
（様式）

事例タイトル ふりかけ
パッケージデザイン募集

実施主体 木津川市教育委員会
連携機関 木津川市学校給食センター
     木津川市立小学校

目 的

・給食に使用するふりかけのパッケージを考えることで、食を楽しむとともに、地産地
消や米について興味を持たせる。

対象者、場所 木津川市立小学校13校の小学5年生

実施時期 10月

活動内容

   お米にちなんだデザイン（お米の栄養、栽培など）を募集し、最優秀賞および佳作賞を
選出した。

  最優秀賞3点が実際のパッケージとして採用され、下記の日の給食で提供される。

     木津学校給食センター ･･･ ２月６日（火）・２月７日（水）
     加茂学校給食センター ･･･ ２月８日（木）
     山城学校給食センター ･･･ １月31日（水）

成 果

・5年生は、それまで社会科や総合的な学習の時間等で学習したお米の栽培等について振り
返るきっかけとなった。

・児童の考えたデザインを採用したり、白米の提供にあわせて京都府産の食材を使った献
立を提供したりすることで、５年生以外の児童も地場産物やお米、給食への興味関心が
高まることが期待できる。

課題及び今後の展望

・今後も児童生徒が地場産物や給食について興味関心を高めることができるものを模索し
ていきたい。

（記入者 職・氏名） 木津川市立木津学校給食センター 栄養教諭 廣兼恵実

（連絡先）TEL 0774-72-2362 FAX 0774-72-5345  E-mail kizu-kyushoku@city.kizugawa.lg.jp

【最優秀賞】

【佳作賞】
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（様式）

事例タイトル
南丹地区食育・学校給食研究協議会

実施主体 京都府南丹教育局、亀岡市学校給食
研究会、南丹・船井学校給食研究会

連携機関  京都府教育委員会、京都府学校給食
研究会

目 的

○食に関する指導や管理運営についての実践交流や、家庭、地域社会、関係機関との連携
による食育の推進について学び合い、安心・安全で、かつ生涯にわたる健康づくりの基
盤となる学校給食の充実と、学校教育活動全体を通じた食育の推進を図る。

対象者、場所

対象者：幼稚園・小学校・義務教育学校・中学校・府立学校の校（園・
所）長、教頭、給食主任、食育担当者、養護教諭、栄養教諭、学校栄養
職員、調理従事者、ＰＴＡ会員等、学校給食共同調理場の職員、市町教
育委員会の関係職員、関係機関の職員（当日参加者合計118名）
場所：京都トレーニングセンター研修室

実施時期 平成29年７月31日（月）

活動内容

（１）実践発表及び諸説明

① 「安心･安全な食の指導を目指して」

亀岡市立西別院小学校 教諭 上野 みどり

② 「本校の食に関する指導について」

～食べることは楽しいな 食べ物っておいしいな～

京丹波町立下山小学校 教諭 石井 真由美

食いく先生等の概要説明について 南丹広域振興局

「衛生管理について」

学校給食の衛生管理に関する調査研究の研究協力校によ

る改善事例の紹介

京都府教育庁指導部保健体育課 後藤純子指導主事

実践発表では、各校での食育・衛生管理における取組事例を紹介いただいた。

その他、今回は南丹広域振興局から食いく先生等の概要説明及び保健体育課の担当指導

主事から学校給食の衛生管理に関する調査研究の研究協力校による改善事例の紹介を交え

ながら説明をしていただいた。

（２）講演「学校給食における食物アレルギー対応」

同志社女子大学 生活科学部 食物栄養科学科 特別任用教授 伊藤 節子

講演では、食物アレルギーの主な原因が卵･牛乳･小麦であること等説明いただいた後、
ヒューマンエラーは必ず起こり得るという視点から、食材の分かる献立作り、外観から
分かる工夫、ヒヤリ･ハット事例を出し易い雰囲気作り等について実践的なお話をして
いただいた。
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成 果

○実践発表校においては、各校における特徴的な取組を丁寧に紹介していただいた。非

常に分り易く、参加者の各所属に持ち帰り生かすことができる内容であった。

○講演については、小児科の臨床現場で長年アレルギー対応をされて来られた講師の先生

の経験と理論に基づいた実践的な内容であり、各校や給食センターでのアレルギー対応につ

いて今後具体的に実践できる内容が多く、有意義な内容であった。

課題及び今後の展望

○参加者の中で多数を占める共同調理場の職員さんからは調理や衛生管理に関する内容をも
う少し増やして欲しい旨の意見も散見されたので、調理や衛生管理に関する演題での講演等
検討できるとより充実した内容になると思われる。

