
H29 Shokuiku Seminar Report

本セミナーには、幼稚園・保育所・学校関係者・農業

体験実践者など53名の参加があり、東京農業大学国

際食料情報学部教授上岡美保氏、盛岡市立本宮小学

校栄養教諭大石祥子氏、株式会社明治北日本支社仙

台オフィスコミュニケーション課課長利光保則氏、山徳

平塚水産株式会社代表取締役社長平塚隆一郎氏か

ら、食育の必要性と社会的意義や実践の環を広げてい

くことの大切さについて、様々な切り口からお話しをして

いただきました。

小さい頃からの農林漁業体験や食事体験は、農業

や漁業、食に関心を持つための原体験になります。地

域の農家や漁師、食品加工関係者、行政など様々な

者が食育に関する情報を発信し、お互いが情報を交換

することで食育の環を広げていくことが大切です。

日時 平成２９年１２月４日 １３：１５～１６：３０

会場 マリオス盛岡地域交流センター 188会議室



講師 上岡 美保 氏

東京農業大学国際食料情報学部教授

食育推進会議専門委員

「食育の必要性と社会的意義～実践の環を広げよう～」は、第３次食育推進基本計画のスローガン

のひとつです。講演の一つ目の柱は「私たちのあたりまえの食生活は何だったか」、二つ目の柱は「食農

教育はどうして必要なのか」、三つ目の柱は「食育の実践の環を広げることの効果」についてです。

「私たちのあたりまえの食生活とは何だったのか。」
私たちのあたりまえの食生活といえば、家庭でみると昔はちゃぶ台

を祖父母、父母、子ども達が囲み、和食を中心とした食事をみんなで

食べていました。家庭の味、お袋の味というのは、家庭で調理し家族

みんなで食べる内食から生まれた味だと考えています。もう少し範囲

を広げて地域でみると、それぞれの地域に行事食があり、その地域で採れたものをその地域で消費して

きた地産地消から生まれた食文化でもあると思います。

日本全体で見た場合には、日本で採れたものを日本で消費する「国産国消」の食生活でしたが、食

の外部化と内食の低下によって、そのあたりまえの食生活は段々と崩れ始めています。

結果として、私たちの食生活は、米、みそ、醤油などの伝統的な食材が減少する一方、肉類、牛

乳、乳製品などの畜産物が大きく増加し食の洋風化が進行しています。

国産国消の実態を食料自給率から見ると、カロリーベースで38％と、昭和40年の70％から40年間

でおよそ半分位に低下しました。食の洋風化に伴って安い農産物が輸入されてきたことは、私たちの

食生活を保つためには重要である反面、食と農の距離の乖離が進み、食

料生産を担っている国内の農業が縮小し自給率を下げることになりました。

農業が縮小すると、耕作放棄地や遊休農地が多くなり、農業が保ってき

た農地や里山が荒廃するので、農業、農村が保ってきた多面的機能が失

われそこに息づいていたたくさんの生物も喪失します。

食料輸入はたくさんのエネルギーを使うので、地球環境への付加もあります。さらに、海外に国民の

食料を依存することは、食料安全保障や将来の子ども達にまで安定的に食料を供給することへの不安

にもつながります。農業が縮小することで、農村のコミュニティも減少し、地域に伝わる伝統食の継承が

途切れてしまう心配もあります。地球環境においてはバイオ燃料としての農産物生産が、食品価格の高

騰につながる不安もあります。このように、食料自給率の低下は私たちの食生活に大きな影響を与えて

います。

「食農教育はどうして必要なのか。」
では、自給率を上げるにはどうしたらいいのでしょうか。国内生産量がこれ以上増えないと仮定した

場合は、私たちが食べる量（国内消費仕向量）を少なくすること。逆に、国内消費仕向量が減らないと

仮定した場合は、国内生産量を増やしていくしかないということです。

消費者の視点で自給率を低下させない方法を考えて見ると、

一つ目は、国内消費仕向量には、実際に食べた食料と食べずに

捨てた食料が含まれており、食品の廃棄や無駄な食品の消費を

なくし消費の部分を節約することで自給率が向上しないまでもとど

めることが出来ると考えられます。食品廃棄を減らすことは、環境



負荷の軽減からも大きな意味があります。

そのための意識づくりという意味で、小さい頃からの食育、食農教育が非常に大事になります。

二つ目は、一般消費者と食品産業双方が国産嗜好を増大し、国産の食料を食べるということです。

そうすることによって、耕作放棄地や遊休荒廃地が農地として復活させられるのではないでしょうか。私

たちに出来ることは、地産地消、国産国消することで国内生産を誘発して日本農業の維持発展につな

