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同じ地球上に併存する
飢餓と飽食

世界の9人に1人（8億人）が栄養不足
過去5年間で6千万人近く増加（国連）

コロナウイルス感染拡大で更に増加の可能性も…

私たちの「飽食」は当たり前ではない
今、私たちがやるべきことは…？

私たちの食生活が当たり前でないことを
子どもから大人まで皆で共有することが大切

Ⅰ世界的な課題と私たち



４２０万ｔ
国連WFPの2019年の食糧援助量

日本で家庭から出される可食部分２６１万ｔ
事業系の可食部分３０９万ｔを合わせると

５７０万t
世界の年間食料援助量の約1.4倍相当量を廃棄

私たちの食生活の在り方を考える必要があります

■飽食の中での私たちの食品ロス



マルサスの『人口論』１７９８年

人口は幾何級数的に増加するが、
食糧は算術級数的にしか増加しない

今、それは現実味を帯びたものとなっている…

（人間はかけ算的に増えるが、食料は足し算的にしか増えない）

つまり、いつか食料が足りない時代がやってくる

■世界の食料は今後どうなる？

私たちは、これからどう行動すべきなのか…？



◇２０３０年までに目指すべき世界

グローバルの視点で目指すべき社会を考えた時、私たちの食生活におい
て変えていける、あるいは変えていかなければならないことが非常に多い

■今、私たちに求められていること

世界を、日本全体を意識しつつ、
地域で、足元で何を実践していくかが求められる食の視点、農業と環境との関わりから考えなければならない



資料：江戸東京博物館ＨＰより

昔 今

※写真はイメージ

農村風景
食の流通・加工
生活スタイル

食卓
食事内容
家族

【家庭】 家庭料理・家庭の味 → 内食

【地域】 郷土料理・食文化・伝統食 → 地産地消

【日本全体】 和食・日本料理 → 国産国消

しかし今、当たり前の食が危ない!?

Ⅱ食生活の変遷と食をめぐる諸問題

私たちの当たり前（本来）の食生活はどう変化したか!?



■［家庭］食生活の量的な変化

国民の食料消費の量的変化は、既に頭打ちになっている。

◇国民一人1日当たりの供給熱量の推移

国民の食料消費が質的に満たされているかは別の課題
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図 国民1人1日当たり供給熱量の推移
資料：農林水産省『食料需給表』 資料：農林水産省『食料需給表』



■［家庭］食生活の質的な（内容の）変化

◇国民一人１年当たりの供給純食料の推移
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国民の食生活は、従来からの指摘通り、現在も米の大幅な減少と、
畜産物の増加の傾向は続いている。→洋風化（多国籍化）の進行

栄養バランスは大丈夫？
魚食文化はどうなる？



国民の食料消費は、次第に外部化している（現段階で外部化率
44％）、⇒内食的消費部分は次第に減少している。

◇外食率・外部化率の推移

■［家庭］食生活の質的な（食べ方の）変化

資料：（公財）食の安全・安心財団
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■［地域］子どもへの伝統食継承の実態
◇東北地域A町での学童期児童（５・６年生）全員を対象とした嗜好調査（2007年）

地域の伝統料理や日本の伝統食材・料理も子どもたちには次第に
受け継がれなくなってきている。

表 子どもの嗜好の度合い 5：とても好き・・・1：全く好きではない、0：食べたことがない

№ メニュー 平均値 № メニュー 平均値 № メニュー 平均値

1すし 4.63 21卵焼き 4.24 41煮魚 3.53 

2フライドポテト 4.59 22スパゲティ 4.22 42野菜のおひたし 3.49 

3ピザ 4.59 23おさしみ 4.21 43ひじき 3.44 

4グラタン 4.52 24日本そば 4.17 44まんじゅうのてんぷら（伝） 3.35 

5焼き肉 4.50 25パン 4.15 45うなぎ 3.33 

6やきとり 4.47 26おでん 4.11 46野菜の煮物 3.20 

7ラーメン 4.46 27麻婆豆腐 4.11 47酢豚 3.12 

8うどん 4.41 28エビフライ 4.09 48煮豆 3.04 

9ハンバーグ 4.40 29鍋物 4.05 49ひしまき （伝） 3.01 

10こづゆ （伝） 4.39 30牛丼 4.03 50切り干しだいこん 2.98 

11ハンバーガー 4.38 31焼き魚 3.94 51ぜんまいのにもの （伝） 2.74 

12ごはん 4.38 32親子丼 3.93 52おから 2.65 

13みそ汁 4.36 33野菜いため 3.92 53ざくざく （伝） 2.52 

14オムライス 4.36 34コロッケ 3.92 54こぶまき 2.30 

15ぎょうざ・しゅうまい 4.35 35つけもの 3.90 55にしんのさんしょうづけ （伝） 2.23 

16カレーライス 4.35 36天ぷら 3.89 56棒たら （伝） 2.04 

17鶏の唐揚げ 4.32 37ゆで卵 3.87 57イナゴ （伝） 1.90 

18もち 4.32 38野菜サラダ 3.80 58コイのうま煮 （伝） 1.59 

19ステーキ 4.26 39納豆 3.78 59朝鮮人参のてんぷら （伝） 1.22 

20ピラフ・焼きめし 4.25 40冷や奴 3.63 60しんごろう （伝） 1.11 

全メニュー平均 3.68 ※（伝）はこの地域の伝統料理のことである。



■［日本］における国産国消の実態

食料自給率（現段階で37％）からみても国産国消は困難な状況。

◇食料自給率の動向
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（64.5％） （22.8％）

資料：農林水産省『食料需給表』より
日本型食生活は、栄養バランスが良いだけでなく、欧米とは異
なり、米を中心として、多様な食材品目を摂取していることにある。
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■変わりゆく日本人の［栄養バランス］

