
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

～小学生・中学生～ 



市内全小中学校に「食育ミニマム」を配布し、以下の点について周知を図る。

○日々の給食指導で積極的に活用すること。
○栄養教室・食育の授業の際に利用すること。
○各小中学校における食育の全体計画・年間
指導計画の作成見直しの際に資料として活
用すること。

印西市「食育ミニマム」の作成

【取組の主体】
印西市教育委員会指導課

印西市内栄養教諭

【取組の目的】

【取組の内容】

【取組で工夫している点】

近年、偏った栄養摂取など子どもたちの食生活の乱れや、肥満・痩身傾向などが見られ

ることから、子どもたちが食に関する正しい知識と望ましい食習慣を身につけることが求

められている。

学校においても食育を推進することが今日的な課題となっており、児童生徒の望ましい

食習慣の形成を目指し、発達段階に応じた食育の継続的・計画的な実施を図る。

「食育ミニマム」の認知、活用状況、成果や課題等について、市内全ての教職員に対す

るアンケートを実施している。

アンケート結果を集約し、次年度の「食育ミニマム」の改善に反映させている。

小学２年生「元気になる食べ方を知ろう」

小学４年生「元気が出る
朝ごはんについて考えよう」

◆取組対象地域◆
印西市小中学校

【関係団体との連携】

【取組の成果・今後に向けて】

市内小中学校に対する啓発活動の推進。

「食育ミニマム」一層の活用推進を図る。

右表は「食育ミニマム」の一部
小学１年から中学3年まで学年ごとに
「食に関する指導目標」６項目に合わせて
作成している。
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栄養教諭が学級担任や教科担任、養護教諭と協力し、学校と連携しながら、関係する各
教科等の時間での食に関する指導を行っている。
【テーマ例】
小学校 低・中学年 ： 好き嫌いをなくそう（特に野菜）

高学年 ： ごはんとみそしる～だしについて知ろう～
〃 ： 工夫しよう楽しい食事～給食献立を考えよう～

栄養教諭による食育出前授業

【取組の主体】
旭市教育委員会学校教育課

【取組の目的】

【取組の内容】

【取組で工夫している点】

市内学校給食センターに勤務する栄養教諭４名を有効活用した食育の実施。

栄養教諭所属の有無による食育指導の「学校差」をなくす。

学校側が依頼しやすいよう、申請書とともにチラシを作成・配付し、学校教育課を窓口

として受け付けている。前もって作成した指導案をもとに、実施対象にあわせて授業でき

るよう、担任等と事前に打ち合わせを行って臨んでいる。給食センターの豊富な食育教材

と、前日または当日の給食献立を用いた授業を行っている。

「給食献立を考えよう」では、児童が立てた献立を学校給食で提供し、実際に形にする

ことで、児童自身の学習意欲や知識の定着に結びつくよう考えている。

「好き嫌いをなくそう」の授業風景

だしの味を確かめる児童

◆取組対象地域◆
旭市

【関係団体との連携】
食育ボランティア(授業内容により）

【取組の成果・今後に向けて】

「だしについて知ろう」の授業後には、体験を通した学習

により、家庭での調理実践やだしやみそ汁に関する知識が増

えたようである。

平成２７年度からの取組であり、まずは今後、継続して

行っていくことが重要と考える。栄養教諭と連携して行う授

業が、学校や担任等にとって負担とならず、児童生徒へはよ

り効果的な指導となるよう、実施前後に栄養教諭間でも話合

い、改善しつつ行っていきたい。
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市内各小・中学校や市立幼稚園より食指導の要望を受け、栄養教諭や学校栄養職員を派
遣。栄養教諭及び学校栄養職員が学級担任や養護教諭と連携して食指導を推進し、食につ
いての正しい理解と健全な食生活を営むための判断力などを養うとともに、食の大切さや
食に対する感謝の気持ちを持たせる。
また、生活習慣病検診（小学校４年生、中学校２年生が対象）において異常値が出た児
童生徒の保護者に対して結果を報告するとともに、希望者には肥満・高資質血症・高血
圧・貧血などについて栄養指導を行っている。

