちらに掲示し、全校児童が楽しく取り組みながら

「食」に関心を持つ機会を作ったりした。 

     
「食べ物の栄養クイズ」      「食育月間」のお便り 

日々の給食指導を通して 

  
○健康で丈夫な身体づくりのことを考えて（栄養のバランスのとれ

た）給食が作られていることに関心を持たせる。 

○私たちの命は、様々な食べ物をいただいて維持できていること

を理解させる。 

○自然の恵みやたくさんの命に感謝しながら給食をいただこうとす

る気持ちを育てる。 

○給食を通して、お世話になっている方々への感謝の気持ちを育てる。 

○あいさつや、後片付けもきちんとできる賢い子に育てる。 

 

128



食育の日の取組実績 

（４月～１２月の実績） 

市町（組合） 

教育委員会名 

京丹後市教育委員会 

学校名 京丹後市立五箇小学校 

取組の名称 「まるごと京丹後食育の日」（食に関する意識の向上） 

取組内容 

 

○「まるごと京丹後食育の日」の取組実施 

１ ねらい 

 ・生産者の方から話を聞くことで感謝の心を育てる。 

・新鮮で安全な地元食材を使った給食を食べることで、地域の良さを知り、心身の

健康に役立つ食習慣について学ぶ。 

２ 日時 平成２６年 １１月６日（木） 

３ 参加者 児童   ５２名 

      生産者   １名 

      行政関係者 １名 

４ 内容 

校区内でお米を作っておられる安田和幸さんに来ていただきました。いつも給食

に出されているお米とは少し違いがあって、もちもちとした食感で、つやや甘みも

あるのが新米の特徴であると、「新米」の良さを教えていただきました。そして、

食物が口に入るまで多くの時間と生産者の思いや努力が詰っていることを学ぶこ

とができました。 

  特に、お米は一年かけて作られるので、生産者の思いがたくさん詰まっているこ

とを話されました。 

また、安田さんは水菜も栽培しておられ、毎年 3年生が「水菜収穫体験」でお世

話になっています。最後には、３年生からお礼のメッセージを伝えました。改めて、

全校の児童より感謝を伝えました。 

当日の給食にはすべて京丹後でとれた食材が使用されていたので、食育だよりを

もとに各学級で事前指導をし、食の大切さについての意識を高めることができまし

た。 
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食育月間以外の取組実績 

（食育月間を除く４月～１２月の実績） 

 

市町（組合） 

教育委員会名 
京丹後市教育委員会 

学 校 名 京丹後市立間人小学校 

取 組 の 名 称 児童の食材等に関する知識向上と基本的生活習慣の定着を図るため

の取組 

 

取 組 内 容 

 

 

①４月給食開始から、現在まで、     

毎給食時間始に児童給食委員会の  

 活動として、その日の献立の食材 

についての栄養と健康増進につ 

 ながることの説明を続けている。 

  

 

②毎月の献立表の裏面に、給食一口メモをつけて、その月に取れる 

 食材や料理について説明を入れ、児童や各家庭に知らせた。 

 

                 

③給食だより「もりもり元気」を 

毎月発行し、児童の食生活の見 

直しや改善を勧めている。 

 

 

④９月１日（月）～７日（日）の一週間に生活点検を実施し、結果 

 をまとめ、５年間の結果と比較しての成果と課題を全教職員に報

告した。また、児童への保健指導に活用し、各家庭にも保健便り

で知らせた。 

 

 

⑤学級園で各学年が育てた野菜   

（きゅうり、ほうれん草、大根、 

ゴーヤなど）を給食の食材にし 

て、全児童に紹介をした。 

 

 

⑥ランチルームに給食に関する掲示物を貼り出し、食事のマナーや

バランスの良い食べ方、日本食の良さ等、児童への視覚に訴えて

いる。 

  

⑦学校ホームページに、児童の配膳や食事の様子を載せたり、季節 

 献立や行事献立、児童の苦手献立や人気献立等載せたりして、保

護者に知らせ、苦手食材の克服を各家庭に呼び掛けている。 
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食育月間以外の取組実績 

（食育月間を除く４月～１２月の実績） 

市町（組合）  

教育委員会名 

京丹後市教育委員会 

学 校 名 
京丹後市立丹後中学校 

 

取 組 の 名 称 
学校給食を活用した地産地消推進の取組 

～「まるごと京丹後食育の日」を通して～ 

 

取 組 内 容 

 

１．取組の目的及び概要 

  「まるごと京丹後食育の日」は、市農業関係者との連携により

京丹後市産コシヒカリや農作物等を多く取り入れた給食献立を実

施し、給食を生きた教材として活用することで生徒の地産地消へ

の理解を育む取組です。 

今年で４年目となるこの取組は市内の全小・中学校で実施され

ていますが、本校ではコシヒカリを提供して下さった農家の方を

学校へお招きし、お米作りの苦労について生徒にお話をして頂き

ました。またその後、生徒と交流しながら給食を食べて頂き、地

域の食材がふんだんに使われた京丹後市の給食の良さや、生産者

の方の思いなどについて、考えることができる機会となりました。 

 

２．取組の対象者 

  京丹後市立丹後中学校生徒 １５１名 

 

３．取組の成果と課題 

 【成果】 

・実際に農業に従事されている方の生の声を聞くことで、おい  

しいお米を作るための苦労や、農薬を少なくする工夫などに 

ついて詳しく知ることができました。 

  ・農家の方と交流しながら給食を食べることで、ひと口ひと口 

味わって、大切に食べようという感謝の気持ちを育むことが 

できました。 

 【課題】 

・今回来校して頂いたのはお米を生産された農家の方でしたが、 

実際の給食に用いた食材は他にも多数に渡っていたため、次 

回以降は他の農産物についても学習する機会が得られればな 

お良いと考えます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （左写真：取組当日の給食献立、右写真：生産者の方と交流しな 