（記入者 職・氏名） 京都府南丹教育局 企画教育課 副主査 磯和 宏憲

（連絡先）TEL 0771-62-4312 FAX 0771-62-1187 E-mail h-isowa50@pref.kyoto.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350人
於：舞鶴市中総合会館

実施時期 平成29年６月24日（土）

活動内容

中丹管内の教育活動の根本に据える、子どもたちの生きる力をはぐくむ「食育（食生活や
食習慣の大切さが学べる場の提供）」を分科会の一つに設定した。だし汁の試飲や野菜たっ
ぷりレシピの紹介等を通して、保護者が食の重要性について学ぶ機会とした。
    
テーマ「食を通してはぐくもう！未来を担う子どもたちを！ 」

                京都府中丹東保健所保健室 玉井 彰子 様
                舞鶴市食生活改善推進員協議会 様

（1）野菜をもっと食べよう！～１日５皿を目標に～
    野菜は、１日350ｇ以上摂取することが理想である。野菜料理１皿70ｇとして、小

鉢やサラダなど１日５皿を食べることを目指す。
（2）『簡単！野菜たっぷり！塩少（エコ）レシピ』の紹介

  地域の食材を活用し、健康長寿につながる献立の紹介
  万願寺入り大豆たっぷりスープの試食

（3）煮干しだし・合わせだしの試飲    
（4）舞鶴市食生活改善推進員協議会の活動について
    「私たちの健康は私たちの手で」を合い言葉に、栄養・

運動・休養のバランスのとれた生活習慣の定着、健康づく
り意識の普及啓発を進めている。親子の食育料理教室など、
地域の健康づくりの輪を広める活動に取り組んでいる。

成 果

参加者から、「だしの味がしっかりしていれば、調味料が少しでもおいしいスープができ
るのだと感心した。」「野菜を使った料理のレパートリーが少なくて困っていたので、地元
の野菜を使った料理を子どもと一緒に作ってみたい。」という感想を聞くことができた。家
庭の食生活改善への意識向上につながった。

課題及び今後の展望

今後も中丹地域全体で子どもの「食」と向き合い、子どもたちの健やかな心と体をはぐく
んでいけるように、食生活や食習慣の大切さが学べる場を提供していく。

（記入者 職・氏名）京都府中丹教育局  社会教育主事兼指導主事  矢野 裕子

（連絡先）TEL 0773-42-1394  FAX 0773-42-9741 E-mail h-yano81@pref.kyoto.lg.jp
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（様式）

事例タイトル
  丹後食育・学校給食研修会

実施主体  京都府丹後教育局、与謝地方学校給食
     研究会、京丹後市学校給食研究会
連携機関  京都府教育委員会、京都府学校給食研
     究会

目 的

○食に関する指導についての理解を深め、食に関する指導計画に基づいた学校教育活動全体
を通じた食育の推進を図る。

○生きた教材としての学校給食の充実や安全かつ安心な学校給食の実施に向けて、一
層の徹底を図る。

対象者、場所

対象者：丹後管内の幼稚園・小学校・中学校の校(園・所)長、教頭、教諭
（給食主任、食育担当者等）、栄養教諭、学校栄養職員、調理従
事員及び学校給食共同調理場の職員並びに市町（組合）教育委員
会関係職員 約150名

場所：アグリセンター大宮 多目的ホール

実施時期 平成２９年７月２６日（水）

活動内容

（１） 課題提起 「学校における食育の推進について」

          京都府丹後教育局       吉岡 秀一 指導主事

（２） 実践発表 「『食』で育む健全な心と体」

                    京丹後市立かぶと山小学校   岩佐 厚平 教 諭  

  （３） 講演「学校における食物アレルギー対応と衛生管理の徹底について」
          京都府教育庁指導部保健体育課 後藤 純子 指導主事

成 果

・参加者アンケートによると、課題提起は、食育に関する目標を再認識していただくこと
ができ、各校・園等における目標設定の見直しや、今後の具体的な指導を再考してもら
う機会となった。今後の指導の参考にもしていただけるものともなった。