栄養教諭・学校栄養職員活用事業（食指導）

【取組の主体】
君津市教育委員会学校教育課

学校給食運営室

【取組の目的】

【取組の内容】

【取組で工夫している点】

近年、「食」を取り巻く環境の変化に伴い、健全な食生活が失われつつあり、生活習慣

病の若年層化、肥満児童の増加、朝食欠食など食生活習慣の乱れによる健康上の問題が増

加している。「食に関する授業の支援・指導」を行うことにより「食育」に関する知識と

「食」を選択する力を習得し、健全な食生活を実施することができる人間を育てる。

市内の小学校５年生及び中学校２年生を対象に毎年実施している「食生活アンケート」

により家庭での食生活状況を把握。本市の特徴として、中学生の朝食を必ず毎日食べる人

の割合が全国調査と比較して低い数値であり、また、朝食が主食のみの人が多いことから、

朝食の大切さの話をするなど、アンケート結果を活用した食指導の展開に努めている。

また、中学生には受験やスポーツを絡めた授業をするなど、学年に応じ興味を持ちやす

い内容にするよう心がけている。

◆取組対象地域◆
君津市

【関係団体との連携】

【取組の成果・今後に向けて】

食生活アンケートの回答は年々上昇してはいないが、高い

水準で保っている。アンケートの集計結果を考察し、児童生

徒に実態と効果を投げかけていくなど、結果を活用した授業

展開を今後も継続して実施し、数字として上がっていくこと

を目指していきたい。
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学童農園（稲作）および食育活動を実施している小・中学校を選定し、経費の一部助成
をしている。

【取組の主体】

千葉県農協農政対策本部
ＪＡ千葉中央会

【取組の目的】

【取組の内容】

【取組で工夫している点】

小中学校が行う、農業への理解促進、食に関する幅広い活動に対する支援を目的として

いる。農業体験学習を通じて自然を慈しみ、食べ物を作り育てる苦労と喜びをあじわいな

がら、「食べ物や生命の大切さ」を知り、「生きる力」を身につける。

毎年、「学童農園・食育活動検討会」と題し、対象校並びに教育庁の先生方および県内

ＪＡ職員、ＪＡ女性部、青年部等を参集し、情報交換と交流を図っている。

学童農園・食育活動検討会の様子

◆取組対象地域◆
千葉県全域

【関係団体との連携】

千葉県教育庁
各ＪＡ

【取組の成果・今後に向けて】

平成12年度からの継続事業で、27年度までに県内の137校が取り組んだ。

今後も関係団体と連携して継続していきたい。

学童農園・食育活動支援事業
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こどもの生活リズム向上のためにも、「早寝 早起き 朝ごはん」は大切です。日々の生
活を意識してもらうために、きちんと睡眠をとり、朝ごはんを食べることのメリットを学

習する。
【プログラムの流れ】
①朝ごはんを食べてきたかどうかを質問し、朝ごはんを食べることでのメリットや、食べ
ないことで体にどのような影響があるのかを子ども達とやりとりをしながら説明する。

