
取 組 の 名 称
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

実　　施　　時　　期 毎月19日頃

取　　組　　内　　容 （市内全１２校　約５４００名対象）
①「食育の日の献立の実施」
毎月、地元産食材を取り入れた和食の献立（一汁二菜）を実施する「八幡食育の日」
を設けています。
②「献立表やポスターによる周知」
八幡食育の日の献立や食材、日本型食生活について、家庭に配布する献立表や教
室に掲示するポスターにのせています。
＜５月＞　　　　　　　　　                           　　　　＜９月＞

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３】        食育の日の取組
        （毎月19日：４月～12月までの実績）
提 出 都 道 府 県 名
政 令 指 定 都 市 名

京都府

取 組 市 町 村 名 八幡市立小中学校
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（様式） 

事例タイトル 郷土料理、特産品を使用した給食 
実施主体  
連携機関 精華町立小学校(全５校) 

目 的 
 
 

精華町では、町外からの流入人口も多く食文化も多種多様な中、地域に古くから伝わる料
理や、町の特産品である食材を給食に提供することで、地域の食文化を学ぶとともに、地域
資源の再認識と、ふるさとに誇りをもつ教育を進める。 
 
 

対象者、場所 
 
町立小学校児童生徒 

実施時期 
 
９月、１月 

活動内容 
 
９月お月見献立  １月食育の日献立 

 
【実施方法】９月お月見献立 
○中秋の名月に合わせ、お月見献立を実施 
○月見汁は精華町で昔から食されている「月見団子汁」を提供 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【実施方法】１月食育の日献立  
 
○地域で神年越しにお供えされている  
「油揚げごはん」を提供  
○精華町の特産品「洛いも」を使った  
みそ汁を提供  

成 果  

○精華町の郷土料理（食文化）や特産品について、興味関心を高めることができたと同時に、
郷土愛を育む機会となった。 

課題及び今後の展望 
 

○洛いもを精華町の野菜として定着されるためにも、今後、新メニューの開発をする必要が
ある。 

（記入者 職・氏名）学校教育課 山崎信一 

（連絡先）TEL：0774-95-1906 FAX：0774-94-5176 E-mail：gakkyou@town.seika.lg.jp 
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精華町で昔から食べられている月見団子汁です。

白玉団子に見立てた里いも、なすなどが入ったみ

そ仕立てのお汁です。汁の中にはうさぎの形にく

り抜いたハッピーキャロットが入っています。 
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（様式）

事例タイトル
  学校教育活動全体に位置付けた食育活動

実施主体  亀岡市立青野小学校
連携機関 京都府立農芸高校         

きょうと食育せんせい 地域の方

目 的

○朝ごはんの役割について知り、バランスのよい朝食をとること、また生活リズムを整える
ことの大切さについて理解する。

○バランスのよい食事をとるために、主食・主菜・副菜・汁物をそろえることが望ましいこ
とを知る。

○農芸高校や地域の方々と連携し、地域に根ざした体験活動を通して食への関心を高める。

対象者、場所
亀岡市立青野小学校 １・２・３・４・５・６年生
於亀岡市立青野小学校・農芸高校

実施時期

平成２９年５月１７日（水）４年生 平成２９年５月３１日（水）５年生
平成２９年６月  １日（木）３年生
平成２９年９月  ６日（水）５・６年生
平成２９年９月２６日（火）１・２年生

活動内容

１ 食育指導例
（１）４年生での食育

① 「朝ごはんを食べよう」の紙芝居を通して、朝ごはんの役割と生活リズムを整える
ことの大切さを理解した。

② グループ活動で意見交流しながら、赤・黄・緑の食品のそろったバランスのよい朝
食献立を考えた。

③ 朝食をバランスよく食べることの大切さについてワークシートにふり返りを書い
た。

（２）５年生での食育
① 食育の授業を通して野外学習のバイキングでバランスよく食べるためには、主食・

主菜・副菜・汁物をそろえることが大切であることを学んだ。
② グループ活動で意見交流しながら、バイキングの料理を主食・主菜・副菜に分けた。
③ ワークシートで、実際に紙を使ったバイキングをしてバランスよく料理を選ぶこと

