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Ⅰ．事業実施要綱
1．事業の趣旨
平成 17 年に食育基本法が制定され、さまざまなところで食育の取り組みが進められていますが、家庭で
の食の実態としては、
日本型食生活から大きく離れ、
またコ食化
（孤食・個食・固食・小食・粉食・濃食…）
が進んでいます。
生活協同組合の店舗として、
店舗来店者の食育、
食と健康の運動を広げることが期待されています。栄養
（※）
バランスのとれた日本型食生活の普及として、
「4 つのお皿」
を中心にした取り組みを通じて、利用者が自

らの食生活を見直す機会を提供し、
食と健康の運動を推進するため、
本事業を提案します。
※ 4 つのお皿とは…バランスの良い食生活を考えやすくするために、黄のお皿：主食、赤のお皿：主菜、緑のお皿：副菜、白のお皿：
ダシのうまみ（汁もの）が揃う食卓。

2．事業の概要
本事業において、
以下の事業を行いました。
（1）食事実態調査と改善方法の提示
（2）店舗における取り組み
①野菜ソムリエによる学習会
②「4 つのお皿」
普及の取り組み
③管理栄養士による 4 つのお皿学習会
④魚菜コーナーの取り組み

3．事業目標
（達成すべき数値目標）
①魚介類の摂取回数が週 1 回以上増えた人の割合：50%
取り組み前後の調査から、
今後の取り組みの参考とします。
目標値については、約半数の方が実践するものと見込んで 50% としました。
（魚離れは近年深刻であり、以
前は魚介類の摂取が肉類の摂取を上回っていましたが、平成 23 年度の厚生労働省の国民健康・栄養調査結果
では肉類の摂取が魚介類を上回っています。こうしたことから約半数の方の取り組みを目標とします。
）
②野菜の摂取量が 5% 増加した人の割合：46.9%
取り組み前後の実態調査から、
野菜の摂取量がどのように変化したかを分析し、
事業の効果を確認すると
ともに今後の取り組みの参考とします。
目標値については、
「たっぷりの野菜と毎日の果物でビタミン、ミネラル、食物繊維をとりましょう」非実
摂取量を増やしていくことを想定し、
46.9% の増加を見込みます。
践率（※ 1）の人 46.9% が意識を持って、
③主食、主菜、副菜を基本にした食生活を送っていると答えた人の増加割合：5%
取り組み前後の実態調査から、
主食、
主菜、
副菜を基本にした食生活が実践できた人の割合等を分析し、事
業の効果を確認するとともに今後の取り組みの参考とします。
目標値については、
「主食・主菜・副菜を基本に食事のバランスを」の非実践率（※ 1）の人の 5% が実践でき
るものと見込みます。
※1

2

平成 23 年度食生活及び農林漁業体験に関する調査結果を基に算出
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II．事業内容

1

食事実態調査と改善方策の提示

①実施店舗
店舗数：2
店舗名（所在地）
コープ大高インター店
（愛知県名古屋市）
コープ安城よこやま
（愛知県安城市）
②調査対象者
事前事後の調査協力者は同一者とし、事前調査から事後調査までの協力を依頼。来店頻度の高い利用組
合員を 1200 名（大高 800 名、安城よこやま 400 名）
抽出し、405 名から協力の意思表示があり、調査表を 405 名
に発送。事前調査のリターン率 84.7%（343/405）
。事後調査は事前調査協力者 343 名に調査表を発送。事後
調査のリターン率 89.8%。アンケート調査としては非常に高いリターン率であり、コープあいちの組合員
の意識の高さが窺えた。内訳は以下の通り。
事前 343 名（大高 231 名、
安城よこやま 111 名）
。
事後 308 名（大高 209 名

安城よこやま 99 名）
。

③食事実態調査・意識調査
管理栄養士 熊崎稔子氏の指導のもと、
コープあいちで調査表を作成。個人結果帳票及び本事業における
効果測定、分析のため以下の設問に応えていただいた。
【属性】
調査対象者がどのような属性を持っているかを調査。
性別・年齢・同居の家族構成・同居の家族人数
【食の嗜好調査】
食事内容調査においての分析のため、
調査対象者の食の嗜好を調査。
（1）ごはん