②朝ごはんを食べるメリットについてお話する。
③朝ごはんメニューを考えてもらう。
④「朝ごはん検定」を通して理解を深める。

【取組の主体】

コープみらい千葉県本部

【取組の目的】

【取組の内容】

【取組で工夫している点】

行政や地域の他団体と協力しながら、コープみらいの食育の取り組みを広げることで地

域や消費者のくらしをより豊かにするために、ちば食育サポート企業に登録し、その一員

として学校参加型食育プログラムを提供。

・事前に学校側の担当者と打合せを行い、学校側がどんなことを求めて

いるのかなどを確認して内容を決めていく。

・参加者の年齢がさまざまなため、低学年の子どもにも理解できるように

工夫している。（例：漢字にルビをふる、易しい表現で伝える）

・「朝ごはん検定」を行い理解を深める。（左図）

飽きないように、クイズなどを取り入れている。

パワーポイントを使って説明

◆取組対象地域◆
千葉県全域

【関係団体との連携】

県内の小学校

【取組の成果・今後に向けて】

保護者より「大変勉強になりました。」「朝食を見直すきっかけになりました。」「親

が言ってもなかなか聞かないので、専門家の話を子どもと一緒に聞けたことが良かったで

す。」などのご意見をいただき、好評のお声をいただくことができた。

一方で、睡眠の大切さについて説明する場面では「少し難しかったかもしれない」など

のご意見もいただいており、プログラムの精査を進めている。

出前授業「早寝 早起き 朝ごはん」
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農業生産者と関わりのある授業を実施する予定のない小学校に対し、授業コーディネ―
トを行う。
生産者を交えて授業を行うことで、子どもたちが普段食べている食べ物がどのようにで

きているかを知る機会となり「農家さんが一生懸命作った作物なんだから大切に食べよう、
残さず食べよう」という感謝の気持ちを育てる取組である。

「めざせ！食の達人 農業の先生とのふれあい授業」

【取組の主体】
八千代市母子保健課

【取組の目的】

【取組の内容】

【取組で工夫している点】

農業生産者の協力を得て、小学校3年生を対象に継続して全小学校で食育授業を実施す

ることにより、八千代市のすべての子どもたちが農業生産者と関わりのある授業を受けら

れる。

①八千代市では、2学期に副読本「私たちの八千代市」を使って八千代の農業について学

習するため、2学期を中心に授業を行う。

やちよ食育ネットワーク協議会で、授業進行の参考になるような指導案を作成した。

②協力農業生産者は、にんじん・葱・ほうれん草・梨・酪農のいずれかとし、登録制とす

る。

③学校と農業生産者の継続的な関係を作れるよう、出来るだけ学校の近くの農業生産者の

協力が得られるように配慮している。

④視覚的資料を活用できるよう、写真媒体等を担当課で作成。JA八千代市で保管してもら

うよう協力依頼している。

ほうれん草の授業の様子

◆取組対象地域◆
八千代市

【関係団体との連携】
やちよ食育ネットワーク協議会

【取組の成果・今後に向けて】

児童・学級担任・栄養教諭及び学校栄養職員に、授業終了

後アンケートを実施し効果をはかっており、対象となるほと

んどの児童が目的達成している。また、授業のねらいに対し

ては授業内容が適当であったとの回答を得ている。

今後は、コーディネートを必要とせずに学校主体で運営で

きるよう、食育ネットワーク協議会で検討をして移行をは

かっていきたいと考える。

お話を聞いて、食べ物を
大切にしようと思いましたか？

平成2８年度
授業後児童アンケート結果

思った
5９％

もともと
思ってい
た
4０％

思わない
1％
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給食の時間や特別活動において、望ましい食習慣の形成等のために食に関する指導を行
うとともに、体育、保健体育、家庭、技術・家庭等の各教科、道徳、総合的な学習の時間
において、各教科等の目標を達成する観点から食に関する領域や内容が取り扱われ、食に
関する指導を行っている。
特に、体験活動として、野菜栽培を行っている。小学校低学年において生活科にて野菜
の栽培を行い、体験活動を通じて、食に関する感謝の念や理解を深めていけるように取り
組んでいる。また、小学校中学年において環境教育とも関連づけた、ゴーヤの栽培などを
行っている。高学年においては、理科の学習などとも関連づけながらジャガイモの栽培や
米づくりなども行っている。

体験活動を取り入れた効果的な食育推進活動

【取組の主体】
鎌ケ谷市内小中学校

【取組の目的】

【取組の内容】

【取組で工夫している点】

小中学校において、生涯にわたり、心も体も健康な生活を送れる児童生徒の育成を目指

し、体験活動を取り入れた効果的な食育の推進を行う。

自分で作った作物を、調理し食すことで、食に対する感謝の念を育むと共に食に対する

意識を高めている。

まつりずしを作っている様子

まつりずしを作っている様子

◆取組対象地域◆
鎌ケ谷市

【関係団体との連携】
学校地域ボランティア

【取組の成果・今後に向けて】

限られたスペースでの学校農園の有効的な活用方法を、各

校で考えていく必要がある。

地域との連携を強化して、体験学習の充実を図っていきた

い。
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女性農業者団体「あすなろ会」の主体的な取り組みとして、子ども向けの「佐倉食育
かるた」を作製し、食を学ぶきっかけを提供する。
食育かるたを増刷し、市内全小学校に配布する。