と、おいしく食べるための盛り付けについても考えられるようした。

２ 地域との連携～農芸高校との連携～
（１） １・２年生は、牛舎に行って乳牛を見学し、牛乳が牛の体内でどのようにつくられる

かについて学んだ。
（２）３年生は、大豆の種の蒔き方について農芸高校の先生から教えてもらった。芽が出る

まで、雑草をこまめに抜くことや、毎日観察を続けることの大切さを学んだ。
（３）５・６年生は、高校生に教えてもらい、鎌を使って手刈りの体験をした。機械を使わ

ず手作業をしていた昔の大変さを体験を通して学んだ。

４年生での食育 １・２年生の牛舎の見学 ５・６年生の手刈り体験
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３ 朝食に関するアンケートの実施
（１）分析方法

① 個別に５日間で多かった食事形態を抽出して作成
② 緑は果物だけでなく野菜を食べている児童（果物のみは含めない）

（２）結果

①�欠食は２名（５日中５日欠食・３日欠食）であった。
②�全校児童のうち、赤・黄・緑の３色の食品を摂取している児童の割合は７０％であっ

た。
③�２色の食品を摂取している児童の割合は１９％であった。
④�１色のみの食品を摂取している児童は、５％であった。

（３）考察
【成果】

①�３色の食品を摂取してバランスのよい朝食をとっている児童は、５月よりも増加し   
て７割となり、良好であった。

② ２色の食品を摂取している児童は５月よりも減少し、３色の食品を摂取している児童
が増加しているので、良好である。

【課題】
① １色の食品を摂取している児童は少数だが、今後も成長期である児童が栄養不足に        

ならないように朝食内容を改善するように指導していく。
② 今後の取組

２色または１色しか摂取できていない児童や欠食児童に、バランスのよい朝食の大切
さ等について、食育だよりや掲示物（バランスのよい朝食レシピや３色の食品をとる
大切さ等）を通して家庭や保護者を啓発する。

成 果

・全校で「給食の約束」「給食月別目標」「給食当番点検表」について共通理解を図り、
学校全体で安全・安心な学校給食の取組を進めることができ、１～６年生の発達段階に
応じた指導ができた。

・教科・領域で、食を切り口として単元や本時の授業の導入を図り、児童が互いの考えを
交流する学び合いの場面を設定することで「考えを深める授業」を目指すことができた。

・地域・保護者・学校が一体となって「食に関する指導」に取り組むことにより、食や学
校給食への関心が高まり、児童が感謝の心をもつようになった。

課題及び今後の展望

  
・全校で「給食の約束」「給食月別目標」「給食当番点検表」を今後も徹底し、各

発達段階に応じて身につけさせていく。
・「食に関する指導」や学校給食を生きた教材として活用することを通して、地域

や保護者への食の啓発を進める。
・食を切り口とした「考えを深める授業」が、「学力向上をめざした授業」につな

がっているのかを検証をする。
亀岡市立青野小学校 栄養教諭 髙橋 正子

（連絡先）TEL 0771-26-2004 FAX 0771-26-5644      

項目：朝ごはんは何を食べ

ましたか？

① 食べたものを書きまし

ょう。

② 食べた色に○をつけま

しょう。
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実　　施　　時　　期

取　　組　　内　　容

５～６月　

取 組 の 名 称 田植え、芋の苗植え

〇田植え：実施学年（５年生）
・地域の田んぼに餅米の苗を植えました。
N・P・Oの方をはじめ、用務員さんにお手伝いいただき、植え方を学
びました。
秋には４・５年生が、地域の田んぼに稲刈りに行きます。年末にもち
つき大会をするので
精米などを地域の方にお願いしています。
〇芋の苗植え：実施学年等（全校）
・食育の一環として、全校児童で芋の苗植えを行っています。一人２
本ずつの苗を、用務員さんの指導の下植えていきます。芋の植え方
や、水やりの仕方、雑草抜き、芋堀り、芋の試食を行い、年間を通し
て食べ物ができるまでの過程や収穫する楽しさ、調理する楽しみなど
を学んでいます。

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 亀岡市（亀岡市立東別院小学校）
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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 南丹市（南丹市立八木西小学校）