げていこうということです。

そのためには農業を知ることが大事です。第３次食育推進基本計画でも農林水産業の体験を実践

し、日本の農業、水産業、林業について理解を深めていくことが重要だと指摘しています。食農教育、

例えば保育園の先生方が園庭でトマトを作ったり、子どもでも出来ることから始めている体験活動が、と

ても大切だと強調しています。

私たちの食生活は、農業と食料という社会的にも大きな問題と密接な関係があります。生産側からの

食料・農業・農村基本法と消費者側からの食育基本法との両輪でやっていかないといけないと感じてい

ます。

今から20年ほど前、世代による食の違いがどのようなものであるかを家計

調査年報データを使って分析したことがあります。非常に速いテンポで洋風的

な食事に変化していることがわかりました。洋風化するのは悪いとことではあり

ませんが、食生活のあり方は、年配者と若い人では随分と大きくかけ離れて

いることがわかりました。分析結果を見たときに次世代を担う子ども達への食

農教育は非常に重要だと感じました。

「食育の実践の環を広げることの効果」
第３次食育推進基本計画が2016年にスタートして２年目になります。各次

の食育推進基本計画において推進目標が設定されています。目標の達成に

は、今セミナーのタイトルにもあるとおり食育の実践の環を広げていくことが求め

られています。食育と農業は切り離せない関係にあり、農業への理解が重要

だと思います。食育の推進には、農家、漁師、農業・漁業団体、食品を取り扱

う者等様々な者が実践の環を広げていくことが求められます。

第３次食育推進基本計画の５つの重点課題の一つに「若い世代を中心とした食育の推進」がありま

す。ここでいう若い世代というのは20～30代の若い人たちですが、食育基本法が成立した2005年当

時、小・中学生だった子ども達が現在20歳代になっています。現代の若い世代の方々への食育推進

は大事ですが、次世代の若者、つまり今の小さな子ども達に向けた根本的な食育推進と両輪で推進し

ていくことが今後は求められてくることになります。

若い世代への食育推進は、食の外部化が進んでいるからこそ食品産業の役割が非常に大きく、飲

食業、小売流通といった外部からの発信、協力を求めたいと考えています。

幼稚園・保育所・学校の給食は、食育を実践する場としての最適な次世代教育の場です。子どもが

大きくなったときに、自分が何を選びどう食べるべきかを身に付け、健康に過ごすことを支援することが

重要な役割で、学校給食だけを栄養士の先生にすべてをお任せするということではなく、周りがサポート

して、実践の環を広げることが大事です。

フード・マイレージは、食べ物の生産地から消費される

食卓までの、輸送した重量に輸送距離を掛けた値で表

す指標です。地産地消は地域に限った輸送なので、国

外から輸入するよりも、フード・マイレージが小さくなり環境

にも優しくなります。



これはCO2についても同時に削減することが出来るという環境教育の教材にもなり、学校給食は、食

の循環や環境を学ぶことができると同時に、地元の農家さんが作った食材を食べているということも意

識することができます。教育現場では、栄養教諭の割合が高いとはいえません。非常に業務が多忙だと

も伺っており、まだまだ人数不足です。そういった意味では、学校とＪＡさんとか、農家の方とか、漁業さ

れている方とか、食品流通加工の方々が学校教育に関わっていけたら素晴らしいと思います。

「まとめ」
地域に暮らしている方々が健康で元気に暮らし、健康寿命の延伸が図られ、そういう地域が全国各

地に広がっていく 。それぞれの主体が努力し、様々な課題が改善され、社会的、経済的な効果を及ぼ

すことが食育の意義だと思います。食育は、農業、環境、社会教育、文化教育と非常に幅が広いので、

それぞれの分野以外の方々とも手をつないでいくことで、良い食育の実践ができると思います。

学校給食における食育について 盛岡市立本宮小学校栄養教諭

岩手県学校栄養士協議会会長

大石 祥子 氏

学校の調理室で毎日800食の給食を子どもの様子を見ながら給食を作っています。食育のことを学

校では「食に関する指導」という言葉で話しています。学校における食育は継続性に配慮して、意図的

に学校給食を活用するということがポイントとなっています。食育の指導は給食時間を始めとする関連

教科等によって、「食事の重要性」「心身の健康」「食品を選択する力」「感謝の心」「社会性食文化」と

言うようなことを体系づけて行っています。

食育はひとつの教科ではないので、全体計画のもと、各学年毎の年間指導計画があり、体系づけの