佐倉食育かるた

【取組の主体】
女性農業者団体「あすなろ会」

【取組の目的】

【取組の内容】

【取組で工夫している点】

食べることを大切にする力が育ってほしいという思いを

込め、遊びながら「食」を大切にする心が育つよう「佐倉

食育かるた」を作製。

かるたの読札には、佐倉市や農業についての想いを込め

た言葉を詰めている。

子どもたちへの食育は、心身の成長や豊かな人間性を育んでいく上でとても重要であり、

生涯にわたって心身ともに健康で豊かな生活を送るための基礎となるものである。

子どもたちが将来大人になり正しい食生活を実践し、それを次の世代へ引き継ぐことで

更に食育が推進されることにつなげる。

佐倉食育かるた

佐倉食育かるた

◆取組対象地域◆
佐倉市

【関係団体との連携】
佐倉市農政課

【取組の成果・今後に向けて】

子どもたちの興味関心を高めながら、食や農業に

対する理解を深めるきっかけを提供することができ

た。

様々な機会を通して、佐倉食育かるたを活用する。
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小学生とその保護者を対象に、食育講話・クイズ等の食生活指導と調理実習を行う。

親子食育教室

【取組の主体】
印西市健康増進課

【取組の目的】

【取組の内容】

【取組で工夫している点】

「食」に関する知識と「食」を選択する力を習得し、生涯にわたって健全な食生活を実

践できるよう支援するため、学童期から調理の機会を提供し、食への関心を向上させる。

調理実習体験や共食等の交流により、自分で作ることの喜びや調理の楽しさを知るきっ

かけとし、苦手なものも残さず食べることの大切さや、意欲的に調理に取り組み、自宅で

の実践に結び付けられるようにしている。

調理実習風景

第2次健康いんざい２１表紙

◆取組対象地域◆
印西市

【関係団体との連携】

【取組の成果・今後に向けて】

教室参加申し込みも多く、関心の高さが伺える。

今後も、第２次健康いんざい２１の食育推進の行動計画で

重点課題とされる「1日3回、主食主菜副菜をそろえる」

「1日５皿以上の野菜料理を食べる」「共食」の実践に向け

た内容を盛り込み、食生活の意識向上の推進を図る。
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・「おにぎりと味噌汁をつくろう」…旭市産の米、野菜を使って、日本食の基本であるお
にぎりと味噌汁を作る。味噌汁は昆布とかつお節からだしをとり、手づくり味噌で調味す
る。だしをとった後の昆布やかつお節は、つくだ煮にしておかずにする。調理の合間の時
間を利用し、市の農業について説明する。
・「オリジナルスープをつくろう」…旭市産の野菜などを使って、野菜スープのレシピを
児童が考案し、実際に調理する。調理の合間の時間を利用し、市の農業について説明する。

