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第 1 節 食育推進施策の展開

1 「食育月間」の取組
（1）「食育月間」の実施要綱
食育推進基本計画において、毎年 6 月が「食育月間」と定められています。平成 27（2015）
年度の「食育月間」では、取組の重点事項や主な実施事項を盛り込んだ「平成 27 年度「食育
月間」実施要綱」を定めました。この実施要綱において、重点的に普及啓発を図る事項とし
て、〈1〉食を通じたコミュニケーション、〈2〉バランスのとれた食事、〈3〉望ましい生活リ
ズム、〈4〉食を大切にする気持ち、〈5〉食の安全、の５項目を掲げました。このうち、「食を
通じたコミュニケーション」の中に家族での共食を盛り込むなど、第 2 次基本計画でも重点
課題として位置付けた項目について、「食育月間」でも積極的に取り組むこととしました。
また、ホームページへの掲載、関係省庁、都道府県、関係機関・団体へ協力・参加を呼びか
けるなど「食育月間」の普及啓発を図りました。

（2）食育推進全国大会の開催
「食育月間」の全国規模の中核的行事として、第 10 回
食育推進全国大会（大会テーマは、「夢をカタチに！未来
につなぐ豊かな食育～手間かけて “ 食で育む ” 人とまち
～」）を平成 27（2015）年 6 月 20 日、21 日に、東京都
墨田区において、内閣府、墨田区、第 10 回食育推進全国
大会すみだ実行委員会の共催により開催しました。
同大会においては、来場者が楽しみながら食育を理解し
実践する契機となるよう様々なイベントを開催するととも
に、講演会、パネルディスカッションやブースなどによる
多彩な展示が行われ、2 日間で約 3 万 9 千人が来場しまし
た（ ト ピ ッ ク ス： 第 10 回 食 育 推 進 全 国 大 会 in す み だ
2015 を通じた普及啓発 参照）。
第 11 回 全 国 大 会 は、 平 成 28（2016） 年 6 月 11 日、
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12 日に福島県郡山市において、農林水産省、福島県、第 11 回食育推進全国大会福島県実行
委員会の共催により「チャレンジふくしま！おいしくたのしく健康長寿～復興のあゆみ。全国
のみなさまへ感謝の気持ちを込めて～」を大会テーマとして開催されます。

トピックス

食育推進施策の動向

TOPICS

第 10 回食育推進全国大会 in すみだ 2015 を通じた普及啓発
第 10 回大会は大会テーマを「夢をカタチに！未来につなぐ豊かな食育～手間か
けて“食で育む”人とまち～」とし、来場者が食の楽しさ・喜びを体感し、墨田
区らしい食を発信することで、食育への関心を高める「食」のフェスティバルと

して大会を盛り上げるべく、墨田区内各所にて様々なイベントを実施しました。
〈主なイベント等〉
 オープニングセッション「手間かけて 食で育む 人とまち」
 ワークショップ、交流セッション
 クロージングセッション「ここからはじまる私の食卓」
オープニングセッションのパネルディスカッションで問題意識の共有化を行った後、「ひとづく
り」「まちづくり」等6つのテーマに分かれたワークショップによるグループ討議、「共食による人
の輪づくりを考える」「食育と環境を考える」等6つのテーマに分かれた意見交換会を行い、クロ
ージングセッションで討議内容を発表し分かち合いました。
 特別講演「時代を切り拓くリーダーたちへ～食で育むイノベーションとは～」
「食育」という営みについて、脳科学の知見を踏まえて分かりやすく解説されました。
 シンポジウム「豊かな食卓、和食を未来へ～和食の保護・継承から食卓を考える～」
ユネスコ無形文化遺産に登録された「和食」について、現代の食卓の実態とそのあり方を通した
「和食」の保護・継承について議論が交わされました。
 ミニステージ・体験ひろば
大学生、食育推進ボランティア等による楽しい食育ダンスやクイズ、体操や実験などの体験イベ
ントが会場を盛り上げました。
 食育展示ブース
様々な分野で食育に取り組む 138 団体による 126 ブースの出展があり、取組等を紹介するパネル
展示、体験コーナーを通じて、来場者の食育への理解が深まりました。