取 組 の 名 称 えんどう豆のさやむき体験、調理場見学

実　　施　　時　　期 ６月　

取　　組　　内　　容 ・えんどう豆のさやむき体験（１年生35名）
栄養教諭から、そら豆やえんどう豆などの豆についての話を聞いた
後、えんどう豆のさやむき体験をしました。子どもたちは、大きなえ
んどう豆に驚きながらさやむきをしました。むいたそら豆は、翌日の
給食に登場しました。終わった後や翌日の給食時間には、「自分のむ
いた、えんどう豆は美味しい。」「豆は苦手だったけど、初めて食べ
られた。」などの感想が聞かれました。
・調理場見学（1年生35名）
　バスで給食調理場へ向かい、調理されている様子を見せてもらいま
した。大きなしゃもじや、お鍋に驚き、カゴいっぱいに切られた人参
やネギを見て、「お仕事大変そう。」「今日の給食も美味しそう。」
と声が上がりました。見学の効果か、その日から1年生の残菜が減
り、6月の残菜ゼロの日は４日ありました。
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取 組 の 名 称 食生活アンケートの実施

実　　施　　時　　期 ６月　

取　　組　　内　　容

「朝食」は体と脳を目覚めさせ、部活（朝練習）でのケガを防ぐだけ
でなく、特に午前中の学習能率を上げるものとして注目すべき食事で
す。
また、健康的な生活を送るためには、規則正しい生活習慣が大切で
す。朝食をはじめとした１日３度の食事を決まった時間にとることで
生活のリズムも整い、学校での活動にも力を発揮できることから、八
木中生の現状を調べるため全校生徒を対象にした食生活アンケートを
実施し、生徒会保健部が集計をしました。

＜アンケート内容＞
就寝・起床時刻
朝食を食べているか
朝食の内容
朝食を誰と食べているか
夕食を食べる時間　等

ほとんどの生徒が朝食を食べていると答えていましたが、内容を見る
と「パンと飲み物のみ」という生徒が多くみられました。
また、少数ですが、朝食を食べないと答えた生徒もいました。その理
由は、食べる時間がない、起きる時間が遅い、おなかがすかない等が
あげられています。
この結果から、2学期以降の生徒会保健部の取り組みや、食に関する
指導の計画と実践のための資料に反映させられるよう検討していま
す。

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 南丹市（南丹市立八木中学校）
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（様式） 

事例タイトル：地域に学ぼう 
       ～ふるさと学習～ 

実施主体：京丹波町下山小学校 
連携機関：地域学校協働推進本部 

下山小学校部会 

目目目目    的的的的    
 
 

①京丹波町で収穫される農作物について、特に特産品として全国に知られている「小豆」に
ついて調べ、実際に育てて収穫し、その活用方法について考える。 

②限られた土地を開拓し農作物の栽培・収穫に取り組んできた、昔の人たちの苦労や願い、
努力について知り、故郷を愛する心を育てる。 

対象者対象者対象者対象者、、、、場所場所場所場所    下山小学校３年生 

実施時期実施時期実施時期実施時期    平成２９年４月～平成３０年３月 

活動内容活動内容活動内容活動内容    
 
 

第１次 京丹波町の特産物について知ろう。 
①京丹波町の特産物について調べる。 
・京丹波町食のキャラクター「京丹波 味夢くん」を題材に、京丹波町の特産品について関

心をもつ。 
・絵の中には、京丹波町の特産品がかくれ 
 ているので、それを見つけることを通し 

て、京丹波町の特産品を知るきっかけと 
した。 

 
 
 

 
  
 

・京丹波町の特産品についてパンフレットや社会科の 
副読本「わたしたちの京丹波町」で京丹波町の特産 

 品について調べ、自由にまとめた。この学習で自分 
 がんでいる地域で収穫される食材を知ることができ 
 た。給食のメニューで特産の食材が出ると、「これ 
 パンフレットにあったなあ。」と関心を持つことが 
 できた。 
 
 
 