食農推進事業

【取組の主体】
旭市農水産課

【取組の目的】

【取組の内容】

【取組で工夫している点】

旭市は、米をはじめ野菜、果物、花、畜産物など、あらゆる農産物の生産が盛んである。

食糧の生産・流通・消費に対する関心と理解を深め、地産地消を意識した食育を推進する

ため、市内小学5.6年生を対象に、地元農産物を使った調理実習を開催する。

食育アドバイザーが各班（5～7名程度）に1名つき、調理の手順、包丁の使い方、ガ

ス・水道の効率よい使い方、野菜の切り方などをきめ細かに指導し、全ての児童に調理の

体験をさせる。

皮をむかずに野菜を使う、だしを取った後の昆布やかつお節をつくだ煮にしておかずに

するなど、ゴミを出さないエコクッキングを意識して指導をしている。

試食時に食育アドバイザーから食育に関するクイズを出題するなど、児童が楽しみなが

ら学ぶことができるよう工夫している。

真剣に野菜を切る児童

おにぎり、味噌汁、つくだに

◆取組対象地域◆
旭市

【関係団体との連携】
あさひ食育アドバイザー

【取組の成果・今後に向けて】

旭市は、千葉県内はもちろん、全国的にもトップクラスの

農業生産地であることを理解させることができる。野菜嫌い、

偏食、食べ残しなど食について課題が多い児童に、地元産の

食べ物を食べると、地域にも体にもよいという「地産地消」

の大切さを伝えることができる。また、みんなで協力して作

ることにより、調理の楽しさを感じさせ、野菜嫌いの児童も

自ら食べることができる。

今後も、あさひ食育アドバイザーと連携し、事業を継続し

ていく。
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・センターの見学
・調理員の服装につての説明
・食品カードを使った給食の話
・写真での献立の紹介
・スパテイラ（大しゃもじ）やザルや釜を持たせたり見せたりする
・子ども、保護者の質問に応答
・エプロンシアターを使った給食指導をする

家庭教育学級

【取組の主体】
東庄町学校給食センター

【取組の目的】

【取組の内容】

【取組で工夫している点】

児童に、普段見ることのできない給食施設をみて給食のことを知ってもらう。また、給

食がどのように作られているか知ることで、給食を理解し大切に食べてもらえるようにす

る。そして、保護者にも給食を通じ食と健康について意識を高めてもらうことと、学校給

食の運営に理解を深めてもらう。

短い時間と限られた見学スペースであるため、現場との調整をして、児童たちに楽しく

給食について学んでもらえるように施設見学をスムーズに行なうようにしている。調理場

に入れないという点もカバーするため、大量調理ならではの器具等を実際にみせたり触っ

てもらって、大きさや重さを体験してもらっている。

また、調理員の衛生的な服装については説明だけでは難しいため、保護者にも協力して

もらい実際に着て体験してもらうようにしている。そして、子どもたちの気分の切り替え

の意味も含めエプロシアターという野菜の好き嫌いをなくすための劇も行ない、最後まで

楽しく見学をしてもらえるように工夫している。

給食センターの歴史と概要説明

エプロンシアター

◆取組対象地域◆
東庄町

【関係団体との連携】
小学校

保護者

家庭教育指導員

【取組の成果・今後に向けて】

給食施設を見学して、給食を身近に感じてもらい、児童

と保護者等をつなぐ教材として給食を活かしていきたい。

今後、新しい調理場の建設もあるため、見学施設や実習

スペースなどを作ってもらい、もっと児童たちと関われる

ようにしていきたい。
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町内小学校４～６年生児童を対象とし、町中央公民館に宿泊（３泊４日）。子どもたち
が日常の家庭生活で必要な仕事を協力しながら自分自身で行う。
食事面では、食生活改善協議会の指導、援助により、異学年で構成されたグループ毎に

食事献立作成、買い物、調理、食事、後片づけを行う。
通学合宿最終日には親子料理教室を実施。

通学合宿

【取組の主体】
九十九里町通学合宿実行委員会

【取組の目的】

【取組の内容】

【取組で工夫している点】

学校と家庭の理解と協力のもと、地域の様々な社会教育関係者やボランティアの協力を

得て実施している。子どもたちの自主性や協調性を伸ばし、「生きる力」を育むことを目

的としている。

朝食は、なるべく短時間で準備から片づけまで終わら
せなければならないため、パンを主食とした。
親子料理教室では、「早寝・早起き・朝ごはん」のＤ
ＶＤ鑑賞のあと、調理実習を実施している。
支援ボランティアとして地元の看護師資格をもった方
に宿泊してもらった。