理屈として教科を関連させた指導をしています。学校給食は特別活動という部類に入り、教科でいえば

家庭科や保健の授業で指導しています。平成29年度の指導内容は、１年生は給食室の見学、２年生

は野菜について、３年生がたべものの３つの働き、４年生が朝ごはんについて、５・６年生は家庭科での

指導になっています。全校２３クラスの一つ一つに入って指導しています。

給食指導は、「毎日の準備」「食べる」「片付け」が基本的なところです。この指導は学級担任が、給

食時間に指導を行っています。栄養教諭はそれをサポートしながら指導します。行事食は、ひなまつり

や先人給食、復興給食などがあります。給食委員会は、学校における食育の活動のひとつになってい

て、低学年のお世話をしながら、５､６年生が活躍してくれています。食育は学校給食を教材として実

施しているので、「健康の増進を図る」「望ましい食習慣を育てる」「作物を育てる」「生命を育てる」「自

然の尊重」「勤労を重んじる」「伝統的な食文化」「食料の生産流通消費」こういったものが基本の目標

として実施されています。

給食の食材は、ご飯が盛岡産の減農薬・減化学肥料のひとめぼれ、三陸産のめかぶ、岩手県産大

豆を使用した豆腐、岩手県産の小麦と大豆を使った味噌、地元の農家から購入したネギ、岩手県で

採れた牛乳、大船渡産のサンマ、岩手県産の鶏肉などを出しています。子どもは経験がないものは食

べられないので、何回も何回も給食に出すことで、学級担任や栄養教諭の声かけによるサポートによっ

て食べられるようになります。この前の月曜日にはサンマの塩焼きを骨付きで出しました。１年生もきれ

いに食べました。入学説明会の時からのさまざまな手立てと担任の先生などのサポートで、子ども達は

きれいに自分で食べるようになります。中骨の太いのをバリバリ食べる子も中にはいました。４月の頃か

らみるとずいぶんたくましくなりました。

家庭ではおかず中心の食生活になってきているので、給食のご飯をなかなか食べきれない子どもが

多く、如何にしてご飯を食べさせるかＰＴＡを対象にした家庭教育学級で、給食の量と家庭で食べる量



を比べてみたりしています。いまでは、家庭の協力も得ながらいろいろと段階を踏んでいるので、だいぶ

食べられるようになっています。

最後に、学校において食育を推進する立場として、次世代を担う子ども達に食生活に対する正しい

知識、望ましい食習慣を身に付けさせたいと思います。家庭科で一食分の献立を立てさせたときも、

「将来あなたたちが自立したときにしっかりご飯を食べるための勉強だよ」ということを説明しながら献立

を考えさせ、なんのためにこうした勉強するのかということをきちんと伝えながら指導するように心がけて

います。

地元で獲れた海産物の

地元消費を広げる活動 山徳平塚水産株式会社代表取締役社長

フィッシャーマンズ・リーグ食育PJ担当

平塚 隆一郎 氏

宮城県の石巻市で水産加工の会社をやっております。フィッシャーマンズ・リーグは、岩手と宮城の

被災地の漁師さんと私どものような水産加工の会社と一緒に被災地を盛り上げて、三陸の水産物をも

っと食べてもらおうということで活動しています。魚の消費量は米の消費量と同じような感じで、米の消

費量が減ると水産物の消費量も減ります。洋食系の商品開発もしていますが、基本的には、ご飯を食

べていただかないと消費量が上がらないと感じています。

フィッシャーマンズ・リーグの食育は、もっと魚をどんどん食べてもらおうということです。日本では魚の

需要がどんどん減っていますが、世界的には健康に良いということで魚の需要が伸びています。できる

だけ日本国内のもの、特に三陸の魚の需要を増やし、魚をたくさん食べてもらうために、魚食文化の活

性化と三陸水産物の食文化の普及を目的に食育の活動を行っています。

具体的には、イベント、小学校での出前授業、親子料理教室を開催しています。親子料理教室で

は、本物の漁師さんが食材の食べ比べをクイズ形式で出題するなどして、楽しくやっているのが我々の

コンテンツの重要なところです。浅草で開いた販売会の隣でわかめの料理教室をＭＣと実演を兼務した

塩竃のわかめ漁師のA君がクイズ形式で面白おかしくやってくれました。新橋でも居酒屋さんを借りて、

親子教室を開きました。今年の３月には、仙台市ガス局のキッチンを使って親子２０組で、カキの料理

教室を開きました。この時は、３０代イケメンの岩手県大船渡のカキを養殖している漁師のS君が非常に

面白くやってくれました。

石巻市立向陽小学校で石巻市の産業を学ぶという授業の一環で、６年生の３クラスそれぞれで、わ