・実践発表で示された具体的な食育の取組の事例や、指導者の意識は他校等の参考として
もらえるものであった。

・講演ではアレルギー対応と衛生管理について継続した取組の重要性を確認していただき、
職員間で連携し、学校全体で改善に取り組む意識をもつことにつなげられた。

課題及び今後の展望

・今後も、学校教育活動全体を通じた食育の推進とともに、家庭や地域との連携強化によ
る地域に根ざした食育の展開を、学校に対し働きかけていきたい。

（記入者 職・氏名） 京都府丹後教育局    企画教育課 安藤 久美子
（連絡先）TEL 0772-22-2137 FAX 0772-22-0479 E-mail  tango-k-kikaku＠pref.kyoto.lg.jp
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（様式） 

事例タイトル 
 
平成29年度「宇治新茶・八十八夜茶摘みの集い」 

実施主体 
公益社団法人京都府茶業会議所 

連携機関 
京都府茶生産協議会 
京都府茶協同組合 
宇治茶の郷づくり協議会 

目 的 
 
 

 
新茶の到来のシーズンを告知し、お茶の季節を知って頂く。又、茶摘み体験をはじめ、製

茶工場や手もみ製茶の見学、宇治茶の淹れ方教室など、宇治茶づくしのイベントを開催する
ことで、多くの方に宇治茶に親しんで頂き、宇治茶の良さを再認識して頂く。 
 

対象者、場所 

 
一般消費者、府市民、お茶に興味のある方、茶業関係者 
宇治茶会館(京都府茶業会議所)、京都府茶協同組合茶業センター 
茶業センター茶園 
 

実施時期 
 
平成２９年５月２日(火) 

活動内容 
 
 

 
〇新茶の季節の到来を告げる。オープニングセレモニーを開催 

京都府、やましろ地域の市町村、茶業関係者が集いイベントの開幕を告げる 
  

 
 
  
 
 
1.茶摘み体験 
   茶業センター茶園(自然仕立の玉露茶園)において、無料の茶摘み体験を実施 
  宇治茶がこのように摘まれていることを知って頂いた。(茶生産家、茶業者の指導付、 

自由参加) 
   
  
 
 
2.宇治茶の手もみ体験 
  宇治茶製法技術保存協会の匠による玉露の手もみを実演、本格的なほいろで見学者も体

験できる。 
 
 
 
 
 
3.美味しいお茶の淹れ方教室 
  日本茶インストラクターの指導のもと、美味しい淹れ方を学べる体験教室 
 抹茶や玉露を自分で淹れて、美味しく召し上がって頂く。(有償菓子付４００円) 
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4.ホットプレートによる簡単な製茶体験 

日本茶インストラクターによる製茶体験教室、家庭でできる簡単な製茶法を学びます。 
   （各４０名で４回実施、体験料２００円） 
 
 
 
 
 
5.抹茶の碾き臼体験 
  碾茶(抹茶原料茶)を石臼で挽いて抹茶をつくる体験 
 
6.茶の木人形の展示 
  茶の木を素材とし、一刀彫に彩色された「茶の木人形」を展示 
  昔は宇治のお土産として重宝された 
 
7.宇治新茶の無料接待及び販売 
  今年最初にとれた宇治煎茶の味と香りを楽しんで頂く。（希望の方には限定で販売） 
 
 
8.ふるさと産品展示即売会 
  山城地域の野菜や農産物加工品等を展示販売、地域の産品も知って頂く。 
 
9.お茶の京都パネル展示 
  お茶に関する情報をパネルを通じて発信。 
 
 
 
     

成 果 
 

  
平日にも関わらず多くの参加者を得た。 

初めてお茶摘みを体験する方。お茶ができるまでの行程を初めて知る方。お茶の美味しさ
に驚かれる方等々、多くの方にお茶について情報が発信できた。 
 
茶摘み参加者3500名、美味しいお茶の淹れ方教室(319名)、ホットプレート製茶体験169名、 
その他コーナーにも多くの人が殺到していた。 
 

課題及び今後の展望 
 

  
参加者の増加に伴う交通手段の検討(昨年度無料バスの苦情は少なかった。) 
体験者等の増加に伴い受付体制や受付の場所の見直し等が必要（混雑による危険) 
会場内の配置や、担当者の配置を再検討、安全にお客様の対応できるよう考慮する 
 

 

記入者 公益社団法人京都府茶業会議 事務局長 極山映一 

連絡先 TEL   0774-23-7713 FAX 0774-23-9651  
 E-mail e-kiwayama@ujicha.or.jp 
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（様式）

