
 

 

（様式） 

事例タイトル パネルシアター・朝食調べ・？ボックス 
実施主体 
連携機関  大山崎町立保育所 

目 的 
 
 

・体の中の働きにより食品を３つの群に分け、バランス良く食べると、体に良いことを学ぶ。 
・健康なからだとウンチ・食べ物の関係を知る。 
・調理前の野菜の形や育ち方について学ぶ。 

対象者、場所 
 
大山崎町立保育所、大山崎町立保育所 

実施時期 
パネルシアターと朝食調べ：１２月 
？ボックス：７月と１月 

活動内容 
 
 

（パネルシアター） 

赤色、黄色、緑色のレンジャーを登場させ、各々のレンジャーの働きを説明し、どの食品を食べる

と、何色のレンジャーが活躍してくれるかを、お話しました。その後、パネルを三分割し、３人のレ

ンジャーを上方に貼りつけ、その下にさまざまな食品の絵を三色に分類しながら貼りつけていく作業

を一人ずつ体験しました。貼りつけた内容が合っているか皆で確認し、３人のレンジャーが揃う食べ

方が必要であることをおさらいしました。また、ウンチの種類と毎朝の排便が必要なことを説明しま

した。 

 

（朝食しらべ） 

 パネルシアター体験後の翌週（月曜～金曜）、登所時に保護者と一緒に朝食べた食品を三色に分類

し、台紙にシールを貼ってもらいました。排便があれば、ウンチシールも貼ってもらいました。 

 

（？ボックス） 

 箱の中に野菜を入れ、その中に手を入れ、手で触るだけで中身を当てるクイズをしました。７月に

は夏野菜、１月には冬野菜を使用しました。４歳、５歳のクラスではその時に用いた野菜の育ち方に

ついても説明しました。  

成 果 
 

・パネルシアター実施後の朝食調べでは、子どもを通して保護者も意識してくれるので、 
 良い機会になっていると思います。 
・野菜に興味を持ち、実施後の昼食は嫌いな野菜も食べようと挑戦している姿も見られま 

した。  

課題及び今後の展望 
 

・朝食調べを実施していない時期でも３色そろえて食べられるような意識づけを継続的に実
施していきたいと思います。 

・食品の大切さを伝えて、残さないで食べることの意味を考えてもらう機会を今後作ってい
きたいと思います。 

（記入者 職・氏名）管理栄養士  山田 志帆 

（連絡先）TEL 075-956-2101     FAX 075-957-4161          
E-mail  jido@town.oyamazaki.lg.jp 
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きょうと食育事例集への掲載の可否（　可　・　不可　） いずれかに○をしてください。 

【様式１】　　　　　　　　食育月間の取組

　　　　　　　　　　　　　（6月の実績）

提 出 都 道 府 県 名
政 令 指 定 都 市 名

京都府

取 組 市 町 村 名 京田辺市　　　草内保育所

実　　施　　時　　期

取　　組　　内　　容

６月１９日（月）

取 組 の 名 称 ○玉ねぎの皮むき　　　（野菜を見たり、触れることで、意欲的に食べようとする）

4歳児クラスで、玉ねぎの皮むきを実施する。エプロン・三角巾を着用すると、嬉しくてワ
クワクした様子の子ども達であった。
保育士が最初に玉ねぎを見せ、むき方を示し、グループの机ごとに玉ねぎを配ってい
く。玉ねぎの数が人数分なかったので、順番に少しずつむいていくことを伝える。「早くや
りたい！」と、順番が回ってくるのを嬉しそうに待っている子ども、一生懸命に皮をむい
たり、友達とお話しながら楽しそうに皮むきをしている子どもの姿が見られた。
皮をむきにくそうにしている子どもには、むく場所を示してやり、むく様子を見せること
で、自分で皮をむくことができた。「なんかカレーライスのにおいする～！！」など、玉ね
ぎの感触、においなどに触れ、子どもの楽しんでいる様子が見られた。
その日の給食の高野豆腐の煮物の中に玉ねぎを入れてもらい、喜んで食べていた。