◇PFCバランスの過去から現在

「日本型食生活」の崩壊へ

ごはん（炭水化物）が多く、
主菜に魚（塩干し・塩焼き等）、
副菜は煮物、漬け物等

主菜に肉類が出現し始める
ごはん・味噌汁は定番

副菜も煮物等

主食が大幅に減る
主菜は肉料理がメイン
煮物等はあまり見られない

副菜はサラダ等



■失われゆく当たり前の食生活と食をめぐる諸問題

世代間のつながり

地域内のつながり

生産者と消費者のつながり

親から子、子から孫へ受け継がれる
家庭の味・調理技術

地域の農と共に受け継がれる地域行事
地産地消・行事食・伝統食・郷土料理

生産者と消費者の対話によって
国産国消・信頼・安心・もったいない

様々なつながりがある中では、食育・食農教育は必要なかった“つながりがなくなる”中で様々な食や農の問題が顕在化してきた

「知る」機会の喪失
⇓
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■食生活変化をめぐる諸問題発生のメカニズム

伝統的
食生活

洋風化
米減少

畜産物増加

外部化
内食減少
中・外食増加

栄養バランスの改善

「日本型食生活」
実現

栄養バランス
の崩れ

生活習慣病等

増加・低年齢化

食習慣の乱れ
欠食・孤食・個食

多様な家族

家族のコ
ミュニケー
ション欠如

心の問題に
も影響の可

能性

食品産業
の発達

安価な輸入農産物の増大
家畜飼料・農水畜産物・加工食品

地理的・段階的・時間的距離

食と農の距離の乖離
（消費者の意識の薄れ）

食品安全への懸念

食品ロスの増大

＊食料自給率低下の一要因
＊里山・生物多様性の消失
＊地球環境への負荷
＊食料安全保障の問題 等

バイオ燃料とし
ての農産物生産

＊残留農薬問題
＊輸入食品の安全
＊食品価格高騰 等

★国内農業の縮小

家庭の食教育力低下・調理技術等の伝承困難

地域のコミュニティ喪失・地域の食文化

食をめぐる問題は、フードシステムの深化の中で、
食料（健康）問題・農業問題・環境問題など多岐にわたる。

消費者が選択してきた食生活変化の中で、当たり前の食生活は次第に失
われつつある。また便利さの裏返しとして、国内農業は縮小傾向となった。

今のままでは、日本の農業だけでなく私たちの食料は
足りなくなってしまうかも!?



魚介類
55％

鶏卵
９7％（12％）

大豆
6％

海藻類
６5％

米
97％

※データは令和２年度（概算）

野菜
80％

小麦
15％

牛乳・乳製品
61％（26％）

果実
38％

参考；肉類53％（7％）

私たちの豊かな食生活は
もはや本来（当たり前）の食生活で成り立っていない

■飽食と農業・環境との関わりとは!?



国内の農地面積
437万ha

海外に依存している作付面積
約1200万ha

・世界の人口増加・所得増加で、食料不足が懸念される中で…
・単収の伸びが今後期待されない中で…
・地球温暖化（砂漠化）で、耕作可能な面積・収量が減少する中で…
・地球温暖化で、食料がバイオエネルギーとして生産される中で…

資料：中田哲也（2009）『フード・マイレージ』70,71頁

田
256
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小麦
242

ﾄｳﾓﾛｺｼ

215
大豆
199

畜産物
（飼料換算）

250

その他

294

農地は減少傾向 海外依存はますます強く…

■海外に大きく依存している農地



■日本が食料輸入することで節約された水

バーチャルウォーター：
食料を輸入することによって、輸入国で節約された水資源

地球上の水
約2.5％ 淡水

生産活動・生活用水とし
て利用可能な水

約0.8％

トウモロコシ

23%

大豆

19%

小麦

15%

米

4%

大・裸麦

3%

牛

22%

豚

5%

にわとり

4%

牛乳およ

び乳製品

3%

工業製品

2%

図 日本の仮想投入水の内訳
（東京大学生産技術研究所ウェブサイト）

日本国内
年間仮想水総輸入量：約640億立方メートル
年間総水資源使用量：約900億立方メートル
年間灌漑用水：約570億立方メートル

仮想水の

98％が食料
うち、8割が飼

料穀物・油糧
種子・畜産物

貴重な水資源の中での水を奪うことに…

◇バーチャルウォーター（仮想水）

＊世界の22億人（30％）

が安全な水を自宅で確
保できない。

＊水道水がそのまま飲
める国は、12カ国。
＊42億人（55％）が安全

に管理されたトイレを使
用できない。



◇日本のフード・マイレージ
食料輸入総量 × 各国からの輸送距離

＝ 約9002億ｔ・㎞

国内食料輸送量

571億ｔ・㎞

資料：中田哲也『フード・マイレージ』日本評論社（2009）

■食料輸送と環境負荷

アメリカの約３倍

イギリス・ドイツの約５倍

フランスの約９倍

大量に必要な輸送エネルギー

国内食料輸送量の16倍

CO２
CO２

国内食料輸送
発生CO2

約900万ｔ

輸入食料輸送
発生CO2
約1,700万ｔ

大きな地球環境への負荷

約２倍



■日本の年平均気温偏差の推移

長期的には100年あたり約1.19℃の割合で上昇

日本の21世紀末の気温は全国的に上昇すると予測される。低位安定化（気温上昇２℃以下
に抑える目標で開発）シナリオで0.5～1.7℃、最大排出量の高位参照シナリオで、3.4～5.4℃
上昇（低緯度より高緯度で上昇幅大）と予測される。（環境省他2018「日本の気候変動とその影響」より）

IPCC第4次評価報告書によると、平均気温１～３℃の幅で上昇すると食料生産の
潜在量が増加し、それを超えて上昇すると減少に転じるとしている。

世界の上昇幅（0.72℃）より
大きく…

将来の日本の食料生産の潜在量は減少することが懸念される

IPCC（気候変動に関する政府間パネル）の報告
書（第6次）によると、人間の影響が大気、海洋
及び陸域を温暖化（温室効果ガスの増加）させ
てきたことには疑いの余地がないとされた



