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TEL FAX

（様式）

E-mail d-hoiku@vill.minamiyamashoro.lg.jp

（記入者　職・氏名） 南山城保育園　園長　木村啓子
（連絡先） ０７４３－９３－３７１５ ０７４３－９３－３７１６

・ミニ田んぼで取れた米をすり鉢とゴルフボールを使って脱穀し米を収穫。

クッキングの後は親子でリース作りがあったため、急ぎ足で取り組んだ。その為ひとつひとつの経
験を丁寧にさせてやれなかったことが残念であった。釜の状態やにおいも感じさせてやりたかっ
た。　　　　　　　自分たちで収穫した野菜は、給食で調理してもらって、いつも喜んで食べている。
今後も、子ども達にとって畑の活用はとても大切だと思うが、畑の管理が大変である。
お世話してくださる方がいらしゃると嬉しい。

　課題及び今後の展望

畑でできた大きな大根を収穫したときは、みんな得意げに自分で持って畑から戻ってきた。
たくさん収穫した野菜は、自分で新聞に包み嬉しそうに持ち帰った。
収穫祭当日,年長は、初めてのクッキングで、嬉しそうに登園してきた。米を研いだり、包丁を持っ
たり、保護者と一緒に慎重に取り組んでいた。

　成　果

＜菜園活動＞　たまねぎ・じゃがいも・さつまいも・だいこん・なすび･とうもろこし･ピーマン･きゅう
り･おくら・トマトを栽培し、収穫して給食に使ってもらっています。

・みんなで楽しく食べる。

・薪や柴を使って炊く様子を見る。

･さつまいもご飯を炊く。

･豚汁を炊く。

・他の野菜や肉・こんにゃくを切る。

保護者・職員の活動

・年長児は、親子でクッキングを体験（だいこん、にんじん、さつまいもを切る）。

・だいこん、にんじんを洗う。

・しいたけは散歩に出かけたときに収穫しておく。

・前日までに畑やプランターで大根、にんじんを収穫する。

＜収穫祭＞　園児の活動

　活動内容

収穫祭：平成26年11月29日（土）　実施時期

園児47名と保護者　　南山城保育園　対象者、場所

園の畑やプランターに自分たちで種や苗を植え、育てた野菜を収穫し、調理す
る楽しさや食べる喜びを知る。

　目　的

南山城保育園
南山城保育園保護者会

実施主体
連携機関

畑作りと収穫祭事例タイトル

47

mailto:d-hoiku@vill.minamiyamashoro.lg.jp


48



49



50



51



52



53



54



55



56



事例タイトル   秋の収穫クッキング 実施主体  吉美保育園 

連携機関 

目的 

 

●栽培やクッキングを通して、野菜を作る過程を体験し、野菜の色や形の気付き、

自分たちが作ったものを食べる喜びを味わいながら食への興味・関心を深め

る。  

対象者、場所 吉美保育園全園児  吉美保育園 

実施時期 平成 26年 5月 27日～11月 26日 

活動内容 ●5月  さつま芋植え（幼児クラス） 

●10月  さつま芋の収穫（各クラス） 

・クラスごとにさつま芋を掘り、その日のおやつに茶巾しぼりやガレット、どら

焼きにして食べる。 

●11月  秋の収穫クッキング（全園児） 

・前日にそれぞれのクラスが準備する野菜「人参、ごぼう、さつま芋、大根、白

菜」を部屋に置き、見たり触れたりする。 

・さつま汁に入れる野菜の準備をクラスごとにする。 

5歳児  さつま芋、ごぼうを包丁で切る。 

 4歳児  大根、人参をテーブルナイフで切る。 

 3歳児  こんにゃく、厚揚げを手でちぎる。 

 2歳児  白菜を手でちぎる。 

・調理が始まるまでの間にホールで、「大根・人参・ごぼう」の紙芝居と劇を見

る。 

・中庭に釜を出し、さつま汁作りをする。 

・4、5歳児はホールで一緒に出来たさつま汁を食べる。 

・5歳児がおやつのガレット作りをする。 

 

成果 ・エプロンをつけるところからクッキングへの意欲が高まり、良い雰囲気作りに

なった。 

・白菜をちぎるなど実際に野菜そのものに触れて、葉と茎の硬さの違いや匂いを

感じることができた。 

・自分たちで切った野菜がお汁に入り、作る過程をそばで見た事で、みんなで作

ったという達成感を味わえた。 

・調理の様子を見てから全員そろって食事をすることで、一層の興味や関心が生

まれた。 

 

