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分野 実施主体名 タイトル 頁

農林水産 野木武、梅本修（指導農業士） 丸ごと丹後産食材で給食を 1

端清隆（指導農業士） お米についてもっと知ろう 2

茂籠進（指導農業士） 農業体験してみませんか 4

放課後平屋クラブ、三﨑正子（女性農業士） 野菜苗の植え付け、収穫体験、食育クッキング 5

お魚料理教室① 7

お魚料理教室② 8

市場見学及びお魚料理教室 9

京都府漁業士会 丹後の海藻の加工方法を習得し、どのような食べ方ができるか考えよう 10

自然幼稚園（京都市） いのちとこころを育む野菜そだて 12

大山崎町立保育所（大山崎町） パネルシアター・朝食調べ・？ボックス 15

草内保育所（京田辺市） 玉ねぎの皮むき 16

三山木保育所（京田辺市） みんなで夏野菜を育てよう 17

南山保育所（京田辺市） 夏野菜収穫、給食参観、ひじき水戻し 18

木津保育園（木津川市） おもちつき 19

木津川台保育園（木津川市） 春キャベツのお味噌汁 20

相楽台保育園（木津川市） さつまいもクッキー作り 21

相楽保育園（木津川市） 季節を通し、食に興味を！ 22

笠置保育所（笠置町） 献立早見表を使って、いろいろな食材や働きを知ろう 23

千代川保育園（亀岡市） 園で育てた大根をみんなで食べよう 24

大井保育園（亀岡市） 「育てて食べよう」 26

めぐみの園保育園（亀岡市） 「夏野菜を育てて食べよう」 27

ひまわり保育園（福知山市） 世界の料理 32

コスモス保育園（福知山市） 収穫祭 33

さつき保育園（福知山市） 旬の食べ物おいしいよ！！ 34

わかば保育園（福知山市） 飯盒でカレーライス 36

花園保育園（福知山市） 夏野菜を味わおう 37

鬼のお寿司と味噌汁を作ろう！ 38

菜園活動 39

中六人部保育園（福知山市） さつま芋を使用したクッキング 40

土師保育園（福知山市） 収穫祭 41

せんだん苑こども園（綾部市） 手作りおやつ（白玉団子、ポンデリング） 42

綾東こども園（綾部市） さつまいも栽培とクッキング 50

中筋幼児園（綾部市） 栽培、収穫、食材に感謝！！！ 51

豊里幼児園（綾部市） さつまいも団子をしよう！！ 53

餅が出来るまで 54

手作りクッキング、よもぎ団子 55

夏野菜を育てる 56

お泊りキャンプ 57

平保育園（舞鶴市） お米作り 58

おやつ「かえるパン」の飾りつけ 59

七夕の行事食（４、５歳児） 60

夏野菜の収穫（５歳児） 61

さつまいもの苗植え（全児） 62

とうもろこしの収穫（５歳児） 63

朝食調べ（４、５歳児） 64

カキ豆の苗植え（５歳児） 65

食 育 事 例 　一 覧

京都府漁業協同組合

昭光保育園（舞鶴市）

上川口保育園（福知山市）

養老保育所（宮津市）

保育園
幼稚園
幼児園

こども園

＜平成２９年度 事例集＞ 



分野 実施主体名 タイトル 頁

白菜苗を定植する（５歳児） 66

小カブの種まき（５歳児） 67

長葱の苗植え（５歳児） 68

春菊の種まき（５歳児） 69

お好み焼き（５歳児） 70

京都市立洛中小学校 おもてなし授業 71

長岡京市立長岡第五小学校 食生活アンケートの実施 72

１年生防災学習　～避難所体験・３時間目　非日常体験～ 73

中学生の健康と体力の向上と栄養 74

八幡市立小中学校（全１２校）
①食育の日の献立の実施
②献立表やポスターによる周知

75

精華町立小学校（全５校） 郷土料理、特産品を使用した給食 76

亀岡市青野小学校 学校教育活動全体に位置付けた食育活動 77