「今から玉ねぎをむくよ」 一生懸命にむいています。 

お友達と一緒に仲良く・・・ 
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実　　施　　時　　期 夏野菜の栽培　(きゅうり、とうがらし、大根）   　5月～6月

取 組 の 名 称 みんなで夏野菜を育てよう　（4歳児の取り組み）

2017/5/11　　　　苗植え・種まき・水やり
　　　　4月中旬より、子どもたちと一緒に育ててみたい野菜を話合う。
　　　　きゅうり、とうがらし（苗植え）、大根（種まき）に決まる。

　　　　6/9　　　　きゅうりの収穫
　　　　みんなで収穫し、給食室に持って行き、その日の給食に出してもらう。（塩もみ）
　　　　みんなで育てたきゅうりは「おいしい。」と言って、進んでたべていた。家でも話題
　　　　にしているようで、保護者との連絡ノートにも「これをきっかけに、食べてくれるよ
　　　　うになると嬉しいです。」等おうちでの期待もあった。
　
　　　　6/12　　　　収穫
　　　　さわったり、かいだりして、観察。
　　　　新聞紙できゅうりの制作に取り組む。つるは「くるくるしてた。」とモールを丸めて
　　　　作る。
　　　　「食べちゃいたいくらい、おいしそうなきゅうり、できた。」と嬉しそうに店に来る子
　　　　もいた。できた作品を、部屋に飾る。

　　【成果】　苗植えから始め、生長していく様子を感じ、「こんなに大きくなってる」と、毎
　　　　朝観察を、楽しみにする子が多くいた。
　　　　普段きゅうりが苦手で、家では食べない子も、自分たちで育てたきゅうりは、「家
　　　　では食べてへんけど、食べれる～。」と、みんなと一緒に食べていた。家でも話題
　　　　にしているようで、保護者との連絡ノートにも「これをきっかけに、食べてくれるよ
　　　　うになると嬉しいです。」等おうちでの期待もあった。

　　【課題・今後の展望】
　　　　引き続き、とうがらし、大根の生長を子どもたちと楽しみにしながら、菜園、食育
　　　　活動に取り組んでいきたい。

きょうと食育事例集への掲載の可否（　可　・　不可　） いずれかに○をしてください。 

【様式１】　　　　　　　　食育月間の取組

　　　　　　　　　　　　　（6月の実績）

提 出 都 道 府 県 名
政 令 指 定 都 市 名

京都府京田辺市

取 組 市 町 村 名 京田辺市三山木保育所
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実　　施　　時　　期

取　　組　　内　　容

給食参観（6月16日）、ひじき水戻し（6月27日）

取 組 の 名 称 夏野菜収穫、給食参観、ひじき水戻し

☆夏野菜収穫　　（1歳児　13名・　2歳児　18名）
　　・毎朝、体操後に自分達で種まきしたり、苗植えをした野菜の生長を観察しながら
　　　水やりを行っています。
　　　　1歳児・・・枝豆、つるなしいんげん、とうもろこし
　　　　2歳児・・・ピーマン、なす、きゅうり、パプリカ、ミニかぼちゃ、ミニトマト、トマト
                       じゃが芋
　　　　その他・・・いちご、ゴーヤ、メロン、すいか

　　・生長した野菜は、保育士が子どもたちの目の前で収穫をし、収穫した野菜は
　　子どもたちが見たり触ったりする時間をもつようにしています。その後、調理室へ
　　野菜を届け、給食のメニューに取り入れてもらっています。

☆6月16日（金）給食参観（1，2歳児と保護者）
　　メニュー：太刀魚付け焼き・おかか和え・すまし汁

　　子どもたちの普段の給食の様子を見てもらいながら、保護者も一口ずつではあるが
　　おかずを試食していただきました。
　　普段から、食事の量に悩んだり、味付けの濃さや調味料の使い方に悩む保護者も
　　少なくはないため、このような機会をもつようにしています。
　　また、メニューはレシピを作成し、保護者へ配布しました。
　

☆6月27日（火）ひじきの水戻し（2歳児）
　　おやつメニュー（ぺったん焼き）に使用するひじきを水につけてふやける様子を
　 見せてもらいました。少しずつ、膨らんでいく様子に驚いたり感激したりする子ども
　 たちの様子が見られました。

