
４ 神奈川県小田原市 

 （１）地域の概要 

神奈川県小田原市は、神奈川県西部に位置し、東西17.5km、南北16.9kmで、南西

部は真鶴町、湯河原町、箱根町と、北部は南足柄市、開成町、大井町と、東部は

中井町、二宮町とそれぞれ境を接しています。 

面積は114.06 で、神奈川県の面積の4.7％を占め、県内の市としては、横浜市、

相模原市、川崎市に次いで4番目の広さを有しています。 

市域の南西部が箱根連山につながる山地であり、東部は大磯丘陵につながる丘

陵地帯になっています。市の中央には酒匂川が南北に流れて足柄平野を形成して

おり、南部は相模湾に面しています。この風光明媚な自然環境と夏は涼しく冬は

暖かいという気候により、多くの著名人に愛されてきました。黒潮の影響を受け

た温暖な気候と適度な雨量が、生活の快適さだけでなく、梅やみかんをはじめと

した多くの農産物の成長を支えています。 

小田原市の人口は順調に増加してきましたが、平成7年（1995年）には社会減の

傾向が表れ、平成17

年（2005年）には自然

減の傾向も表れ始め

ました。 

本事業を行った橘

北地区は小田原市で

一番東に位置し、東

は二宮町に接し、北

は中井町に接してい

ます。南北に県道中

井羽根尾線が通って

おり、東西には小田

原厚木道路が通って

おり二宮インターが

近くにあります。 

橘北地区の人口は

1980年（昭和55年）と比較すると、2009年（平成21年）で地域の人口は約39%増加

し、世帯数は約88%増加していて、人口の増加が著しい地域です。 

橘北は、畜産・農業が盛んな地域であります。この地域は、海底が隆起してで

きた土地なので、自然の恵みによる肥沃の土で育てた「下中たまねぎ」は甘みが

強く、小田原の特産の一つとなっています。また、古くから温暖な気候を利用し

たみかんの栽培が行われています。 

 

神奈川県地図 
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 （２）食育プログラムの実施にあたっての協力者 
   本プロジェクトを小田原市にて実施するにあたり、フードチェーン関係者であるあ

きさわ園秋澤史隆氏学習者の設定をご相談し、木之花保育園園長三橋幸恵氏をご紹介

いただき、木之花保育園にて実施することになった。 
 
（３）食育プログラム実施担当者について 

  （地元のフードチェーン関係者、相模女子大学栄養教育学研究室） 
   地元のフードチェーン関係者は、小田原市にてみかんをはじめさまざまな果物を栽

培、出荷しているあきさわ園秋澤史隆氏を食育実施担当者とした。 
   相模女子大学栄養教育学研究室の吉岡有紀子准教授、研究生外山智美および研究室

所属栄養科学部管理栄養学科 4 年筒井千裕さんが上記食育実施担当者と協力し、食育

プログラムを実施した。 
    

（４）学習者について 
  学習者は、K 保育園年長クラス（ゆり組 A/B）に在籍する 35 名とその保護  
 者 35 名を対象とした。 在籍する園児は男児 15 名、女児 25 名である。 
  事前調査の有効回答は 26 人（74.3％）で、内訳をみると男児の保護者 11 人、女

児の保護者 15 人であり、回答者の平均年齢は 38.5±4.3 歳だった 
   事前調査の結果は以下の通りである。 

①保護者からみた園児について 
  ア）QOL について 
  QOL に関する項目は、「毎日楽しそうか」、「食事はおいしそうか」「食事に

満足していそうか」、「食事が楽しそうか」の 4 項目で捉えた。 
 
a.「毎日楽しそうか」について 

   保護者から園児をみて「毎日楽しそうか」という問いでは「とても楽しそ

う」22 人（73.3％）、「まあまあ楽しそう」6 人（20.0％）、「あまり楽しそう

でない」2 人（6.7％）で、「楽しそうでない」はいなかった。 
   園児の性別でみると、男児は「とても楽しそう」10 人（76.9％）、「まあ

まあ楽しそう」3 人（23.1％）であったが、女児は「とても楽しそう」12 人

（70.6％）、「まあまあ楽しそう」3 人（17.6％）、「あまり楽しそうでない」2
人（11.8％）であった。 

   すなわち、小田原の年長園児の「毎日の楽しさ」は概ね良好な回答であっ

たが、1 割が否定的な回答をしており、それは女児のみであった。 
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図Ⅳ-4-2 毎日楽しそうか（小田原：園児） 