亀岡市立東別院小学校 田植え、芋の苗植え 79

南丹市立八木西小学校 えんどう豆のさやむき体験、調理場見学 80

南丹市八木中学校 食生活アンケートの実施 81

京丹波町立下山小学校 地域に学ぼう～ふるさと学習～ 82

京丹後市立久美浜中学校 和食給食の取組 85

大学 生活習慣病（脂質異常症）予防メニューの提供 86

食物栄養学科学生による食育活動 88

秋の特別公開講座
ユネスコ無形文化遺産登録にみる「和食－日本人の伝統的な食文化」と食育

89

第15回宇治橋通りわんさかフェスタ 90

「栄養士のたまごが考えた文教ランチ～成道会バージョンの販売」 91

京都文教大学ともいきフェスティバル2017「ともいきヘルシーランチ販売」 92

幼稚園園児への給食と食育活動 93

京都光華女子大学 保育士養成校での食育授業 94

木津川市教育委員会 ふりかけパッケージデザイン募集 95

久御山町教育委員会 弁当を自分で作ろう 96

南丹教育局、亀岡市学校給食研究会、南丹・船井学校給食研究会 南丹地区食育・学校給食研究協議会 99

中丹教育局 みんなでコラボin中丹 101

丹後教育局、与謝地方学校給食研究会、京丹後市学校給食研究会 丹後食育・学校給食研究会 102

平成29年度「宇治新茶・八十八夜茶摘みの集い」 103

「夏の宇治茶　涼やか茶会」 105

内閣府認定公益社団法人全日本司厨士協会 シェフによる食育授業 107

京都府助産師会 水曜サロン　水曜ミニ講座 109

京都生協、京都府生協連 親子で丹波黒枝豆収穫体験in京丹波町 111

府庁旧本館マルシェ実行委員会
（NPO法人日本都市農村交流ネットワーク協会）

京都こだわりマルシェin府庁 112

宇治市健康づくり＜うー茶ん＞連絡会
平成29年度＜うー茶ん＞のつどい
お手軽でおいしい！～スピードクッキング♪～

113

京都市中央市場
カルタで目指せ！野菜マスター
～オリジナルのカルタを使って野菜について学ぼう～

114

乙訓私立幼稚園協会園長会 京野菜を食べよう 115

（有）辰巳屋 日本料理に学ぶ食育 117

いきいき健康フェア 118

いきいき健康フェア（食育劇） 119

大山崎町栄養士連絡会 大山崎町の健康スタイル～大山崎町のみんなが健康になるための標語を考えよう～ 120

宇治市食生活改善推進員協議会「若葉の会」 楽しい！キッズクッキング 121

公益社団法人京都府茶業会議所

その他
教育関係

消費者
団体、
NPO等

宇治市立槇島中学校

養老保育所（宮津市）

小学校
中学校

京都文教短期大学

公益社団法人京都府栄養士会



分野 実施主体名 タイトル 頁

行　政
京都府 「へうげもの茶宴inみかのはら」 122

長岡京市 体験できる食育ひろばの実施 124

保育所における食育 125

食品に含まれる塩分に注意 126

京田辺市 「食育」の啓発 127

木津川市 食育月間展示 128

ぼくのわたしのごはんづくり　赤、黄、緑 129

食育推進のための街頭啓発 130

食育推進のためのパネルの展示 131

環境月間食品ロス啓発パネル展示及びチラシの配架 132

食育劇の実施 133

南丹市健康増進・食育推進委員会 「軽トラ市で　元気コラボ」 135

綾部市 あやべ食育・すこやかフェスティバル 137

オリーブ食育・健康セミナーの開催 138

パクパクおやこキッチン 140

京丹後市 児童への食育指導の実施 141

きょうと健康長寿推進丹後地域府民会議
丹後食育フォーラムの開催
パネルディスカッション「丹後ならではの食育について」

142

大山崎町

精華町

宮津市



 

 