親子料理教室の様子

太巻き寿司づくりの様子

◆取組対象地域◆
九十九里町

【関係団体との連携】
九十九里町子ども会育成連絡協議会

九十九里町青少年相談員連絡協議会

町内３小学校ＰＴＡ

九十九里町食生活改善協議会

九十九里町ジュニアリーダースクラブ

【取組の成果・今後に向けて】

町食生活改善協議会の協力（調理の補助、メニュー決
め）により、児童の生活力の向上につながっている。
太巻き寿司作りは初めて体験する児童も多く、今後も続
けていきたい。
協力者・協力団体は長年同じメンバーで行っており、

後継者が不足しているため、改善策を検討していきたい。

太巻き寿司

67



学校給食の献立紹介（お話給食や行事食等）、調理器具の展示紹介、給食調理の疑似体
験、食育体験などができるコーナーを開設し、市川市学校給食会の食育研究グループの栄
養士を中心に、給食や食育をアピールしている。

市川市学校給食展（市民まつりでの学校給食PR）

【取組の主体】
市川市保健体育課

【取組の目的】

【取組の内容】

【取組で工夫している点】

広く一般市民並びに関係者に対し、学校給食の意義と重要性の周知を図る。

学校給食では、行事食や郷土料理、お話給食など、楽しい給食の写真や作る様子を資料

で紹介するだけでなく、本物を盛付けたサンプル展示もして関心を集めている。併せて、

地元の食材を使ったものや手軽に作れる給食レシピを配付し、家庭や地域へ食生活の工夫

も提案している。

また、食育体験コーナーでは、匂いを嗅いだり、触ったりして、かつお節や昆布、野菜

や果物など、五感を使って本物の食材をあてるクイズをし、食育をアピールしている。給

食用の大釜を再現した模型は、本物の給食調理用ヘラやおたまで擬似調理体験できるよう

にしており、毎年、子どもたちに大人気なコーナーになっている。

五感を使って食材をあてるクイズ

大釜を再現した模型での疑似体験

◆取組対象地域◆
市川市

【関係団体との連携】
市川市学校給食会

市川市食育関係課

【取組の成果・今後に向けて】

市民まつりは、老若男女様々な方が訪れる市川市最大のま

つりである。その中で多くの市民へPRができ、市民の関心

が寄せられている。
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・我孫子市内で作付けされる「コシヒカリ」を東葛ふたば農協で集荷し、保管、搗精、納
品を行い、市内小中学校の学校給食に全量我孫子産米を使用する。
・各校で毎月数回、地元野菜を学校給食に取り入れる「我孫子産野菜の日」を実施してい
る。公設民営により農産物直売所を運営する市内農家が設立した株式会社あびベジ所属の
学校給食コーディネーターが、栄養士と連絡調整を行い必要な野菜を手配する。野菜の搬
送は、あびこ型「地産地消」推進協議会がボランティアで行っている。