三つ子の魂百まで
私たち大人の願いは…

• 健康な子

• 元気な子

• 活発な子

• 明るい子

• 優しい子

• 協調性のある子

などなど…

心身をつくる基礎である「食べごと」は子どもにとって特に重要

Ⅲ私たちの暮らしとＳＤＧｓ －「食べごと」から見えるもの

環境づくりは大人の役割



■「食べごと」とは？

食べるというのは料理を食べるというだけではなくて生活なのであ
る。それも生活の一部分ではなく、生活丸ごと。だから、“食べる”
というより“食べごとする”の方がずっと胸におちる表現である。ま
な板で菜を刻む響きや、炊き上がった飯の香りを生み、子が親に
指示されて飯椀を供える仏前にもつながっていく。むろん食卓の
談笑も、ときには「酒ごと」の喧噪も、それらすべてが終って食器を
洗う指先の冷めたさも、みんな食べごと。

じつにさまざまな意味を、無限に、「食べごとする」のなかから取り
出すことができる。

気付いてみると、「食べごと」を漢字でかけば食事である。食事と
は文字通り「食べごと」であった。食べるだけのことではない。台所
仕事だけでもない。食べることに係わるすべてに、豊かに広がっ
ていく世界である。

資料：農文協の主張より引用：1993年04月 無限に広がる食と農の世界 (ruralnet.or.jp)http://www.ruralnet.or.jp/syutyo/1993/199304.htm



■食べごと（食事）から広がる世界

家庭・地域で育まれた食事を通して、
個人、地域、日本、世界が見える

将来、日本をそして世界を担う子ども達には、
“エシカル”な消費者に育って欲しい…



消費者基本法・環境基本法・循環型社会形成推進基本法・食料・農業・農村基本法・食育基本法等、あら
ゆる法の中で「エシカル消費」ができる人材育成が協調されている。エシカル消費とは、地域の活性化や雇
用なども含む人や社会、環境に配慮した消費行動（消費者基本計画）。

図：消費者庁資料

⇐世界の未来を変える「エシカル消費」の

基本は「農林水産業」に繋がっている（今
一度、第一次産業、農林水産業の価値を
見直すことが求められる）。
※日本の環境への意識もヨーロッパ諸国等よ
りも低い。

「エシカル消費」ができる消費者を育
成することは容易ではない（多大な時
間を要する）。

幼少の頃から、自然に親しみ、地域の
産業、地域のあらゆる資源に目を向け
る契機となる教育が必要。

⇒エシカルな行動ができる国民の育成
⇒心身共に健全な国民の育成（ウェルビーイング社
会の構築）

⇒農林水産業に携わる人材の育成
⇒社会の課題解決に向けて新たなイノベーショ
ンを起こせる人材の育成

エシカル消費に
必要なことは

食育
（食農教育）

■今、重視される“エシカル”な行動・“エシカル”な人づくり

国民一人一人のエシカル消費によって、
地域の農林水産業を支えていくことが身近なSDGs貢献への基本



わが国の食文化研究の第一人者である文化人類学者の石毛直道による
と，食文化は「農学，栄養学，生理学，歴史学，民俗学のほかに，世界の
食文化の比較には民族学や文明論，食事空間について述べるとすると建
築学，調理道具や食器については道具論，盛りつけに関する事柄には美
学，食の情景描写に関しては文学，食品の価値や外食については経済学
や社会学…といったふうに，おおくの分野を網羅する」（石毛，2015：p.13）概

念である．つまり，人間の生活の中での基礎的な営みとしての食は，おの
おのがおかれた多様な環境下でそれに適した文化を形成するものであり，
わが国では，和食という独自の食文化が形成された。

「和食；日本の伝統的な食文化」は2013年12月にユネスコ無形文化遺産に

も登録され，①多様で新鮮な食材とその持ち味の尊重，②栄養バランスに
優れた健康的な食生活，③自然の美しさや季節の移ろいの表現，④年中
行事との密接な関わり，が特徴とされる（農林水産省HP）。

■多様な意味を持つ「食文化」と今後のポイント

資料：日本農業経済学会編『農業経済学事典』「食文化と食育」（上岡美保）より引用

ガストロノミーの視点を踏まえた
地域が躍動する社会づくりやそれを担う人材育成の必要性

ガストロノミー：健康的生活と食を通じた喜びを分かち合うための知識、体験、芸術、クラフトを統合した概念（霧島ガストロノミー推進協議会）



■SDGｓと私たちの行動
買い物行動を見直す
賞味期限・消費期限をチェックする
ドギーバッグ（mottECOモッテコ）を利用
調理技術を習得する
余剰食品をフードバンクに寄付する
フェアトレード商品を購入する
農福連携商品を購入する