きょうと食育事例集への掲載の可否（　可　・　不可　） いずれかに○をしてください。 

【様式１】　　　　　　　　食育月間の取組

　　　　　　　　　　　　　（6月の実績）

提 出 都 道 府 県 名
政 令 指 定 都 市 名

京都府

取 組 市 町 村 名 京田辺市　　京田辺市立南山保育所
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（様式） 

事例タイトル おもちつき 
実施主体 
連携機関 木津川市立木津保育園 

目 的 
 
 

・伝統的な年末の行事を体験し雰囲気を楽しむ。 
・餅米から餅になる変化を知り、つきたての餅の感触を楽しむ。 
・自分で作ったものをおいしくいただく喜びを味わう。 
 
 

対象者、場所 
０歳時～２歳児 （もちつきの参観） 
３歳児～５歳児 （もちつきに参加） 
木津保育園オープンスペース 

実施時期 Ｈ２９年１２月２１日（木） 

活動内容 
 
 

 
１、 季節の行事を知る 

  絵本を見たり、歌を歌う。 
 

２、 エプロン・三角巾・マスクをつける 
 

３、 蒸したもち米を、きねでつく（５歳児） 
       （０歳時～２歳児は餅つきを見学） 

 
４、 つき上がったもちを丸める。 

    
   ５、   きな粉もちにして、食べる。 
 
 

成 果 
 

・年末の伝統行事の雰囲気を楽しむことが出来た。 
・餅米から餅になる変化を実際に体験することで、食への関心が深まった。 
・餅つきを通して、餅をつく・餅を丸める･みんなと一緒に食べるなどを体験し、食べる楽し

みを感じ、おいしく食べられた。 

課題及び今後の展望 
 

・食への関心は、楽しく食べる体験を通して「食を営む力」の基礎を培うことを 
 保護者にも知らせ食育活動を進めていく。 

（記入者 職・氏名）木津保育園 園長補佐      岡本 ひろみ 

（連絡先）TEL 0774－72－6079    FAX 0774－72－6079   E-mail 

 

 

 

 せんせいが、見本

を見せるね。 

年長さんがつくので 

みんなでかけ声をかけ

てね。「よいしょ！」 

きな粉もちにして

もらったよ。 

「おいしい～。」 

うまく、丸められたよ。 
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（様式） 

事例タイトル 春キャベツのお味噌汁 
実施主体 
連携機関 木津川市木津川台保育園 

目 的 
  
 

・季節の野菜を知る。  
 ・食べ物に対する興味や関心を育てる。  
 ・友達と一緒に作ったり、食べる楽しさを味わう。 
 

対象者、場所 
 ５歳児 
  ５歳児保育室 

実施時期 
平成２９年５月１７日（水） 

活動内容 
 
 

  
    
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

成 果 
 

煮干、昆布に興味を示し、硬さをみたり、においをかいだり感触を楽しんでいた。家庭な
どで素材その物を使う機会がないので、積極的に取り組んでいた。煮干、昆布とも水から入
れ火にかけると色が変わったり、匂いか出てきたりした事を子ども達が気付いていた。素材
の味の美味しさに気付き、家でも味を絶賛していた。保護者も喜んでおられた。 

課題及び今後の展望 
 

・素材本来の味を味わう事が出来る食材を使い、本当の美味しさを伝えていきたいと思った。 
・子ども達が興味、関心を持って食育活動が出来るような保育を取り入れていきたいと思う。 
 

（記入者 職・氏名） ５歳児担任  吉岡 友希子 

（連絡先）TEL 0774‐73‐2526   FAX 0774‐73‐2526   E-mail 

 

 

何で取らないとい
けないのかなあ？  
  
 魚の頭や内臓は
苦味があるので、
取り除いたほうが
おいしくなるよ。  

こんな事したの、初め
てやぁ。こんなんで、
美味しい出汁出るのか
な？  
丁寧に取っていこう。  

春キャベツって  
フワフワしてる。  
洗うと破れるかも。
優しく、優しく洗お
う。  

 