 
②小豆を植えよう。 

・地域の方に畑をお借りし、サツマイモの苗 
と小豆を植えた。畑を持っている家庭が少 
なく作物を育てることが未体験の児童が   
多い。そこで、地域の方にお世話になって 
サツマイモと小豆の植え方を教えていた 
だいた。 
サツマイモは、横に寝かせて植えることや 
小豆の種は小豆そのままであることを、作   
業を通して学ぶことができた。 
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第２次 小豆について知ろう。 
①小豆の生長の観察しよう。 

・畑に苗や種を植えた後、何度か畑に行って成 
 長を観察したり、草ひきなどの手入れをした 

りした。畑に行くたびに大きく成長する様子 
を見て児童は収穫を心待ちにしていた。 

 
 
       
 

②収穫しよう。 
・秋には、サツマイモや小豆も実り、収穫の時 

期になったので、地域の方にお世話になって 
収穫をした。広い畑を少ない人数で収穫する 
のは大変だったが、みんなで力を合わせて収 
穫をした。はじめ小豆の種を３粒だけ蒔いた 
のに、それ以上に実ったことや、サツマイモ 
は苗で植えたのにいつの間にか芋ができてい 
たことにびっくりしていた。 

③今までの取組を発表しよう。 
・学習発表会で今までの学びを発表した。台本 

や舞台の準備も子ども達の手で作り、練習を 
した。また、お世話になった地域の方に招待 
状を出し、発表会に招待した。クイズ等も取 
り入れ、会場のみんなにも参加してもらうこ 
とができ、児童が学んだことをみんなに知ら 
せることができた。 

 
 
 
第３次 収穫を祝おう。 
①収穫を祝おう。 

・サツマイモが予想以上にたくさん収穫できた 
ので、給食センターにお願いして、給食の食 
材にしてもらうことにした。そして、同じ給 
食を食べる竹野小学校・丹波ひかり小学校に 
お手紙を書いて、食べていただくように呼び 
かけた。また、サツマイモがメニューに出る 
日に、「感謝の集い」を開き、お世話になっ 
た地域の皆さんを招待し、いっしょに給食を       
食べた。地域の方と一緒に収穫を祝い、「お
いしいね」と食べることで、収穫の喜びを味
わうことができた。 

 
②おまめの学習 

・丹波ひかり小学校栄養職員にお世話になっ 
 て、お豆の話をしていただいた。豆の種類 
 や豆の加工品、栄養などについてワークシ 
ョップを取り入れてお話していただいた。 
日頃食べているお豆のこ 
とを詳しく教えていただき、収穫した小豆 
を思い出しながら３学期のまとめ学習に繋  
がる学習ができた。 

 
   
 
       

まだ若い収穫前の小豆は緑色だね。 
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成成成成    果果果果    
 

○地元の特産物の栽培活動を通して、穀物をはじめ野菜の生長に興味関心を持ち、栽培から
収穫・消費までの流れを学び、食べ物を大切にすることを学んだ。  

○日常の給食指導や教科・領域における学習を通して、食に関する児童の興味関心を高める
ことができた。 

○地域との繋がりを意識した取組を通して、児童の地域への関心や地域の方との繋がりが深
まった。 

課題及課題及課題及課題及びびびび今後今後今後今後のののの展望展望展望展望    
 

○今まで学んだことをまとめ、学びを確実なものにしていきたい。 
○３学期も食を通して地域とのつながりをより強くし、地域とともに子どもを育てる学校を
目指す。 

 

 

（記入者 教諭・氏名 石井  真由美） 

（連絡先）TEL   0771（83）0014     
 FAX   0771（83）0914          
E-mail  simoyama-es@kyoto-be.ne.jp 
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取 組 の 名 称 和食給食の取組

実　　施　　時　　期 11月24日（金）

取　　組　　内　　容 実施学年：全学年
実施目的：和食への理解を深め、日本の伝統的な食文化について見直す。
実施内容：
（１）和食給食の実施
11月24日（和食の日）に「だし」を活かした和食給食を実施しました。
献立：五目ごはん、イカとねぎのぬた、のっぺい汁、りんご、牛乳
※「五目ごはん」「のっぺい汁」に煮干しだしを使用しました。
※「イカとねぎのぬた」は白みそを使った日本ならではの献立なので、和食給食に入れ
ました。