学校教育の充実
地域の交流
異業種の交流
食育の推進 など

食品ロスを削減

一人ひとりの小さな行動が相互に関連してSDGsに繋がっている

http://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1581138801/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly93d3cudW5pYy5vci5qcC9uZXdzX3ByZXNzL2ZlYXR1cmVzX2JhY2tncm91bmRlcnMvMzE3Mzcv/RS=%5eADBQOquPclaywmEIM.s9ZylCylDaTc-;_ylc=X3IDMgRmc3QDMD9yPTYmbD1yaQRpZHgDMARvaWQDQU5kOUdjUVgta1djTjZYZVRiQ0NfZUVSZlFCR2pKZlpTNnY5WmN0Z045a19WYVB2aWRsRno3SFpsZ2FWOVFjBHADYzJSbmN5RG5tNjdtcUpuamdJRGxnSXZsaUtVLQRwb3MDNgRzZWMDc2h3BHNsawNyaQ--
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1581138569/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly93d3cubW9mYS5nby5qcC9tb2Zhai9nYWlrby9vZGEvc2Rncy9hYm91dC9pbmRleC5odG1s/RS=%5eADBeKA7eOqowQSTAS_MZCPyUDuc9tY-;_ylc=X3IDMgRmc3QDMD9yPTExOSZsPXJpBGlkeAMwBG9pZANBTmQ5R2NTZjNuX29WU3FRcWYySG0wdm5ZUmowd0l6WnVBSEp5NnBLRzhyN210VTMzY0M1dGQxR3luUHVCaHdGBHADYzJSbmN3LS0EcG9zAzExOQRzZWMDc2h3BHNsawNyaQ--
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1581136853/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly9pbWFjb2NvbGxhYm8ub3IuanAvYWJvdXQtc2Rncy8xN2dvYWxzLw--/RS=%5eADBWWwJd9wTmprtLZ0XXV1tOGTuIlY-;_ylc=X3IDMgRmc3QDMD9yPTkwJmw9cmkEaWR4AzAEb2lkA0FOZDlHY1JxVHlOQjdXSklqeTJyb1hVelZJMFRpVFVVOGw5M2tDeVdTOUZzRWhfWW1ZMmw0dC1qNHdnR2FRBHADYzJSbmN5RHBvNkxwcEpNLQRwb3MDOTAEc2VjA3NodwRzbGsDcmk-
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1581140647/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly93d3cuZnVqaW1vcml1bnl1LmNvLmpwL3NkZ3MuaHRtbA--/RS=%5eADBIsDIREJGhqBhLnCqAk4qFMVKXco-;_ylt=A2RCL5Qm.TxejTUAJxCU3uV7
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1581140647/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly93d3cua2FpdC5qcC90b3BpY3Mvc2Rncy8-/RS=%5eADB_IIMSjaSHfgaepeokBB6oD7KreA-;_ylt=A2RCL5Qm.TxejTUAKxCU3uV7
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1581138802/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly9pbWFjb2NvbGxhYm8ub3IuanAvYWJvdXQtc2Rncy8xN2dvYWxzLw--/RS=%5eADBjTF7fplQB5N3PEn2WTdSyo75NUY-;_ylt=A2Rivbvx8TxefiYAFwGU3uV7
https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/sdgs/case/goal7.html
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1581137240/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly93d3cubW9mYS5nby5qcC9tb2Zhai9nYWlrby9vZGEvc2Rncy9hYm91dC9pbmRleC5odG1s/RS=%5eADBK5Jp7jKDYxGy_KaB64Bi197YJh8-;_ylc=X3IDMgRmc3QDMD9yPTUwJmw9cmkEaWR4AzAEb2lkA0FOZDlHY1FrUDM5ZHRCOTQtYWtBU2VUanl0Qjdxb2VQUHRpYW9paTFNWVdkN1VjZ2RjM0gzaHJ1dVlPZmU3cWYEcANjMlJuY3ctLQRwb3MDNTAEc2VjA3NodwRzbGsDcmk-
https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/sdgs/case/goal11.html
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1581137240/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly93d3cubW9mYS5nby5qcC9tb2Zhai9nYWlrby9vZGEvc2Rncy9hYm91dC9pbmRleC5odG1s/RS=%5eADBK5Jp7jKDYxGy_KaB64Bi197YJh8-;_ylc=X3IDMgRmc3QDMD9yPTUmbD1yaQRpZHgDMARvaWQDQU5kOUdjU2poY2VCeExIVGFqeU1odkd2c2xjaUZSbXQ4Zk9IcGJOWTZTcm5SSEMtMTdOamo3WGlDQ2dWTDJxawRwA2MyUm5jdy0tBHBvcwMyNQRzZWMDc2h3BHNsawNyaQ--
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1581138801/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly93d3cuc291bXUuZ28uanAvdG91a2VpX3RvdWthdHN1L2luZGV4L2tva3VzYWkvMDJ0b3VrYXRzdTAxXzA0MDAwMjEyLmh0bWw-/RS=%5eADBcX0Z1bSdRhjW.dRICNKqONj7Sfo-;_ylc=X3IDMgRmc3QDMD9yPTEzJmw9cmkEaWR4AzAEb2lkA0FOZDlHY1NNV2lreVhDOVFmTXBvWC1ocHdiSFpvNmdQTFZHNWxmd01kTVAyQ2RORHBJLURVWW9vQkZqUHFlVUUEcANjMlJuY3lEbm02N21xSm5qZ0lEbGdJdmxpS1UtBHBvcwMxMwRzZWMDc2h3BHNsawNyaQ--
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1581137240/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly93d3cubW9mYS5nby5qcC9tb2Zhai9nYWlrby9vZGEvc2Rncy9hYm91dC9pbmRleC5odG1s/RS=%5eADBK5Jp7jKDYxGy_KaB64Bi197YJh8-;_ylc=X3IDMgRmc3QDMD9yPTQyJmw9cmkEaWR4AzAEb2lkA0FOZDlHY1NtYUFfTGY3Z0hKRTAxcXl1RGdEbExPaVdZWWxvREU1MVJVcE0zeUk5LXVYeExGVHR4ejRtR0Jzbm8EcANjMlJuY3ctLQRwb3MDNDIEc2VjA3NodwRzbGsDcmk-
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1581137239/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly93d3cubW9mYS5nby5qcC9tb2Zhai9nYWlrby9vZGEvc2Rncy9hYm91dC9pbmRleC5odG1s/RS=%5eADBWG1pYMR8QEOmF8hnXLsWWb6edOo-;_ylc=X3IDMgRmc3QDMD9yPTE0Jmw9cmkEaWR4AzAEb2lkA0FOZDlHY1R5Uk5aZ2RkV3NKMjM0R1l6QlU1MV9nbFNIdlZib2hfMmtNRzA3NHhFRV9STkUtSU1mUTA3M0pVVGVqUQRwA2MyUm5jeUEtBHBvcwMxNARzZWMDc2h3BHNsawNyaQ--
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1581138701/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly93d3cuc291bXUuZ28uanAvdG91a2VpX3RvdWthdHN1L2luZGV4L2tva3VzYWkvMDJ0b3VrYXRzdTAxXzA0MDAwMjEyLmh0bWw-/RS=%5eADBahIc9ham4suERopXTwLy6NkXVQQ-;_ylc=X3IDMgRmc3QDMD9yPTE2Jmw9cmkEaWR4AzAEb2lkA0FOZDlHY1FYa1JvNHB0dldTaTBTbE5wSnJnU1lzNGFuMFRwV2poOS14ZFlGU2ppXy1TdHctb2FUYXlRMnNmNUYEcANjMlJuYy5PQWdPZWJydWFvbVEtLQRwb3MDMzYEc2VjA3NodwRzbGsDcmk-
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1581136320/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly93d3cubW9mYS5nby5qcC9tb2Zhai9nYWlrby9vZGEvc2Rncy9hYm91dC9pbmRleC5odG1s/RS=%5eADBnQxnB9JZPQLfmyCDl2JOaLMF14E-;_ylc=X3IDMgRmc3QDMD9yPTYmbD1yaQRpZHgDMARvaWQDQU5kOUdjUm5sNkZ0UnAzMXV5THktU29jbGYwNTBNRXJxdHk3eUdRR2l1bnYzdDROQThPTzc2TDhwN3ZXQ1d6XwRwA2MyUm5jdy0tBHBvcwMyNgRzZWMDc2h3BHNsawNyaQ--