クッキングの流れを
聞く。  

 

 春キャベツは柔らか
くてフワフワしてい
る。優しく洗おっと。  

何で、頭取るの？  
 
頭や内臓があると苦味が出るの
で取ったほうが美味しいよ。  

 

きれいに取っていこ
うな。美味しくでき
るんやって。  

 

 
美味しい！こんな味初めてや！
食べたことないわあ。  
おかわりするで。  
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（様式） 

事例タイトル さつまいもクッキー作り 実施主体 木津川市立相楽台保育園 
連携機関 社会福祉協議会（相楽台支部） 

目 的 

・地域の方と一緒にさつまいもを育て、生長に興味、関心をもち収穫す
る喜びを味わう。  

・収穫したさつまいもを使い、自分たちでさつまいもクッキーを作って食べ
る喜びを味わう。 

 

対象者、場所 
木津川市立相楽台保育園園児（３・４・５歳児） 
畑・保育室 

実施時期 平成２９年５月２９日（月）～平成２９年１１月１日（水） 

活動内容 
 
 

 
 （１）菜園活動 
    ①社会福祉協議会（相楽台支部）の方と一緒にさつまいもの苗挿しをする。 

 ②５歳児が、水やりや草引きをする。 
    ③社会福祉協議会（相楽台支部）の方と一緒にさつまいもの収穫をする。 
     
 
 
 
 

 
           
   

(２)クッキー作り 
    ①３歳児が、さつまいもを洗う。 
    ②５歳児が、さつまいもの皮をむき切る。 
    ③４歳児が、ゆでたさつまいもをつぶす。 
    ④４・５歳児が、さつまいもにホットケーキミックス・バターを混ぜてクッキーの形

を作る。 
   
 
 
 
 

              
        
 

成 果  
 

・水やりや草引きをすることで、さつまいもの生長に興味、関心をもつことができた。 
・さつまいもの苗挿しや収穫で、地域の方々と交流することができた。 
・収穫したさつまいもで、大きさや数に関心をもつことができた。 
・自分たちで収穫したさつまいもで、クッキーを作って食べる喜びや、作ったクッキーを小さ

いクラスの友だちにプレゼントして喜んでもらえる嬉しさを味わうことができた。 

課題及び今後の展望 
 

・クッキングは、各クラスで行ったが、年間を通して異年齢児活動をしているので、異年齢で
行う機会を設ける。 

 

（記入者 職・氏名）園長補佐 田井中 葉子 

（連絡先）TEL 0774-72-3982 FAX 0774-72-3982         E-mail 
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（様式） 

事例タイトル     季節を通し、食に興味を！ 
実施主体  木津川市立相楽保育園 
連携機関  

目 的 
 
  

         季節を通し、より深く給食（食べる事）に興味を持つ。 
          
 

対象者、場所  木津川市立相楽保育園園児５歳児２４名対象、同保育室 

実施時期  毎月食育の日前後、及び、野菜の入荷や収穫時 

活動内容 
 
 

 
      
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

成 果 

 ・５歳児数名が、つくしを摘んで、調理してほしいと言って持って来たり、 
「今日の給食おいしかった。また作って。」と調理師に話しかけるなど、 
給食室の様子や調理師を身近に感じ、食への興味をもつようになる。 