回答群：好き・どちらかといえば好き・どちらかといえば嫌い・嫌い

（2）塩辛いもの

回答群：好き・どちらかといえば好き・どちらかといえば嫌い・嫌い

（3）脂っこいもの

回答群：好き・どちらかといえば好き・どちらかといえば嫌い・嫌い

（4）甘いもの

回答群：好き・どちらかといえば好き・どちらかといえば嫌い・嫌い

（5）肉料理

回答群：好き・どちらかといえば好き・どちらかといえば嫌い・嫌い

（6）魚料理

回答群：好き・どちらかといえば好き・どちらかといえば嫌い・嫌い

（7）野菜料理

回答群：好き・どちらかといえば好き・どちらかといえば嫌い・嫌い

嗜好と実際の食行動との関係など見ることができた。
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【食意識・食知識・食行動調査】
食意識は調査対象者本人の主観による回答となるが、
事前と事後でどのような変化があったかなどを調査。
（1）料理を作ること
回答群：得意であり好き・得意ではないが好き・苦手・苦手で嫌い
（2）ご自身の食生活に満足していますか ?
回答群：とても満足・まあまあ満足・どちらでもない・あまり満足していない・満足していない
（3）主食、
主菜、
副菜を基本にバランスの良い食生活を送れていると思いますか ?
回答群：できている・まあまあできている・あまりできていない・できていない
（4）健康を維持するために必要な 1 食の量とバランスを知っていますか ?
回答群：よく知っている・知っている・あまりわからない・まったくわからない
（5）健康維持のため 1 日に摂取したほうがよいといわる野菜料理の目安をご存知ですか ?
回答群：1 ～ 2 皿・3 ～ 4 皿・5 ～ 6 皿・7 皿以上・わからない
（6）意識的に野菜料理を摂取するように心がけていますか ?
回答群：強く意識している・少しは意識している・あまり意識していない・ほとんど意識していない
（7）
『4 つのお皿』
という言葉と意味をご存知ですか ?
回答群：言葉も意味も知っている・言葉だけ知っている・意味も言葉も知らない

【食事内容調査】
朝昼晩の 3 食に召し上がったものとその量を 1 週間調査。1 週間の記録は大変と思われるが、少ない日数
では本来の食生活の実態が見えてこないことから、
1 週間の調査とした。
予め料理群（表）
を作り、
調査対象者が摂取した料理のコードと摂取量を記入。
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④個人結果帳票と個別改善方策の提示
調査協力者に 1 週間の食事内容の状態をわかりやすく提示。個人個人摂りすぎているもの、不足してい
るものをわかりやすく表形式でお渡しし、
ご家庭での食生活に役立てていただいた。
〈結果帳票で表した内容〉
●それぞれの摂取回数
（7 日間で 3 食を摂取したと考え 21 回の内何回かを表記）
●炭水化物（ごはん・パン類・麺類・その他）
、タンパク質
（魚介類、肉類、卵、豆類）
、汁物、野菜、果物の摂
取回数
●野菜の摂取量換算
（1 日平均量）
●朝・昼・晩の野菜の摂取回数と摂取量
（どの食事で野菜が不足しているか）
●晩御飯に 4 つのお皿が揃った回数。

⑤効果の検証
協力いただいた事前調査、
事後調査の結果に基づき、
今回設定した事業目標及び本事業の取り組みにおけ
る成果、またコープあいちの組合員の傾向等を測定・分析。
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店舗における取り組み
野菜ソムリエによる学習会
実施日：9 月 29 日、10 月 13 日、
11 月 24 日
（ともに 14：00 ～ 15：30）
会 場：コープ大高インター店

1．目的
今回の事業は栄養バランスのとれた日本型食生活の推進が大きな目的となっています。栄養バランス
を良くする上で、野菜についてはどの程度摂取すれば良いかを知り、保存方法・調理方法を学ぶことで、
普段の生活に楽しく野菜を取り入れる、
というのがこの学習会の目的です。

2．学習会参加状況
講師名
圡田美緖さん
（野菜ソムリエ）

テーマ

参加人数

知っているようで知らない野菜や果物について知ろう !

10

野菜を無駄なく、おいしく、たくさん食べよう !

17

野菜を楽しんで活用しよう !