かめ漁師のA君がわかめスープを作りながらクイズ形式でわかめの話で教室を盛り上げました。出前授

業では、女川の漁師さんから出荷できない形の崩れたホタテ、私の会社からちくわ、A君のところから

茎わかめを提供して、校庭で作った野菜と一緒にカレーを作りました。パッケージは子どもたちが手書き

をして、学芸会でそのカレーを父兄の皆さんに販売しました。

株式会社明治の食育推進活動 株式会社明治北日本支社

仙台オフィスコミュニケーション課課長

利光 保則 氏

私どものコミュニケーション課は、食育に限らずステークホルダーをはじめとしたお客様に会社のこと

や商品のことを出前授業やセミナーを通じて伝えていく仕事をしております。

食育は、ただ食に関する知識を勉強するのではなくて、食を通じて豊かな心を育むことです。食べ物



はみんな生き物ですから、みんな生き物を食べて命をつないでいるんです。だからこそ正しい食生活を

して、家族、友達みんなと一緒に「いただきます」「ごちそうさま」と言って食べることで、食べ物そのもの

に感謝することがとても大切なことです。そのことを我々が子どもたちに、その子どもたちが大人になった

ときにその子どもに伝えるということに食育は大きく貢献していくと思います。

食育セミナーは、小学校や中学校に出前授業で、ミルクやカカオを題材にした話しをしたり、最近は

大人を対象にした食育の機会も増えていますが、30歳代、40歳代の現役世代や60歳以上の方に食

のバランスの話をよくしています。

出前料理教室は、食材の良さを活かした料理の提案とか、共同作業の楽しさ等を体験する活動して

います。もちろん乳製品の会社ですので、乳製品をベースにしたメニューを考えております。出前料理

教室は、全国で15万人ほど受講しており、テーマは、「牛乳」「ヨーグルト」「チョコレート」「カルシウム」「ロ

コモティブシンドローム」「低栄養」とかなり多岐にわたっています。他に、東北地区の特色を生かしたオ

リジナルのセミナーもやっています。

被災地での食育活動にも取り組んでいます。私たちの活動は、物資の支援だけではないんです。仮

設住宅にお住まいの方には、栄養が偏っていたり、ストレスによって本来食べられる食事がとれなかった

りとかさまざまなケースで悩んでいる方がいますが、そういった方を対象に乳酸菌や腸内環境をテーマ

に食育セミナーを開いています。また、復興住宅ができはじめてから復興住宅の集会所でも食育セミナ

ーを開いています。

2020年のオリンピック、パラリンピックに向けて私どもは乳製品と菓子のゴールドパートナーになりまし

た。ホストタウン構想実現に向けて、食育の展開とかメニューの提案をやっていきたいと思っています。

私が思うには、食育は日本固有の文化だと思います。その文化を海外に向けての広めて行かなけれ

ばならないと個人的には思っています。

食育のこれからについて一緒に考えて行きたいと思います。私が驚いたのは、大石先生の

学校給食での取り組みです。お魚が週３回でるというのはすごいですが、「お魚」を取り入れ

ることの難しさとそこの工夫について教えて下さい。また、お魚はさばいたり下味をつける工程もあります

がどのようにしていますか。

給食費との兼ね合いがすごく大きくて、鶏肉をひと切れ使うよりさかなを

ひと切れ使う方が高くつくので、やり繰りがとても大変です。 切り身を購入

して、その日のメニューに応じて学校で下味をつけたり、業者に依頼したりしています。

業者に依頼するときは、仕入れ業者さんとつながりのある加工業者に処理してもらっ

たものを購入しています。

平塚先生のところでは、学校給食の食材を、学校の要望を聞きながら開発しているという

お話しがありました。開発に関わるお話しをお教えていただけますか。

私どもの会社では、石巻専修大学と一緒にいろいろなことをやっています。学校給食に使

用している食材は、宮城県産の魚はほとんど使われていません。国産の魚はどれも高くて、

給食で普通に使うことはできないということでしたので、安くするために、魚を三枚におろした中骨のとこ

ろを水煮にして、柔らかくして身や骨まで食べられるように製品化しました。この製品

を給食に使うために、石巻専修大学の食環境学科の先生や生徒が魚のハンバーグ

などいろいろなメニューを開発して、普通に流通している魚のだいたい半額ぐらいの値

段にすることができました。



企業と学校と大学が共同してメニューを作っていくと ころも 、またひとつの連携の

環の広がりとしていい事例ではないかと思います。

日本の食生活を良くしてくれた食材のひとつに、畜産物・乳製品があります。ちょっと前に和食と牛乳