 
b.「食事はおいしそうか」について 
「食事はおいしそうか」では「とてもおいしそう」10 人（33.3％）、「まあ

まあおいしそう」19 人（63.3％）、「あまりおいしそうでない」1 人（3.3％）

で、「おいしくない」はいなかった。 
園児の性別でみると、男児は「とてもおいしそう」5 人（38.5％）、「まあ

まあおいしそう」8 人（61.5％）で「あまりおいしそうでない」はいなかっ

た。また、女児は「とてもおいしそう」5 人（29.4％）、「まあまあおいしそ

う」11 人（64.7％）、「あまりおいしそうでない」1 人（5.9％）であった。 
すなわち、小田原の年長園児の「食事はおいしそうか」ではほぼ全員良好

な回答であった。 

 
図Ⅳ-4-3 食事はおいしそうか（小田原：園児） 

 
 c.「食事は満足そうか」について 
  「食事は満足そうか」では「とても満足そう」7 人（23.3％）、「まあまあ

満足そう」20 人（66.7％）、「あまり満足していなさそう」3 人（10.0％）で、

「満足していなさそう」はいなかった。 
  園児の性別でみると、男児は「とても満足そう」3 人（23.1％）、「まあま

(%)

(%)
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あ満足そう」8 人（61.5％）、「あまり満足していなさそう」2 人（15.4％）

であった。また、女児は「とても満足そう」4 人（23.5％）、「まあまあ満足

そう」12 人（70.6％）、「あまり満足していなさそう」1 人（5.9％）であっ

た。 
すなわち、小田原の年長園児の「食事は満足そうか」では 9 割が良好な回

答であり、性別での大きな違いはみられなかった。 

 
図Ⅳ-4-4 食事は満足そうか（小田原：園児） 

 
d.「食事は楽しそうか」について 

   「食事の楽しそうか」では「とても楽しそう」11 人（36.7％）、「まあまあ

楽しそう」15 人（50.0％）、「あまり楽しそうでない」4 人（13.3％）で、「楽

しそうでない」はいなかった。 
   性別にみると男児は「とても楽しそう」6 人（46.2％）、「まあまあ楽しそ

う」7 人（53.8％）と全員肯定的な回答であったのに対し、女児は「とても

楽しそう」5 人（29.4％）、「まあまあ楽しそう」8 人（47.1％）、「あまり楽

しそうでない」4 人（23.5％）と肯定的な回答は 7 割にとどまった。 
すなわち、小田原の年長園児の「食事は楽しそうか」では 85％が肯定的な

回答であったが、否定的な回答をした園児はすべて女児であった。 

 

(%)

(%)
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図Ⅳ-4-5 食事は楽しそうか（小田原：園児） 
 

以上の結果から、小田原の保育園に通う園児の食に関する QOL は比較的

良好であり、かつ男児のほうが女児に比べやや良好な傾向であった。 
 

イ）行動について 
     園児の行動に関する項目は、「朝食喫食状況」の 1 項目で捉えた。 

     
朝食喫食状況をみると「ほとんど毎日食べる」28 人（93.3％）、「週に 2～3

日食べない」2 人（6.7％）で、「週に 4～5 日食べない」、「ほとんど食べない」

はともにいなかった。 
園児の性別でみると、男児は 13 人全員が「ほとんど毎日食べる」と回答し

た一方で、女児は「ほとんど毎日食べる」20 人（90.9％）、「週に 2～3 日食べ

ない」2 人（11.8％）と、男児の方が女児に比べ良好な傾向がみられた。 

 