（様式） 

事例タイトル 丸ごと丹後産食材で給食を 

実施主体 野木武、梅本修 
（指導農業士（京丹後市農業経営者会議））  

連携機関 京丹後市農林水産環境部農業振興係、 
京丹後市教育委員会、 
京丹後市立宇川小学校、 
京丹後市立いさなご小学校 
丹後王国「食のみやこ」 

目 的  

 丹後産の農作物（食材）の魅力、おいしさを知ってもらう。  
 食べ物は体をつくる基本となるものであり、大切なものであることを知ってもらう。 

対象者、場所 
１月１８日 京丹後市立宇川小学校（１、２年生１４名） 

１月１９日 京丹後市立いさなご小学校（３年生約４０名） 

実施時期 １月１８日、１９日 

活動内容 
 
 

 
 ・学校給食食材流通モデル事業による「食育事業、交流給食」（１ヶ月間）として実施 
 
 ・自己紹介（どんなものを作っているのか、等） 
 ・好きな野菜、嫌いな野菜、旬の野菜を知っているかを問いかけ 
 ・ニンジン等野菜ができるまで（土作りから作物の生育、収穫、配達、調理されて給食に

なるまでを写真やパワーポイントを見ながら説明、台風被害についても） 
・給食の野菜が届くまで（京丹後産にこだわらないなら、北海道や沖縄など遠いところか

ら時間をかけて届く） 
 ・質疑応答 
 
 

成 果 
 

・メモを取りながら話を聞いていた。問いかけにもしっかりうなずいたり、元気に返答する
など、普段食べている給食の食材（野菜）が届くまでに興味を持ってくれた。 
 特に野菜が大きくなるまでの話を聞いて、「すごい」との声が上がっていた。 

課題及び今後の展望 
 

・地元野菜等をもっと給食で使ってもらえるようになること。 
 もっと地元を、野菜を、農業を好きになってもらうこと。 

（記入者 職・氏名）  丹後地域農業士会 指導農業士 梅本修、野木武 

（連絡先）TEL 0772-65-3884(FAX同左)（梅本）、0772-75-0696(FAX0772-75-1939)（野木） 
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（様式） 

事例タイトル 
お米についてもっと知ろう 

実施主体 端 清隆（指導農業士） 
連携機関 京都市立樫原小学校 

JA京都市川岡支部青壮年部 
     京都市西部農業振興ｾﾝﾀｰ 
     京都府京都乙訓農業改良普

及ｾﾝﾀｰ 

目 的 
 

田植え、稲刈りなどの体験、お米や食に関する授業に地元農家や関係機関協力のも
と、年間を通じて取り組み、学習した成果の発表を通して、児童のお米についての理
解を深める。  
 

対象者、場所 
京都市立樫原小学校５年生児童・担任143名 京都市立樫原小学校及び近隣
ほ場 

実施時期 

５月２２日（月） バケツ稲作用種籾塩水選実習 
６月１９日（月） 田植え体験 

１０月 ５日（木） お米クイズ 
１０月３０日（月） 稲刈り体験 
１１月１５日（水） 総合学習発表会 
１１月３０日（木） 脱穀・籾すり・精米実習、お米の授業 
 １月２４日（水） 調理実習（ＰＴＡ主催）（４色おやき等） 
 ３月 ２日（金） 発表会（１年間学んだことを次の学年へ伝える。） 

活動内容 
 
 

 
（１）バケツ稲作用種籾塩水選実習  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（２）田植え体験         （３）お米クイズ  
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（４）脱穀・籾すり・精米実習  
 

成 果 
 

 児童は、実習やクイズを交えながらの授業を通じて、米作りや食に興味を持つと共に、お
米の用途や栄養について理解を深め、お米の大切さを学ぶことができた。 

課題及び今後の展望 
 

 
 当小学校での「お米学習」は、平成１１年から、毎年５年生が、総合的な学習の時間に取
り組んでおり、田植えや稲刈りなどの学校ではできない体験をはじめ、米作りの様々な場面
での指導や食育などの発展学習まで、端指導農業士が中心となって関係機関と連携しながら
サポートを行っている。 
 ５年生児童は１年間の学習の成果を年度末に発表することにより、次の学年へ伝え、この
「お米学習」が毎年続けられていく。 
 