ＰＨＯＴＯ１
取組の代表的な

写真
・・・・・・

【取組の主体】

我孫子市教育委員会学校教育課

【取組の目的】

【取組の内容】

【取組で工夫している点】

ＰＨＯＴＯ２

地元で生産される米・野菜を学校給食に導入することにより、食に関する指導の充実、

地産地消を図り、児童生徒の地域に根ざした食に対する理解を深め「食育」を推進する。

学校給食に地元農産物を供給するにあたり、学校と直売所、搬送ボランティアの間に調

整役を配置することで、円滑な供給を行う。

我孫子産野菜を納品する生産者にゲストティーチャーとして授

業に参加してもらったり、子ども達との手紙交換や試食会にコー

ディネーターや生産者を招く等の取組を通して児童生徒との交流

を図っている。また、直接生産者の話を聞くことで、地元農業や

地産地消に対する理解をより深めやすくしている。

我孫子産野菜の供給に当たっては、栄養士からの連絡に対して

コーディネーターが調整を図るだけでなく、旬の地元野菜等に関

する情報発信を積極的に行っている。

我孫子産米・我孫子産野菜を使った
児童考案の学校給食献立

とうもろこし生産者と栄養教諭
による食育授業の様子

◆取組対象地域◆
我孫子市

【関係団体との連携】

株式会社あびベジ、東葛ふたば農協、地元生産者
あびこ型「地産地消」推進協議会、我孫子市農政課

【取組の成果・今後に向けて】

市内19校のうち、13校は直売所より定期的な我孫子産野菜の供給を行っており、平成

２７年度の搬送回数は258回、搬送総重量は7810kgであった。その他6校は、地元生

産者から直接野菜を納めてもらっており、搬送回数357回、総重量9748kgであった。

また、食育の指標として、我孫子産米や我孫子産野菜が学校給食に使われていることを

知っている児童生徒数の割合を毎年調査しているが、その数値は年々上昇傾向である。

今後も関係団体と定期的な話し合いの場を設け、より円滑に事業が行われるよう連携協

力体制を維持し、子ども達の学校教育における「食育」と地元農業が効果的に結びついて

いけるよう支援していきたい。

我孫子産米及び我孫子産野菜の学校給食への導入
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学校では、各学年が体験実践をし、食への思いや郷土料理、地場産物について学んでい
る。
家庭や地域では、家庭教育学級や親子料理教室で授業をしながら、親子で「野菜嫌いを

なくす」をテーマに調理実習を実施している。
給食レストランの実施を通して地域への働きかけを行うとともに、給食センターでの地

場産物の活用を積極的に行い、児童に地場産物の素晴らしさを理解し味わってもらってい
る。
給食時間には各クラスを訪問し、５分間給食指導の実施をしている。

日本一おいしいご飯給食

【取組の主体】
南房総市和田学校給食センター

南房総市富浦子ども園

【取組の目的】

【取組の内容】

【取組で工夫している点】

地元の旬で新鮮な食材を活用し、おいしく体に良い学校給食に活用することで、生産・

流通と、地域内で消費する「地産地消」の推進、市内産の米を使用して「１００％ご飯給

食」を実施している。

平成23年から、南房総市の主要農産物である米を使用して、毎日ご飯給食を行い和食を

中心とした献立を推進している。学校給食へ食材提供する生産者には「おいしいご飯給食

認定農家」として認定証とシールを贈呈している。

市ホームページでは、栄養教諭が、その日に使用した食材の説明や季節を取り入れた献

立の工夫などを写真とともに紹介している。

市民に市の給食に対する考え方を知ってもらい、自慢の給食を味わってもらいたいと、

平成24年から学校を会場に、給食センターがその日に提供している給食を市民も食べられ

るという「給食レストラン」の企画を行っている。

５年生の鯨体験学習

ごはん給食初版本

◆取組対象地域◆
南房総市

【関係団体との連携】
南房総市地域振興課 南房総市教育委員会

南房総市流通拠点施設（運営委託鋸南青果）認定農家

認定商店 県立安房拓心高等学校

学校 家庭 子ども園 地域の飲食店等々

【取組の成果・今後に向けて】

地場産物を納入する農家がわずかずつだが増えており、農

家の生産意欲が出てきていると実感している。学校給食の取

組を「日本一おいしいご飯給食」として本にまとめて出版し

た。学校給食の理念や給食レシピ、食材を提供している生産

者の子どもたちへの思いがつづられている。

今後は、家庭への食生活の改善に向けた食の情報発信と連

携の強化が必要である。地域密着の学校給食の提供を目指す。
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市内の小中学校で、小学５年生及び中学１年生を対象に実施している。平成２８年度よ
り計画期間となる第２次鎌ケ谷市食育推進計画に基づく内容とし、朝ごはんを食べること、
食事のバランスについて、生活リズムについて、食への感謝の気持ちや共食について取り
上げている。
小学校では、栄養士が朝ごはんの振り返りをしながら朝ごはんの大切さと食事バランス