がら給食を食べる生徒の様子） 
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食育の日の取組実績 

（４月～１２月の実績） 

 

市町（組合）  

教育委員会名 

京丹後市教育委員会 

学 校 名 
京丹後市立丹後中学校 

 

取 組 の 名 称 
地場産物を生かした給食の実施と給食を活用した給食委員会生徒の

活動等について 

 

取 組 内 容 

 

１．取組の目的及び概要 

本校では生徒の食に関する興味・関心を高め、地域の食文化等

への理解を深めるため、毎月１９日（１９日が休日の場合はその

前後）に京丹後市の基準献立に沿って地場産物を活用した料理を

給食献立に取り入れています。 

これらの給食献立と給食委員会生徒の活動を関連させ、生徒が

主体的に給食について知ろうとする姿勢を養うことが本取組の目

的です。 

 

２．取組の対象者  

  京丹後市立丹後中学校生徒 １５１名 

 

３．取組の内容 

  毎月の食育の日に、本校では地場産物を生かした給食献立を取

り入れました。主な使用食材の約半数以上を市内産・町内産でま

かなうことができました。 

  使用した地場産物について、給食委員会生徒の活動（給食時間

における献立紹介の放送・クイズ）や栄養教諭が発行する「食育

だより」を通じて生徒や家庭に周知しました。 

 

クイズの例 

 毎月１９日は「食育の日」です。給食では、地元でとれる食材

を使ったメニューを出します。今日の主菜の「揚げサワラの春雨

あんかけ」は、丹後でとれた「サワラ」を使います。 

ではクイズです。私たちが給食など普段食べる「サワラ」は、

生後何年くらいの「サワラ」でしょう。（答え：２年程度） 

 

４．取組の成果 

 意識的に地場産物を活用した献立を設定することにより、地域 

で色々な野菜・魚等が作られていることを、給食を通じて生徒に 

知らせることができました。 

  また、地場産物について給食時間にクイズ形式で知らせること 

により、生徒たちも給食を実際に食べながら、五感を使って地場

産物の良さを学ぶことができました。 
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「食育月間」の取組実績 
 

市町（組合）  

教育委員会名 

伊根町教育委員会 

学 校 名 

伊根町立伊根小学校 

 

取 組 の 名 称 
お膳給食で魚の食べ方コンテスト 

 

 

取 組 内 容 

（食育月間） 

伊根小学校では、毎年６月に魚の食べ方コンテストとお膳給食を実施

しています。今年度は、「魚の正しい食べ方を身に付けよう」「お膳給

食で和食器の並べ方を覚えよう」といった二つのねらいで、取り組みま

した。事前にねらいと魚の盛り付け・魚の食べ方についてプリントを配

布し毎日の給食で意識化したり、箸使いの練習日を設定したりして本番

に臨みました。当日は、高学年が家庭科室でお膳に和食器の置き方に沿

って、給食メニューを並べます。 

～ごはん・お頭づきのアジの塩焼き・蒸し芋と野菜の味噌添え・ごまあ

え・すまし汁・はし置き・はし～ 

 「いただきます」のあいさつで食べ方コンテストが始まり、「ごちそ

うさま」まで正座をして食べきります。食べ終わると、各学年から魚を

きれいに食べた人が一人選ばれ、さらにその中から学校で１番きれいに

食べた人が選ばれるのです。今年は１位４年生、２位６年生、そして３

位に２年生が選ばれました。審査結果の魚を見ながら「わあ、きれい！」

「身がついてない！」などいろんな声が聞かれました。魚がおいしい伊

根に住む子ども達が、全員お頭づきのアジをきれいに完食し、友達の上

手な食べ方も認め合えた取組になりました。これからも伊根でとれる食

材をとおして、食の大切さを学びたいと思います。 
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（様式） 

事例タイトル 和の心、日本の節句 
実施主体 京都府立大学食事学研究室 
連携機関 日本学術振興会 

目 的 
 
 

現代まで受け継がれてきた節句のなかで重要な新年の行事である正月をテーマに、その“し
つらい”や料理にどのような祈りが込められてきたのか、お節料理を作り、味わうことを通
して楽しく学ぶこと、併せて、京都の食文化の素晴らしさに触れてもらい、自らの手で作っ
たものを食べることを通じて、作り手の気持ちを知り、食べる側のこころ・態度についても
考えてもらうことを目的とする。 

対象者、場所 
対象者：小学5～6年生、中学生 
場所：京都府立大学 

実施時期 
平成25年12月21日（土） 

活動内容 
 
 

≪当日のスケジュール≫ 
  9:30～開校式 
  9:55～調理実習の説明 
 10:25～調理実習  おせち料理にチャレンジ！ 
 11:50～講義①   おせちってなぁに？ 
 12:20～昼食会   みんなで楽しむおせち料理 
 13:10～講義②   新年を寿ぐ日本人の心 
 15:00～茶話会   大学生とのおしゃべりタイム 
 15:30～修了式   未来博士号授与 
 