（記入者 職・氏名）京都乙訓農業改良普及センター 主査 豊田浩靖 

（連絡先）TEL:075-315-2906 FAX:075-315-2909 E-mail:h-toyoda50@pref.kyoto.lg.jp 

3

TEL:075-315-2906


 

 

（様式） 

事例タイトル 農業体験してみませんか 
実施主体 茂籠 進（指導農業士） 
連携機関 与謝野町商工課、農林課 

目 的 
 
 

 消費者と密接に繋がる場をつくる 
 どうやって作物が、普段食べている食材になるのかの過程を知ってもらう 
 

対象者、場所 与謝野町在住の家族（３家族×４名） 

実施時期 ５月１４日、２８日（田植体験）、９月２４日（稲刈体験） 

活動内容 
 
 

 
     ※写真、図などの貼付可 
     ※複数枚にわたっても可（必要に応じて枠を拡げてください） 
 
 ・田植体験 
   手植え、機械植えの田植えを体験してもらった 
   ポン菓子の実演 
   （２家族×４人） 
 
 
 ・稲刈体験 
   手刈り、機械刈りの稲刈りを体験してもらった 
   平飼い鶏の卵収穫体験も 
   （１家族×４人） 
 
 

※役場が事務局として農業体験希望者を公募で募り、４戸の農家で対応している。 
 外国の方や地域外の方も体験可能。 
 ただし、天候やその時の作業状況等で対応農家や作業内容は変わる可能性有り。 
 近隣の農家で、学校に協力して田植教室をしている事例もある。 

 

成 果 
 

・始めは遊び感覚で騒いでいたが、徐々に真剣に作業をしてくれた。 
・「産みたての卵はあったかい」と驚きの感想を聞けた。 

課題及び今後の展望 
 

・通常の仕事の合間を見て活動しており、多くの方に体験してもらいにくい。 
 （田植えなら、苗さえあればすき込んで対応できるが、稲刈りは一度刈ってしまえば終わ

りとなる。） 
・栽培だけで無く、栄養士や料理人と協力して、食べるところまでの話ができれば、より楽
しく分かりやすい食育となると思う。 
・写真や記録ノートをと思っても、１人で対応していると、なかなか手が回らない。休みの
日の対応が多く、役場にも頼みにくい。 

（記入者 職・氏名）  丹後地域農業士会 指導農業士 茂籠進 

（連絡先）TEL 0772-42-6352 （FAXは電話と同じ） 
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（様式） 

事例タイトル  野菜苗の植え付け、収穫体験 
食育クッキング 

実施主体 放課後平屋クラブ 
三﨑 正子（女性農業士） 

連携機関 平屋振興会（里の公共員） 
     南丹市食生活改善推進員 

協議会美山支部 

目 的 
 
 

＊野菜の生長を観察することで、普段食べている野菜がどのように実っていくか関心を持っ
てもらう。 

＊その野菜を収穫し、調理して、野菜のおいしさ、食事の楽しさを改めて知ってもらう。 

対象者、場所 
平屋地区小学生・保護者・在住の方 
平屋尚学校・放課後平屋クラブ（南丹市美山町旧平屋小学校） 

実施時期 
６月 ４日（日）野菜の苗植え（児童13名） 
７月２８日（金）収穫体験＋食育クッキング（児童24名） 

活動内容 
 
 

 
◆放課後平屋クラブでは、旧平屋小学校跡地（南丹市美山町）を活用し、平屋地区の小学生

を対象に、四季折々のイベントを開催しています。 
 
◆春はプランターに花の苗植え、観察日記、夏は野菜の苗植え、花の写生大会、とれたての

野菜を使ったクッキング、秋はハロウィンかぼちゃ作り（道の駅に展示）など、様々な活
動に取り組んでいます。ここでは、夏の食育活動をご紹介します。 

 
① 野菜苗の植え付け（誘引等の指導） 
② 収穫体験（サル、カラスの獣害に遭い、ネットで防御） 
③ 食育クッキング 

＜メニュー＞ ・デコレーション寿司 
       ・れんこんハンバーグ 
       ・万願寺とおじゃこの炊いたん 
       ・トマトとキュウリのサラダ 
       ・オクラのすまし汁 
＊万願寺とうがらし、トマト、キュウリは、平屋尚学校で採れたものを主に使用 