図Ⅳ-4-6 朝食の喫食状況（小田原：園児） 

 
以上、小田原の保育園に通う園児についての QOL と行動の結果、QOL、行動 

  ともに概ね良好ではあるが、男児の方が女児に比べより良好である傾向がみられた。 
 

②保護者について 
 ア）QOL について 
  QOL に関する項目は、「食事のおいしさ」、「食事の満足感」、「食事の楽しさ」 

の 3 項目で捉えた。 
   

a.「食事のおいしさ」について 
「食事のおいしさ」では「とてもおいしい」7 人（24.1％）、「まあまあお

いしい」22 人（75.9％）で、「あまりおいしくない」、「おいしくない」はと

(%)
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もにいなかった。 
園児の性別にみると、男児の保護者は「とてもおいしい」3 人（25.0％）、

「まあまあおいしい」9 人（75.0％）であった。また、女児の保護者は「と

てもおいしい」4 人（23.5％）、「まあまあおいしい」13 人（76.5％）であっ

た。 
すなわち、保護者の「食事のおいしさ」は良好で、園児の性別による大き

な違いはみられなかった。 

 
図Ⅳ-4-7 食事のおいしさ（小田原：保護者） 

 
 b.「食事の満足感」について 
  「食事の満足感」では「とても満足」6 人（20.7％）、「まあまあ満足」22

人（75.9％）、「あまり満足していない」1 人（3.4％）で、「満足していない」

はいなかった。 
園児の性別にみると、男児の保護者は「とても満足」3 人（25.0％）、「ま

あまあ満足」8 人（66.7％）、「あまり満足していない」1 人（8.3％）に対し、

女児の保護者は「とても満足」3 人（17.6％）、「まあまあ満足」14 人（82.4％）

であった。 
すなわち、保護者の「食事の満足感」は概ね良好であった。 

 
図Ⅳ-4-8 食事の満足感（小田原：保護者） 

(%)

(%)
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c.「食事の楽しさ」について 

   「食事の楽しさ」では「とても楽しい」10 人（34.5％）、「まあまあ楽し

い」18 人（62.1％）、「あまり楽しくない」1 人（3.4％）で、「楽しくない」

はいなかった。 
   性別にみると男児の保護者は「とても楽しい」5 人（41.7％）、「まあまあ

楽しい」6 人（50.0％）、「あまり楽しくない」1 人（8.3％）であった。女児

の保護者は「とても楽しい」5 人（29.4％）、「まあまあ楽しい」12 人（70.6％）

であった。 
すなわち、保護者の「食事の楽しさ」は概ね良好であった。 

 

図Ⅳ-4-9 食事の楽しさ（小田原：保護者） 

 
以上の結果から、小田原の保護者の食に関する QOL は比較的良好であり、

かつ園児の性別による大きな違いはみられなかった。 
 

 イ）知識について  
    知識に関する項目は、「主食・主菜・副菜を知っているか」、「自分のからだの

状態や健康、気持ちに適した食事の量（適量）やバランスを知っているか」、

「フードチェーンという言葉を知っているか」、「フードチェーンという言葉の

意味を知っているか」の 4 項目で捉えた。 
 
 a. 「主食・主菜・副菜を知っているか」について 

  「主食・主菜・副菜を知っているか」では、「よく知っている」6 人（20.7％）、

「知っている」22 人（75.9％）、「あまり知らない」1 人（3.4％）で、「知らな

い」と回答した保護者はいなかった。 
  園児の性別にみると、男児の保護者では「よく知っている」2 人（16.7％）、

「知っている」9 人（75.0％）、「あまり知らない」1 人（8.3％）であった。女

(%)
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児の保護者では「よく知っている」4 人（23.5％）、「知っている」13 人（76.5％）

であった。 
  すなわち、ほとんどの保護者が「主食・主菜・副菜」について知っていた。 

 