・保護者からもレシピを尋ねられることが増え、家庭でも給食のメニュー
を取り入れ、食卓を囲むようになる。 

         ・よく噛んで食べることを意識できる。 
・苦手な食材でも、自分たちで作ったものは美味しく感じることができる。 

        ・身近なもので栄養があるものを知る。 
        ・ガーデンパーティで、食べる楽しさを感じる。 

課題及び今後の展望 
 ・保護者の要望を受け、レシピの配布は行っているが、 

保護者を対象とした食育の取組や啓発活動もしていきたい。  
               ・調理師も子どもたちのクッキングに参加する時間をもちたい。 

・時間があれば、食育の日は、配膳も一緒にして、子ども 
たちの様子をみながら食べ方も指導したい。 

（記入者 職・氏名） 園長補佐・田中 

（連絡先）TEL0774-72-4293  FAX0774-72-4293  E-mail 

４月20日給食はどう作られる 
・調理員の自己紹介・給食室の様子紹介 
・１日の作業の説明（調理器具をみせる） 

５月19日収穫グリーンケーキ 
収穫したえんどう豆を使用して、子どもが 
さやとりをし、目の前でケーキを作る。 

６月2日 虫歯予防デー  
・絵本「はははのはなし」 
・歯はどうしてある？  食物を体の中に

運ぶ前に小さくしたり、すりつぶす。 
・歯がないと？     

栄養摂取できにくく弱い体につながる。 
・なぜ虫歯？  黴菌が歯を溶かす。 
：歯磨きの大切さ。   

虫歯になると、おいしく食べられない。 
・カルシウムを取ると骨が丈夫になる。     
・おやつに煮干しを食べる。 

７月4日 トウモロコシ 
子どもが皮むきし、午後のおやつに
する。 
カットしている時に先端からでて
きた青虫を不思議そうにみる。 
・トウモロコシの仲間  

ホップコーン/ひげ茶/コーンス
ターチ/家畜用肥料や燃料 

８月24日大豆(枝豆)収穫 
・枝についた枝豆をむく。 
・大豆の仲間  

味噌/醤油/きな粉/納豆/あげ 
高野豆腐/豆腐/もやし 

・絵本「めざしのジョニー」 
 命をいただく大切さを話す。 

10月25日 さつま芋収穫 
・さつま芋の収穫をする。 
・形、葉、茎の観察をする。 
・皮ごと食べると消化を助けて、 

おならの数を減らす。 
・クッキングで活用。 

11月16日 
ガーデンパーティ 

・大きな鉄板で仕上げ、香りを 
楽しみながら、園庭で食べる。 

12月19日 冬至 
・一年中で、一番昼が短い日  
・風邪をひかないように、南瓜を食

べたり、柚子茶を飲んだりする。 
・柚子とみかんの匂い比べをする。 
・おやつに南瓜プリンを食べる。 

９月6日 ？(はてな)ＢＯＸ 
・食材を「？ＢＯＸ」に入れ、 

触って当てる。（おでんの食材） 

さくらんぼ収穫  ５月12日 
ジャムにし、蒸しパンやヨーグルトに和えて
食べる。 

とびうお  ７月21日  
とびうお一尾、羽を広げてみせる 
とビックリしていた。 
本日の給食にでることを話す。 

10月4日 十五夜(お月見) 
・秋の収穫に感謝する行事 
・「お月見どろぼう」の話 
・おやつに 月見団子 
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（様式） 

事例タイトル 献立早見表を使って、いろいろな
食材や働きを知ろう 

実施主体 笠置保育所 
連携機関  

目 的 
 
 

○「献立早見表」を使用し、献立の食材を３種類の栄養素に分類し掲示することで、 
食材に興味を持ち、食べる意欲につなげていく。 

 
 

対象者、場所 
笠置保育所 園児（3〜5歳）  
笠置保育所 

実施時期 
平成２９年度年間を通して 

活動内容 
 
 

 
    ・全園児対象の食育活動 
 

① 保護者に、給食の献立に使われている食材の絵カードと献立早見表を制作してもらう。 
（制作しながら食事や栄養に関する話をし、食の大切さを再確認する。） 

 
② 子どもたちに、３種類の栄養素は体の中でどんな働きをするのかを話したり、給食の食

材がどの栄養素なのか、その日の献立を例に挙げて話をする。 
 

③ 毎日継続して行い、その日のお当番が献立をもとに栄養素別に絵カードをかける。 
 

④ 給食を食べながら食材見つけをしたり、何色の食べ物かを話し合ったりする。 
 
 
 
 
 
 

 
 