≪実施の様子≫ 
調理実習「おせち料理にチャレンジ！」では、くわいの煮物、花人参、花れんこん（酢れん
こん）、二色きんとん、だるまさん巻きずしを作ってもらった。くわいは芽が出ていること
から縁起の良い食べ物としてお節料理にはよく用いられるが、初めて見た子ども達も多く、
縁起の良い芽を落としてしまわないように慎重に皮を剥いていた。また、飾り切りとして花
人参と花れんこんを一人３つずつ作ってもらい、包丁の技術とともに、食事を楽しく見せる
工夫も学んでもらった。だるまさん巻きずしは、自分のものは自分で作ってもらい、様々な
顔をしたオリジナルのだるまさん巻きずしが出来上がった。二色きんとんは、班のみんなで
交代しながら完成させ、みんなで作ったものを一緒に食べる楽しさを味わってもらった。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
講義①「おせち料理ってなぁに？」では、お節料理はもともとは節句に食べられていた御節
供（おせちく）であったことや、祝箸に込められた神人共食の心などについての簡単な講義
に加え、お節料理に込められた祈りや願いを読み上げて該当するお節料理の札を取るカルタ
大会を開催した。班ごとに札を多くとることができた子どもには表彰式で手作りのメダルを
プレゼントし、みんなで楽しくお節料理に込められた日本人の心について学んでもらった。
カルタは、楽しく学べるように工夫して大学生が作ったオリジナル作品であり、家庭でも遊
んでもらえるよう参加者全員にお土産としても持ち帰ってもらった。 
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昼食会「みんなで楽しむおせち料理」では、二段の重箱に詰めたおせち料理と京風雑煮を提
供した。一の重には料理そのものに祈りや願いが込められている和のおせち料理を詰め、二
の重にはそれぞれに縁起物の食材を用いながらも子どもたちが食べやすいよう工夫した洋風
のおせち料理を詰めた。一の重のだるまさん巻きずしと二色きんとんは、子どもたちが自分
自身で作ったものである。二の重に入っている鯛の奉書焼きを包んでいるポチ袋と折敷の右
上に飾られている馬（干支）は、子どもたちが調理実習をしている間に保護者の方々に作っ
ていただいたものである。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
講義②「新年を寿ぐ日本人の心」では、最近の子ども達が節句や正月を大切にしなくなって
いることから五節句と正月のエリアで構成されている「ひらめきワールド」が汚れ始めてお
り、主人公のひろきくんと一緒に五節句や正月の大切さを学び、ひらめきワールドを救おう
というオリジナルストーリーを、パワーポイントを使った劇形式で展開し、ひろきくんとと
もに五節句や正月の習わしや飾り、行事食などについて“ひらめき図鑑”に書き込みながら
楽しく学んでもらった。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
茶話会「大学生とのおしゃべりタイム」では、講義②の物
語中にプレゼントされた正月の行事食「はなびら餅」と、
抹茶を味わいながら、大学生との交流を楽しんでもらっ
た。はなびら餅は「つつみ雑煮」と言われていることも伝
えた。 
 
 
 
 

成 果 
 

アンケート結果より、調理実習は「楽しくできた」「協力して作れた」「初めて作ったもの
ばかりだった」などの感想が、オリジナルカルタを用いたおせち料理の授業は、「楽しみな
がらおせちについて考えられた」「感謝の気持ちを忘れずにいようと思った」などの感想が
みられた。昼食会でのおせち料理に対しては、「見た目と季節感がよく、楽しめた」「はじ
めて食べるものが多い」「自分で作った」「頑張って作った」などの感想がみられ、調理実
習との関連もあり、食事を楽しんでもらえたようであった。 
午後の節句についての授業は、「物語の中に引き込まれた」「節句の意味やお正月の大切さ
がわかった」「知らないことがたくさんあって勉強になった」などの感想がみられ、節句に
込められた心を楽しく学んでもらえた。 
茶話会は「はじめて食べた」「甘すぎずおいしかった」「ごぼうの食感が良い」という感想
も見られ、とても好評であった。 
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課題及び今後の展望 
 

・本プログラムはテーマを変えて毎年実施しており、リピーターも多く、参加希望者は年々
増加傾向にあり、このようなプログラムの実施が求められていると改めて強く感じた。今回
のアンケートからも「来年も参加したい」や、対象が中学生までであることから「高校生に
なっても参加したい」などの声を戴いた。 
・和食がユネスコの無形文化遺産に登録されたことからも、日本の食文化にはこれまで以上
に注目が集まると考えられる。従って、日本の子ども達に日本の食文化を伝承していく必要
があり、「節句を大切にしていきたいと思った」「感謝の気持ちを忘れずにいようと思った」
などの声からも、本プログラムは有効であったといえる。 
・本プログラムを実施するには、大学生も教員も多大な時間を要し、また、授業の準備や給
食の提供などには多くの費用が必要である。このようなプログラムの実施の必要性を感じる
一方で、今後も継続して実施していくためには、行政などの他団体からの支援体制が不可欠
である。 
・調理実習室や食堂などの会場の収容可能人数から募集人数には制限があるが、こういった
地道な努力を積み重ねていくことの大切さを改めて感じている。 
・本プログラムに実施協力者として学生を関わらせることで、学生の知識、プレゼンテーシ
ョン力、コミュニケーション力、企画力など様々な能力が向上し、また、将来管理栄養士と
して食の大切さを伝えていく立場になることへのモチベーションにもつながり、長期的にみ
ても有意義なプログラムであった。 

（記入者 職・氏名） 京都府立大学 生命環境学部食保健学科 助手 村元由佳利 

（連絡先）TEL 075-703-5403  FAX 075-703-5403  E-mail muramoto@kpu.ac.jp 
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（様式） 

事例タイトル ５分間スタディ 
実施主体 木津川市教育委員会 
連携機関 木津川市立小・中学校 

目 的 
 
 