 
 

成 果 
 

 
＊夏野菜がぐんぐん生長していく様子、実が日々大きくなっていくのをとても楽しみに観察

してくれていた。 
＊調理については、「南丹市食生活改善推進員協議会美山支部」の方々に指導していただき、

とてもスムーズに進み、予定どおり皆で楽しく、おいしくいただくことができた。 
 

野菜苗の植え付け 食育クッキング 食育クッキング 
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課題及び今後の展望 
 

 
＊人気（ひとけ）のなくなった学校の畑には獣害がみられ、隔日で来られる管理人の方に迷

惑をかけてしまった。前もっての対策を怠ったことを反省しています。 
＊調理に関しては、小学校１年生から６年生まで、それぞれが出来る事を自分で考えて取り

組んでいた。また、上級生は下級生に思いやりをもって接していた（教える、ゆずる等）。
その様子から、またこのような取組が出来ればと思う。 

 

（記入者 職・氏名）女性農業士・三﨑正子 

（連絡先）南丹農業改良普及センター 主査 中西宏彰 
TEL:0771-62-0665 FAX:0771-63-1864 E-mail:h-nakanishi54@pref.kyoto.lg.jp 
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事例タイトル お魚料理教室①
実施主体 京都府漁業協同組合
連携機関 舞鶴市城南会館・地元漁業者婦人

目 的

・京都府の水産について理解を深めてもらい、魚食普及を推進する。
・魚の基本的なさばき方を教え、実際にさばいてもらい、さばき方を覚えてもらう。
・調理した魚料理を食べる事で、水産物の美味しさを感じてもらい、今後の水産物消費に繋げる。

対象者、場所
① 舞鶴市民 ２０名（舞鶴市広報誌で参加募集）於:舞鶴市城南会館
② 舞鶴市民 ２０名（舞鶴市広報誌で参加募集）於:舞鶴市城南会館

実施時期
① 平成２９年 ５月１８日（木）午前１１時００分～午後１時３０分
② 平成２９年１０月１２日（木）午前１１時００分～午後２時００分

活動内容
（１）お魚料理教室（①,②）
  1.漁協職員による京都府の漁業（資源管理の取り組み等）、使用食材、調理メニューの説明（資

料配布）
  2.参加者の前で講師（地元漁業者婦人）が魚のさばき方を実演しながらコツ等伝える。

3.参加者はグループ毎に分かれ、各調理台で魚とイカを各１尾ずつ講師の指導のもとさばく。
4.試食しながら講師と水産物の美味しさ、漁業の大変さ等の話をしながら交流を図る。

（２）使用魚種・調理メニュー
  

成 果

○資料を基に京都府水産業の取り組みを伝える事ができた。
○旬の魚種を使って調理を行い、手軽に美味しく食べる方法等実践をとおして伝える事ができた。

課題及び今後の展望

○魚食普及の推進のために参加された方から、魚料理方法を他の方々へ広めていただけるような取
り組みの展開と声掛けをおこなう。

○家庭でも簡単にできるメニューの種類を増やす。
（記入者 職・氏名）京都府漁業協同組合   指導課 山口晏奈
（連絡先）ＴＥＬ ０７７３-７７-２２０２ ＦＡＸ０７７３－７６－５６６７
     E-mail kt-shidou@ktgyokyo.jf-net.ne.jp

① ②

参加者料理実践の様子

参加者が調理、試食された料理 参加者が調理、試食された料理

参加者料理実践の様子

①

・アジのたたき

・スルメイカの刺身
・イカゲソ醤油マヨ
・トビウオつみれ汁（講師調理）

②

・湯煮（サゴシ）

・サゴシとイカの刺身
・イカゲソ醤油マヨ
・二ギス団子汁（講師調理）
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事例タイトル お魚料理教室②
実施主体 京都府漁業協同組合
連携機関 京都府立綾部高等学校東分校