（２）給食委員会による「和食の日」の紹介
給食時間中に、給食委員会から「和食の日」について紹介しました。
紹介内容（一部抜粋）
「11月24日は「和食の日」です。和食は世界に誇るべき日本の食文化です。ヘルシーな
その栄養面だけでなく、季節感を上手に取り込み、繊細な美意識に裏打ちされた日本
の和食は今、世界中から注目を集めています。だしに含まれる“うま味”とは、甘味、塩
味、酸味、苦味に次ぐ、第5の味覚と言われています。海外でも“Umami”という言葉で広
がっています。」

（３）和食について掲示
ランチルーム前にある掲示板に和食について
の掲示を行いました。だしとして使われる食
材（かつお節、昆布、煮干し等）の実物も掲
示をし、生徒の興味を持つような掲示にしま
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２】      食育月間以外の月の取組
        （6月を除いた4月～12月までの実績）
提 出 都 道 府 県 名
政 令 指 定 都 市 名

京都府

取 組 市 町 村 名 京丹後市立久美浜中学校
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（様式）

事例タイトル
生活習慣病（脂質異常症）予防メニューの提供

実施主体 京都文教短期大学
株式会社 典座

連携機関  宇治市

目 的

〇市民に脂質異常症（高脂血症）について関心を持ってもらい、予防の重要性を定食の提供
と啓発活動をとおして、意識し、考えてもらう。

〇脂質異常症予防を意識した定食を食べてもらうことにより、「宇治市健康づくり・食育推
進計画」の重点課題である「生活習慣病の発症予防と重症化予防」に寄与し、広く市民に
関心を持ってもらう。

〇地元農家の野菜を使用することで、地産地消に寄与するとともに、市民へのアピールをお
こなう。

対象者、場所
一般市民、宇治市役所職員
宇治市役所内食堂

実施時期 平成29年6月28日（水）、7月5日（水）、12月21日（木）11:30～13:45

活動内容

・本学食物栄養学科の学生の学びとして専門科目の課題として授業内で試作を重ね、宇治
市役所内食堂の委託会社である株式会社典座に提案し、定食の一般市民への提供をおこ
なった。

・学生たちの手作りの脂質異常症予防に関する豆知識のチラシを定食喫食者に配布し、予
防の啓発活動をおこなった。

・生活習慣病に関する情報をパネルにして、食堂内に掲示し、食堂利用者に啓発活動をお
こなった。

・定食喫食者にアンケートを実施した。
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成 果

・用意した6月28日（水）50食、7月5日（水）50食、12月21日（木）80食を完売することがで
きた。

・パネル掲示やチラシを配布することで、脂質異常症の予防について広く市民に啓発するこ
とができた。

・アンケートを実施することで、市民の脂質異常症についての意識や定食についての感想を
聞くことができた。

・地元野菜を使用することで地産地消に貢献することができた。
・地産地消について市民に広くアピールできた。

課題及び今後の展望

・授業の一環であるため、実施時期等に制限がある。
・今後年に数回、定期的に継続して実施したい。
・定食提供だけでなく、運動教室など他との連携により、よりアピールをしていきたい。

（記入者 職・氏名）京都文教短期大学 地域連携室 課長 野々山功一

（連絡先）TEL 0774-25-2414  FAX 0774-25-7804  
E-mail  knonoyama@po.kbu.ac.jp
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（様式）

事例タイトル
食物栄養学科学生による食育活動

実施主体 京都文教短期大学
連携機関 京都文教短期大学附属家政

城陽幼稚園
社会福祉法人京都社会福祉
協会城南第二保育園

   社会福祉法人白菊福祉会い
ずみ保育園

目 的

〇紙芝居、手遊び、エプロンシアター、歌などをとおして、食べることの大切さを楽しく理
解してもらう。

〇食べ物釣りゲームをおこない、いろいろな食材について楽しく覚えてもらう。

対象者、場所
京都文教短期大学附属家政城陽幼稚園園児 本学介護演習室
社会福祉法人京都社会福祉協会城南第二保育園園児 同保育園内
社会福祉法人白菊福祉会いずみ保育園園児 同保育園内