図Ⅳ-4-10 主食・主菜・副菜を知っているか（小田原：保護者） 

 
b．「自分のからだの状態や健康、気持ちに適した食事の量（適量）やバランス

を知っているか」について 
 「自分のからだの状態や健康、気持ちに適した食事の量（適量）やバランス

を知っているか」では、「よく知っている」と回答した保護者はおらず、「知っ

ている」13 人（44.8％）、「あまり知らない」15 人（51.7％）、「知らない」1
人（3.4％）だった。 
 園児の性別にみると、男児の保護者は「知っている」7 人（58.3％）、「あま

り知らない」5 人（41.7％）であった。また、女児の保護者は「知っている」6
人（35.3％）、「あまり知らない」10 人（58.8％）、「知らない」1 人（5.9％）

であった。 
  すなわち、男児の保護者のうち 6 割は適量を理解しているが、女児の保護者

は 4 割に届かず、男児の保護者の方が女児の保護者に比べ、理解している保護

者が多かった。 

(%)
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図Ⅳ-4-11 自分のからだの状態や健康、気持ちに適した食事の量（適量）やバランスを知っ

ているか（小田原：保護者） 
 

c. 「フードチェーンという言葉を聞いたことがあるか」について 
   「フードチェーンという言葉を聞いたことがあるか」では、「よく聞いたこ

とがある」はおらず、「聞いたことがある」6 人（20.7％）、「あまり聞いたこと

がない」11 人（37.9％）、「聞いたことがない」12 人（41.4％）であった。 
 園児の性別にみると、男児の保護者は「聞いたことがある」3 人（25.0％）、

「あまり聞いたことがない」6 人（50.0％）、「聞いたことがない」3 人（25.0％）

であった。また、女児の保護者は「聞いたことがある」3 人（17.6％）、「あま

り聞いたことがない」5 人（29.4％）、「聞いたことがない」9 人（52.9％）で

あった。 
 すなわち、プログラム参加前に「フードチェーン」という言葉を聞いたこと

があると回答した保護者は 2 割ほどであった。 

 

図Ⅳ-4-12 フードチェーンという言葉を聞いたことがあるか（小田原：保護者） 
 

d. 「フードチェーンという言葉を知っているか」について 

(%)

(%)
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    「フードチェーンという言葉を知っているか」では、「よく知っている」と回

答した保護者はおらず、「少し知っている」3 人（10.3％）、「あまり知らない」

13 人（44.3％）、「知らない」13 人（44.8％）であった。 
園児の性別にみると、男児の保護者は「少し知っている」3 人（25.0％）、「あ

まり知らない」5 人（41.7％）、「知らない」4 人（33.3％）であった。女児の

保護者では「あまり知らない」13 人（47.1％）、「知らない」9 人（52.9％）で

「少し知っている」と回答した保護者はいなかった。 
すなわち、約 9 割の保護者が「あまり知らない」「知らない」と回答してお

り、特に女児の保護者は「知っている」と回答した保護者はいなかった。 

 

図Ⅳ-4-13 フードチェーンという言葉を知っているか（小田原：保護者） 
 

 以上のことから、小田原の年長園児を持つ保護者の知識をみると、主食主菜副菜

についてはほぼ全員、適量については 6 割の保護者が「知っている」もしくは「少

し知っている」と回答したが、「フードチェーン」については、聞いたことがある

保護者は2割にとどまり、言葉の意味について知っている保護者は1割のみだった。 
 

ウ）態度について 
    態度に関する項目は、「健康のために野菜を食べることは重要だと思うか」「野

菜の生産者への感謝の気持ちを持つことがあるか」の 2 項目で捉えた。 
 

 a. 「健康のために野菜を食べることは重要だと思うか」について 
  「健康のために野菜を食べることは重要だと思うか」では、「とても思う」

25 人（86.2％）、「少し思う」4 人（13.8％）で、「あまり思わない」、「思わな

い」はともにいなかった。 
 園児の性別でみると、男児の保護者は「とても思う」9 人（75.0％）、「少し

思う」3人（25.0％）であった。一方、女児の保護者は「とても思う」16人（94.1％）、

「少し思う」1 人（5.9％）であった。 

(%)
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  すなわち、すべての保護者が肯定的であり、男児の保護者に比べ、女児の保