地元漁業者婦人
目 的

・京都府の水産について理解を深めてもらい、魚食を推進する。
・魚の基本的なさばき方を教え、実際にさばいてもらい、さばき方を覚えてもらう。
・調理した魚料理を食べる事で、水産物の美味しさを感じてもらい、若い世代の魚食離れを防ぐ。

対象者、場所 綾部高校東分校生徒 ２年生 １２名 於:綾部高校東分校

実施時期 平成２９年６月１２日（月）午前１０時４０分～午後１２時３０分

活動内容
（１）お魚料理教室
  1.漁協職員による、使用食材、調理メニューの説明（資料配布）
  2.参加者の前で講師（地元漁業者婦人）が魚のさばき方を実演しながらコツ等伝える。

3.参加者はグループに分かれ、魚やイカを各１尾ずつ講師の指導のもとさばく。
4.試食しながら京都府の漁業（資源管理の取り組み等）の説明、講師と水産物の美味しさ、調

理した感想等を聞き交流を図る。

（２）使用魚種・調理メニュー

成 果

○講師指導のもと、料理経験の少ない生徒達に興味をもって楽しく取り組んでもらえた。
○初めて魚をさばいたが、家でも実践してみたいとの声が聞かれた。

課題及び今後の展望

○アレルギーを持った子でも調理体験、試食ができるようメニューや魚種を考える。
○若い子たちが食べたいと思う料理を考案し、家庭で簡単にできるメニューの種類を増やす。

（記入者 職・氏名）京都府漁業協同組合   指導課 山口晏奈
（連絡先）ＴＥＬ ０７７３-７７-２２０２ ＦＡＸ０７７３－７６－５６６７
     E-mail kt-shidou@ktgyokyo.jf-net.ne.jp

生徒による調理の様子

生徒が調理、試食した料理

・アジのたたき
・アジのカレームニエル
・スルメイカの刺身
・イカゲソ醤油マヨ（講師調理）
・トビウオのつみれ汁（講師調理）
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事例タイトル 市場見学及びお魚料理教室
実施主体 京都府漁業協同組合
連携機関 舞鶴市立城北中学校

地元漁業者婦人
目 的

・京都府の水産物の流通、資源管理、環境へ配慮した漁業の取組等について説明し、これを機に京
都府の水産に関心をもってもらい、魚食を促し、若い世代の魚食離れを防ぐ。

・魚の基本的なさばき方を教え、実際にさばいてもらい、さばき方を覚えてもらう。

対象者、場所 城北中学校生徒 １年生 ３５名 於:城北中学校

実施時期 平成２９年１０月４日（水） 午前９時００分～午後１３時００分

活動内容
（１）市場見学

1.市場（水揚げ、入荷した鮮魚、セリ）の見学
2.漁獲方法、セリ、流通、旬の魚等の説明

（２）お魚料理教室
  1.漁協職員による使用食材、調理メニューの説明（資料配布）
  2.参加者の前で講師（地元漁業者婦人）が魚のさばき方を実演しながらコツ等伝える。

3.参加者はグループに分かれ、イカを各１尾ずつ講師の指導のもとさばく。
4.試食しながら京都府の漁業（資源管理の取り組み等）の説明、講師と水産物の美味しさ、調

理した感想等を聞き交流を図る。

（３）使用魚種・調理メニュー

成 果

○普段、見られない新鮮な水産物を見て、京都府産水産物に興味・関心を持ってもらえた。
○セリや伝統的な漁法、資源・環境に配慮した漁法の説明をすることにより、安心･安全な水産物

の供給を行っている事を知ってもらうことができた。
○旬の魚種を使って調理を行い、さばき方のコツなど実践をとおして伝える事ができた
課題及び今後の展望

○より関心を引くために、水産物に触れる機会を増やす。
○若い子たちが食べたいと思う料理を考案し、家庭でも簡単にできるメニューの種類を増やす。

（記入者 職・氏名）京都府漁業協同組合   指導課 山口晏奈

（連絡先）ＴＥＬ ０７７３-７７-２２０２ ＦＡＸ０７７３－７６－５６６７
     E-mail kt-shidou@ktgyokyo.jf-net.ne.jp