実施時期
家政城陽幼稚園 平成29年6月29日（木）
城南第二保育園 平成29年7月25日（水）
いずみ保育園  平成29年7月26日（水）

活動内容

  ・本学食物栄養学科の学生の学びとして専門科目「栄養教育論実習Ⅱ」の授業の一環とし
て、授業内で学んだ知識や技能を実際に保育園、幼稚園で実践した。

・紙芝居、手遊び、エプロンシアター、歌、クイズ、劇などをとおして、食べることの大
切さを楽しく理解してもらう。

・食べ物釣りゲームをおこない、いろいろな食材について楽しく覚えてもらう。

成 果

・エプロンシアターや紙芝居をとおして、歯みがきや手洗いや朝食を食べることの大切さに
ついて園児に知ってもらうことができた。

・紙芝居や食べ物釣りゲームをとおして、いろいろな食物やその栄養について園児に知って
もらうことができた。

課題及び今後の展望

・１回だけではなく、継続することが重要であるので、今後も続けていきたい。
・要望があれば、他園でも活動したいが授業の関係上大学の近隣で徒歩圏内に限られる。
・実施に係る経費と授業の一環であるため時間的制限がある。
・園との直接的実施だけでなく、行政や生産者等とも協力していけないか検討したい。

（記入者 職・氏名）京都文教短期大学 地域連携室 課長 野々山功一

（連絡先）TEL 0774-25-2414  FAX 0774-25-7804  E-mail  knonoyama@po.kbu.ac.jp
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（様式）
事例タイトル
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

実施主体 京都文教短期大学
連携機関   

目 的

〇「和食」が、2013年ユネスコ無形文化遺産に登録されたのを機に、改めて「和食」や「和
食文化」について考える機会としてもらう。

〇「和食」の良さを再認識してもらう。
〇和食や和食文化、健全な食生活や食べ物を大切にする精神を理解してもらう。

対象者、場所
一般市民
京都文教短期大学 14号館 2階 14202教室

実施時期
平成29年10月16日（月）14:40～16:10

活動内容

（１）本学客員教授で料理研究家である杉本節子氏による講演
・「和食」のユネスコ世界無形文化遺産登録の意味について、平成25年10月に創設さ

れた「京都の無形文化遺産」第一号に選定された「京の食文化」について、また京
町家杉本家の年中行事・歳時記に関する歴史・食文化と伝統食やおきまり料理や食
のならわし等について貴重な資料をスライド紹介しながら、和食文化について講演
して頂いた。

成 果

・本学学生と一般市民併せて60名の参加があり、十分な食育活動ができた。
・「和食」や「和食文化」について、ユネスコ世界無形文化遺産登録の意義について詳しく

知ることができた。
・和食の保護・発展・継承についてそれぞれの立場からの意見や取り組みを聞くことにより、

家庭や地域で何が出来るかを考え、共有することができた。
・質疑応答では、活発な交換がなされ、関心の高さがうかがえた。
・アンケートを実施したことにより、参加者の意見や感想を聞くことができた。

課題及び今後の展望

・開催時期と経費。
・募集方法と連携体制。
・このようなイベント企画を定期的に継続していきたい。

（記入者 職・氏名）京都文教短期大学 地域連携室 課長 野々山功一

（連絡先）TEL 0774-25-2414  FAX 0774-25-7804  E-mail  knonoyama@po.kbu.ac.jp
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（様式）

事例タイトル
第15回宇治橋通りわんさかフェスタ

実施主体 宇治橋通りわんさかフェ
スタ実行委員会

連携機関  京都文教短期大学

目 的

〇広く宇治市民に食育を推進するため。

対象者、場所
一般市民
宇治橋通り商店街

実施時期
平成29年10月21日（土）11:00～17:30

活動内容

  ・宇治市食育ネットワークの一員として、本学学友会所属の「食育クラブ」の学生が食育
活動に参加した。

・「野菜？ボックス」を３種類用意し、中にそれぞれ違った野菜を入れ、手探りで何の野
菜かを当ててもらう。

・「食べ物釣りゲーム」では、いろいろな食べ物のイラスト（マグネット付）をブルーシ
ートに並べて、リストに書いてあるものを釣り竿で釣るゲーム。

成 果

・子どもたちは、はてなボックスをとおして、楽しみながら、普段口にする野菜がどのよう
な形をしているのかを触って、想像しながら学ぶことができた。

・子どもたちは、食べ物釣りゲームをとおして、食べ物のなまえなどを楽しく学ぶことがで
きた。

課題及び今後の展望

・開催時期と学生の確保。
・新しい食育教材の検討・開発。

（記入者 職・氏名）京都文教短期大学 地域連携室 課長 野々山功一

（連絡先）TEL 0774-25-2414  FAX 0774-25-7804  E-mail  knonoyama@po.kbu.ac.jp
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（様式）