事例タイトル

｢夏の宇治茶 涼やか茶会｣

実施主体
公益社団法人京都府茶業会議所

連携機関
京都府茶協同組合
宇治茶の郷づくり協議会
京都府山城広域振興局
イオンモール株式会社
イオンリテール株式会社

目 的

地域の特産品「宇治茶」を身近に感じ、普段から楽しんで頂けるよう、夏向の抹茶の冷茶
点て体験等を実施、買い物に来られた子供連れのご家族や、若い方にも歴史深いお茶の文化
を知って頂く。

又、宇治茶の美味しさを実感し、より多く飲んで頂く習慣をつけたい。

対象者、場所 一般消費者、地域住民、家族連れ等買い物客
イオンモール久御山店

実施時期 平成２９年７月２９日(土)～３０日(日)

活動内容

暑い夏でも、本物の宇治茶を涼しく飲んで頂ける冷抹茶のミニ体験教室を実施

日本茶インストラクターの指導のもと、子供連れのご家族等に対して、涼やかなガラ
スの抹茶碗で茶せんを使い、自分自身の手で抹茶を点て頂き、氷りを浮かべきれいに仕
上げる。出来上がったら、お菓子と伴に、赤い毛氈の敷いた床机で楽しく本物の味を楽
しんで頂きました。
（体験料として200円徴収実施）

    

   夏の暑い日にも、家庭でも本物の美味しいお茶を楽しんで頂けるよう。水出し玉露の
無料接待を実施。冷茶の楽しみ方を周知しました。
（先着毎日2000名に配布）
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お茶の京都をＰＲ、日本遺産登録や宇治茶の世界遺産登録に向けて、宇治茶の歴史や
効能など展示や資料で情報提供し啓蒙しました。また、子供たちの興味を引く為、ゆる
きゃらにも出演を願った。

成 果

御抹茶を自分で点てて飲んで頂き、抹茶の点て方、又普段と違う氷を使うことにより、色
々な飲み方ができることを認知頂く、又本物の美味しさも体験。多くの若い方や、子供たち
に知って頂けた。（2日間で334名に体験）

水出し玉露の接待を通じ、夏場は麦茶やほうじ茶だけでなく、美味しい本格的なお茶お茶
も冷茶で楽しめることを認識してもらうことができた。大人から子供まですべての年齢層の
方に喜ばれた。（両日で予定を超える約6,000名の方に飲んで頂けた。）

課題及び今後の展望

課題
若い人中心に、お茶を急須で淹れる文化が衰退してきている。

今後の展望
歴史と伝統のある宇治茶のPR
より多くの人に急須でお茶を淹れる場の提供。（教室形式のお茶を知る機会）
季節にも応じたお茶の淹れ方や楽しみ方のＰＲ

（記入者 職・氏名）

  公益社団法人京都府茶業会議所 事務局長 極山映一

（連絡先）TEL   0774-23-7713  
     FAX   0774-23-9651

    E-mail e-kiwyama@ujicha.or.jp

106



（様式）

事例タイトル シェフによる食育授業

実施主体 内閣府認定公益社団法人
      全日本司厨士協会

      京滋地方 京都府本部
連携機関  京都市教育委員会

目 的 京都市内の中学校において、食文化についての歴史やマナー、

各国の料理の違いを伝え、生徒の食に対する関心を高めるとともに、生産者や作り手の思いも
伝え、食材や料理に対する感謝の気持ちを育む。
また野菜等の食材も火の入れ方次第で味が変化していく事を舌で感じてもらい、味覚の教育も
合わせて行う。

対象者、場所
西京極中学校・岡崎中学校・梅津中学校・二条中学校

４校 １６クラス ５３１名

実施時期
2017, 10/23, /24, 27,  11/6,  12/8, /11,  
2018, 1/17,  /19,                              （８日間）

活動内容
京都市内のホテル及びレストランのシェフによる（２１名）
家庭科での調理実習・食育授業

１、 野菜のスープ・牛フィレと茸のスパゲッティの２品をデモンストレーションし、
後 シェフを交えて生徒達が実習していく。

２、 デモンストレーションの時に食の安全や食にまつわる話をしながら講習していく。
３、 実習時にはシェフが各々生徒達の所をまわり、調理の工夫や味加減のアドバイスをし、