護者の方がより良好な傾向がみられた。   

 

図Ⅳ-4-14 健康のために野菜を食べることは重要だと思うか（小田原：保護者） 
 

b．「野菜の生産者への感謝の気持ちを持つことがあるか」について 
 「野菜の生産者への感謝の気持ちを持つことがあるか」では、「よくある」9
人（31.0％）、「ときどきある」12 人（41.4％）、「あまりない」8 人（27.6％）、

で、「まったくない」はいなかった。 
 園児の性別でみると、男児の保護者は「よくある」4 人（33.3％）、「ときど

きある」6 人（50.0％）、「あまりない」2 人（16.7％）であった。一方、女児

の保護者は「よくある」5 人（29.4％）、「ときどきある」6 人（35.3％）、「あ

まりない」6 人（35.3％）であった。 
 すなわち、7 割の保護者が感謝の気持ちを持っていると回答しているが、 
男児の保護者の方が女児の保護者に比べ、より良好な傾向がみられた。 

 
    以上のことから、小田原の年長園児を持つ保護者の態度をみると、おおむね「野

菜を食べるは健康のために重要である」と考えており、生産者への感謝の気持ち

についてもあった。さらに、園児の性別でみると男児の保護者の方が女児の保護

者に比べ良好な傾向がみられた。 
エ）行動について 

    行動に関する項目は、「朝食喫食状況」、「主食・主菜・副菜のそろう食事の回

数（朝食）・（昼食）・（夕食）」、「野菜・野菜料理を食べる頻度」「果物の総喫食量」

の 4 項目で捉えた。 

(%)
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図Ⅳ-4-15 野菜の生産者への感謝の気持ちを持つことがあるか（小田原：保護者） 

 
 a. 「朝食喫食状況」について 
  朝食を食べている状況をみると「ほとんど毎日食べる」10 人（52.6％）、「週

に 2～3 日食べない」5 人（26.3％）、「週に 4～5 日食べない」1 人（5.3％）、

「ほとんど食べない」3 人（15.8％）であった。 
 園児の性別でみると、男児の保護者は「ほとんど毎日食べる」3 人（33.3％）、

「週に 2～3 日食べない」3 人（33.3％）、「週に 4～5 日食べない」1 人（11.1％）、

「ほとんど食べない」2 人（22.2％）であった。また、女児の保護者は「ほと

んど毎日食べる」15 人（88.2％）、「週に 2～3 日食べない」1 人（5.9％）、「ほ

とんど食べない」1 人（5.9％）で、「週に 4～5 日食べない」と回答した保護者

はいなかった。 
 すなわち、朝食を毎日喫食している保護者はやく 76％で、男児の保護者の

方が女児の保護者に比べ朝食欠食が多い傾向がみられた。 

 
図Ⅳ-4-16 朝食の喫食状況（小田原：保護者） 

 
b．「主食・主菜・副菜のそろう回数」について 

(%)

(%)
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 「主食・主菜・副菜がそろう回数」は、朝食では「毎日」4 人（13.8％）、「週

に 4～5 日」3 人（10.3％）、「週に 2～3 日」4 人（13.8％）、「週に 1 日程   
度」6 人（20.7％）、「ほとんどない」12 人（41.4％）であった。 
同様に昼食では、「毎日」9 人（31.0％）、「週に 4～5 日」7 人（24.1％）、「週

に 2～3 日」6 人（20.7％）、「週に 1 日程度」2 人（6.9％）、「ほとんどない」5
人（17.2％）であった。 

夕食では、「毎日」19 人（65.5％）、「週に 4～5 日」7 人（24.1％）、「週に 2
～3 日」3 人（10.3％）で、「週に 1 日程度」、「ほとんどない」はともにいなか