資料：農林水産省HPより転載
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■食育推進のためのピクトグラム

SDGsを食を中心とした身近な課題に落とし込んだ食育ピクトグラム

SDGsについて考える場

合には、まず、自分の身
の回りのことから、何
が、どうして大切なのか
を振り返ってみる。

そしてそれが地域や国や
世界にどう繋がっていく
のかを考えてみることが
大切。

食育ピクトグラムを活用
してください！



ＪＡ全中が「国消国産」の日を宣言

■ 10月16日は世界食料デー／「国消国産」の日

※「世界食料デー（10月16日）」は、1981年に世界の食料問題を考える日として国連食糧農業機関（FAO）
の創設を記念し、世界各国が食料問題を考える日として、国連が制定した記念日。

資料：JA全中

「国民が必要とし消費する食料は、できるだけその国で生産する」



資料：農林水産省

■国消国産で農林水産業を維持！

農業・農村が発揮する多面的な機能

◇地産（国産）がなければ地消（国消）できない!!

農林水産業・農山漁村の維持は、食の豊かさだけでなく、地球温暖化の緩和、生
物多様性・防災機能などの地域の環境、伝統文化、コミュニティの維持を意味す
る。

これらの機能が失われることによる国民の損失は多大である。
農林水産物・食品の価値を正当に評価することが重要。

地域の農林水産業の維持がSDGs貢献への基本
求められる食と農の理解と体験



■食農教育は究極のアクティブラーニング

資料：農林水産省『「食育」ってどんないいことがあるの？Part2』より転載

◇農林漁業体験のエビデンス

食農教育で心身共に健康な次世代を育てる食育・食農教育でエシカル消費ができる次世代を育てる



◇第3次食育推進基本計画の重点課題（2016～2020年度）

食育の環と
５つの
重点課題

コンセプト：実践の環を広げよう

重点
課題
１

若い世代を中心とした
食育の推進

重点
課題
２

多様な暮らしに対応した
食育の推進

健康寿命の延伸に
つながる食育の推進

重点
課題
３

重点
課題
４

食の循環や環境を
意識した食育の推進

重点
課題
５

食文化の継承に向け
た食育の推進

重点
課題
４

さらにこれに付随した２１の具体的目標項目が設定

Ⅳ食育（基本法）のこれまでとこれからの食育



■第3次食育の推進に当たっての目標値と現状値

目標達成が7項目、目標作成時より改善が6項目、目標作成時より悪化が
8項目と食育の効果をもたらすことの難しさと継続の重要性が浮き彫りに

農水省資料 ◎達成

◎

◎

◎

◎
◎

◎

◎65.7％

△改善

△

△

△

△

△

△

▼悪化

▼

▼

▼
▼

▼
▼

▼

▼

歩みを止めないことが重要



• 多様な味・五感を活かせる料理の提供

⇒味覚教育の場

• 共食の場を提供 ⇒楽しさの提供

• 食の大切さ（情報）を伝える場 ⇒知識の提供

■教育機関や学校給食での食育は最適な次世代教育の場

伝統（の味）や食・伝統文化（郷土食・行事食）・地産地消
郷土愛の情勢・地元産業の認知と理解

単独世帯や核家族世帯、多様な世帯の増加、女性の社会進出
食の外部化の進行 等

家庭での食教育力の限界・低下

教育機関・学校給食での食農教育は、一度に広く食育が可能

外部からの支援が必要

公立小学校で

は99％が

完全給食を実施

一度に多くの園児・
児童・生徒に正しい

教育が可能

多様な世帯の子ど
もへの介入が可能



■学校教育における食の指導と栄養教諭の役割

食に関する指導（学校における食育）の推進に中核的な役割を担う「栄養教諭」制度が創設
され、平成17年度から施行（文部科学省）。

栄養教諭の職務

食に関する指導と給食管理を一体のものとして行うことにより、地場産物を活用して給食と食に関する
指導を実施するなど、教育上の高い相乗効果がもたらされる。
（1）食に関する指導
①肥満、偏食、食物アレルギーなどの児童生徒に対する個別指導を行う。
②学級活動、教科、学校行事等の時間に、学級担任等と連携して、集団的な食に関する指導を行う。
③他の教職員や家庭・地域と連携した食に関する指導を推進するための連絡・調整を行う。
（2）学校給食の管理
①栄養管理、衛生管理、検食、物資管理等

学校における食育は、食に関する指導によって推進されます。食に関する指導の基本的な考え方、指
導方針等を明確にし、教職員の共通理解を図り、学校給食を生きた教材として活用しつつ、給食の時間
はもとより、各教科や外国語活動、総合的な学習の時間、特別活動、自立活動といった学校の教育活
動全体を通して行われることが必要です。

食に関する指導は「給食の時間における食に関する指導」、「教科等における食に関する指導」と「個
別的な相談指導」に大別されます。 （文部科学省「食に関する指導の手引第4章」より）

…子供に対する食育については、家庭を中心としつつ学校においても積極的に取り組んでいくことが重

要です。今後も、栄養教諭が中核となり食育推進体制を確立し、学校・家庭・地域が連携して、次代を担
う子供の食環境の改善に努めることが必要です。

また、子供に望ましい食習慣を身に付けさせることは、次の世代の親への教育であるという視点も忘
れてはなりません。 （文部科学省「食に関する指導の手引き第2次改訂版H31年3月）