開会式

墨田区総合体育館
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（3）都道府県及び政令指定都市における食育に関する取組
「食育月間」には、食育推進運動を重点的かつ効果的に実施し、食育の国民への浸透を図る
ため、都道府県をはじめ、各地で各種広報媒体や行事などを活用した取組が展開されました。

食育推進施策の動向

具体的には、学校や保育所などでの活動、地場産物の啓発をねらいとした活動、各種広報媒体
を通じた普及啓発活動など、様々な場面で多様な活動が展開されました。なお、都道府県、政
令指定都市における「食育月間」の取組の概要については、ホームページにおいて情報提供を
行っています。

2 食育に関する施策等の総合的な情報提供
農林水産省では、広く国民の食育への理解を深めるため、ホームページ等を通じ、食育基本
法や食育推進基本計画等の食育に関する基本的情報をはじめ、都道府県・市町村の食育推進計
画の作成状況、関係省庁等の食育関連予算等、食育推進の施策に関する総合的な情報提供を
行っています。
また、「日本型食生活」等健全な食生活の実現や食と農林水産業への理解を深めるため、
ホームページに、食生活の現状、「日本型食生活」や「食事バランスガイド」に関する資料、
全国の農林漁業体験スポット一覧及び工場見学・市場見学一覧、教育ファーム運営の手引き、
学校の教科と関連付けた教材等食育に関する情報を掲載するとともに、メールマガジンの配信
を行っています。また、消費者が安全で健やかな食生活を送る上で役に立つ情報を取りまとめ
て提供しています。地方農政局等においても、地域の関係者と連携したフォーラム等の開催、
食育推進ネットワークの活動等について、ホームページによる情報提供を行うとともに、それ
ぞれの地域に密着した様々な方法で情報提供を行っています。
（http://www.maff.go.jp/j/syokuiku/index.html）
このほか、我が国の食育について幅広く海外に紹介することを目的とした「食育に関する英
文パンフレット」や、家庭における食育を推進することを目的に、子育て中の保護者を主たる
対象として「親子のための食育読本」を公表しています。
食品安全委員会では、食品の安全性に関して、様々な方法で情報提供を行っています。具体
的には、食品健康影響評価や食品の安全性に関する情報を随時更新し、利用者にとって利便性
の高いホームページや国民の関心が高い事項等を掲載した季刊誌等を通じた情報提供を行って
います。（http://www.fsc.go.jp/）
これに加え、各種意見交換会を通じて情報や意見の共有・交換を図っています。さらに、食
品の安全性に関する情報をタイムリーに提供するため、ソーシャルメディア（Facebook、ブ
ログ）による情報発信を行うとともに、メールマガジンとして、食品安全委員会の審議結果概
要や開催案内等を毎週配信する「ウィークリー版」、実生活に役立つ情報、安全性の解説、Ｑ
＆Ａ等を月 2 回配信する「読み物版」、食品危害発生時に配信する「臨時号」を、それぞれ配
信しています。
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栄養教諭制度、食に関する指導、学校給食衛生管理基準等の情報提供を行っています。
（http://www.mext.go.jp/a_menu/sports/syokuiku/）
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文部科学省では、学校における食育の推進への理解を深めるため、ホームページにおいて、

厚生労働省では、ホームページにおいて、「栄養・食育対策」として、国民健康・栄養調査
食育推進施策の動向

や日本人の食事摂取基準などについて、情報提供を行っています。
（http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/eiyou04/index.html）
また、都道府県、保健所、市町村保健センター等における健康づくりの活動を通じ、母子保
健、健康づくり、食品の安全性に関する情報提供を行っており、多くの人々が正しい情報を入
手できるよう取り組んでいます。