課題及び今後の展望 ・色々な食材に触れる機会を作っていけたらいいと思う。 

・さつま芋のつるさしから収穫までの繋がりが見てわかるように、

保育室にも写真で展示してみるのもいいと思う。 
 

（記入者 職・氏名） 吉美保育園   管理栄養士 奥村 千紘 

（連絡先） TEL ０７７３－４２－０２９６ FAX ０７７３－４３－４３８１ 

      E-ｍail kimihoikuen@vesta.ocn.ne.jp 
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（様式）

事例タイトル ～岡田の地・畑・人にありがとう！～ 実施主体 岡田保育園

野菜大好き岡田っ子 連携機関 地域農家、保護者

目的 保育課程・食育計画から抜粋

○野菜の栽培・収穫・クッキング活動等を積極的に行い、自然の営みの中から、神秘さや不

思議さを感じ、自然の恵み「命」を頂く感謝の気持ちを育む。

○食事の意味・大切さが判り、正しい食習慣を身につけると共に、友達やみんなと一緒にと

る食事・間食を楽しむ。

○野菜・食材を通して、農家、野菜つくり名人、地域住民等多様な人々と触れ合い、人間関

係を広げ深め、コミュニケーション力を育む。

対象者 岡田保育園在園児、保護者、岡田小学校児童、地域住民、農家、未就園児

場所 岡田保育園、岡田小学校、地域茶工場、岡田子ども農園他

実施時期 平成25年11月末～平成26年11月末

活動内容 ＊保育・食育・クッキング計画、保小連携活動計画等によって年間に実施して

しています。食を大切にとらえ、保育＝養護と教育＝遊びと生活の中心に

連動させています。

○平成26年6月6日（金）：スープ作り…年齢クラスで役割分担をしスープ作りが進みます。

ちぎる、切る、材料を計る等、考えたり、相談して行います。薄味で野菜の味を知ります。

○平成26年6月16日（月）：保育園体験親子にタマネギ収穫をしてもらいました。未就園の小

さなお友達はタマネギ初収穫！野菜、食材への興味を育むのは小さな頃から必要です。
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○平成26年7月中旬：園庭でとれたオクラの大きさを比べ、並べ、数えたり。保護者から、季

節の野菜提供もあります。野菜の名前を知ったり、種類で分けたりして「旬の野菜」が身

近な存在です。

○平成26年8月はじめ：大きなキュウリが出来た！とうもろこしに実が付いていない…。

収穫物の生長や変化に様々な発見！「どうしてかなぁ～？」「なぜ？」驚いたり考えたり

子どもたちの気づきに学びがあります。

○平成26年9月22日（月）：栗拾い…地域の方のご協力で年長児が栗拾いをしました。「足で

いがを押さえて…」子ども13人と保育士4人で673個の栗を拾いました。皮むきを保育室

で行い「ねぇ、いつ？栗ご飯食べるん？今、食べたい！」の言葉が出るほど、実体験が美

味しい活動に繋がりました。ゆで栗、栗ご飯等、昼食やおやつで頂きました。
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○平成26年10月9日（木）：今日の献立は、サンマの塩焼き、筑前煮、ゆで野菜、新米ごはん、

なしです。年長児が育て収穫したお米も入れて炊きあげました。汁椀を新しく買い、献立

によっては器も変え、食事を楽しんでいます。五感を使って食を楽しみます。

○平成26年11月14日（金）収穫感謝の日：子どもの提案で「豚汁に入れるなら、家からネギを

持ってくる。」「お願いの手紙を書いて、野菜を集める。」と、例年の活動に一工夫された

取り組みとなりました。珍しい旬の野菜（赤大根）や手作りこんにゃく等、様々な野菜・食 材

が地域、保護者から届き感謝です。夕方には、お迎えの保護者に豚汁をふるまう「豚汁 屋

さん」が急きょ開店しました。

○平成26年11月28日（金）：～小さな小さな絵画造形展～で行われた「きりん組カフェ」…焼

き芋屋さんがオープンしました。保護者にも乳児組の子どもにも大好評！塩味？バター

味どちらにしますか！？子どもたちが、やりたいことを実現して経験を重ねます。
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成果