市場見学の様子（魚の説明） 生徒による調理の様子

・スルメイカの刺身
・イカゲソ醤油マヨ
・二ギス団子汁（講師調理）
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（様式） 

事例タイトル  

丹後の海藻の加工方法を習得し、どのよ
うな食べ方ができるか考えよう 

実施主体 京都府漁業士会 

連携機関 京都府立海洋高等学校 

 

目 的 
 

 

○漁港周辺で海藻を探索・採取し、「海藻にふれる、海藻の名前を知る」などの体験を通し
て、丹後の海藻に親しみをもってもらう。 

○丹後の海藻エゴノリを素材として、地域の食として根付いているウゴの加工方法を習得す
るとともに、新たな食べ方を考えるきっかけとする。 

 

対象者、場所 
京都府立海洋高等学校海洋資源科食品経済コース3年生19名、教員3名 

於養老漁港（長江地区）周辺（午前）、海洋高校加工実習室（午後） 

実施時期 平成２９年６月２９日(木) 

活動内容  

（１） 海藻の探索 

① 地区の漁業士2名の先導・指導により、漁港周辺で陸上より海藻を採取。 

② 海藻を海洋高校に持ち帰り、生徒達が種類毎に分類した後、名前を確認・記入。 

③ 普及指導員が答え合わせを実施。 

 

 

 

 

 

                  海藻の探索       海藻の分類 

（２）ウゴの加工 

  ①きょうと食いく先生である漁業士が海藻エゴノリの生態について説明。 

② 事前処理（付着物除去、吸水）したエゴノリを用い、加工工程の概略を説明。 

③ 班に分かれて加工を実施。漁業士は各班を回り、適宜アドバイスを実施。 

④ 生徒達が、できあがった製品（ウゴ）を様々な味で試食。   

 

 

 

 

 

  エゴノリの説明   加工のコツを指導  できあがったウゴ     試食 

10



 

 

成 果 
 

① 生徒達が、身近にある海藻に関心を持つようになり、地域の魅力を再発見する機会とな
った。 

② 生徒達が取り組む、1dayレストランや御膳コンテストの食材として用いるために、新た
な食べ方を考える機会となった。 

課題及び今後の展望 
 

① エゴノリだけではなく、他の丹後の海藻にも関心をもってもらうために、時期をとら
えてこの様な取組を海洋高校生以外に対しても広く実施していく必要がある。 

② 海洋高校での調理室のように、加工処理が可能な加工場が必要となる。 

（記入者 職・氏名）京都府水産事務所 （京都府漁業士会事務局） 

水産業普及指導員 道家 章生 

（連絡先）TEL 0772-25-3030 FAX 0772-22-3289 E-mail a-doke65@pref.kyoto.lg.jp 
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（様式） 

事例タイトル ：いのちとこころを育む野菜そだて 実施主体   自然幼稚園 

目 的 
 
 

 
植物の栽培、収穫をし、調理し、食べるという体験を通じて周囲の人物に感謝し、人
間性豊かな心を育む生活をする。  

対象者、場所 
３、４、５歳児 全園児 約２３０名   於 ： 自然幼稚園内 

実施時期 
通年 

活動内容 
 
 

 
（１）畝づくり  春 

自宅から卵の殻や野菜くずを持ち寄り畑の畝に埋める。植物が育つにも栄養が必要で 
あることを伝え、土の役割について考える。 

 
（２）栽培    通年  

トマト、キュウリ、玉ねぎ、サツマイモ、大根など季節に応じ苗や種を植える。先生や
友達と一緒に雑草抜きや水撒きをしながら、葉についた青虫を取って飼ってみたらちょ
うちょになったり、トマトやキュウリの花が咲いたところに実がなる等、日々人とかか
わりながら自然の中で遊びながら植物の生長に関心を持つ。 