3 食育推進の取組等に対する表彰の実施
食育に関して、特に優れた取組を表彰し、その内容を情報提供することにより、食育が国民
運動として、一層推進されることが期待されます。
内閣府では他の地域においても参考となり得るような若い世代の食生活の改善を対象とした
ボランティアについて、「食育推進ボランティア表彰」を実施しました。平成 27（2015）年
度は、38 団体と 5 個人、大学生等を主体にした 15 団体の総計 58 件の推薦があり、9 の優秀
事例に対し、第 10 回食育推進全国大会において食育担当大臣から表彰を行いました。平成
28（2016）年度は、平成 28（2016）年 2 月までに推薦された団体や個人のうち、特に優れ
た事例について、平成 28（2016）年 6 月の第 11 回食育推進全国大会において農林水産大臣
から表彰されることとなっています。
総務省では、過疎地域の自立促進に資するため、地域の自立と風格の醸成を目指し、過疎地
域においてこれらの課題に取り組み、創意工夫により活性化が図られている優良事例につい
て、「過疎地域自立活性化優良事例表彰」を実施しています。平成 27（2015）年度は、地域
の食と農を結び付け、学校給食に地元の食材を活用し、地域内循環の仕組みを作り、子供たち
た こう

の食農教育と郷土愛の醸成を図っている広島県三次市の「田幸ふるさとランチグループ」の取
組に対しても表彰されました。
文部科学省では、学校給食の普及と充実に優秀な成果を挙げた学校、共同調理場、学校給食
関係者、学校給食関係団体について、文部科学大臣表彰を実施しています。平成 27（2015）
年度は、学校 18 校、共同調理場 7 場が「学校給食優良学校等」として、また、22 名の学校
給食関係者が「学校給食功労者」として表彰されました。
厚生労働省では、栄養改善と食生活改善事業の普及向上等に功労のあった個人、地区組織等
について、栄養関係功労者厚生労働大臣表彰を実施しています。平成 27（2015）年度は、功
労者として 265 名、功労団体として 49 団体が表彰されました。また、国民の生活習慣を改善
し、健康寿命をのばすための運動「スマート・ライフ・プロジェクト」が掲げる 4 つのテー
マ（適度な運動、適切な食生活、禁煙、健診・検診の受診）を中心に、従業員や職員、住民に
対して、生活習慣病予防の啓発、健康増進のための優れた取組等をしている企業、団体、自治
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体を表彰する「第 4 回

健康寿命をのばそう！アワード（生活習慣病予防分野）」において、

応募のあった 125 件の中から 18 の企業、団体、自治体が表彰されました。
農林水産省では、食文化の伝承や農林漁業体験の機会の提供を通じて、食や農林水産業への
理解を醸成する食育活動を持続的かつ効果的に実施し、優れた実績を上げた農林漁業者や食品

食育推進施策の動向

等事業者の優良な活動を表彰するため、「第 3 回

食と農林漁業の食育優良活動表彰」を実施

しました。全国 129 件の応募の中から、一般及び企業の各部門において、農林水産大臣賞及
び消費・安全局長賞として 8 事例が表彰されました。
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食育推進施策の動向
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TOPICS

食育月間の取組「消費者の部屋」特別展示
～「いただきます！おいしい国産食材」～
水産省の「消費者の部屋」において、

「いただきます！おいしい国産食材」をテーマに、平成 27
（2015）年6月 15 日～19 日に特別展示を行いました。日
本型食生活を構成する主要品目である米、野菜・果物、き
のこ、水産物、茶、畜産物（牛乳・乳製品）について、日
替わりで展示や試食等を行いました。
また、関係団体の御協力をいただきながら、それぞれの
食材の魅力や、おいしい食べ方・選び方を知ってもらうた
めの実演も行いました。暑い夏でもおいしく飲める「冷茶
の淹れ方」
、品種や育て方の異なるお米の味の違いを見極
める「ごはんの食べ比べ」
、削りたての味と香りを体感す
る「かつお節削り体験」など、国産食材に触れたり味わっ
たりすることで、日本型食生活の実践のきっかけづくりに
なるような内容としました。
5日間で延べ 1,032 人が来場し、来場者アンケートでは、