○保育計画、食育・栽培計画等にそって、農園活動やクッキング活動が定着してきた。

○夢中になって遊ぶ環境と時間、保育内容の充実を大切に考え4月から様々取り組んでき

た。子ども主体での活動効果か、農園活動やクッキングにおいても「こんなことしたい」 「○

○したら、いいやん」と、焼き芋屋さん、ピザ屋さん、パン屋さんごっこ、豚汁屋さんと 活動

の展開がみられ、例年より、豊かで楽しい保育となっている。

○保育（遊び）展開、クッキングでの取り組みを保護者が理解協力してくれている。野菜・食

材提供にもありがたさを感じるし、焼き芋屋さんごっこ等も参加型にしていることで「食」

を共に楽しむ多くの姿がある。家庭でも、野菜の話、焼き芋屋ごっこの話など、親子で話 し

合う機会が増えてきていると聞く。又試食会（全保護者対象）でも園の食事に対する、 理解

と驚き（野菜を沢山食べている）があり好評である。

○陶磁器食器に加え、汁椀（漆器風）を買いそろえた。献立によっては食器も変化させ、主

食・副食の盛りつけにも工夫するようにしている。味覚だけでなく視覚からも「食」の大切

さ、食べる楽しさを育むことに繋がり、感性も育っている。

○子育て支援事業で試食会の時、園で使っている乳児用スプーンを紹介した。口のサイズ、

スプーンにのせる量、握りやすさ等、食べさせ方等含めて話をすると、興味をもって聴い

て下さった。後日、スプーンを購入したい（1人）と申し出があった。この様な情報発信も 食

育に繋がると実感した。

○旬の野菜、季節の食材が岡田子ども農園収穫物に加え、地域の方のご協力でタイミング

良く味わうことが出来た。栗、かき、万願寺とうがらし、トマト、ポップコーンとうもろこし、

茶、ぶどう等旬の食材を多く味わい、豊かな食育が進んでいる。

課題及び展望

○昨年の水害から復旧したと思ったら、さつまいも、ピーナツがイノシシ被害に遭い、収穫

が出来なかった。電気柵を整備しては居たが、不十分で有り子どもたちには,残念な想い を

させた。「鳥やからすさん、食べたかったんや」と、子どものつぶやきは観られたが、鳥 獣被

害対応もキチンとしていきたい。

○園では食べられるが、家庭では食べさせてもらっていたり、甘やかされている子も中に は

居る。家庭での躾（食のマナー）と保育は連動・協働していくことが望ましいと思うが 難しさ

を感じる。根気よく、食・育ちの大切さを保護者に伝えていきたい。

○子ども農園が園舎と少し離れているため、より観察や実体験を増やしていくため園庭内

に野菜・実のなる木を増やしていきたい。

○堆肥作りが取り組めなかった。保育士の作業負担を考え、十分に話し合いを重ね検討し

ていきたい。

記入者：園長 北川三和子 連絡先：0773－60-2778
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事例タイトル  
きのこってなあ～に？！ 

実施主体 
連携機関 舞鶴市立西乳児保育所 

目 的 
 
 

○食材パネルを見る事で、様々な食材に興味を持つ 
 
○子どもたちが興味を持っている「きのこ」に実際触れる事で興味→食べることにつなげる 
 
 
 
 

対象者、場所 
舞鶴市立西乳児保育所 ひまわり組（１歳児） 

実施時期 
平成２６年１０月８日 
平成２６年１０月９日 

活動内容 
 
 

（１）きのこを買いにいこう！！ 
                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
「今日はきのこ買いにいこうか」       「いらっしゃい～何にする？」 
「えのきあるね～」             「・・・・・」 
（季節ごとに貼り出しています）      （恥ずかしいのか黙っちゃいました） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
「きっきっきのこ～」            「きのこはいっとる」 
「ちょーだい」               「もっとあるかな～」 
（きのこを見た途端に手が伸びます）    （その日の給食はきのこカレーでした） 
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（２）きのこに触ってみよう！！ 

 
「触ってもい～い？」            「においする～」 
「おっき～のとれた」 
             

              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
「ん～、かたい」              「えのきあるで～」 
（ほぐすのは難しいけどちぎる事はできました）「ここにある～」 
                      （遊びの時間にはきのこ図鑑でチェック！） 

成 果 
 

・食材パネルに興味はあるもののなかなか食べる事につながらなかったが、自分できのこを買っ
た事、実際に触った事で今まできのこを口にしなかった子も積極的に食べるようになった。 
・１才児なりの気づきがあった（におい・感触） 
・他の食材への興味につながった。（たまねぎの皮むき・ひじきをもどす） 