に関する話をし、中学校では、栄養士が食べたものが体の中で果たす役割について、歯科
衛生士が噛むことの大切さについて話をしている。

【取組の主体】

鎌ケ谷市健康増進課
鎌ケ谷市学校教育課

【取組の目的】

【取組の内容】

【取組で工夫している点】

児童・生徒の望ましい生活習慣の確立と生活リズム向上を目指し、朝ごはんを食べるこ

と、食事のバランスのとり方、よく噛んで食べることの大切さについて理解を深め、食の

自立のための一助とすることを目的とする。

アンケートにより理解度を確認し、次年度の媒体作成の参考にしている。

講演会では、スライドの他、小学生では朝食を振り返るシートを利用し、中学生では自

分でも作れる朝ごはんや間食に関する豆本を資料の配布の他、自分自身の咀嚼力を知り、

噛むことを意識できるように咀嚼判定のガムを利用している。また、小中学校共通で、マ

ジックカードを折り、家庭に持ち帰ることで、家庭でも食事のバランスを意識できるよう

にしている。

小学校での講演会の様子

講演会で使用しているマジック
カード。１枚で開き方により３
色（主食、主菜、副菜）が出て
くる。楽しみながら、食事のバ
ランスを覚えてもらうために利
用している。

◆取組対象地域◆
鎌ケ谷市

【関係団体との連携】

市内小中学校

【取組の成果・今後に向けて】

平成２８年度には、授業参観として開催した学校もあり、

保護者に対しても啓発することができた。

講演会の感想では、食事のバランスがわかったという声の

他、自分でも取り組めることとして、早寝早起きをしてみる

という声も聞かれる。

義務教育の中で２回講演会に参加してもらうことにより、

朝食の大切さと食事バランスの意識づけを図っている。年に

１回の講演会ではあるが、講演会の前後で意識や行動にどの

ような変化が見られたかを今後把握していく。第２次食育推

進計画の評価時には、成人式時にアンケートを実施するなど

し、行動の定着を確認することを検討している。

早ね早起き朝ごはん食育講演会
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各学年毎に理解度に応じた食育テーマを設け、小学校独自の特色ある事業を実施する。
平成２８年度
１年生：①親子給食会を通じて好き嫌いなく食べる。②箸の正しい持ち方を知る。
２年生：自分で育てた野菜でピザを作る。
３年生：野菜たっぷりスープカレーをつくり、野菜の大切さを学ぶ。
４年生：勝浦の郷土料理「鮑腸もち」について学び、実際に調理する。
５年生：郷土料理「太巻き寿司」について学び、実際に調理する。
６年生：勝浦産の食材を使ったおにぎりづくりをする。

食と健康教室

【取組の主体】
勝浦市立勝浦小学校

【取組の目的】

【取組の内容】

【取組で工夫している点】

・食事を通して、豊かな心や望ましい人間関係を育む。

・正しい食生活が健康な心や体をつくることにつながることを理解できるようにする。

・地域で培われた食文化を体験することで、郷土への関心を高める。

【多職種、多団体連携】栄養教諭を中心に、養護教諭、学級担任、食育担当教諭、勝浦市、

食生活改善会、調理師会、保健所が連携し、地域に根差した授業を実施している。

【保護者参加型授業】保護者に授業に参加してもらい、親子で一緒に食育や家庭での食生

活を考える機会を設けている。

【子供の自立心を育む】子供の主体性を尊重し、自分たちで野菜を育てたり、レシピを考

案してグランプリを決める等、自らが授業に積極的に参加できる工夫をしている。

【教科に関連させた取組】食育を幅広くとらえ、社会科の授業で「これからの食料生産」

や「戦時中の食生活」について考える授業を展開している。

３年生 野菜のはたらきを学ぶ様子

２年生 野菜ピザが完成！

◆取組対象地域◆
勝浦市

【関係団体との連携】
勝浦市 勝浦市食生活改善会 調理師会勝浦支部

夷隅健康福祉センター

【取組の成果・今後に向けて】

平成２０年度から本事業を実施しており、平成２７年度は

食育指導推進拠点校として公開研究発表を行った。

食文化の伝承が難しい中で、当学校では、地元の生産者や

食生活ボランティア等の協力で、子供たちに特産物、郷土料

理を知ってもらい、ふるさと『勝浦』のよさを伝えることが

できた。

今後も引き続き、学校、地域、行政が連携し、地域に根差

した食育授業を展開していきたい。
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