事例タイトル
「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」

実施主体 京都文教短期大学
連携機関 株式会社典座

目 的

〇食物栄養学科の学生が考案し、学生食堂の委託会社と協力して精進料理を意識したランチ
を提供し、和食や精進料理について理解してもらう。

〇栄養価等も考慮したメニューを提供することで喫食者に健康や食生活に関心を持ってもら
う。

〇地元農家の野菜を使用することで、地産地消に寄与するとともに、市民へのアピールをお
こなう。

対象者、場所
本学学生、教職員、一般市民
京都文教学園宇治キャンパス 学生食堂（宇治市槇島町千足80）

実施時期 平成29年12月7日（木）11:30～

活動内容

  ・12月8日はお釈迦さまがお悟りを開かれた日「成道会
じょうどうえ

」であるので、この機会に学生な
ど若年者層に和食や精進料理に関心をもってもらおうと、食物栄養学科の学生が考案
し、学生食堂の委託会社と協力して栄養価等意識した精進料理ランチを提供した。

・学生手作りのメニューや豆知識のチラシをランチ喫食者に配布し、食育活動をおこなっ
た。

・定食喫食者にアンケートを実施した。

成 果

・用意した50食を完売することができた。
・チラシを配布することで、日頃の食生活や健康について広く学生や市民に啓発することが

できた。
・アンケートを実施することで、食についての意識や定食についての感想を聞くことができ

た。
・地元野菜を使用することで地産地消に貢献することができた。
・地産地消について市民に広くアピールできた。

課題及び今後の展望

・単独で考案、試作、製造、販売までできないか。
・考案した学生と委託会社がさらに深く連携する機会が持てないか。

（記入者 職・氏名）京都文教短期大学 地域連携室 課長 野々山功一

（連絡先）TEL 0774-25-2414  FAX 0774-25-7804  E-mail  knonoyama@po.kbu.ac.jp
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（様式）

事例タイトル
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」

実施主体 京都文教大学
連携機関 京都文教短期大学

株式会社典座

目 的

〇市民に日頃の食生活や健康について関心を持ってもらおうと、食物栄養学科の学生が考案
し、学生食堂の委託会社と協力して健康を意識したランチを提供し、食生活の改善等参考
にしてもらう。

〇栄養価等も考慮したメニューで生活習慣病予防等を意識して食べてもらうことにより、「宇
治市健康づくり・食育推進計画」の重点課題である「生活習慣病の発症予防と重症化予防」
に寄与し、広く市民に関心を持ってもらう。

〇地元農家の野菜を使用することで、地産地消に寄与するとともに、市民へのアピールをお
こなう。

対象者、場所
イベント参加者（一般市民）
京都文教学園宇治キャンパス 学生食堂・サロンドパドマ（宇治市槇島町
千足80）

実施時期 平成29年12月9日（土）10:00～16:00

活動内容

  ・市民に日頃の食生活や健康について関心を持ってもらおうと、食物栄養学科の学生が考
案し、学生食堂の委託会社と協力して健康を意識したランチを提供し、食生活の改善等
参考にしてもらう。

・定食喫食者にアンケートを実施し、意見や感想を聞くことができた。

成 果

・用意した50食を完売することができた。
・パネル掲示やチラシを配布することで、日頃の食生活や健康について広く市民に啓発する

ことができた。
・アンケートを実施することで、市民の食についての意識や定食についての感想を聞くこと

ができた。
・地元野菜を使用することで地産地消に貢献することができた。
・地産地消について市民に広くアピールできた。

課題及び今後の展望

・本学のみで考案、試作、製造、販売までできないか。
・考案した学生と委託会社がさらに深く連携する機会が持てないか。

（記入者 職・氏名）京都文教短期大学 地域連携室 課長 野々山功一

（連絡先）TEL 0774-25-2414  FAX 0774-25-7804  
E-mail  knonoyama@po.kbu.ac.jp
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（様式）

