
出前授業 体験型

イオン食育体験学習会
費用：無料（だだし、サラダ作りの食材はご用
意いただいています）
試食：有
「野菜・果物を食べる事の大切さを知り、おい
しさの体験を通じて健康な心と体を育んでほ
しい」そんな思いから、「聞いて」「見て」「食べ
る」体験学習を行っています。食事バランスガ
イドの学習やサラダ作り・試食などを行いま
す。

イオンリテール（株）
小学生

「イオン　食育」で検索して、HPからお申し込みください。
http://www.aeonretail.jp/kodawari/shokuiku/study/index.html
45 ～ 60分
使用施設：家庭科室

Ⅰ 朝食と栄養バランス
最新の研究結果の内容を交えながら、朝食と栄養
バランスの関係について楽しく学んでいきます。

Ⅱ 大豆のはなし
日本人が昔から親しんできた食材である大豆など
の豆類に属す食品は、体の健康に役立つ栄養素の
大切な補給源。けれど、最近は豆類の摂取量が減
少傾向にあるのです。このような内容を交えながら、
大豆について楽しく学んでいきます。

Ⅲ 水分補給について （熱中症対策など）
最新の研究結果や情報を交えながら、水分補給に
ついて楽しく学んでいきます。
※Ⅰ～Ⅲ費用：無料　試食：有
※小学生は、４～６年生が対象となります。

大塚製薬（株）千葉支店
小学生 中学生 高校生 保護者

小学生 中学生 高校生 保護者

小学生 保護者

TEL：043-241-8500　
FAX：043-241-8144
30分～ 45分
使用施設：学級教室・体育館

TEL：043-301-6682
60 ～ 100分
使用施設：学級教室、体育館、
家庭科室

                                                        
45分
使用施設：学級教室

TEL：04-7123-5136
Ⅰ60分　Ⅱ120分
使用施設：キッコーマンもの
知りしょうゆ館[野田市]

TEL：047-325-4517
100分
使用施設：家庭科室
※京葉ガス供給区域内（市川市、松戸市、鎌ヶ
谷市、浦安市の全域及び船橋市、柏市、流山
市、白井市、習志野市、我孫子市の一部区域）

TEL：043-246-7705
講義のみ45分 講義+調理実習95分
使用施設：家庭科室
※東京ガス供給区域内（千葉市全域及び印西
市・袖ケ浦市・木更津市・君津市の一部区域）

イオン食育体験学習会
費用：無料（だだし、店舗への移動に関
する費用は参加校負担になります）
試食：有
「野菜・果物を食べる事の大切さを知り、お
いしさの体験を通じて健康な心と体を育
んでほしい」そんな思いから、「聞いて」「見
て」「食べる」体験学習を行っています。食
事バランスガイドの学習やサラダ作り・試
食などを行います。

イオンリテール（株）
小学生

「イオン　食育」で検索して、HPからお申し込みください。
http://www.aeonretail.jp/kodawari/shokuiku/study/index.html
90分
使用施設：イオン店頭 [県内全域]

キッコーマン（株）
小学生

京葉ガス（株）
小学生 中学生

Ⅰ 工場見学
費用：無料　試食：無

Ⅱ 工場見学としょうゆづくり体験
費用：無料　試食：せんべい（しょうゆ
をつける前とつけた後の比較）
①食への興味・関心を深める。（食育学習）
②日本の食文化の真ん中にある「しょうゆ」、
千葉の特産品・地場産業である「しょうゆ」
を認識してもらう。（社会科）
③微生物のちからによる食品製造の面白
さを知ってもらう。（理科）

http://www.kikkoman.co.jp/shouyu
kan/

出張授業「エコ・クッキング」
小学5～6年生、中学生
費用：無料（ただし、食材、道具はご用意
願います。）　試食：有
「エコ・クッキング」とは…環境のことを考えて
『買い物』『料理』『片付け』をすること。例えば、
『買い物』ではマイバッグを持ち、旬のものを
買う、『料理』では材料をむだなく使い切る、ガ
スや電気などのエネルギーを上手に使う、『片
付け』では水を節約し生ごみを上手に処理す
る…などです。これら身近なエコ・ポイントを
ご家族とともに普段の生活の中で実践してい
くためのきっかけ作りとして、簡単な調理をし
ながら理解を深めていただきます。
※エコ・クッキングは東京ガス㈱の登録商標です。