成 果 
 

① 保護者の方に手作りしていただく中で、保育所の献立に使われている食材の種類の 
豊富さに驚かれ、「家でもいろいろ食べさせていきたい」という意見もでていた。 

② 献立早見表が分かりやすいので楽しみながら続けられており、どの食材が何色の栄養素
なのかを覚えてきている。 
 

課題及び今後の展望 
 

① これからも継続し、例年行っている菜園活動と共に、旬の食材など様々な食材に興味を 
持ったり親しめるような取り組みを進めたい。 

② 家庭でもいろいろな食材を取り入れてもらえるようにお便り等を通して働きかけ、「食
の大切さ」を伝えていきたい。 

（記入者 職・氏名）笠置保育所 藪下あゆみ 

（連絡先）TEL 0743-95-2942      FAX 同左    E-mail  k-hoikusyo@ktn.ne.jp 
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（様式） 

事例タイトル  園で育てた大根を 

     みんなで食べよう 
実施主体   
連携機関  千代川保育園（亀岡市） 

目 的 
 

自分たちで収穫した大根を味わうことで、食への関心を持つ 

食べ物が口に入るまでの過程を知る  

対象者、場所 
千代川保育園 年長児：４９名  年中児：３９名 

於：千代川保育園   

実施時期 平成２９年９月～平成３０年１月 

活動内容 種まき、収穫、調理体験 

 

＜種まき＞ 
給食の材料となる野菜の切れ端や残飯などを利用して作った肥料を混ぜて栄養たっぷりに
なった畑に大根の種を蒔きました。 

 

 

                                 

  
 
 
 
 

「大根の葉っぱが出てる」「土から大根が見えてる」と大きく生長していく様子を楽しみ
にして観察していました。 

 

＜収穫・水洗い＞ 
 心待ちにしていた大根の収穫では、引っぱってもなかなか抜けず苦戦をしていました。「大

きな大根やし抜けへんのかな？」と期待を膨らませ気持ちが高まります。スーパーなどで
見るよりも遥かに太くて立派な大根でした。冷たい水を我慢しながら、一生懸命に泥を落
としていきます。 

                    

 

 

 

 

＜大根焚き＞ 
 12月8日の成道会に合わせて園庭で大根焚きを行います。大鍋に油揚げと昆布、大根を
入れて薪で炊いていきます。朝から5時間煮込んで黄金色になった大根などをよそっても
らい熱々の大根を「美味しい！」とお代わりの行列ができていました。 
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＜調理体験＞  
お味噌汁に入れる大根と七草粥に入れる大根の葉っぱを切り、とんかつに乗せる大根おろ
しを作りました。自分達で切ったりおろしたりすることで、調理の仕方を知り味わうこと
ができました。 

 
 
 

 

 

 

 待ちに待った給食の時間がやってきました。味噌汁の中に自分たちが切った大根が入って
いるか探し「あった！」「これは誰が切ったんやろうな？」と夢中でした。大根おろしは
初めて食べる子どももいましたが「おいしい！」とたくさんの声を聞くことができました。
自分達で調理したものを美味しくいただける喜びを感じることで、食が進みきれいに完食
する事ができました。おやつの七草粥では、１２月のお餅つきのお餅と一緒に自分たちで
育てた大根の葉っぱを入れていただきました。                                                                               

成 果 
 

 
・自分たちの知らない調理の仕方を知り、興味関心をもち美味しく食事をする事ができまし

た。種まきから収穫、調理をする事で自分達が育てたものが、美味しい料理に変身する喜
び、嬉しさを感じ苦手な大根も食べようとする姿がみられました。 

・自分たちで育てた大根を味わい、普段は簡単に手に入るものが実はこんなにも手間と時間
がかかっていることを実感することができました。 

 

課題及び今後の展望 
 

・実際に育て、調理に携わる経験をしたことで食への関心を深め、苦手な野菜も意欲的に食
べることができたので、今後も豊かな食の体験ができるようにしていきたいと思います。 

・種まきから収穫までの過程の中で育った大根が当たり前のように自分たちの目の前に出て
くるのではなく、色々な人や自然の恵みがあって自分たちの口に入ることを感じられるよ
うな活動をしていきたいです。 

・また、毎日食べているものに感謝する心を持ち続けていけるようにしていきたいです。 

 

（記入者 職・氏名） 保育士 金城 春菜  

（連絡先）TEL 0771-23-7911  FAX 0771-23-7961  E-mail chiyokaw@arion.ocn.ne.jp 
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（様式） 