23

3．学習会要旨
『知っているようで知らない野菜や果物について知ろう !』
(1) 野菜や果物のことを知ろう
野菜と果実の定義、緑黄色野菜と淡色野菜の定義を確
認。健康的な食生活の目安は「1日350gの野菜を食
べること」で、そのうち緑黄色野菜を120g、淡色野
菜・いも・キノコで230gを食べることが理想とされ
ている。

(2) 野菜や果物の栄養について知ろう
栄養素の働きとは、①生命維持、活動のためのエネ
ルギーのなること、②筋肉、血液、骨格など体をつく
ること、③体内の調子を整えることの３つである。５
大栄養素と呼ばれる「炭水化物」「脂質」「たんぱく
質」「ビタミン」「ミネラル」のうち前の３つは主にエネルギーを供給し、うしろの２つは体の機能を円滑に
するため必要な栄養素である。ビタミンとミネラルは毎日の摂取が必要にも関わらず現代社会で不足しがちな
ので、意識的に野菜や果物で積極的に摂ると良い。また、近年注目されている栄養素として「フィトケミカル
（機能性成分）」「食物繊維」「ビタミン様物質」がある。
6
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栄養成分

働き

主な野菜 ･ 果物

ビタミン A

皮膚や粘膜を健康に保つ

にんじん、かぼちゃ、ほうれん草などの緑黄色野菜

ビタミン B1

糖質の代謝に働く

大豆、枝豆、そら豆、えんどうまめなど

ビタミン B2

糖質やアミノ酸、脂質の代謝に働く

まめ類、モロヘイヤ、しそ、とうみょう、唐辛子など

ビタミン C

皮膚や歯、骨などの強化、コラーゲン
の生成と保持、抗酸化作用

柑橘類、
いちご、
キウイフルーツ、
緑黄色野菜など

ビタミン E

抗酸化作用により不飽和脂肪酸の過
酸化を抑制、粘膜の正常化

大豆、ゴマ、アーモンドなどの種子油、赤ピーマン、
モロヘイヤなど

カリウム

浸透圧の調整、筋肉の収縮

野菜・果物全般に多く含まれる

カルシウム

骨や歯を丈夫にする、血液の凝固や筋
肉の収縮に関与

こまつな、なばな、モロヘイヤ、パセリなど

鉄

赤血球のヘモグロビンの成分、血液の
運搬

まめ類、
緑黄色野菜、
レバー類、
しじみ、
あさり、
ひじき

マグネシウム

多くの酵素の活性化に関与、骨の成分

大豆、アーモンドやカシューナッツなどの種実類、
ほうれん草など

(3) 野菜・果物の旬を知って食べよう
旬の食材のメリットは、①鮮度のよいものが手に入りやすい、②安く手に入る、③栄養価が高い、の３
つ。旬と人の体はつながっており、
春が旬の食べものには眠っていた体を呼び起こす働きが、
夏には体を
冷やす働きが、
秋には寒い冬に向けて体を整える働きが、
冬には冷えた体を温める働きがある。
(4) 秋が旬の野菜と果物の食べ比べをしよう
（ワークショップ）
●じゃがいも
主な栄養成分：炭水化物、
カリウム、
ビタミン C、
ビタミン B1
選び方：丸みを帯びていてシワのないもの。
保存方法：常温で日の当たらないところ。
●ぶどう
主な栄養成分：カリウム、
アントシアニン
（黒系ぶどう）
選び方：ブルームがあるものが、
鮮度が良い。軸がしっかりして実に張りがあるもの。
保存方法：冷凍保存すると長持ちする。その場合ヘタをした状態で凍らせる。
男爵、メークイン、
巨峰
（種なし）
、
ロザリオビアンコ、
甲斐路を食べ比べして、
食感や見た目、
香りや酸味
などで各々点数をつける。

『野菜を無駄なく、おいしく、たくさん食べよう !』
(1) 野菜を正しく保存して無駄なく食べよう
畑から収穫された野菜は蓄えられた養分を分解して、酸素を
吸って、炭酸ガスを放出しながら生命を保っている。それぞれの
野菜に適した温度や方法で保存することで、野菜を生きた状態で
美味しく食べることができる。
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●おもな野菜とフルーツの保存適温
保存適温

主な野菜 ･ 果物

15 ℃

（13 ～ 15 ℃）バナナ、サツマイモ、ショウガ （10 ～ 15 ℃）スイカ
（10 ℃前後）カボチャ、オクラ、ピーマン

10 ℃

（8 ～ 10 ℃）キュウリ、サトイモ、ヤマイモ （7 ～ 10 ℃）ナス、トマト
（8 ℃前後）ジャガイモ （5 ～ 10 ℃）メロン （5 ～ 8 ℃）サヤインゲン、キヌサヤ