児童・生徒用と保護者用の２枚の資料を用いて、穴埋めやクイズをしながら５分間の学習
を行うことで、自身の食生活を振り返り、保護者とともに考える機会を作ることを目的とし
た。 

対象者、場所 
木津川市立小・中学校の児童・生徒 
木津川市立各小・中学校 

実施時期 
平成26年4月から平成27年3月のうち学期ごとに１回（計3回） 

活動内容 
 

 
（１）５分間スタディ  

９年間を見通した発達段階に応じた食に関する指導計画を作成し、学期ごとに
各１回ずつ児童・生徒用と保護者用の２枚の資料を用いて、穴埋めやクイズをし
ながら５分間の学習を行う「５分間スタディ」を実施した。  

（２）お米のムースのパッケージデザイン募集  
   京都府産のお米を使用したデザート（お米のムース）のパッケージデザインを、

市内の小学５年生に募集した。みんながお米の良さを知り、食べたくなるような
デザインを考えることで、それまで総合的な学習の時間に取り組んできた米につ
いて、さらに学習を深めることができた。  

（３）「食育クイズ」の実施  
   給食委員会の児童が給食や食べ物に関するクイズを考え、給食の時間に校内放

送を使って発表を行った。（相楽小学校、相楽台小学校等）  

 

成 果 
 

 

・木津川市内の全小中学校にて、発達段階に応じた食に関する「５分間スタディ」という指

導計画を作成し、実施することで、児童生徒の食に関する意識の向上が見られた。  

・ 地場産物を給食に使用するだけでなく、体験的な取り組みを通して周知を図ることにより、

給食を残さず食べようとする意識が高まった。 

 

課題及び今後の展望 
 

・５分間スタディの取り組みは、５分間という短い時間のため、中学校でも取り組みを進め

ることができたが、教科と関連した指導を行っていくことについては、今後各校と連携し、

取り組みを行っていく必要がある。 

・児童生徒の家庭における食生活の改善に向け、より有効なアプローチ方法を探り、家庭と

の連携をさらに強める必要がある。 

 
 

（記入者 職・氏名） 木津川市教育委員会 学校教育課 課長補佐 小西洋一 

（連絡先）TEL 0774-75-1230 FAX 0774-73-2566 E-mail gakko＠city.kizugawa.lg.jp 
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（様式） 

事例タイトル みんなでコラボin中丹 
実施主体 京都府中丹教育局 
連携機関 みんなでコラボin中丹実行委員会 
     中丹はぐくみサポート会 

目 的 
 
 

中丹地域（綾部市・福知山市・舞鶴市）のＰＴＡ会員や学校関係者を対象に、学校・家庭
及び地域社会のつながりを深め、子どもを包み込みはぐくむための環境づくりについて、地
域も親も教師もともに学び、広め合うための機会とするとともに、社会総がかりで子どもた
ちを豊かに育てるためのＰＴＡの役割や活動の在り方について研鑽を深め、指導者としての
資質の向上を図る。また、地域の様々な団体・組織等が連携して、いじめ撲滅・非行防止に
取り組む気運を高める。 

対象者、場所 

中丹管内の幼・小・中・高等学校及び特別支援学校のＰＴＡ会員、保育所
（園）の保護者、子育てに携わっている方、学校ＰＴＡ担当者他 
約３３０人 
於：舞鶴市中総合会館 

実施時期 
 
平成26年６月28日（土） 

活動内容 
 
 

 
「はぐくみ教室」の中の１教室において、高校生と一緒に、お弁当のメニュー作りをする

ことなどをとおして、バランスのとれた食生活について考えた。 
 
【高校生と一緒に「食育」を考えよう】 
 
（ねらい） 

お弁当に関する想いや考え、こだわりなどについて、世代間で交流を行い、お弁当の価値
を改めて見直し、若者の今後の食生活の在り方を皆で考える機会とする。 
 

 ◆西舞鶴高等学校料理部の活動紹介 
 ◆ねらいの説明 
 ◆ＰＴＡ会員の方に自分たちの高校時代のお弁当の絵を描いてもらう。 
 ◆お弁当クイズ 
 ◆グループ討議（理想のお弁当について高校生と一緒に考える。） 
   テーマ１ 好きなおかずはなんですか。 
   テーマ２ 特別な時のお弁当の思い出を教えてください。 
   テーマ３ 日頃のお弁当作り（及び手伝い）にかける時間を教えてください。 
        また、その苦労などはありますか。 
   テーマ４ 理想のお弁当とはどんなお弁当ですか。 
 ◆ふり返り 
 

成 果 
 

お弁当をテーマに食の大切さを改めて感じたとの感想や高校生たちの生の意見や他の参加
者の発想を聞くことで、今後、より栄養バランスを考えたお弁当のレパートリーなどに活か
そうとする意見もあり、食育推進のための意識向上に繋がるものとなった。 

課題及び今後の展望 
 

テーマに沿って各グループで交流を深めることができたが、「はぐくみ教室」全体として、
意見を共有し、より一層ねらいを意識した議論の積み上げや進行ができると、さらなる食育
推進に繋がると思われる。高校生とＰＴＡ会員の方との交流は双方から大変よかったとの声
があり、今後も世代間交流の場として企画していけるものである。 

（記入者 職・氏名）京都府中丹教育局 主事 東 範彦 

（連絡先）TEL 0773-42-1314 FAX 0773-42-9741 E-mail n-azuma69@pref.kyoto.lg.jp 
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（様式） 