課題及び今後の展望 
 

・楽しい経験を積み重ねることで意欲的に食べる事につなげていきたい。 
・これからも子どもたちが興味や関心を持って食育活動できるよう、保育に取り入れていきたい
と思う。 

西乳児保育所 保育士 食育担当 林 愛 

TEL 0773-76-0573    FAX 同左   E-mail  nishinyuji-ho@post.city.maizuru.kyoto.jp  
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事例タイトル  さつまいもを育てて食べよう！ 
実施主体 
連携機関   東乳児保育所 

目 的  

・さつまいもの成長の様子を見たり、触れたりする 
・さつまいもの収穫を楽しみに待ち、収穫を喜ぶ 
・親子で焼き芋にし、おいしく食べる 

対象者、場所 
２歳児 (ばら組) 東乳児保育所 

実施時期 
Ｈ２６.６～Ｈ２６.１０ 

①さつまいも苗植え(６月上旬) 

                                                        

 

 

 

②さつまいも収穫に向けて (９月) 

 

 

 

 

 

③さつまいも収穫(１０月上旬) 

 

 

 

 

 

 

 

 

●保育士が水やり、草抜

きをしていると、子ども

たちも一緒にしてくれ

るように。 

大きいクラスの子の姿

を見て、小さい子も同じ

ようにしようとしてい

ました。 

苗の成長の気づき 

さつまいも探し  
絵本 

 
芋掘りに期待が 

もてるよう、 

さつまいもに関

することを活動

や遊びにも取り

入れました 

はっぱ、 

あなあい

とる おっきなっとる！ 

●実物を見て、触れること

で感じることがいっぱい！ 

つ

め

た

い 

いっぱい 

ある！！ 

ながい～ 

おっき～！！ 

おもた～！ 

ち

っ

ち

ゃ

い 

実物に触れる体験 
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（記入者) 保育士 宇野梨紗 

（連絡先）TEL・FAX (0773)62-1862   E-mail higashinyuji-ho@post.city.maizuru.kyoto.jp  

●芋づるの佃煮 

つるも食べられることを伝えたかったので、子どもたちの目の前で調理し、給食で食べました。  

子どもたちは、つるを洗いハサミで切るお手伝い。 

自分たちも手伝った！ということもあり、「おいしい」と言って、いつもより食が進みました。  

 

 

 

 

 

④やきいもに向けて（１０月上旬） 

焼き芋がどんなものなのか、イメージしやすいよう、さつま芋をより身近に感じられるように。  

 

 

 

 

 

⑤やきいも(１０月中旬) ～親子行事でお家の方と一緒に～ 

 

 

 

 

遊びの中で包み方を経験している 

ので、自分でしよう！とする 

姿がありました 

成 果 
・子どもたちが遊んでいる近くに畑があることで、さつまいもの成長の様子に
気づいたり、実物を通して見る、触るなどの体験をすることができた。 

・さつまいもに関する活動や遊びを通して、収穫や焼き芋に楽しみや期待を持つことができた。  
・給食やおやつに、さつまいもが入っていると気づいたり、体験したことを思い出し、保育士や

友達と話をする姿が見られた。 
・親子行事で焼き芋をしたことで、普段の保育所での子どもたちの活動や取り組みの様子を保護

者にお話ししたり、知ってもらう機会になった。 

課題及び今後の展望 
 

・さつまいもだけでなく、色々な野菜での菜園活動も進めていく。 
・クッキングを喜び、よく食べたので、乳児でもできる簡単な手伝いや活動を取り入れていき、
食べることに対して興味を持ち、おいしさを実感できる機会をつくっていく。  

いい 

におい～ 

ほんまや 

おいし～ 

●小さくて食べら

れないものを 

使って 

●紙で作った芋を新聞紙、アルミホイルに包んで牛乳

パックに入れ、落ち葉の中に！ 

 

さつまいもスタンプ  やきいもごっこ 

●芋を自分で包んで ●お家の人と一緒に、 

包んだ芋をたき火の中へ 

●大好きなお家の方と食べる焼き芋。 

食べる楽しさも倍増！ 
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（様式） 

事例タイトル     坊ちゃんかぼちゃ 
実施主体  舞鶴市立 南乳児保育所 
連携機関 

目 的 
 
 

・菜園活動を通して、かぼちゃに興味・関心を持つ。  
・様々な色のかぼちゃがあることを知る。 
・自分たちで収穫したかぼちゃを味わうことで、食への興味を持つ。 

対象者、場所 南乳児保育所 ２歳児  １５名   園庭、保育室 

実施時期 平成２６年５月１２日～７月３１日 

活動内容 
 
 