生徒達が主となり料理を作っていく。
４、 実習終了後は生徒達が自分の作った料理をみんなで食べる。その際シェフはみんなと食

にまつわる話をしながら、みんなに味の感想や、作っているときの良かった点や悪かった
点を伺いアドバイスしていく。

５、 試食終了後はシェフとの質疑応答。
６、 最後に食を通して生産者や料理を作っていただく方に感謝の気持ちを持っていただく

とともに、世界での日本の暮らしをあわせ感謝の気持ちをもっていただくという
食を通した道徳も行っております。

備考～学校によってはプロの技としてオムレツを作ったり、千切りキャベツをしたり      
とシェフの実演もいたしました。
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成 果

普段シェフと話したり、実際の調理を見る事がない生徒達は、料理を身近に
感じてもらい、また食材に対する思いをもっていただけたのが良かったです。
また 感謝の気持ちを持つということで人や食材など何事においても感謝と
いうものを感じていただけました。最後に味覚に対する大切さと調理におい
ても理論があるのをわかっていただけました。

課題及び今後の展望

現在４校を２０人程のシェフでみておりますが、協会内で幅広く集め
るともう２校程は増やせると思います。しかしそれ以前にシェフのみ
んなが同じ話しができるよう会の中での勉強会が必須条件だと思っ
ております。また来年度より 自然な味のメニューでもう少しレベル
アップした味覚の教育もしてまいります。

（記入者 職・氏名）内閣府認定公益社団法人 全日本司厨士協会京滋地方京都府本部

          食育・行政推進部長 中埜 智史

（連絡先）
勤務先 TEL 075-342-2111 FAX 075-342-2410 E-mail  nakano-s@princess-kyoto.co.jp

  司厨士協会  TEL 075-253-0248 FAX 075-253-0302 E-mail  jcakyoto@crocus.ocn.ne.jp
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（様式）

事例タイトル
親子で丹波黒枝豆収穫体験in京丹波町

実施主体京都生協、京都府生協連
連携機関京都府

目 的

枝豆のさや取り体験等をとおして、食べ物が食卓に届くまでの過程を学び、生産者の思いや
ご苦労、自然の恵みの大切さを親子で学ぶこと

対象者、場所
親子34人
農事組合法人「京丹波ほたるの里」

実施時期
２０１７年10月29日（日）

活動内容

当日はあいにくの雨で収穫体験はできませんでしたが、農業用倉庫で丹場黒枝豆のさや取り
体験や子どもたちが茹でた枝豆を試食しました。
公民館では、地元の女性部の皆さんに作っていただいた、「きのこおこわ」「しし鍋」の昼
食をいただきました。その後、全員で豆つかみ取りリレーゲームをおこないました。京都府
と生産者のみなさんからは、「農薬の安全基準について」「丹波黒枝豆の栽培の流れ」「丹
波黒枝豆をおいしく食べる方法」「丹波黒枝豆を通した地域活性化」などのお話がありまし
た。

成 果

高齢化が進む農家の現状を知ることができた。
枝豆のさやを取るところから食卓に届くまでの体験を通して、生産者の方がたの思いやご苦
労が学べた。
農薬について勉強になった。
バスを調達できたため、自家用車のない家族も参加できた。

課題及び今後の展望

雨天だったため、開催が危ぶまれた。
ほ場での作業は雨のため中止になった。
また、雨の影響で、早めに終了した。
参加申込みが多く抽選となったので、このような機会を増やす必要を感じた。

（記入者 職・氏名）京都府生活協同組合連合会 事務局担当 川端浩子

（連絡先）TEL 075-251-1551FAX 075-251-1555
E-mail :kyotofu.seikyoren@ma2.seikyou.ne.jp
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（様式）

事例タイトル 京都こだわりマルシェ in 府庁

実施主体
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（主催者の一部））

目 的

〇食べるを知り，学ぶ。食にこだわる一日を
〇環境にやさしい農業を実践する農家さんや温もりのある手作り品と美味しいもの，
体にいいものにこだわりたい人たちの出会いの場。

対象者、場所
一般参加（入場無料）
京都府庁敷地内

実施時期
2018年3月4日(日)10時～15時（雨天決行）
2018年6月10日（日）10時～15時（雨天決行），9月，2019年3月（予定）

活動内容
京都府内からエコファーマー農家さんやこだわり加工品の作り手が
直接販売に来られます。また，歌やパフォーマンスも繰り広げられ，
カフェなどで昼食も食べていただけます。