第45回京都消費者大会 「ちゃんと」食べる 
 ＮＰＯ法人コンシューマーズ京都 
 

目 的 
 

講演タイトルの「ちゃんと」に「規則正しく、多品目、栄養バランス、残さず」など様々な
意味を込めて、食の分野で行われている多種多様な取組の相互の連携を強めるきっかけにす
る。 

対象者、場所 
一般市民 
ハートピア京都 

実施時期 
２０１４年１０月２５日(土) １３：３０～１６：００ 

活動内容 
 
 

 
●京都府からの話題提供 
  「京都府の食の安心・安全の取り組みについて」 
  京都府南丹広域振興局 川崎淳司 農林商工部部長 
 
●諸団体・グループからの発表 
  「子どもの食事」京都市立朱雀第八小学校栄養教諭 
  「路上弁当販売監視結果について」京都市保健医療課食品安全担当 
  「地産・地消の取り組み」京都府地球温暖化防止活動推進センター 
  「高齢者向け配食サービス」京都生協たすけあいの会 
  「食品ロスの状況について」 農水省近畿農政局 
 
●野菜にまつわるトークショー 土肥ポン太 
 
●管理栄養士による講評 
 
 
   (当日の写真はないのですが、チラシデータを添付します) 
 

成 果 
 

「ちゃんと」の意味を様々な切り口から事例を集め、知って学ぶ場を作りました。 
また、ご自身が八百屋を経営されている土肥さんの軽妙な語り口で食べることの大切さを語
っていただき、旬を大切にするなど、わたしでもできることが一つでも見つかったのではな
いでしょうか。 

課題及び今後の展望 
 

●情報拡散をもっと広くできるようにしたい。 
●発表事例の相互の連携に結びついた実感が目標通りにつかみづらかった。 

（記入者 職・氏名）事務局 右近 

（連絡先）TEL 075-251-1001 FAX 075-251-1003  

E-mail syodanren@mc2.seikyou.jp 
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（様式） 

事例タイトル 

ジビエの魅力と食肉利用活用 

実施主体 京都府女性の船「ステップあけぼの」 

連携機関            南丹・船井支部 

目  的 

１ 農作物の鳥獣被害が深刻化する中で、鳥獣対策として野生鳥獣肉を新たな地域資源と

して見直し、野生獣肉を使った料理の調理方法を知る。 

２ 鳥獣害でも最も被害額が大きいシカを素材に、おいしくおしゃれに調理する方法の講

義、実習、試食を行い、それを利活用することにより地域の活性化につなげる。 

対象者、場所 京都府女性の船「ステップあけぼの」南丹・船井支部会員 ６３名 

於 南丹市美山保健福祉センター 

実施時期 平成２６年６月１８日（水） 

活動内容 

１ ８班に分かれて、講師の指導の下に調理実習をする。（２時間） 

２ 「鹿肉・黒豆入りおこわ」の調理実習 

 （１）鹿肉の下準備（鹿肉は０．５ｃｍ角に切り、調味料（醤油・酒・みりん）につけ

ておく。（前日） 

 （２）黒豆は１晩水につけ、かために炊いておく。 

 （３）もち米は洗って１晩水につけておく。 

 （４）ごぼうはささがきにし、水につけてあくを抜き、調味料（醤油・酒・みりん）で 

    味を付けて煮る。 

 （５）洗ったもち米を鍋に入れ、米と同量の水を入れ、水が無くなるまで炊く。 

 （６）蒸し器にお湯を沸かし、敷き布を敷いて、炊いたもち米、黒豆、ごぼう、煮汁を

一度に入れて蒸す。 

 （７）蒸しあがったら飯盆に移して混ぜ合わせ、盛り付ける。 

３ 「鹿肉コロッケ」の調理実習 

 （１）鹿肉ミンチに塩、胡椒、ローズマリーを入れて炒める。 

 （２）ジャガイモは皮のままローズマリー２枝を入れて串が刺さる程度にまで湯がき、

熱いうちに細かくつぶす。 

 （３）玉ねぎは皮をむき、みじん切りにし、色が変わるまで炒める。 

 （４）１．２．３を合わせ調味料（塩・油・胡椒・砂糖）も加え混ぜる。 

 （５）１個７０ｇの大きさに整える。 

 （６）小麦粉をまぶし、溶き卵をくぐらせ、パン粉をつけて揚げる。 

 （７）レタス、プチトマトを添え盛り付ける。 

４ お弁当パックに鹿肉入りコロッケ２ケ、鹿肉・黒豆入りおこわ、ばらん、レタス、プ

チトマト２ケを盛り付け、試食をする。 
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５ 講義「ジビエの魅力と食肉利活用について」（１時間） 

   講師 美山町観光協会会長・美山町飲食業組合会長・料理旅館きぐすりや主人 

        神田 和行 氏 

（１）平成１９年から京都府の協力を得て鹿肉の有効利用を始める。地産地消。 

（２）ジビエ料理はヨーロッパで盛んであり、野生の物はほとんど食べる。 

（３）直接食べたらまずい。マリネ（漬け込む：オリーブオイル、ワイン等）にするこ

とによりおいしくなる。 

（４）臭みを抜く。鹿を捕ってから３０分で血抜きをする。鹿肉の処理場を平成２０年

に知井地区に設置し、鹿肉の出荷を行う。 

（５）７，８月の交尾期の鹿肉は油がのって女性に人気がある。ビタミン・ミネラル・

鉄分・アミノ酸が鶏肉の３倍ある。 

（６）和食への利用：鹿肉を鴨ロースと同じように使用する。 

成  果 

１ 野生鳥獣肉を新たな地域資源として見直す意識が高まった。 

２ 野生鳥獣肉をおいしく調理するコツ（１晩調味料に漬ける、ハーブを使う等）を習得

し、家庭でも利用しようとする意欲を喚起することができた。 

３ 身近にある野生鳥獣肉が健康食として有効であることがわかり、講習後も調理に活用

する会員が増えて来た。 

課題及び今後の展望 

１ 野生鳥獣肉はまだ一般的には入手しにくいので、手軽に購入できるようになれば、今

後利活用が進む可能性がある。 

２ ジビエ料理の講習や宣伝を積極的に行い、その効用を一般的に広めて利活用を進めて

いく必要がある。 

（記入者職・氏名）京都府女性の船「ステップあけぼの」南丹・船井支部長 末武千鶴子 

（連絡先）℡ 0771-75-0228  Fax 同左  E-mail  t-sue1027@cans.zaq.ne.jp 
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（様式） 