0 ℃前後

（0 ℃前後）ホウレンソウ、ニンジン、キャベツ、ブロッコリー、ハクサイ、ゴボウ、ダイコン、ネギ、
レタス、イチゴ

●保存方法のポイント
畑の姿に近い状態で保存すると良い。
・「立ち型野菜」:葉もの、
花野菜、
茎野菜、
茎葉野菜などは、
立てて保存する。
・「ぶらり型野菜」:ぶら下がって実る野菜は、
立てても寝かせても良い。
(2) 野菜でキレイになれる食べ方のコツを知ろう
栄養素を引き出す調理方法
●「生」:ビタミン C やビタミン B など水溶性の栄養素を一番損失なく食べることができる。
熱に弱い酵素も効果的に摂れるので、
1 日 1 回は生で野菜を食べると良い。
●「焼く、炒める」: 油を使って調理することで、ビタミン A やビタミン E など脂溶性の栄養素の吸収率が
上がる。水分が抜けることでうまみが凝縮されるが、
長時間炒めると栄養素の損失が大きくなり、
料理が水っぽくなるので注意。
●「煮る、ゆでる」: 加熱することでかさが減り、たくさん食べることができる。スープも一緒に食べると
スープに溶け出た栄養素をとることができる。
●「蒸す」:加熱調理の際に失われやすいビタミン C などの栄養素の損失が少なく、
素材そのものの味を楽
しむのに適した調理法。
食べ方について
●最初に食物繊維をとる。血糖値の急上昇を防いで体の負担を軽くし、
また、
太りにくくする。
●ゆっくり、たくさん噛む。噛む回数が増えることで唾液の量が増え、
消化を助け便秘を予防する。また、
脳に満腹感を伝えるので食べすぎを防ぐ。
組み合わせ
●強力な抗酸化力 = ビタミン A、
ビタミン C、
ビタミン E
●カロテンの吸収力アップ != カロテン + 油
●コラーゲン生成 = ビタミン C+ コラーゲン
(3) 食生活を見直そう
（ワークショップ）
野菜 350g、
果物 200g を目標に摂取する。
前日の自分の食事を書き出し、
目標値に対して実際どうであるか、
何を追加すると目標に近づけるかを
考える。
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(4) 旬の果物の食べ比べをしてみよう
（ワークショップ）
●リンゴ
主な栄養成分 : 食物繊維、
カリウム
秋映、トキ、シナノスイート、
紅玉、
ふじを食べ比べして、
食感や見た目、
香りや酸味などで各々点数をつ
ける。一番お勧めしたい品種の POP を手書きで作成する。

『野菜を楽しんで活用しよう !』
(1) 干し野菜を作ってみよう
干し野菜ならではの魅力
●野菜本来のうまみ・甘みがぎゅっと凝縮される
●歯ごたえがアップし、
独特の食感が生まれる
●かさが減るのでたくさん食べられる
●捨ててしまいがちな野菜も無駄なく使える
●おいしい料理が短時間で簡単に作れる
●切り方や干し方を工夫して、
自分好みの食材が作れる
干し野菜の作り方
①野菜を準備する : ほとんどの野菜は干し野菜にできるが、
葉物は難しい。
②野菜を切る : 皮は剥かない。薄く切ると乾燥しやすい。
③野菜を干す : 間隔をあけてザルに並べる。風通しの良い日向に干す。10-15 時の時間帯が適している。
室内の窓辺でも可能。
④調理する : 味が染みやすい。セミドライにすると水戻しが不要。
⑤保存する : 自家製は長期保存不可。冷蔵庫で 3 日を目安に保存する。
(2) ベジブロスを作ってみよう
ベジブロスとは
●野菜「ベジタブル」+ だし
「ブロス」= ベジブロス
今まで捨てていた皮や葉、
根や種や茎の先などの部位を全て使って煮出すだしのこと。
●ベジブロスはフィトケミカルの宝庫。
フィトケミカルとは植物に含まれる天然の科学物質のこと。ベジブロスは野菜の細胞壁を壊すことで
フィトケミカルを体内に吸収しやすくする。