との関係がいくつか取り上げられたこともありましたが、利光さんはいかが思いますか。

確かに牛乳と和食との統合というのがありまして、和食を意識したメニューを提案していま

す。どんなに良い食品でも、そればかり食べるのはよくないので、ヨーグルト、チーズなどの乳

酸発酵の食品だけではなくて、漬け物、味噌、醤油、キムチ、お酒などの発酵食品もバラン

ス良く食べながら 、食卓のなかにどうやったら乳製品を取り入れられるか ということが和食との融合で

す。そういうような関連づけた提案をやらせていただいています。

食育を浸透させていくためには、学校と地域と家庭のコーディネートがうまくいくと

出前授業も比較的うまく出来ますので、コーディネーターの方の役割はすごく大き

いです。

食育基本法が出来て12年になりますが、食育活動に関わっているなかで、活動を取り巻

く環境の変化もあった思います。この10年の変化、あるいはこれから必要になると思われるこ

とをお話しください。

学校では、朝食の必要性は理解されてきてはいるのですが、どうしても朝食を食べて来ら

れない子どもはいます。この状況の認知は広がっていますが、改善に向けたアクションには結

びついてはいないので、いかに動かすかがこれからの課題だと思います。

石巻市内の小学生が魚が嫌いな理由の１位は「骨があるからいやだ」、２位は「生臭いに

おい」でした。この二つを取り除くために一晩水につけたり、軟らかく煮たりした「いわし」を原料

に「いわしの梅煮」を作って、学校給食に提供しています。骨まで食べられるので、それで魚に慣れて

食べられるようになればいいと思っています。

学校給食で魚を食べて、魚に慣れることが魚食を広める意味でも非常に大事と感じてます。

食育を推進するにあたって、家庭に食育を浸透させて効果を持たせていくことが欠かせな

いと思います。利光さんの場合は、学校の教育現場から地域の方々に協力を得るためにど

んな活動をしていますか。

食育の活動に必要なことは、食べ物や食べ方を知らない子ども達に教えてあげたいという

熱意と子ども達を大事に育てたいという思い、それと思いやりだと思います。

学校給食法でも食育基本法でもそうですが、学校の中で食育は、教科横断的にやらなけ

ればならないということがあります。各教科の先生と連携はどうなんでしょうか。

学校は年間の計画に基づいて行われているので、単発でこれをやりたいと言っても入るこ

とは難しいです。岩手県では、学校に食育担当者がいるので、その方と進めていくのがいいと

思います。

給食に地場産の物を３割入れようというのがありますが、東北地域では連携がとれていると

ころが多いかと思いますが、地元の農家さんとの連携が無い学校は、きっかけ作りは、どういう

ところを工夫すれば良いのでしょうか。

本校では昔から地元の農家さんから、タマネギやねぎ・リンゴなどを購入しています。盛岡

市の場合は、窓口になる市の農政部局が中心になって農家さんと栄養士のつなぎ役をしてく

ださいました。

最後にパネリストの先生方に、今後より良い食育を実践していくためには必要なことや今後

の食育についての活動の抱負についてお話しください。



いまの子どもは、作る体験も食べる体験も不足しています。６年生になるまでにいろんな食

べ物の経験をして、将来自分が自立したときに苦労しないように、という思いで日々仕事をし

ています。そのために給食時間の充実を心がけていますので、これからもそこを重点に取り組んで行き

たいと思っています。

事業者として食育を取り組んでいますが、まだ歴史も浅いのでやることがたくさんあると思っ

ています。いまオリンピック＆パラリンピックの仕事をしていて思うことは、食育という考え方が

ある国はたぶん日本ぐらいだということです。食育は、日本特有の財産なので、国外にも広めて行きた

いと思っています。

フィッシャーマンズリーグの食育は、特徴としては、本当の漁師さんが一緒にくっついてくる

ということでです。生産現場の体験を伝えながら漁業への理解と海産物を食べることへの関

心を高めるというような形なので、作っている人の気持ちを直接お伝え出来るような活動をしていきたい

と思っています。

世界に日本の食育を広げるというお話しもありました

が、内閣府が英訳している食育は「Shokuiku」と日本

語なんです。ホントに食べる事の文化や歴史をいろんなところで

考えているのは日本だけなのかなという気もします。

先生方のそれぞれの立場があると思いますが、いろんな方々と手を組みながら、良い経験を子ども

達にさせてあげられたらいいのかなと思います。それでは時間になりましたのでパネルデスカションを終

わります。