「消費者の部屋」特別展示
「いただきます！おいしい国産食材」ポスター

国産食材を今後「積極的に購入したい」
、また、国産食材をおいしく食べるための調理法等について
「作ってみたい」など、多くの方に国産食材の魅力を感じていただけました。

「冷茶の淹れ方」の実演

「ごはんの食べ比べ」の実演

農林水産省「消費者の部屋」ホーム－ページ：http://www.maff.go.jp/j/heya/index.html
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家庭における食育の推進

1 子供の基本的な生活習慣の状況
子供たちが健やかに成長していくためには、適切な運動、調和のとれた食事、十分な休養・
睡眠が大切です。しかしながら、最近の子供たちをみると、「よく体を動かし、よく食べ、よ
く眠る」という成長期の子供にとって当たり前で必要不可欠である基本的な生活習慣に乱れが
みられます。今日の子供の基本的な生活習慣の乱れは、学習意欲や体力、気力の低下の要因の
一つとして指摘されています。
文部科学省が小学校 6 年生と中学校 3 年生を対象に実施した平成 27（2015）年度「全国学
力・学習状況調査」（以下「学力調査」という。）によると、毎日同じくらいの時刻に就寝する
小学生の割合が 79.4％、中学生の割合が 75.3％となっています。
子供の朝食摂取については、朝食を食べないことがある小・中学生の割合は、小学校 6 年
生で 12.5％、中学校 3 年生で 16.2％となっています（図表－ 43）。また、毎日朝食を食べる
子供ほど、 学力調査の平均正答率が高い傾向にあります（図表－ 44）。 さらに、 平成 27
（2015）年度「全国体力・運動能力、運動習慣等調査」によると、毎日朝食を食べる子供ほど、
体力合計点が高い傾向にあります（図表－ 45）。
図表－ 43

朝ごはんを食べないことがある小・中学生の割合

小学校６年生

87.6

中学校３年生
0

83.8

20

40
毎日食べている

資料：文部科学省「全国学力・学習状況調査」
（平成 27 年（2015）年度）
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図表－ 44

朝食摂取と学力調査の平均正答率との関係
小学校 6 年生
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中学校 3 年生

（％）
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27.3

20

20

0

国語 A

国語 B

毎日食べている

算数 A

0

算数 B

どちらかといえば、食べている

国語 A

国語 B

数学 A

あまり食べていない

数学 B

全く食べていない

資料：文部科学省「全国学力・学習状況調査」
（平成 27（2015）年度）

図表－ 45

朝食の摂取状況と新体力テストの体力合計点との関係
小学校 5 年生
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中学校 2 年生

（点）
50

40.0

39.038.7

35

男子

毎日食べている

女子

30

食べない日もある

男子

食べない日が多い

女子

食べない

資料：スポーツ庁「全国体力・運動能力、運動習慣等調査」
（平成 27（2015）年度）
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2 「早寝早起き朝ごはん」国民運動の推進
（1）子供の生活習慣づくりの推進
第２ 章

子供たちの生活習慣は家庭や社会の影響を受けやすいため、文部科学省では子供から大人ま
での生活習慣づくりを社会全体の取組として推進しています。特に、生活圏の拡大や行動の多
様化等により生活リズムが乱れやすい環境にある中高生以上の世代向けの普及啓発を実施して

家庭における食育の推進

います。
平成 27（2015）年度においては、中高生を中心とした子供の自立的な生活習慣づくりを推
進するため、家庭と学校、地域の連携による生活習慣改善のための実証研究（中高生を中心と
した生活習慣マネジメント・サポート事業）を全国の 7 つの地方自治体で実施しました。