■学校における栄養教諭の配置状況

⇒栄養教諭数は必ずしも十分でない（少ない数に任されている）。
⇒業務過多で指導に十分な時間が確保できない。

⇒教科横断的に実施（各教員・職員との連携）の必要
⇒さらに、自治体やJA等をはじめとする地域の主体との連携が有効

▼

合計 公立小 公立中
義務
教育
学校

合計 公立小 公立中
義務教
育学校

全国 6,652 4.3 1,389 28,894 19,432 9,371 91 9,241,765 6,253,022 2,950,331 38,412

茨城県 163 4.3 1,308 693 468 215 10 213,257 136,594 68,855 7,808

栃木県 91 5.6 1,612 506 348 155 3 146,667 95,698 49,820 1149

群馬県 76 6.2 1,913 468 305 161 2 145,356 95,137 49,453 766

埼玉県 273 4.5 2,026 1225 808 416 1 553,071 366,426 186,455 190

千葉県 303 3.8 1,493 1137 766 369 2 452,508 305,532 146,211 765

東京都 69 27.3 11,931 1883 1267 608 8 823,241 590,289 225,327 7,625

神奈川県 210 6.0 3,064 1256 849 404 3 643,506 442,891 199,073 1,542
資料1：栄養教諭数は文部科学省「栄養教諭の配置状況」（R２年度）
資料2：各都県の公立学校数、児童・生徒数は各県の「学校基本調査」（R２年度）
注1）学校数は分校も含まれる。

注3）群馬県の義務教育学校数は中等教育学校の数で、生徒数は前期の生徒数。
注2）全国の学校数、児童・生徒数はR1年の数値。

表　首都圏の栄養教諭の配置状況（R２年度）

都県
栄養教諭
（人）

栄養教諭
一人当た
り学校数

栄養教諭一
人当たり生
徒・児童数

学校数（校） 児童・生徒数(人)

配置の基準
単独調理校 550人以上の学校数×1

550人未満の学校数×1/4
共同調理場 1500人以下×1

1501～6000人×2
6001人以上×3



■JA・行政・教育機関の連携による理想の食農教育事業

事例：JA千葉中央会学童農園推進事業（ＪＡ千葉中央・千葉県・館山市豊房小学校）

学校全体でもち米を栽培

【取り組みの特徴】
・学校全体（全学年）で取り組むプログラム
・5年生は教科と深く関連付けた重点プログラム
・教職員・子ども・保護者、地域のJA・生産者・行政の協働
・市内の食品製造業も協力
・田植えから収穫まで年間通したプログラム
・教育計画・学校行事・ＰＴＡ活動にも位置づけ継続的活動

▼
【米作りの学習を通した効果】
○季節感を感じ、自然の中の動植物とふれあい、豊かな情操を育むことができ
た。
○米作りの苦労を学び、食べ物を大切にしようという気持ちが強くなった。
〇世界の食糧事情にまで興味を広げ、自主的に調べ学習を行い発表した児童
もいた。
○保護者や地域の方々に感謝する気持ちや、地区を愛する気持ちが育った。

全国食育推進ネットワーク 「みんなの食育」で
取り組み手法・ツール・情報等を共有すれば

日本の食育のノウハウの蓄積や教育効果はもっと高まる！

写真・資料：JA千葉中央会・館山市立豊房小学校より引用。

地域内主体の連携・教科横断的な食農教育の実施
効果的に教育効果が発揮される

田んぼの先生

全校での学校田の田植え

本事業は、中央会が行政・教育機関との連携を図りながら、県農協農政対策本部の取り組みとして、学童
農園事業（稲作）を実施する小中学校等に対し、３年間の助成や農業体験学習の指導、農地や講師の斡
旋等を実施。2000年からこれまで148校に対して実施の実績がある。



「学校給食に地場産を導入する割合30％以上」は未達成（第3次終了時26.0％）

教育機関
（学校給食）

消費者
（保護者）

農家

自治体

JA

食品
製造業

地域
産業

食材

食品

食材

食材・食品

工芸品

認知
理解

交流
体験

交流
体験

情報共有・理解

雇用の創出

農業の維持・発展
多面的機能の発揮伝統工芸・技術の伝承

消費者の理解・消費

郷土愛の醸成
地域産業の理解

（食品ロス削減も）

コーディネート

学校給食の当たり前を見直してみる

地域経済の循環につながることが期待される各主体が適切に連携しながら持続可能な食と農をめざす

子どもは給食で何
を食べるかを選択
できない

⇒何を提供するの
かは大人の責任

小平市

伊万里市

いすみ市

芦屋市

紫波町

佐渡市

全国の
公立小中学校
学校給食費
３８４．５億円
（月額）

■学校教育や学校給食で地域（日本）の当たり前を見直す

自治体、ＪＡ、宅配業者等が連携して、地域内、都道府県内、
さらには国内など学校給食食材調達ネットワークの構築に期待

https://4.bp.blogspot.com/-Jv-7GaPYU6c/VfjT0Q-MxgI/AAAAAAAAx_c/uh75AuLQzLY/s800/kyusyoku_boy_girl.png


農水省資料地産地消、生産者、環境等を意識した目標設定は、第３次よりも強化された。

■第4次食育推進基本計画の具体的目標
第３次からブラッシュアップされたポイント



農水省資料

■第4次食育推進基本計画（R3-R7年度）

食育・食農教育の歩みを止めないために求められるデジタル化の推進



■未曾有の経験からさらに進化した食育・食農教育へ

新型コロナウイルス感染拡大により食農教育が困難に

デジタル・リモート・オンラインといった新しいツールを得た

今後も感染症終息の見通しは不明

新しい生活様式の下で、ハイブリッドの食育・食農教育を継続

感染症終息の暁には、さらにパワーアップした食農教育が可能に！

資料：NHKまとめ

ZoomやSkype等、ビジネスマンの会議ツールと思っていたものが、
利用方法の工夫と発想の転換で、

「対面だからできなかったこと」から「離れているからできること」へ
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国内の感染者数_1日ごとの発表数