 
 ・自分たちで苗を選んで植える。 
  植えた場所にどの種類か分かるように写真をつける。 

生長を楽しみにしながら水やりをする。 
                                           
                                          
                                          
                                          
                                          

                                              
                                            
                                            
                                            
                                          
                                           
                                           
 
 
 
 ・苗を植えた後、世話をすることを知る。（わらを敷いたり水やりが必要なことも知る。） 
 
  自分たちで植えたかぼちゃに親しみを持って観察をしていた。 
  「これ、ぼくが植えたかぼちゃやで！」と友だちに伝え、生長を楽しみにしていた。 
   
  大きくなるにつれて、かぼちゃの色が変化してきたことに気付き、「赤いかぼちゃやー。」
「こっちは白いな。」という言葉が聞かれた。 
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  ・大きく育ったかぼちゃを収穫し、大きさや色の違い、数にも気付き大きい順に 
   並べる子もいた。 
  ・職員室横に収穫したかぼちゃを展示し、保護者にも、お知らせした。 
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                         
 
 
  ・後日、子どもたちの前でかぼちゃを切って見せ、クッキングをしたことで、より    

かぼちゃに親しみを持ち、食べることができた。 
・子どもたちも実際に種取りをし、小さいかぼちゃだったが種を取る難しさを経験した。 

  ・菜園活動を通した保育の経過を、保護者にわかりやすいよう貼り出し、お知らせした。 
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          

成 果 
 

・苗から植えたことで、かぼちゃに興味・関心を持ったり、生長を楽しみにできた。 
・生長するにつれ、いろんな色・形・数があることを知ることができた。 
・菜園活動を通して、保護者にも関心をもってもらえるよう、写真で野菜の生長や子どもた

ちが体験している様子を知ってもらうことができた。 
・菜園活動を通して、食への関心だけでなく、五感を使ってかぼちゃを身近に感じることが

できた。 

課題及び今後の展望 
 

・坊ちゃんかぼちゃ以外の種類があることを子どもたちと調べて、菜園していきたい。 
・子どもたちとクッキングできるメニューを考え、食への関心を深めていきたい。また、保

護者へも食育について関心を深めてもらえるように進めていきたい。 
 

（記入者 職・氏名） 

     舞鶴市立南乳児保育所    鎌部 晶子 

 

（連絡先）TEL/FAX : 0773-63-7961         
 E-mail   : minaminyuji-ho@post.city.maizuru.kyoto.jp 
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事例タイトル  かぼちゃプロジェクト 
実施主体 
連携機関   中保育所 

目 的 

・舞鶴の自然の恵みの中で、食べる喜び、作る喜び、繋がる喜び (各年齢、
異年齢、生産者 )を知り、豊かな食を営んでいく。  

・五感を使って不思議に気付いたり、科学的な視点を育てる。 

 

対象者、場所 
中保育所  
２～５歳児(２歳児ばら組、３歳児きく組、４歳児ゆり組、５歳児さくら組) 

実施時期 
平成２６年 ５月～８月 

活動内容 
かぼちゃの栽培からクッキングまで“子どもの主体性と保育のつながりと食育” 