事例タイトル 「育てて食べよう」 
実施主体   
連携機関   大井保育園（亀岡市） 

目 的  

・ ラディッシュの栽培・収穫の過程を体験し、食に対して感謝の気持ちを持つ 
・ 自分たちで育てた野菜を食べることで、好き嫌いなく食べる楽しさを味わう 

対象者、場所 大井保育園 園児（5歳児） 於：大井保育園 園庭 

実施時期 平成29年5月～平成29年6月 

活動内容 
 
 

 
①ラディッシュの種を植え     ②収穫をし、水洗いをする。（６月３０日）                 

生長の過程を観察する。      

（５月下旬） 

 

                            → 
 

 
 

 

              ↓ 
③スライスしサラダに合わせる。（６月３０日） 

 

 

  

 

成 果 
 
 

 
・ プランターで簡単に育てられることから、観察や世話がしやすく、興味・関心が持続して

いた。 
・ 自分たちで栽培・収穫・調理を経験したことで、食べるまでの過程を知り、どの食べ物に

もたくさんの人が携わっていることが分かり、感謝の気持ちを持つことができた。 
・ 自分で育てたということで、野菜が苦手な子どもも「おいしい」と喜んで食べていた。 
・ 調理器具(スライサー)を使用したことで、「わたし(ぼく)にもできる！」という自信と、

調理に携わる楽しさを知り、家庭でもお手伝いをする子どもが増えた。 

課題及び今後の展望 
 

 
今回はプランターに数人ずつで栽培をしていた為、自分のラディッシュを育てるという意

識が薄く、水やりを忘れることが多かったので、1人ずつポットや植木鉢に種を植え最後まで
責任を持って育てられるように環境を整えたい。また、栽培をしたり、調理体験をしたりす
る中で、食べ物の大切さを感じ、少しでも苦手意識を減らしバランスの良い食事ができるよ
うにしたい。 

（記入者 職・氏名） 保育士 中村 映里乃 

（連絡先）TEL 0771-23-7015  FAX 0771-23-7095  E-mail chiyokaw@arion.ocn.ne.jp 
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（様式） 

事例タイトル 旬の食べ物おいしいよ！！ 
実施主体   さつき保育園 
連携機関 

目 的 
 
 

・ペープサートと歌で楽しく旬の食べ物を考え、春夏秋冬夫々の季節のおいしい食べ物を知
ってもらう。 

 
 

対象者、場所 
さつき保育園全園児 

実施時期 
平成２９年９月２２日（金） 
 

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） 
 
 
 １、保育園児への食育活動 
  ①季節の野菜を描いた紙（ペープサート）を「やおやのおみせ」の歌に合わせて粘土に

さして行く。 
  ②『どれもおいしいよ！でもそれぞれ一番おいしい季節があるのを知ってるかな？』と 
   質問して園児においしい季節を考えてもらう。 
  ③園児との言葉の掛け合いをして、キャベツが一番おいしいのは春だね。トマトは暑い 
   夏が一番おいしいよ。秋と言えばお芋堀りさつまいもだね。大根は冬が一番！！と楽

しく話し、野菜はどれも一年中食べれるけれどやっぱりおいしい時に食べたいね！と
園児に、食べ物には旬があり旬に食べると一番おいしい事を伝える。 

 
  ☆果物（いちご・もも・ぶどう・みかん）魚（かつお・あゆ・さんま・まぐろ） 
   も同じ要領で園児に旬を伝えていく。 

成 果 
 

 
・園児は、普段から食べている野菜にも旬がある事を知る事ができた。 
・食べ物が美味しい季節のことを旬と言い、旬の食べ物は、いつもより美味しく、栄養がい

っぱいあると言う事も楽しい歌とペープサートで知る事ができた。 

課題及び今後の展望 
 

 
・園の畑やプランターで作っている野菜で、もっとクッキングをしていきたい。 

（記入者 職・氏名） 栄養士・竹原万里  

（連絡先）TEL0773-23-0190   FAX0773-23-0267  E-mail satsukihoik@mxa.nkansai.ne.jp 
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