4．まとめ
コープ大高インター店で 3 回にわたって開催した『野菜ソムリエによる学習会』は延べ 50 名の方が参
加されました。参加者は年齢層が高めで、学習会で出された質問やワークショップで書き出された食事
内容から、この会に参加する前から野菜を取ることに対してかなりまじめに取り組まれていることが伺
えました。そうした方々であっても、保存方法や栄養の効果的な摂取方法を改めて学ぶ機会は大変喜ば
れ、アンケートには早速実践したいという声が多数書き込まれていました。フィトケミカルやベジブロ
スなど、比較的新しい情報を取り入れたことも好評でした。
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「4 つのお皿」普及の取り組み
A） ポスターの掲示
各店舗掲示板や壁面に、A3 サイズと A2 サイズのポスターを数枚掲示しました。また、大高インター
店では入口付近に特大ポスター（2.4M × 1.8M）を掲示して、来店者に 4 つのお皿を揃えたバランス
の良い食卓の大切さを強くアピールしました。

B） 食品売場でミニのぼり設置
「主食」をあらわす黄色のお皿のミニのぼりを米とパン売場に、
「ダシの旨み ( 汁物 )」をあらわす白
のお皿のミニのぼりを昆布や鰹節、だしパックなどの売場に、
「主菜」をあらわす赤のお皿のミニのぼ
りを肉や魚、惣菜売場に、
「副菜」
をあらわす緑のお皿のミニのぼりを野菜売場に設置しました。ポスター
やステッカーを見た来店者が、具体的にどの品物が何色に該当するのかすぐに分かるようにしました。
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C） 買い物カゴステッカー
実施店舗のレジカゴ底面に、どのような食品が 4
つのお皿の何に該当するかを表したイラストのス
テッカーを貼付しました。これにより、
「4 つのお皿」
が買い物をする全ての来店者の目に留まるようにし
ました。

D）【教材】4 つのお皿のランチョンマットやクリアフォルダー
調査にご協力いただいた方に、
4 つのお皿ランチョンマット（家族人数分）とクリアフォルダー（1 枚）
を教材としてお渡ししました。

E)

健康メニュー提案（レシピ配布、サンプル展示）
。
栄養士または管理栄養士の資格を持つ組合員（9 名）に協力いただき、来店者に 4 つのお皿健康レ

シピを配布し、バランスの良い献立づくりを呼びかけました。
【取組みはコープ安城よこやま 14 日、コープ大高インター店 15 日の計 29 日。33 種類のレシピを合
計 4102 人の来店者に配布呼びかけ】
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コープ安城よこやま

コープ大高インター店

メニュー提案スケジュール

メニュー提案スケジュール
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管理栄養士による 4 つのお皿学習会
実施日：11 月 1 日・6 日（ともに 10:00 ～ 12:00） コープ安城よこやま
11 月 15 日・19 日
（ともに 10:00 ～ 12:00） コープ大高インター店

１．目的
今回の事業は栄養バランスのとれた日本型食生活の推進が大きな目的となっています。しかし毎日の
食生活で考えこまなくてはならなかったり、
難しいことをするのはかなりの負担になります。
「難しく考
えずメニューを色分けすること」で店舗利用者の食卓を考えるきっかけとして「4 つのお皿」を基に学習
会を開催しました。

２．学習会参加状況
講師名
（管理栄養士）

テーマ

安城
よこやま

大高
インター店

合計

熊崎稔子さん

4 つのお皿と献立のたて方

8

19

27

大久保里香さん

野菜の摂取量と料理の工夫

12

20

32

３．学習会要旨
『4 つのお皿と献立のたて方について』 講師：管理栄養士

熊崎稔子氏

(1) 食べることの基本
身体を動かす、身体を作る、調子よく動くように
するために 5 つの栄養素が必要。
(2) 4 つのお皿の考え方
4 つのお皿とは日本人が昔から整えてきた食卓
の『一汁二菜』
である。
  黄色：主食、
緑色：副菜、
赤色：主菜、
白色：汁物
  4 つのお皿を基に献立作りを考える。
(3)「ごはん食」
のすすめ
     

献立は主食⇒主菜⇒副菜⇒汁物の順に決める。

主菜及び副菜

       主食はご飯が望ましい。その理由は、右の表を見て
もわかるように、パン食の場合おかずの選択肢がす

ごはん

くなく、メニュー的にも栄養素的にも偏りがち。主
食をごはんにするということは、メニューが偏らず
いろいろな料理を食べることができる。ご飯にあ
わない料理は少ないことが右の表から見てとれる。
（ワークショップ）
(4) 望ましくない組み合わせ
     ●主食のおかわりや主菜の 2 人前。