①かぼちゃの栽培《かぼちゃってどんなふうに育つの？》 

・3，4，5歳児のなかよしチーム(異年齢グループ、それぞれチーター、トラ、ゴリラの３チームに分かれる)で畑に

かぼちゃを植える。→これまでの課題として年齢が低いクラスほど“植えて、収穫、クッキング”が子ども達の中

で途切れやすかった→異年齢活動で育てることで大きいクラスの子どもが、小さいクラスの子どもに“気付き、発

見”を伝えに来てくれる姿が見られている。 

・昨年、現年長児クラスがかぼちゃを栽培し、失敗した。→「何でできなかったんだろう？お水もあげてお世話も 

したのにな…」と子ども達は疑問を持っている。→この疑問から近所の農家の方との交流につながる。 

 ⇒かぼちゃには雄花、雌花があることを教えてもらう。「ゆりさん(4歳児)やったときこれせんかったであかんか

ったんやな」「雄花は触ったらなんか粉がついたで」受粉の仕方も教わり、花への興味が育つ。 

②かぼちゃの収穫《かぼちゃ大きくなってきたけど、いつ収穫出来るの？》 

「○○さん(近所の農家さん)にきいたらいいやん」「そうだね！聞きに行ってみよう！」との子ども達の声。 

 ⇒野菜栽培を通し、近所の農家の方への信頼感が日に日に高まる。 

さっそく教えてもらうと、今度は「収穫したかぼちゃをなかよしチームでわけたらどうかな？」という声があがりま

した。子ども達主体で話し合いながら進めていきます。 
《収穫できるかぼちゃは４つ。》 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
③年長児を中心に「クッキングしたい！」との声があがる。  
さらになかよしグループで育てたでなかよしグループで作りたいな…の声。子ども達のかぼちゃのプロジェクトは繋

がっています。 

「クッキングするんやったら、何作る？」 

・何を作りたいかは子ども達で相談する事になりました。チータチームは、かぼちゃのカップケーキ、トラチームは

かぼちゃのホットケーキ、ゴリラチームはかぼちゃのせんべいに決まりました。 

「食べるときもなかよしチームがいいな」 

「そしたら部屋をきれいにしたい！」「お花飾りたい！！前した時みたいに折り紙で作ろっか！」「どのチームの部

「全部は収穫できんでな、他のチームがなくなってしまうから」  

「かぼちゃ１つやったら、ハサミも１つでいいなー」「収穫する人どうやって決め

る？」「じゃんけんで決める？」 さくら(５歳児)「ゆりさん(4歳児)ときくさん(3

歳児)がハサミで切ってさくらさん(5歳児)が下から持っといてあげるんがいいんち

ゃう？」と色んな意見が出て話し合いました。最後にはジャンケンを繰り返し、順番

を決めていた子ども達。 さくら(5歳児)「かぼちゃ持っといてあげるできくさん(3

歳児)、ゆりさん(4歳児)切んな、まだ切っとらん人がおってやで、全部は切ったらだ

めだよ？」と切り込みを入れ、全員ができるように…と考えていました。 

→数を意識し、役割、見通しを持って考える。 

 
“どのかぼちゃにする？” 

「どれにする？」「こっちがいいやん！低いところにあるできくさん(3歳児)取りや

すいで」とさくら組(5歳児)。 

ゆり組(4歳児)は「大きいのがいいな」さくら組(5歳児)「え？大きいの？大きいって

どうしたらいい？」 

“大きいとは…太さ？重さ？ 食べるを観点から考える” 

「はかってみよか？」「こっちは５５cm、こっちは５８cmだよ」(持ってみる)「でも

５５cmの方は重いよ？」「重い方が食べるとこたくさんなんやで」「じゃあ、５５ cm

のほうにしよう！」 

→高さ、太さ、重さに気付く。数値化して比べる。 
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屋か分かりやすいように看板作ろー」「そしたらなかよしチームのお友だちの名前書こう！」 

→食べ物やクッキングへの興味だけではなく、みんなで楽しく食べるためには自分達は何をしたらいいんだろう？と 
食べる環境も自分達で気付き、考え始める。共食の楽しみを味わう。 
さくら組(5歳児)「あんな、ゆり組さん(4歳児)の○○ちゃんと○○ちゃんとかがな、こんなん作っとっちゃったで！」

「じゃあ、私達もこんなん作ろっか？」→各クラスの部屋を見に行ったり、つながり、広がりを意識して促す。 
⇒1日1日振り返りの時間を持ち、子ども達の発見、気付きが共通認識され、相互作用していけるようにする。 
④かぼちゃを使って何を作るか自分達で決めた子ども達。  
“各チームの材料をいつでも自由に触れる探求コーナーを玄関に設置” (ホットケーキミックス、片栗粉、
ゴマ、大きさの違うかぼちゃとはかり、かぼちゃの種を用意) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑤期待もふくらみついにクッキング当日  

 
 
 
 

 

“五感を使って感じたり、重さを量ったり夢中になって探求する”  

「いいにおいがする」「ホットケーキミックスで手が白くなった！さらさ

らするで。片栗粉はちょっと固いな」「かぼちゃの食べる部分は緑のとこ

やと思う」→３歳児 

「かぼちゃの種ってつるつるするなあ、どのくらいあるかな？(見えてい

る部分を数えて５個)」「でも中にもあるでー」「(取り出して数える)１

３個あった！！」→４歳児 

「ホットケーキミックスはかしわもちのにおいがする。片栗粉はジャガイ

モの匂いがする！」保育士「片栗粉はじゃがいもからできとんやで」「じ

ゃあ、じゃがいもと比べてみよ！」(給食の先生にじゃがいもをもらいに

行く)「あまりにおいせんなー」「切ってみよか……やっぱりあんまり匂

いせんなあ」→５歳児 

《２歳児ばら組も展示コーナーに気付きました》 

「かぼちゃや！重いなぁ」(２つのかぼちゃを比べようとする姿) 