（2）「早寝早起き朝ごはん」全国協議会による運動の推進
平成 18（2006）年 4 月に、「早寝早起き朝ごはん」全国協議会が発足し、幅広い関係団体
や企業等の参加を得て、「早寝早起き朝ごはん」国民運動を文部科学省と連携して推進してい
ます。同協議会では、子供の基本的な生活習慣の確立や生活リズムの向上につながる運動を展
開しています。平成 28（2016）年 2 月現在、全国協議会の会員団体数は 286 です。

3 望ましい食習慣や知識の習得
（1）家庭教育手帳の活用
保護者が家庭を見つめ直し、自信を持って子育てに取り組んでいく契機となるよう、家庭教
育に関するヒント集として「家庭教育手帳」を文部科学省ホームページに掲載し、全国の教育
委員会や PTA、子育て支援団体等における家庭教育に関する学習機会等での活用を促してい
ます。その中に、
「食生活の乱れは、心身のバランスも乱す。」、
「1 日のスタートは朝食から。」、
「一緒に食事をするって、とても大切。」などのテーマで、食育に関する内容を盛り込んでいま
す。

（2）子供の肥満予防の推進
不適切な食生活や運動不足による成人の肥満者の割合が増加していると言われ久しいところ
ですが、子供においても、偏った栄養摂取や不規則な食事などの食生活の乱れによる肥満や痩
身傾向がみられることから、子供とともに、保護者や家庭が健やかな生活習慣を実現できるよ
う、地方公共団体において、様々な食育活動が行われています。
厚生労働省では、子供の肥満が将来の肥満や生活習慣病に結びつきやすいとの報告があるこ
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とから、「健康日本21（第二次）」において、「肥満傾向にある子供の割合の減少」について
目標を設定しています。
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第 2 節 妊産婦や乳幼児に関する栄養指導

1 妊産婦に対する栄養指導

家庭における食育の推進

近年、20 ～ 30 歳代の女性において食事の偏りや痩身（低体重）など健康上の問題が指摘
されており、妊娠期・授乳期においても、母子の健康の確保のために適切な食習慣の確立を図
ることが極めて重要な課題となっています。特に、妊娠期の適切な体重増加量については、出
生体重との関連が示唆されることなどから、妊娠中の体重増加量が一律に抑制されることのな
いよう、肥満や痩身といった妊婦個々の体格に配慮した対応が求められています。
このため、妊娠期・授乳期における望ましい食生活の実現に向け、何をどれだけ食べたら良
いかを分かりやすく伝えるための食事の望ましい組合せや量を示した「妊産婦のための食事バ
ランスガイド」や妊婦個々の体格に応じて適切な体重増加量が確保されるよう妊娠中の推奨体
重増加量を盛り込んだ「妊産婦のための食生活指針」（平成 18（2006）年 2 月）を、妊産婦
に対する健康診査や各種教室等において活用するなどの普及啓発を図っています。