った。 
朝食・昼食・夕食のうち、毎日 1 食でも「主食・主菜・副菜がそろった食事」

を毎日している保護者は 22 人（75.9％）であった。 
すなわち、25％の保護者は 1 日 1 食も主食・主菜・副菜が揃わない日もある

ことがわかった。 

  
図Ⅳ-4-17 朝食の主食・主菜・副菜の揃う頻度（小田原：保護者） 

 

 
図Ⅳ-4-18 昼食の主食・主菜・副菜の揃う頻度（小田原：保護者） 

 

(%)
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図Ⅳ-4-19 夕食の主食・主菜・副菜の揃う頻度（小田原：保護者） 

 
c. 「野菜や野菜料理を食べる頻度」について 
 1 週間のうちどのくらいの頻度で「野菜や野菜料理を食べているか」を確認

したところ、「ほとんど毎日食べる」22 人（75.9％）、「週に 2～3 日食べない」

4 人（13.8％）「週に 4～5 日食べない」3 人（10.3％）で、「ほとんど食べない」

と回答した保護者はいなかった。 
園児の性別にみると、男児の保護者は「ほとんど毎日食べる」9 人（75.0％）、

「週に 2～3 日食べない」2 人（16.7％）「週に 4～5 日食べない」1 人（8.3％）

であった。また、女児の保護者は「ほとんど毎日食べる」13 人（76.5％）、「週

に 2～3 日食べない」2 人（11.8％）「週に 4～5 日食べない」2 人（11.8％）と

園児の性別による大きな違いはみられなかった。 

 
図Ⅳ-4-20 野菜や野菜料理を食べる頻度（小田原：保護者） 

 
ｄ. 「くだもの総喫食量」について 
 直近 1 ヵ月の喫食量を食事調査にて実施、解析した結果、小田原の保護者の

1 日あたりの「果物の喫食量」の平均値は男児の保護者 75.6±56.2g、女児の

保護者 50.2±35.2g、合わせて 59.2±45.5g であった。 
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     以上、小田原の園児の保護者の QOL、知識、態度、行動の結果、QOL、食

知識や食態度、食行動と概ね良好であった。 
 

（５）食育活動の実践について 
①第 1 回食育活動について 
 ア）実施日・実施場所 

7 月 3 日（木）K 保育園ホールとあきさわ園で実施した。 
    

イ）テーマ 
「みかん探検隊になろう」 

    
ウ）食育プログラムの学習目標 
1.みかんが四季を通してどのように成長し、いつも食べるみかんがいつ収穫し

ているかを知る 

2.7 月のみかんの木の大きさ、みかんの大きさ、色、硬さ、におい、味を知る 

3.生産者がみかんをどのような思いで生産しているのか、苦労やどんなふうに

食べてほしいと思っているかを知る 

4.みかんの畑からどのようにして食卓に上がるのかがわかる 

5.みかんや青みかんへの愛着がわき食べるのが楽しみという気持ちが高まる 

        

食育プログラムは次のながれで行った。   
    

 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

学習内容 教材

導入 ○本時のテーマを知る　○あきさわ園へ移動

○秋澤氏よりあいさつ

○まだオレンジ色になっていないみかんを「青みかん」と呼ぶことを知る。 みかん山

○青みかんを観察し、色、硬さ、大きさを知る（触れる・においを嗅ぐ） みかんの木

○蔵を見学し、生産者がどのような思いでみかんを生産しているか、その思い 青みかん

と、苦労を知る

まとめ ○みかんが自分の家にとどくまでの道のりを知る。

○四季を通しみかんがどのように成長するかを知る 紙芝居

○今日のまとめ（保護者に伝えてね、と伝える）

○園児へのインタビュー インタビュー用紙

展開

図Ⅳ-2-13 食育プログラムのながれ（小田原 1 回目） 
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