(粉を触って感触を楽しむ姿) 

保育士「お兄ちゃん、お姉ちゃんがな、これを使ってクッキングするんだ

って」「えー！見に行く！」 

“クッキングの中で5感を使って気付く、食べ物の不思議” 

かぼちゃにわたがあることを知った子ども達「手で取れるで。やわら

かいな」(かぼちゃ＝固いと思っていたのにびっくり！)「かぼちゃの

横と中(わた)は、色が一緒！！でも横がつるつるやけど中はぬるぬる

するで」(色が一緒だけどさわり心地が違う不思議) ゆり(4歳児)「か

ぼちゃってきゅうりみたいなにおいがする」 きく(3歳児)「きゅう

り！」 さくら(5歳児)「だってな、きゅうりもかぼちゃもうりの仲間

やからやでー」 

チーターチームのかぼちゃカップケーキ作りでは……ホットケーキミ

ックスと砂糖と卵のボール、かぼちゃとバターのボールを比べて「あ、

色が！違う色と２つになった」→材料同士を混ぜると色が変わる不思

議に気付く。 

トラチームのかぼちゃホットケーキでは……(かぼちゃを柔らかくす

るためにゆがく)「あ！まわりの泡まで黄色くなってきた」「泡だけち

ゃうで、お湯も黄色くなっとるでー」 

⇒調理による材料や食料の変化、不思議に気付くなど科学的知識の基

礎を養う。 

 

(探求後)「これで作るんか。でもこれってどんな

ふうにしたら出来上がるの？」「どうやって作る

の？」今度は作り方に興味が高まりました。 

お家で聞いてきたり、お家の人も巻き込みます！ 

“ばら組さん(２歳児)も見に来ました！” 

ばら組さんに気付いた、幼児のお友だち。「におい

かいでみる？」「触ってもいいよー」と言われ…「か

たい！」調理する前のかぼちゃは固いことを発見！

→そしてゆがいた後のかぼちゃをつぶすところも

参加し、「あったかーい！やわらかくなっとる！」

と変化を経験しました。→お部屋に帰ると見てきた

ことを再現するままごと遊びへとつながりました。

「クッキングしたい！」「一緒のしたいな」とクッ

キングへの興味も高まります。 

 

“家庭への啓発” 

○活動内容のドキュメンテーションの掲示。 

○クッキング後、クッキングの様子のビデオ上映会を実施。～保護者

からの声の一部。～ 

「料理に興味を持ち、家でもなんかすることない？ときかれます。食

べるときにおれがしたー！と満足そうです。」 

「家ではかぼちゃを食べないんです。自分で作ると食べるんですね」 

「自分達で考えて、相談し、決められるんですね」 

「こんなに小さい時私ってにおいかいでたでしょうか？」 

「この男の子いつも廊下で声をかけてくれるんです。同じチームの子

だったんですね」 
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（様式） 

（記入者 職・氏名）保育士・出石真美子 

（連絡先）TEL ０７７３－６２－０２９２ FAX 電話と同じ         
E-mail  naka-ho@post.city.maizuru.kyouto.jp 

 

成 果 
 

・食育を通して食育だけにとどまらず、５領域での子ども達の育ちを促すことができた。  

・栽培から始まり、クッキングへ子ども達の興味からつなげることができた。話し合いの場や振り返りの場で子ども

達の気付き、発見を発表できる機会を作り、子ども達みんなが共通認識し、相互作用していくように働きかけると、

子ども達の中で自分からの意見が増えてきたように思う。自分で考えて、自分から行動する姿を促すことで満足度

は高まり、ねらいである、“喜び”に繋がっていたと思う。 

・今回の活動を通して、異年齢でのつながりや地域とのつながり、また不思議を感じる科学的な視点、それを探求し

ようとする姿がたくさん見られ、それが、食育への興味、関心を高めていたと感じた。食育を保育士自身が違った

視点で見られるいい機会になった。 

課題及び今後の展望 
 

・クッキングだけで終わらず、今回の活動で得た食べ物への興味や、料理への興味をこれからもつなげていきたい。

単発的なものにならないようにするためにも、「食育」と分けて考えるのでなく、総合的に生きる力を伸ばすとい

う広い視野を大切に保育の中で意識していきたい。 
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（様式） 