○サンマの塩焼き×
○ハンバーグ○
○麻婆豆腐×
○ギョウザ×
○筑前煮×
○ポテトサラダ○
○オムレツ○
○納豆○
○青菜のソテー○
○きんぴらごぼう×

パン

     ●同じ調理法を重ねない。特に脂質を多く使う料理。
        ●主材料を重ねない。主菜：肉じゃが + 副菜：ポテトサラダ
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(5) 脂質の質から食品の摂り方を考える
  脂質の種類を知り、
質の良い油脂類を摂取することを心がける。
(6) 汁物の摂り方を考える
  汁物は食欲増進、水分摂取により料理を食べやすくするなどの役割がある。しかし、塩分の摂取量過
多になる場合があるので、
具を多くし、
汁を減らすなどの工夫をする。
(7) 簡単な野菜料理の紹介
  キャベツとコーンの蒸し煮、
ナムル、
ほうれん草のカラフルスープ

『野菜の摂取量と料理の工夫』 講師：管理栄養士

大久保里香氏

(1)「4 つのお皿」
を揃えることは
「バランス良く食べること」
につながる
  「4 つのお皿」
の説明
（復習を含む）
。
(2)「4 つのお皿」
何をどれだけ食べたらいいの？
  黄色（主食）
：グーで 5 個～ 7 個が１日分。これでエネルギーの調整をする。
：生の状態で両手 3 杯が 1日分。そのうち1杯が緑黄色野菜、2 杯が淡色野菜。果物は両手
緑色（副菜）
親指と人差し指で輪を作って、
その中にはいるだけ 例えばみかん 2 個、
りんご
（小）1個
  赤色（主菜）
：肉類は手の指5本分
（小指の厚み）
、
魚は手のひら真ん中に一切れ
（赤身の刺身なら指4本、
トロは指 2 本）
、
豆腐は 3 連パックの 1 丁
（豆腐のかわりに納豆
（豆製品）
なら 1 人用 1 パッ
ク）
、
卵 1 個が 1 日分。牛乳コップ 1 杯。
  白色（汁物）
：お椀 1 杯。具材を多くし、
塩分の摂取を控える。
油脂類：大さじ 1 杯

ただし見えない油に注意。例えば、粗挽きウインナー、ベーコン、マヨネーズ、

コーヒーフレッシュなど。
  砂糖：大さじ 1 杯

清涼飲料水、
乳酸菌飲料、
栄養ドリンクの砂糖の量の確認の仕方。

  食塩：男性 9g・女性 7.5g

練り製品に注意。

  ●お弁当の場合はどのくらいの量をもっていけばいいのか
     副菜は主菜の 2 倍の量を用意するのが望ましい。

主食

(3) 野菜で健康に !!

副菜
主菜

野菜は健康の維持・増進に不可欠な食品。野菜の摂取が生活習慣病（糖尿病、高血圧、脂質異常症）
を予防することは浸透してきているが、
まだまだ足らないのが現状。
   野菜の 1 日の摂取量目標は 350g 以上。厚生労働省の国民健康・栄養調査では 1 日当たりの平均
摂取量は 277.4g で目標の 79% 程度。年代別ではすべての年代で目標に未達。等に 20 ～ 40 代で少
なく目標の 67 〜 73%。あと 1 皿多く食べると目標に近づく。
(4) 野菜をたくさん食べるコツ
  ●加熱すると「カサ」が減って食べやすい。蒸、茹、焼、炒、揚、様々な調理方法で飽きない工夫を。油
で炒めると脂溶性ビタミンの吸収がアップ
（ビタミン A・D・E・K）
するが、
ビタミン C は壊れやすい。
  ●毎食副菜を摂る。1 食でも野菜料理を摂取しないとその他の 2 食で野菜を大量に摂取しなくては
ならなくなる。レパートリーを増やす。素材、
調味料を変える。
  ●作りおきの野菜料理を常備。冷蔵庫と電子レンジの有効活用。
残さず食べる。
  ●主菜の付け合わせを増やし、
  ●汁ものは野菜で具だくさんに。
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  ●冷凍（ほうれん草・いんげん・かぼちゃなど）
、缶詰
（大豆缶・コーン缶など）
、乾物野菜
（切干大根・
れんこんなど）を使って下調理の手間を省く。
  ●外食は 1 品ものより品数が多いものを
（カツ丼→豚カツ定食、
ラーメン→タンメンなど）
   ●野菜ジュースで補う。ただし野菜の代わりにはならない。
(5) ワークショップ：不足しがちな野菜を実際に計ってみよう
1 皿 70g の野菜を 5 皿摂ると目標の 350g。1 皿 70g はどの
くらい？
  ●付け合わせのキャベツの千切り
  ●青菜のおひたし
  ●かぼちゃの煮物
(6) その他
＜健康な食生活に役立つ和の食材
「まごわやさしい」
＞
ま（め）、
ご
（ま）
、
わ
（かめ・海藻）
、
や
（さい）
、
さ
（かな）
、
し
（いたけ・きのこ類）
、
い
（も）
＜血液サラサラの合言葉
「おさかなすきやね」
＞
お（茶）、
さ
（かな）
、
か
（いそう）
、
な
（っとう・大豆製品）
、
す
（酢）
、
き
（のこ）
、
や
（さい）
、
ね
（ぎ・玉ねぎ）
＜コ食にならないように＞
孤食（ひとりで）
、固食
（好みのものだけ）
、個食
（家族バラバラのもの）
、粉食
（麺・パン類）
、濃食（味
の濃いもの）
、
小食
（少ない）
、
子食
（子どものみ）
、
コ食
（コンビニ食）
。
今子どもたちの間で
「粉欠固個症候群」
（ニワトリ症候群）
といわれる食の乱れが増えている。