キッコーマン（株）
小学生 中学生 高校生

小学生 中学生 高校生

キッコーマンしょうゆ塾
費用：無料　試食：無
小学生（主に３～４年生）を対象として、キッコ
ーマン社員が扮するしょうゆ博士とアシスタ
ントが楽しく学習を進める、オリジナルのプロ
グラムです。
しょうゆについて学びながら、「食べ物」の大
切さや、「おいしく食べる」ことを考える機会と
して、総合学習の時間などにご活用いただい
ています。
また、児童と保護者が「食」について会話をす
るきっかけ作りとして、授業参観時の実施も
お勧めします。保護者の方の参観機会にもお
役立て下さい。

食のワークショップ
費用：無料　試食：Ⅳのみ有
食についての様々な課題について考えたり、
実践するきっかけになるような体験型学習の
出前授業です。学習内容は以下の中から選択
してください。
 Ⅰ 『身近な食べ物に興味をもとう（食事バラ

ンス）』
 Ⅱ 『食料の不平等ともったいないを知る』
 Ⅲ 『食べ物身上調査（私はだれでしょう）』
 Ⅳ 『調理実習」(豆腐作り）』
 Ⅴ 『早寝、早起き、朝ごはん』
※対象者については、ご相談ください。 TEL：043-241-6471

20 ～ 60分
使用施設：学級教室

Ⅰ 将来のプレママに知ってほしい食育
費用：無料　試食：無
学校歯科保健教育の最終段階である高校生
に知ってほしい「歯・口腔のはなし」と食を通じ
て、将来のプレママ、プレパパに、「口から始
まる健康」をお話致します。

Ⅱ よく噛んで元気な子になろう
費用：無料　試食：無
小学１～２年生
食物への感謝から始まり、食べることの幸福
感、食べられることの感謝を交えた千葉県の
地産地消食材を説明、歯・口の役割、「食べる
とは？」を考えながら優しく話します。

TEL：043-444-0592
120分
使用施設：自社茶園
[八街市、山武市、冨里市]

茶園見学
費用：無料　試食：八街茶試飲
近くの数ヶ所の茶園を見学し、お茶の種類、
栽培場所での違いを理解してもらいます。
急須で何種類かの八街茶を淹れてみるこ
とができます。
特に、八街茶には「希少在来種のやちまた
かおり」と全国的に有名な優良品種やぶき
た種との比較ができます。

TEL：043-311-8960
担当 後藤　45分から相談
使用施設：学級教室・研修施
設など

おなか元気教室
費用：無料
試食：有（ヤクルト商品の試飲）
「人間の消化吸収の仕組み」、「排便の大切さ」、
「腸の健康と身体の健康」、「腸内細菌と健康
とのかかわり」などについて、生活リズムと関
連づけながら学びます。講師と楽しいやり取り
をしながら進める参加型授業です。
「おなかの仕組み」や「排便」は子どもから大
人までの共通のテーマです。対象年齢にあわ
せたプログラムをご用意しております。

●千葉県ヤクルト販売株式会社ホームページ
　http://www.chibakenyakult.co.jp/

育むエコ食
費用：無料（材料はご負担ください）
試食：有（講義のみは無）
生きていくために欠かせない「エネルギー」と
「食」。『環境のことを考えながら自分のいろい
ろな感覚（＝五感）を使って、食材の選び方-
調理-食事-片付けができるようになろう』、を
テーマにガスの炎を上手に使って環境にやさ
しい食事作りを学びます。
（内容）
講義：料理の際に使用するエネルギーや、環
境に配慮し、五感を意識した食事作りについ
て。調理実習：五感や、エコ・クッキングを意識
するポイントを実習を通して学びます。
※エコ・クッキングは東京ガス㈱の登録商標です。