人

COVID-19と新しい生活様式、さらにその先へ



■ニューノーマルでの食育・食農教育（例）

◆農家さんとこんにちは！（芋掘り編）

大きくなってきたよ もう一息、みんな待ってるよ！

リモートを活用して、様々な過程をその都度見せることで、農作物の生
長を共有でき、芋掘りがより楽しみになると共に、より理解が深まる。
実際、現場に行った場合にも生産者にこれまで以上に親しみがわく。

これな～んだ？



■ニューノーマルでの食育（例）

◆オンライン親子交流（料理編）

• 各家庭をオンラインで繋ぐ

• 座学や簡単な体操、紙芝居等で学ん
だ後に…

• 親子で「料理体験」開催

• おにぎりを親子で握る・収穫した農作
物を使って（事前に送付）料理を作る

（事前の準備は各家庭にお願い）

• 料理をする場合でも衛生やアレル
ギー等の心配がない

（各家庭で普段通り実施してもらう）

• 危ない調理器具を使用する場合も保
護者の管理下で実施可能

• 親子で学び、できた料理を家族で食
べる （家族団らんのきっかけづくり）

主催者

オンラインを活用して生産者⇔保護者・子どもとの交流を安全に実施

食育推進フォーラム2021でのパパ料理研究家
滝村さんの取り組みを参考にしよう！



・授業に則した現場が見られる
・生産者とも度々繋がれる
・農繁期でも移動時間を節約できる

・今まで見せられなかった（衛生や安
全面等）部分も見せることができる

・場所を選ばないので、色々なことが
可能になる

東京

・管内だけでなく、日本全国どこでも（新潟⇔
東京など）、世界中で繋がれる。
・修学旅行で1回の体験をする場合でも、事

前に授業の中で生産者がリモートで登場し、
指導することが可能。親しみにも繋がる。

新潟の
○○さん！

サポート

■食育・食農教育の新たな可能性（教育現場との連携）

学校

農家（現場）

行政・ＪＡ等、主要機関が
地域の食農教育のプラットフォームになる

主要機関



• 食と農を核としながら
• 老若男女が輝く活動
• 地域の自然・環境を守る
• 里山・森・水（川・海）を守る
• 国内外の人の繋がりを作る
（マルシェ・直売所・農泊）

• 地域の福祉に貢献する
（農福連携・子ども食堂）

• 伝統の食と技術を守る
• 新たな技術へのチャレンジ
• 新しい繋がりを持ちながら
• （六次産業化・異業種コラボ）

• 食農教育で次世代を育てる

• 持続可能な産業として発展する

SDGｓと食育活動は…

食育・食農教育活動の全てがSDGsに繋がっている

■SDGsと食育活動（まとめ）

http://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1581137240/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly93d3cubW9mYS5nby5qcC9tb2Zhai9nYWlrby9vZGEvc2Rncy9hYm91dC9pbmRleC5odG1s/RS=%5eADBK5Jp7jKDYxGy_KaB64Bi197YJh8-;_ylc=X3IDMgRmc3QDMD9yPTQyJmw9cmkEaWR4AzAEb2lkA0FOZDlHY1NtYUFfTGY3Z0hKRTAxcXl1RGdEbExPaVdZWWxvREU1MVJVcE0zeUk5LXVYeExGVHR4ejRtR0Jzbm8EcANjMlJuY3ctLQRwb3MDNDIEc2VjA3NodwRzbGsDcmk-
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1581138801/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly93d3cuc291bXUuZ28uanAvdG91a2VpX3RvdWthdHN1L2luZGV4L2tva3VzYWkvMDJ0b3VrYXRzdTAxXzA0MDAwMjEyLmh0bWw-/RS=%5eADBcX0Z1bSdRhjW.dRICNKqONj7Sfo-;_ylc=X3IDMgRmc3QDMD9yPTEzJmw9cmkEaWR4AzAEb2lkA0FOZDlHY1NNV2lreVhDOVFmTXBvWC1ocHdiSFpvNmdQTFZHNWxmd01kTVAyQ2RORHBJLURVWW9vQkZqUHFlVUUEcANjMlJuY3lEbm02N21xSm5qZ0lEbGdJdmxpS1UtBHBvcwMxMwRzZWMDc2h3BHNsawNyaQ--
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1581137239/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly93d3cubW9mYS5nby5qcC9tb2Zhai9nYWlrby9vZGEvc2Rncy9hYm91dC9pbmRleC5odG1s/RS=%5eADBWG1pYMR8QEOmF8hnXLsWWb6edOo-;_ylc=X3IDMgRmc3QDMD9yPTE0Jmw9cmkEaWR4AzAEb2lkA0FOZDlHY1R5Uk5aZ2RkV3NKMjM0R1l6QlU1MV9nbFNIdlZib2hfMmtNRzA3NHhFRV9STkUtSU1mUTA3M0pVVGVqUQRwA2MyUm5jeUEtBHBvcwMxNARzZWMDc2h3BHNsawNyaQ--
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1581140647/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly93d3cuZnVqaW1vcml1bnl1LmNvLmpwL3NkZ3MuaHRtbA--/RS=%5eADBIsDIREJGhqBhLnCqAk4qFMVKXco-;_ylt=A2RCL5Qm.TxejTUAJxCU3uV7
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1581137240/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly93d3cubW9mYS5nby5qcC9tb2Zhai9nYWlrby9vZGEvc2Rncy9hYm91dC9pbmRleC5odG1s/RS=%5eADBK5Jp7jKDYxGy_KaB64Bi197YJh8-;_ylc=X3IDMgRmc3QDMD9yPTUwJmw9cmkEaWR4AzAEb2lkA0FOZDlHY1FrUDM5ZHRCOTQtYWtBU2VUanl0Qjdxb2VQUHRpYW9paTFNWVdkN1VjZ2RjM0gzaHJ1dVlPZmU3cWYEcANjMlJuY3ctLQRwb3MDNTAEc2VjA3NodwRzbGsDcmk-
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1581136853/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly9pbWFjb2NvbGxhYm8ub3IuanAvYWJvdXQtc2Rncy8xN2dvYWxzLw--/RS=%5eADBWWwJd9wTmprtLZ0XXV1tOGTuIlY-;_ylc=X3IDMgRmc3QDMD9yPTkwJmw9cmkEaWR4AzAEb2lkA0FOZDlHY1JxVHlOQjdXSklqeTJyb1hVelZJMFRpVFVVOGw5M2tDeVdTOUZzRWhfWW1ZMmw0dC1qNHdnR2FRBHADYzJSbmN5RHBvNkxwcEpNLQRwb3MDOTAEc2VjA3NodwRzbGsDcmk-
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1581136320/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly93d3cubW9mYS5nby5qcC9tb2Zhai9nYWlrby9vZGEvc2Rncy9hYm91dC9pbmRleC5odG1s/RS=%5eADBnQxnB9JZPQLfmyCDl2JOaLMF14E-;_ylc=X3IDMgRmc3QDMD9yPTYmbD1yaQRpZHgDMARvaWQDQU5kOUdjUm5sNkZ0UnAzMXV5THktU29jbGYwNTBNRXJxdHk3eUdRR2l1bnYzdDROQThPTzc2TDhwN3ZXQ1d6XwRwA2MyUm5jdy0tBHBvcwMyNgRzZWMDc2h3BHNsawNyaQ--
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1581138801/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly93d3cudW5pYy5vci5qcC9uZXdzX3ByZXNzL2ZlYXR1cmVzX2JhY2tncm91bmRlcnMvMzE3Mzcv/RS=%5eADBQOquPclaywmEIM.s9ZylCylDaTc-;_ylc=X3IDMgRmc3QDMD9yPTYmbD1yaQRpZHgDMARvaWQDQU5kOUdjUVgta1djTjZYZVRiQ0NfZUVSZlFCR2pKZlpTNnY5WmN0Z045a19WYVB2aWRsRno3SFpsZ2FWOVFjBHADYzJSbmN5RG5tNjdtcUpuamdJRGxnSXZsaUtVLQRwb3MDNgRzZWMDc2h3BHNsawNyaQ--
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1581140647/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly93d3cua2FpdC5qcC90b3BpY3Mvc2Rncy8-/RS=%5eADB_IIMSjaSHfgaepeokBB6oD7KreA-;_ylt=A2RCL5Qm.TxejTUAKxCU3uV7
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それに加え、地球規模においても、地域においても、その課題解決の根本には、
環境との調和と地域の資源を活用できる人材育成、国民全体の教育の底上げ
（エシカルな行動ができる国民の育成）が重要。