事例タイトル
幼稚園園児への給食と食育活動

実施主体 京都文教短期大学
連携機関 京都文教短期大学附属家政

城陽幼稚園

目 的

〇幼稚園児への食育活動
〇「野菜の名前を知る」「野菜に触れる」などの体験をとおして、野菜に親しみをもっても

らう。
〇給食を体験し、それぞれの野菜の味を知ってもらう。

対象者、場所
京都文教短期大学附属家政城陽幼稚園年長児と幼稚園教諭
京都文教短期大学内

実施時期 平成29年12月6日（水）10:30～13:00

活動内容

  ・本学食物栄養学科の学生の学びとして専門科目「子どもの食育実習」の学びとして幼稚
園児に食育活動と給食をおこなった。

・冬の野菜の紙芝居やクイズをとおして、野菜の名前や種類を楽しみながら知ってもらう。
・手洗い指導をし、実際に手洗いをしてもらい、楽しく手洗いの大切さと手洗い方法を学

んでもらう。
・学生が調理した給食を学生たちと一緒にみんなで食べることで、食事することの楽しさ

や大切さを知ってもらい、野菜の味や冬の野菜のおいしさを感じてもらう。

成 果

・紙芝居と実物の野菜をとおして、冬野菜の種類や色・形などについて学んでもらうことが
できた。

・手洗いの方法を楽しく知ってもらい、実際に手洗いをすることで手洗いの仕方を体験して
もらうことができた。

・学生が作った給食を一緒に食べることで、食事の楽しさや収穫した野菜の味などを知って
もらうことができた。

課題及び今後の展望

・実施時期と時間調整。
・嫌いなものや苦手なものを食べてもらう工夫が重要であると実感した。
・幼児期の食育の重要性を知ることができたので、引き続き継続して実施したい。

（記入者 職・氏名）京都文教短期大学 地域連携室 課長 野々山功一

（連絡先）TEL 0774-25-2414  FAX 0774-25-7804  E-mail  knonoyama@po.kbu.ac.jp
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（様式）

事例タイトル 保育士養成校での食育授業
実施主体 光華女子大学
連携機関

目 的

○ 保育士を目指す学生に対し、元保育所栄養士が保育所における様々な食育につい
て講義し、食育の実際について学ぶ。

○ 食育劇をペープサートを用いて実際に演じ、体験する。

対象者、場所
光華女子大学 こども教育学部の学生、  光華女子大学

実施時期
平成29年12月14日（木）

活動内容

① 保育所栄養士をしていた隊員がパワーポイントを使って、保育所では様々な食育があ

ることを、実例を挙げわかりやすく説明をする。

② 京都食育キャラバン隊オリジナルの食育劇「たろうくんとじろうくん」を実際に演じ

る。学生をいくつかのグループに分け、台本を見てセリフを言う人、ペープサートを

動かす人と役割分担をして演ずることにより、幼児にわかりやすい言葉や話し方を体

験する。クラスの半分は幼児役となり劇を見る役割とする。

  
  

成 果

学生は保育所での様々な食育を映像で見ることにより、より具体的にイメージできた様子
だった。また食育劇では、学生たちは初めて台本を見たにも関わらず、ペープサートを上
手に動かし、演じていた。子どもたちにわかりやすく楽しく伝えることを体験できた。

課題及び今後の展望

保育士養成校で保育士を目指す学生に、様々な食育の事例を伝え、将来保育士として働く
時のために、幼児期の食育の重要性を伝えることは意義のあることと考える。講義だけでな
く体験型授業にすることで、より具体的に理解することができるため、今後も継続できるよ
う提案していきたい。

（記入者 職・氏名） 京都食育キャラバン隊隊長 内田 眞理子

（連絡先）TEL075-771-0287 FAX 075-771-0287  E-mail uchida@human.ryukkoku.ac.jp

94