2 乳幼児の発達段階に応じた栄養指導の充実
授乳期・離乳期は子供の健康にとって極めて重要な時期であり、親子双方にとって、慣れな
い授乳、慣れない離乳食を体験する過程を支援することが重要です。このため、産科施設、小
児科施設、保健所・市町村保健センター等の機関における保健医療従事者が適切な支援に関す
る基本的事項を共有化することにより、授乳や離乳について適切な支援が推進されるよう「授
乳・離乳の支援ガイド」（平成 19（2007）年 3 月）による普及啓発を進めています。
地域においては、市町村保健センターを中心に管理栄養士・栄養士等による乳幼児を対象と
した栄養指導が実施されており、健康診査や各種教室等における保健・栄養指導を通じて、出
産から離乳食の開始時期以降に至るまでの一貫した支援が図られるよう取組を行っています。
平成 26（2014）年度に保健所及び市区町村で栄養指導を受けた乳幼児は 3,076,359 人です
（厚生労働省平成 26（2014）年度地域保健・健康増進事業報告）。
児童福祉施設においては、食事は、入所する子供の健やかな発育・発達や健康の維持・増進
の基盤であるとともに、望ましい食習慣や生活習慣が形成される機会となることから、その果
たす役割は極めて大きいものです。そこで、適切な栄養管理方法や食事提供における留意点、
食を通した自立支援など食育の推進についてまとめた「児童福祉施設における食事の提供ガイ
ド」（平成 22（2010）年 3 月）を参考に、子供の健やかな発育・発達を支援する観点も踏ま
え、児童福祉施設における食事提供を充実させています。なお、毎年、ブロック別児童福祉施
設給食関係者研修会を開催し、子供の食を通じた健康づくりの推進に関する情報共有を行うと
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ともに、取組事例等を発表するなど質の向上にも
努めています。
また、21 世紀の母子保健における課題解決に
向け、国民運動として取組を推進する「健やか親
第２ 章

子 21（第 2 次）」が、平成 27（2015）年 4 月か
ら 10 年間を計画期間として新たにスタートしま
した。

家庭における食育の推進

平成 13（2001）年から平成 26（2014）年ま
での計画であった「健やか親子 21」の取組では、
食育の取組を推進する地方公共団体が 9 割を超
え、取組は充実しました。しかし、乳幼児におい

「健やか親子 21（第 2 次）」公式ホームページ
（http://sukoyaka21.jp）

て、授乳期・離乳期からの心の安定や、食べる意欲につながる豊かな食体験を今後も積み重ね
ていけるよう、家庭、学校、保育所、地域等関係機関の更なる連携による食育の推進が望まれ
ています。
加えて、第 2 次の計画では、「すべての子どもが健やかに育つ社会」を目指し、学校など関
係機関のほか、食品産業や子育て支援に関連する民間企業などとも新たに連携、協働し、子供
だけでなく、親への支援や親子を取り巻く温かな環境の形成などを通し、幅広い対象者に向け
て「健やか親子 21（第 2 次）」の啓発を進めていきます。さらに、平成 27（2015）年度より、
「健やか親子 21（第 2 次）」のスタートにあわせ、「健康寿命をのばそう！アワード」に母子保
健分野を加え、食育を含む母子の健康増進を目的とする優れた取組を行う企業・団体・自治体
を表彰する制度を創設しました。

第 3 節 子供や若者及びその保護者に対する食育推進
子供や若者の食生活の状況として、朝食の欠食率は小学生に比べて中学生で高い傾向です
（図表－ 46）。また、20 歳代から 30 歳代の若い世代では、朝食欠食率が他の世代に比べて高
い状況にあり（図表－ 47）、特に中学、高校生の頃から朝食欠食が習慣化している人が 2 割程
度存在しています（図表－ 48）。
平成 27（2015）年 11 月の「子ども・若者育成支援強調月間」（内閣府、関係省庁、地方公
共団体、その他関係諸団体が実施主体）で、その実施要綱中、取り組むべき課題の重点事項の
一つとして、「生活習慣の見直しと家庭への支援」を掲げ、食育の推進、生活時間の改善等に
より、子供の生活習慣の見直しに取り組むこととするなど、国民運動の一環として全ての子
供・若者に対して食育の推進が図られ、それぞれの年代に応じた生活習慣の改善や、食生活の
自立に向けた取組が各地で行われています。
また、特に貧困の状況にある子供たちに対して、
「子どもの貧困対策の推進に関する法律」
（平
成 25 年法律第 64 号）に基づく「子供の貧困対策に関する大綱」
（平成 26（2014）年 8 月 29 日
閣議決定）において、子供の生活支援として、
「食育の推進に関する支援」が明記されています。
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さらに、ひとり親家庭の子供に対して、学習支援や食事の提供等を行うことが可能な居場所
づくりを行うほか、官公民の連携・協働プロジェクトとして平成 27（2015）年に開始した
「子供の未来応援国民運動」において、民間資金による基金の活用等を通じて、貧困の状況に
ある子供たちに食事の提供等を行う団体等に対する支援等を行い、それらの中で、食育の観点