事例タイトル “生きる力を養う”食育 
実施主体 食育ファームin大原 
連携機関 2014 

目 的 

 
「種から食卓へ」のコンセプトの下、農作業
と食育活動を実施。 
 
目的①有機無農薬野菜の栽培を通じて豊かな

農村、自然と触れ合うこと。 
 
目的②生産と消費の距離を縮めること。 

手作り、手作業での食育活動を通じて
生きる力を養い、食や暮らしのあり方
について関心を喚起すること。 

対象者、場所 
主に幼稚園から小学生の子ども達とその家族 
同志社大学学外施設「農縁館」および畑（京
都市左京区大原地区） 

実施時期 
2014年5月～12月まで 計11回 

活動内容 
 
 

 
＜活動スケジュール＞ 
 
当プログラムでは野菜の生育に合わせて春夏期と秋冬期に分けて実施。参加者はその都度募
集した。2014年、春夏期は登録家族数10家族34名、秋冬期は15家族59名。 
 
 参加者 農作業 食育活動 
第1回春夏 
（5月18日） 

大人13名 
子ども16名 

お野菜旬当てクイズ・定植 ヨモギ団子作り 
（ヨモギ摘み・黄粉作り） 

第2回 
（6月1日） 

大人13名 
子ども11名 

サツマイモの定植 竹筒炊飯 

第3回 
（6月22日） 

大人13名 
子ども16名 

万願寺・きゅうりの誘引 うどん作り 

第4回 
（7月13日） 

大人12名 
子ども12名 

収穫 アイスクリーム作り 

第5回 
（7月27日） 

大人15名 
子ども16名 

収穫 収穫した野菜のBBQ 

第1回秋冬 
（9月28日） 

大人22名 
子ども25名 

種まき 豆腐作り 

オプション 
（10月12日） 

大人4名 
子ども5名 

＜作業なし＞ 麹作り 

第2回 
（10月19日） 

大人22名 
子ども25名 

追肥 巻き寿司作り 

第3回 
（11月2日） 

大人20名 
子ども23名 

お芋ほり・間引き 味噌仕込み 

第4回 
（11月30日） 

大人21名 
子ども23名 

収穫 水あめ作り 

第5回 
（12月14日） 

大人15名 
子ども16名 

収穫 鶏絞め・お餅つき 

 
（秋冬期の第4回、第5回実施分については平成26年度きょうと食育のたね交付金の助成を 

受けてプログラムを運営しました。） 
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＜野菜作りについて＞ 
◆栽培品目 

春夏期：きゅうり・かぼちゃ・なすび・ズッキーニ・万願寺唐辛子・インゲン豆・ 
大豆・さつまいも 

秋冬期：長大根・紅芯大根・コカブ・水菜・壬生菜・わさび菜・ほうれん草・ 
チンゲン菜・春菊・小松菜 

 
◆栽培スケジュール 

春夏期：種まき・苗植え（5月）～間引き、追肥中耕（6月）～収穫（7月） 
秋冬期：種まき（9月）～間引き、追肥中耕（10月、11月）～収穫（11月、12月） 

 
＜食育活動について＞ 
◆方向性 

一昔前なら当たり前のように各家庭で手作りされてきた食べ物でも、今では市販されるこ
とが主流となっているものは多い。また日本では加工食品の生産・流通・販売や外食産業
が高度に発達したこともあって、料理を自作する家庭は減少傾向にある。こうした背景か
ら食育ファームでは手間暇かけた手作りの「食」にこだわった。また「食」への関心を喚
起するため、様々な方向からアプローチした食育活動を実施。出来上がったものはなるべ
くお昼ご飯やおやつに出し、作った仲間と成果を共有し、楽しく食卓を囲むことを意識し
た。 

 
◆食育プログラム内容 

⑴生きる力を養うことを重視したプログラム 
竹筒炊飯（6月1日）・鶏絞め（12月14日） 

 
⑵伝統食品を意識したプログラム 

豆腐作り（9月28日）・麹作り（10月12日） 
味噌仕込み（11月2日）・餅つき（12月14日） 

 
⑶手仕事を重視したプログラム 

ヨモギ団子作り（5月18日） 
うどん作り(6月22日) 
水あめ作り（11月30日） 

 
⑷食への関心喚起を重視したプログラム 

非遺伝子組み換え飼料で育った牛の牛乳を使ったアイスクリーム作り（7月13日） 
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成 果 
 
 