成 果

始めた頃は，小さなお子さん連れのお母さんがあまりおられませんでしたが，最近は小さな
お子さんをお持ちのお母さんたちも遊びに来てくださいます。リピーターの方が多いのが，
本イベントの特徴です。

課題及び今後の展望

これからも，楽しく食を学べる場を提供していきたいと思います。

（記入者 職・氏名） NPO法人日本都市農村交流ネットワーク協会副理事長 中村貴子

（連絡先）TEL 080-3853-5686  FAX 075-703-5624  E-mail taka@kpu.ac.jp

旧本館の前
が一番賑わ
います。
建物の中に
もたくさん
のお店が並
びます。
（約60店舗）

パフォーマン
スや中庭での
カフェメニュ
ーも充実して
います。
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（様式）
事例タイトル
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♪～

実施主体 宇治市健康づくり＜うー茶ん＞連絡会
連携機関 槇島ホットサロン、食育・Ｄネット

目 的
＜うー茶ん＞のつどい事業は宇治市健康づくり・食育推進計画の基本理念
である“こんにちはと笑顔で健やか宇治のまち”を目指し、宇治市民の健
康行動変容のきっかけづくりとなることを目的としています。

対象者、場所
宇治市民
槇島地域福祉センター

実施時期 平成29年11月30日（木） 11:00～14:00

活動内容

① スピードクッキングタイム！～皆で楽しく作りましょう～
参加者全員で管理栄養士・栄養士の指導のもと缶詰を利用し時短でおいしい！

    料理として、サバの水煮缶のトマトパッツァとミカン寒天を作りました。

② ＜うー茶ん＞サンバde体操  
参加者のココロとカラダをほぐすため、当会オリジナル体操を行いました！

③ わいわい皆でランチタイム ～美味しく食べて元気づくりのお話タイム～
テーブルを囲んでひとつ輪になり楽しいランチタイムの後、管理栄養士による

    元気づくりのための秘訣講話を行いました。
  

成 果

   宇治市民２１名が集い、食と運動を通して健康づくりのためのきっかけとなる
   笑顔あふれる事業となりました。

課題及び今後の展望

   
槇島ホットサロンの定例会と会場を利用しての事業でしたので参加者の見込みはあ
りましたが、広報として市政だよりに掲載したところ６名来ていただきました。
今後つどい事業における更なる参加者の増員や幅広い世代の参加は課題として挙げ
られています。

来年度は、市民のいる場所（イベント会場やスーパー等）に出かけていき、展開する
ことで広く健康行動変容のきっかけづくりになればと考えています。

（記入者 職・氏名）宇治市健康づくり＜うー茶ん＞連絡会 庶務 水野菊代

（連絡先）宇治市役所 健康生きがい課
TEL 0774-22-3141 E-mail kenkouikigaika@city.uji.kyoto.jp
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（様式）
事例タイトル
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～

実施主体 京都市中央市場
連携機関 京都府立大学 食保健学科

目 的

カルタ遊びを通して，野菜の栄養，旬，特徴について学び，野菜に興味・関心を持つても
らう．

対象者、場所
京の食育ワンダーランドの食育イベントに参加する親子、
京の食文化ミュージアム・あじわい館

実施時期
平成２９年１０月８日（日）

活動内容

食保健学科の学生自身が作成したオリジナルの野菜カルタを使って、イベントに参加し
た親子にカルタ遊びをしてもらいながら，野菜の栄養，旬，特徴などについて学んでもら
い，野菜に興味・関心をもってもらう食育活動を行った．

京都府立大学のウェブサイトの紹介記事有り．

http://www.kpu.ac.jp/contents_detail.php?co=ser&frmId=6041

成 果

親子で何度も野菜カルタに参加してくれたので，野菜カルタを楽しんでくれた様子が伺えた．
また，野菜カルタの読み札にも興味関心をもってもらい，野菜の色んな側面を知る良い機会
になった

課題及び今後の展望

野菜カルタ遊びの終了後に参加者に興味・関心があった事などの振り返りインタビューや
アンケートを実施し，野菜カルタ遊びの有効性を検討したい．

（記入者 職・氏名）京都府立大学 准教授・吉本優子

（連絡先）TEL 075-703-5414 FAX 075-703-5414 E-mail yoshimoto@kpu.ac.jp
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