データサイエンス、デジタル化への対応等、新技術を開発する力（手段）を養う教育は、
日本の経済発展においても重要

真の豊かさを実現するイノベーションを起こす人材育成には、
今一度、生きる上で何が重要かを考えていく教育が必要

■未来に向けて求められている人材育成

初等教育から中等、高等教育と段階的かつ継続的な教育による意識の醸成が必要不可欠

・データサイエンス、デジタルや人工知能等、科学技術をけん引する人材。
・国際化に資する人材。
・理系進学者を増やす（女性の割合も増やす）、STEAM教育の促進。
・リベラルアーツ教育、文理融合の学びの促進。
・地球規模での課題解決（脱炭素社会の構築、再生可能エネルギーの活用、SDGsの課題
解決）に貢献できる人材。
・農林水産業や観光等の産業の維持・発展、地域の活性化等に貢献できる人材。 等々…

今、日本で議論されている必要とされている教育・人材とは…

それを叶えるのが食育。食育は「未来を変える人づくり」。



■参考事例：学生発の新たなイノベーション

昆虫食で未来の新しい食や食品ロスに挑む

脱プラスティックの社会に挑む学生ベンチャー

竹を使った環境に優しい歯ブラシの開発

Nagaruru-HolyTech (stores.jp)うつせみテクノ –東京農業大学 フードテック学生企業 (utsusemi-techno.com)

私たちについて | HAYAMIの草ストロー (hayamigrassstraw.com)

脱プラスティック社会に挑む草ストロー

真の豊かさを実現する
（現存する資源を活用
して、地球の課題を解
決する）新たなイノベー
ションを起こせる人材
の育成が求められる。

学生が起業したベンチャー企業



ご清聴誠にありがとうございました。

食農教育は食・農・環境の様々な課題を解決する可能
性を秘めています。それこそが食農教育の社会的意義であ
り、ＳＤＧｓに貢献する第一歩です。デジタル・リモート・オン
ライン等も活用した新たな繋がりの構築で、さらにパワー
アップした食育・食農教育の展開が期待されます。

発想の転換こそが次の食農教育へとつながる！
Think globally, Act locally！
生産者も消費者も地域皆が

Win-winｰwinで健康な社会に！
食生活の見直し・食農教育で農を守る、

消費者が変われば社会が変わる

これからの新しい食育・食農教育の実践に向けて

食育・食農教育は豊かな未来を創造する

http://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1551680407/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9zZGdzX21vZmFfamFwYW4-/RS=%5eADBBSj6Wfu8_gNVYu1omGDSI3XtQoc-;_ylc=X3IDMgRmc3QDMD9yPTE1Jmw9cmkEaWR4AzAEb2lkA0FOZDlHY1I4MFRkaEVLZ2dDbXRLQkFqWTlGUkFycFU4SDNDNHV4ZF9JRGhqWl9YY2xWNXhBWVNZUmtzYkN3BHADVTBSSGN3LS0EcG9zAzM1BHNlYwNzaHcEc2xrA3Jp


いま、農学が面白い!!
日本の農業を応援する番組「あぐりずむ」と東京農業大学がタッグを組ん
で、農学の魅力はもちろんのこと、工学、理学、薬学、医学、福祉、観光
など様々な分野に広がる最先端の研究や取り組みについてご紹介します！

毎週火曜日放送

※放送時間はＪＦＮ各局で異なりますので、あぐりずむＨＰをご確認くださ

い。東京FM15：50～

パーソナリティ
川瀬良子さん

学長
江口文陽