○食育ファームでは野菜の栽培の他に自然の中で子どもたちが感じ
る感性を大切にしたいと考えてきた。春夏期が始まってすぐの
頃、田畑にいるおたまじゃくしや小さい雨蛙をみて「気持ち悪い」
と言って顔をしかめていた子どもが回数を重ねるごとに慣れ、最
終的には家に連れ帰り、家族みんなで楽しんでお世話をするよう
になったケースがあった。また畔に生えていた“カラスノエンド
ウ”の実を使って笛にする遊び（通称「ピーピー笛」）をあるお
父様が披露してくださり、子どもたちが目を輝かせ作り方を教え
てもらっていた。田舎なら誰もが当然のように知っている遊びで
も都会育ちの子どもたちにとっては教えてもらって初めて接す
る遊びであり、新鮮に映ったようだった。また“食育ファーム”
といえば虫取り！というくらい、畑よりも虫に熱中し、伸び伸び
楽しむ子どもたちの姿も見られた。 

 
○野菜の栽培管理に関して、細心の注意を払いながら子どもたちに鍬や鎌を持たせて作業を

進めた。作業を任された子どもたちはとても意欲的に参加していた。 
 
○収穫は「（収穫の次の作業となる）お料理する人のことを考えて収穫しよう」と呼びかけ、

後工程を考えた丁寧な作業を促した。土がついている野菜は畑でなるべく土を落とすな
ど、意識して取り組む姿が見られた。種まき（もしくは定植）をした野菜が順調に育ち、
収穫できたときはみんなで喜びを分かち合った。一方、長雨の影響と思われ、想定より
も少ししか収穫できなかった野菜もあった（ズッキーニ、大豆、さつまいも）。また収
穫目前のきゅうりを動物にごっそり食べられてしまったこともあった。こうしたことは
農業が自然（天候）に非常に左右されやすいものであることや農業が直面している獣害
被害を理解する上で貴重な機会となった。 

 
○食育活動では多岐に渡り様々なプログラムを実施した。春夏期に実施した竹筒炊飯は6月1

日にしては異常な36℃の炎天下の中、まさにサバイバルな取り組みになった。7月のアイ
スクリーム作りでは電気を使わず氷と塩だけでアイスクリームを作るというプログラム
を実施した。その材料に使った牛乳は非遺伝子組み換え飼料のみを与えられた牛から搾
乳されたものであり、わざわざそうした表記があることの意味を参加者へ問いかけた。
大豆に関連する食育活動では黄粉作り、豆腐作り、味噌仕込みを行い、畑でも大豆を育
てた。本来は畑で育てた大豆を秋冬期の食育活動に生かしたいと考えていたが、作付時
期や収量との兼ね合いで上手くいかなかった。 

 
○水あめづくりは意外にも親御さんたちの関心が高かった。「昔、母がキャラメルを手作り

してくれたことを思い出した」といった声や「母に食育ファームで水あめを作ることを
伝えると母が“私、作れるで！私がつくろかー？”と身を乗り出してきた」という声も
聞かれた。実際に作ってみると最終工程の煮詰める作業に長い時間を要し、親御さんか
らは、手間暇かかる工程にも関わらず子どもたちに食べさせたい一心で作ってくれた母
の思いを知ったという感想が寄せられた。子ども時代に経験した“味”が大人になって
からも思い出とともに記憶のどこかに残っていることが再確認でき、運営者としては非
常に印象深い取り組みとなった。 

 
○秋冬期の最終回にこれまでの取り組みの総括とし

て「命」と「食」のつながりを理解し、認識を
深めるために鶏の命をいただいて食べた。鶏を
絞める現場を見たくない人もいることから、開
始時間に差を設けて実施した。鶏の見学をした
参加者からは「スーパーで売っているお肉が全
てではないことを子どもたちに伝えたかった
（複数意見）」「命をいただく現場を見ないの
はとても貴族的な感じがし、都合が良すぎると
思った」といった感想をいただいた。逆に見学
をしなかった参加者からは「子ども（小4女子）
に鶏見学をしたいか聞いたところ、即答で明る
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い声で『見たいー！』と返ってきたことに戸惑い、不安を感じた。興味本位だけで絶命
するシーンを見てほしくないと思った」「鶏を絞めるところは見学しなかったが、生ゴ
ミとして鶏の頭が処分されているのを子ども（小１女子）が発見し、とっさに『ごめん
ね』と言っていた。その後唐揚げになって出てきたときはしみじみと『いただきます』
と手を合わせて食べていた。鶏を絞める瞬間だけが学びではないと思った」というコメ
ントが出された。直前まで生きていた鶏の命をいただき食することは、親子での食育活
動を運営する食育ファームにおいて刺激が強すぎるのではないかとの懸念もあったが、
鶏の命をいただいたことを通して私たちが日ごろ口にしている食べ物は、野菜も含めて
命あるものを誰かが手をかけ、食材になっているのだということを理解し、だからこそ
『いただきます』と感謝して食べることにつながるのだというメッセージになったので
はないかと考えている。重いテーマであったが非常にやりがいのある取り組みとなった。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

課題及び今後の展望 
 

① 食育ファームでの取り組みは、生産と消費の距離が乖離している現状において、その距離
を縮めることを狙いとしている。しかし参加者にとっては食育ファームの場は月に1～2
日の非日常な場であり、そこからどうそれぞれの日常に繋げてもらうことができるか、も
しくはそこにどんな仕掛けを作ればそれができるようになるのかを探っていきたい。 

② ①に関連して、今後の展望として、より日々の暮らしに根付いた取り組みを実施し（例え
ば味噌ならこれまでの1家族あたり1キロの仕込みではなく1家族当たり半年～1年分にす
るなど）、食育ファームが家庭の必需品を作る場として機能できないか、その方法を検討
したい。 