４．まとめ
コープ大高インター店、コープ安城よこやまの 2 店舗で 2 回ずつ開催した『管理栄養士による 4 つのお
皿学習会』は延べ 59 名の方が参加されました。アンケートからもわかりますが、ほとんどの方が自分の
食について振り返ることができたように感じます。
今回のテーマとなっている
「4 つのお皿」
という取り組みは、コープあいちとして合併する以前に、旧み
かわ市民生協で取り組んできた食育活動の 1 つです。そのため旧みかわ市民生協の店舗である「コープ
安城よこやま」では少しはなじみのある活動ですが、旧めいきん生協の店舗である「コープ大高インター
店」では、新たな食育活動であり、
「4 つのお皿」をご存知ない方が多くいらっしゃいます。今回の活動を
通して、
「4 つのお皿」
という言葉とその意味が広く浸透し、各家庭での取り組みにつながることを期待し
ました。
学習会では、
「4 つのお皿の考え方」
や
「献立のたて方」
、
「野菜の摂取量」
と
「料理の工夫」
といった組合員
（主婦の皆さん）
がなんとなく知っている、
なんとなくそうしている、
というものを管理栄養士の視点から
お伝えしました。これらを知識として身につけていただくことで、今後の各家庭での食生活に活かして
いただき、健康寿命の延伸、
健康格差の縮小につなげていきたいと考えます。
特に大高インター店は「4 つのお皿」にあまり馴染みがないにもかかわらず、すぐに定員を超える申し
込みとなり、学習会当日も開始予定時間前に参加対象者が全員揃うという中での開催となりました。参
加者はどなたも大変満足した様子でした。
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魚菜コーナーの取り組み
…コープあいち～コープ大高インター店での取り組み
１．日本型食生活の中でも、
「お魚」
はおかずの主役のひとつです。ですが、
魚の摂取回数は低く、
1 回 / 日以下
の方が多くみえます。30 代の方の摂取回数がもっとも低く、
2 日間の食事で 1 回となっています。
「生魚」、
「煮魚」
「焼き魚」
、
など、
お魚の調理方法はたくさんあります。
お買い物（食材提供）の場で、食事バランスの啓発として、売り場の中に《魚菜コーナー》を設けて、お買い
物をされる方々に
「お魚」
をご利用いただけるように取り組んでいます。
２．コープ大高インター店の売り場を活用した
「魚菜コーナー」
の実践
～食材は「店舗のお魚屋さん」
が魚菜専用の調理場で、
揚げたり・焼いたりなどの調理加工を行い、売り場
に商品として並べています。

売り場の様子

コーナーの「案内板」
「マグロ」
の紹介で興味を持ってね！

「４つのお皿・赤色」の旗で紹介
利用者の声で商品作り

これからも、食事の中でバランスを考え、もっと
「お魚」
がたくさん食べられるように商品を
紹介していきます。
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