 
（３）調理・実食 通年  
  わくわくしながら収穫し、直後に調理室でクッキングを楽しむ。年少児はマッシャーで

蒸かした芋をつぶして丸めたり、年中児からは包丁を使い野菜を切り、ＩＨコンロで炒
めたり、調理器具の使い方にも慣れ親しみながら調理し、食べることを喜び合う。また、
調理後に出た野菜くずを堆肥置き場に捨てに行き、再び野菜を作る土になることを知る。 
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‐ある活動の記録・トマト・きゅうり栽培・年長‐ 
 
４月中旬  土づくりのために、各自持ち寄った野菜くずや卵の殻を畝の中央に埋める。 

         
 
５月中旬  導入：数日前から何度か歌ってきたトマトの歌、絵本「とまとさん」等を読む。 
         「両方食べたことあるで」「サラダにいれるんやで」とトマト・きゅう

りについて知っていることを子どもたちが各々伝え合う。 
         トマトかきゅうりのどちらかを選び好きなほうを植える。 
         栽培：準備した苗の中から自分で折れていないものを選びトマト・きゅうり 

各々の畝に植える。苗の中には折れているものもあり、その折れている
苗を土に植えて育つかどうか話し合う。 

         T「苗はどうやっておおきくなるの？」 
         C「おひさまのちから。」 「ねっこからつちのなかのえいようをとる。」 
         T「そうやね。根っこからの土の栄養をもらって、それが茎のストローを

通って葉っぱや実になるのね。もし茎のストローが途中で折れたらど
うなると思う？」 

         C「えいようが、いかへん」「おおきくならへん」 
      子どもたちは年中時の経験から栽培には<太陽の光><土の栄養><水>についてよ

く覚えており、茎が折れることにより栄養が葉や実にいきわたらないことを、
おおよそ理解していた。 

         C「とまとのはっぱは、とまとのにおいがする」 
      本による知識ではなく、経験による知識を身に着けたことがうかがえる。 
 
６月下旬  収穫：C「せんせい、ぼくのとまと むしにたべられてる」 
         T「ほんとやね、おいしいトマトは虫さんもすきなのかな」 
      ひび割れ部分が黒く変色している上に一部分が虫に食べられているトマトもあ

り、スーパーの店頭に並ぶようなものばかりができるのではないことを知る。 
      その後、子どもの提案でまだ青いトマトに袋をかぶせて虫よけ効果があるか、

又はおいしく育つかを見る実験もしてみた。関心が強かった為、ちょくちょく
見に行った為、育ちすぎてひび割れることもなく、袋効果で防虫効果もあった。
ただ他のトマトよりも赤くなるのに若干時間がかかったが、暑い日が２－３日
続いた後に赤くなり美味しく頂けた。 

 

成 果 
 

野菜作りには多くの手間暇がかかることに気付いたり、スーパーで売られている野菜とは違
い、自然にできた野菜は不揃いな形な物も多く、しかし取れたての野菜は味がよいことに気
付く。 
また、野菜には旬があることを知ったり、植物の花の色や葉の形等を自然に知ることもでき、
日々の生活の傍らで気付きが生まれる。また、調理台や調理器具を子ども用の物を使うこと
で、安全に自分で料理をする体験が容易にできる。そして、食物が連鎖することを体験をと
おして考えるきっかけとなり、いろいろな野菜や食肉となる動物の命を頂いて自分が生きて
いることに気付き日々の食事に感謝する気持ちをもつようになる。 
また、野菜嫌いの子どもも食べてみようとすることが多く、「ようちえんのやさいのおりょ
うりは おいしいからたべるねん」と子どもが関心を持つことが何にも代えがたいスパイス
になっていることがうかがえる。 
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課題及び今後の展望 
 

栽培の初期段階はクラス単位の一斉活動が多く、それぞれの興味関心に基づいた活動にはな
っていない。また、何を植えるかは教師が用意をしていたり、一人一苗準備する等、与えら
れた活動から子ども主体の活動にするための活動内容の再検討が望ましいと考えている。 

（記入者 職・氏名）主事 北村佐智子 

（連絡先）TEL075-881-0206  FAX075-881-0575  
E-mail：shizen-youchien1932@cocoa.plala.or.jp 
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