③ 秋冬期のあるとき、畑で野菜の味見を促した際、「土ついてるし、バイ菌付いていそうや
からイヤやー」と言った子がいた。想定外の反応に畑担当のスタッフが「ちょっとぐらい
そういうの食べたほうが、体が丈夫になっていいんやで」と答えるもその子は結局食べな
かった。これまでの食育ファームでは、抗菌・殺菌されているのが清潔で良しとされる風
潮に対して特に切り込んでこなかったが、今後はそうしたことを含め、参加者自身に考え
てもらう場（きっかけ）を作っていきたい。 

④ 食育ファームはお子様を含む家族を対象としたプログラムであるがゆえに事前に出欠確
認をとっていてもお子様の体調不良等で直前のキャンセルが少なくなく、しかしその時点
で既に食育活動に使う食材などの準備を済ませていることがほとんどで、資金面で運営が
難しい。またスタッフは全員ボランティアのため個人の都合によっては食育ファーム参画
への優先順位が左右され、継続的な人員確保が難しい。運営資金に関してはより安定的で
継続性のある事業を目指すため、助成金の活用や参加費の見直し、キャンセル料の導入な
どを検討したい。 

（記入者 職・氏名）同志社大学大学院 総合政策研究科 廣瀬昌代   

（連絡先）TEL 090-1958-9598      E-mail shokuikufarm2013@yahoo.co.jp 
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（様式） 

事例タイトル 
市広報・ホームページにおける 
お手軽朝食レシピの掲載 

実施主体 長岡京市 
連携機関  

目 的 
 
 

○手軽に作れる朝食レシピを知ってもらうことで、朝食喫食者の増加を図る。 
○バランスがよくなる組み合わせ例を掲載することで、栄養バランスのよい朝食喫食者の増

加を図る。 

対象者、場所 市民 

実施時期 平成26年4月～ 

活動内容 
 

 
○市広報（毎月 15日）及びホームページにおいて、「お手軽朝食レシピ」と「バラン

スがよくなる組み合わせ例」を掲載している。  
（昨年度は、野菜摂取量の増加を目的に「野菜レシピ」を掲載していた。）  

○19日の「食育の日」の啓発も兼ね、毎月15日号に掲載している。 
○レシピは、食育を担当している農林振興課、学校教育課、こども福祉課、健康推進課の4課

が持ち回りで作成している。 
 
（例）平成26年11月15日号広報 
 

成 果 
 

 
○朝食喫食率増加と朝食の栄養バランスアップについて市民全体に啓発ができたこと。 

課題及び今後の展望 
 

 
○ホームページには写真がカラーで掲載されるが、広報には白黒写真で掲載されることが残

念である。 
○長岡京市食育推進計画の目標に沿って、今後も広報による食育啓発を継続する予定である。 
 

（記入者 職・氏名） 長岡京市健康推進課 食育担当 西 由加里 

（連絡先）TEL 075-955-9520 FAX 075-955-2054  E-mail kenkou@city.nagaokakyo.kyoto.jp 

147



  

 

提出都道府県名 

政令指定都市名 

京都府 

 

取 組 市 町 村 宇治市 

 

取 組 の 名 称 食育啓発パネル展示 

 

 

取 組 内 容 

 

宇治市では、6月５日から 6月 19日にかけての 2週間、

JR宇治駅前の公共施設「ゆめりあ宇治」内のギャラリーにお

いて食育に関するパネル展示を行いました 

この取組は、食育月間および食育の啓発を、広く市民へ行う

ことを目的として、2年前から食育月間である 6月に実施して

います。 

 

今回展示したのは、宇治市の食育推進計画の紹介や、噛むこ

との重要性をまとめたパネル、宇治市内で食育に携わっておら

れる市民団体、ボランティアなどから構成される「宇治市食育

ネットワーク」の紹介パネルなどで、京都府が作成した地元産

野菜の旬や収穫時期についてのパネル、宇治茶についてのパネ

ルなども合わせて展示しました。 

 

6月2日には地域のコミュニティラジオ局であるFMうじに

出演し、食育の啓発や、このパネル展示の告知などを行い、大

変多くの方にご覧いただけたようでした。 

 

 また、宇治市食育推進計画の概要版や地元産の野菜を使った

一品料理のレシピの配布も行い、多くの方にお持ち帰りいただ

きました。 
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提出都道府県名 

政令指定都市名 
京都府 

取 組 市 町 村 宇治市 

取 組 の 名 称 「宇治橋通り笑顔がいっぱいわんさかフェスタ 2014」への参加 

 

取 組 内 容 

 

 

 

  

市民の皆さんに広く食育に親しんでいただくことを目的として、

10月に行われた地域の商店街のイベントにブースを出展し、食育の

啓発を行いました。当日は、市内で食育活動に取り組んでおられる

『宇治市食育ネットワーク』の皆さんの協力により、様々な企画を

実施しました。 

 

○宇治市内産抹茶の試飲・販売（宇治市茶生産組合） 

 
 

宇治市内産の抹茶をその場でたてて試飲して

いただき、行列ができるほどの盛況ぶりでし

た。 

 

 

 

○加工食品の販売（JA京都やましろ女性部） 
 

 

地元産の米や大豆を使った手作り味噌や、ち

らし寿司などの販売を行い、市民の皆さんに

地産地消を伝えました。 

 

 

 

○紙のお弁当づくり（うじ食育ボランティアこんぺいとう） 
 

 

紙で作った食材をお弁当箱に貼って、栄養

のバランスも考えたお弁当作りを行いま

した。 

 

 

 

 

○食育体験（京都文教短期大学食育クラブ） 
 

 

食材のつりゲームや、お箸で豆をはさむゲ

ーム、紙芝居などを行い、お子様に食に興

味を持っていただく良い機会になりまし

た。 
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