TEL：03-5822-0038
実施時間は授業時間に合わせて調整可
使用施設：家庭科室

ぱくすく料理教室
費用：無料　試食：有
子供たちに、お料理をする事の楽しさを実感
してもらい、お家でお料理をする機会を促進
する事を目的としています。また、地元スーパ
ーとの連携で、地産地消、地域活性化を推進
致します。
＜特徴＞
●地元量販店様にお料理に必要な食材をご提供いただきます
●地元お料理教室の先生に直接指導をしていただきます
●地元の小学校・中学校から開催依頼を受け、学校で行います
●地域が一体となり子供たちを応援する機会をつくります
子供向けレシピ投稿サイト「ぱくすく食堂」：
http://www.pakusuku.com/
料理教室実施校一覧：
https://sites.google.com/a/pakusuku.com/pak
usuku_cookingschool/
※現在は、千葉県北総地域にて、(株)ナリタヤ様、やまク
ッキングスクール様と、取り組んでおります。

TEL：03-5625-8503
http://www.meiji.co.jp
Ⅰ90分　Ⅱ2～ 3時間
使用施設：Ⅰ学級教室、Ⅱ家
庭科室等の調理施設

Ⅰ 食育出前セミナー
費用：無料（実験に使用する割り箸、ティッ
シュはご準備頂く場合あり。）　試食：有
①お子様の成長に必須の栄養素であるカル
シウムについて、その重要性や効果的な摂取
方法等、②朝食を摂ることのメリットと摂らな
いことのデメリット等の座学と生クリームから
バターをつくる等の簡単実験を体験し、必要
栄養素の摂取や生活リズムについて学んでい
ただきます。

Ⅱ 親子クッキング
費用：無料（乳製品以外の食材費用につい
てはご負担していただきます。）　試食：有
親子で料理体験講座。お子様の成長に必要な
栄養素や栄養バランスを考えたメニューを親
子一緒に調理体験しながら、楽しく学んでい
ただきます。

TEL：0476-22-2266
120分
使用施設：なごみの米屋總本
店２階菓子教室 [成田市上町]

Ⅰ 体験型お菓子教室
費用：1,500円　試食：無
作るお菓子：季節の和菓子と上生菓子
作ったお菓子はお持ち帰りできます（季節
の和菓子５個位・上生４個程度）

Ⅱ 体験型お菓子教室
（こどもの日お菓子教室・夏休み子供お菓
子教室）
費用：無料　試食：無
作るお菓子：季節の和菓子と上生菓子（こ
どもの日は柏餅）
作ったお菓子はお持ち帰りできます（季節
の和菓子５個位・上生４個程度）

生活協同組合コープみらい 千葉県本部
小学生 中学生 高校生

（一社）千葉県歯科医師会

小学生

高校生

（有）深澤製茶園
小学生 中学生 高校生 保護者

小学生 保護者

千葉県ヤクルト販売（株）
小学生 中学生 高校生 保護者

東京ガス（株）千葉支社
小学生 中学生

米屋（株）
中学生 高校生

（株）ファーマインド・（株）ナリタヤ・
やまクッキングスクール

小学生 中学生 高校生

（株）明治
小学生 中学生

小学生 中学生 保護者

◆学校における食育推進活動を支援するとともに、県と企業の連携による一体的な取組を推進するため、本プログラムを作成しました。　
◆平成28年度における食育に関する指導等において是非ご活用ください。なお、本プログラムの申込については、直接、各企業へお申込みください。

主催：千葉県安全農業推進課、教育庁学校安全保健課

学校参加型食育体験プログラム平成28年度 提供：
ちば食育サポート企業
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