事例タイトル 遊びからクッキングへ 
    ～体験を通して食への関心を深める～ 

実施主体   
連携機関  東保育所 

目 的  
 

 
・遊びで身につけた技法をクッキングにいかす 
・食材による食感の違いをすりつぶしながら、味わい知る 

  ・自分達で作る経験を通して食への関心を深める 
 

対象者、場所  
３歳児 もも組  東保育所 

実施時期  
 平成26年10月～ 

活動内容  
 

 
  ⑴ 遊びの中で…。 

 園庭で自然物（花びら、葉っぱ、どんぐりなど）を 
すりつぶして変化を楽しんだり、すりつぶすものによって 
力の入れ方を加減する姿がみられた。 
 みたてて、ままごと遊びをする。 

 
        ・色水ジュースづくり 
      ・葉っぱ、どんぐりのふりかけ 
       ケーキ、クッキーを作る 
 

 ⑵ 色々な食材をすりつぶしてみる。 
     大きいすりこぎとすりばちで、食材をすりつぶして給食やおやつに 
     取り入れ味わう。 
 
       ごま・・・・・中華スープ、ごま和え、 
      

さつまいも・・さつまいものべた焼き 
      

人参・・・・・夕焼けごはん 
 

       南瓜・・・･・ポタージュ  
 

 
    ・「いいにおい～」「においが違う」「色が違う」「これはかたいなあ」  
     など、すりつぶして変化していく様子に興味を持ち、食材による違いに  
     気付いた。  
    ・なかなか堅くてつぶせない食材は、大きい子にも手伝ってもらい一緒に  
      つぶすなかで「すごい～ちからもち」などあこがれの気持ちを持つ子がいた。 
     ・食べる中で｢ふわふわする｣｢もちもちする｣ 

など言いながら、食材に興味を持ち食べた。  
    ・給食のお手伝いをすることにより苦手な  

食材も食べるようになった。  
・給食の時、食材への興味が増え｢ごまの味が  

する｣ ｢○○のにおいがする｣などおいしく  
食べる姿が増えた。  
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⑶ クッキー作り・・・おやつで食べる。 

 
・好きな食材を選び、ごま、さつまいも、人参の３チームにわかれてクッキングをする。 

 
    ・すりこぎですりつぶす子、すりばちを持つ子と役割分担し、友だちと協力し合ってい

た。 
    ・それぞれのクッキーを食べ比べ、食感の違いや味の違いに気付き味わえた。 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ⑷ 茶話会の中で取り組みを保護者に伝える。 
    

・子どもの作ったクッキーを食べてもらう。  
・子ども達のクッキングの様子をデジタルフォトフレームで見てもらい 

      食の活動を通した子ども達の育ちについて話をする。 
     ・家庭でもクッキングの様子を話す子もあり、すりつぶす体験を通して 
      いろんな食材にも興味が出てきている。 
 

成 果  

 
   ・子ども達の遊びの中での興味を食育につなげることで、より関心を持った。 
   ・いろいろな食材をすりつぶしてみることで、匂い、色､堅さなどの違いに気付いた。 
   ・何回も経験するうちに、道具の使い方が上達し、もっとクッキングに挑戦したいと 
    いう意欲が育った。 
   ・友だち同士で・・・異年齢で・・・協力し合う姿が見られた。 
   ・「今度はかぼちゃすりすりしたい！」と子どもの声が出るなど次々やりたいことが広が

っている。 
・自分達で作った喜びが、食べる喜びへと繋がり、食への関心が深まった。 
・苦手だった食材も、自分達で作ることで食べる亊ができた。 

   ・保護者に食育の取り組みや、食を通した子どもの成長を知ってもらうことができた。 
     

課題及び今後の展望  

 
・また給食のお手伝いをすることで、いろんな食材へと関心を広げていきたい。 
・大きい組のクッキングにすりつぶした食材を使ってもらうなど異年齢での取り組み 

    へと展開していきたい。 
   ・保護者にすりこぎとすりばちを使った料理のよさを伝えていきたい。 

（記入者 職・氏名）保育士 堀田和歌子 

（連絡先）TEL 1773－62ー0464  FAX 0773－62－0464  
 E-mail higashi-ho@post.city.maizuru.kyoto.jp  
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