図表－ 46
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も踏まえ、民間活動等の一層の促進を図っていきます。
朝食を欠食する小学校６年生及び中学校３年生の割合

家庭における食育の推進

（％）
9.0
8.0
7.0
6.0
6.0

5.0

5.7

5.3

4.8

4.0
3.0

4.0

3.7

3.2

2.0
1.0

2.3

3.1

3.0
2.1

1.9

1.8

1.7

1.8

0.9

1.9

全く食べていない

中学校３年生

小学校６年生

中学校３年生

小学校６年生

0.7

あまり食べていない

3.5

3.2

中学校３年生

小学校６年生

0.7

4.7

4.7

4.5

3.0

中学校３年生

0.8

小学校６年生

中学校３年生

小学校６年生

中学校３年生

0.6

小学校６年生

中学校３年生

0.7

小学校６年生

中学校３年生

0.8

小学校６年生

中学校３年生

0.8

小学校６年生

0.0

2.3

4.5

平成 19 年度
20 年度
21 年度
22 年度 23 年度 24 年度
25 年度
26 年度
27 年度
（2007） （2008） （2009） （2010）（2011）（2012） （2013） （2014） （2015）
※ 平成 23（2011）年度は、東日本大震災の影響等を考慮し、調査を実施していない。
資料：文部科学省「全国学力・学習状況調査」

61

図表－ 47

朝食を欠食する若い世代の割合
（％）
30.0

第２ 章

25.0

23.0

若い世代（総数）

21.9

20.0

18.2

24.7
22.5

17.8

家庭における食育の推進

15.0
10.8

11.7

11.1

10.2

10.0

10.3

11.8

全世代（総数）
5.0

平成 21 年
（2009）
12 月

平成 22 年
（2010）
12 月

平成 23 年
（2011）
12 月

平成 24 年
（2012）
12 月

平成 26 年
（2014）
12 月

平成 27 年
（2015）
12 月

※ 1 「週に２〜３日食べる」、「ほとんど食べない」と回答した人の割合
※２ 20 歳代、30 歳代とする。
※３ 平成 25（2013）年は当該データをとっていない。
資料：内閣府「食育に関する意識調査」

図表－ 48

朝食欠食が始まった時期（20 歳以上）
（％）
100
80

男性

46.7

女性

50.1

60.9

60.7

14.6

14.1

18.5

18.9

6.0

6.3

(n＝486)

(n＝491)

60
40

23.6

20

23.5

26.3

6.2

6.4

（n＝677)

（n＝639)

0

17.2

平成 17 年 平成 21 年
（2005） （2009）

平成 17 年 平成 21 年
（2005） （2009）

資料：厚生労働省「国民健康・栄養調査」
（平成 21（2009）年）
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20 歳以降
高校を卒業した頃から
中学、高校生の頃から
小学生の頃から
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事

例

「一緒につくって一緒に食べる」子供に向けた、さりげない支援の形
第２ 章

てぃーだこども食堂運営委員会
てぃーだこども食堂（沖縄県浦添市）では、給食以外にご飯を食べられない子供や孤食になりがち
な子供に、自尊心を傷つけることのない、さりげない支援の必要性を認識したことから、こども食堂

家庭における食育の推進

の運営を始めるに至りました。自己肯定感を高め、共に未来を築いていく居場所を考える上で、学校
以外に子供が警戒することなく出入りでき、設備があり、すぐに活動を始められる場所が、浦添市に
おいては児童センターや、地域の自治会であったため、そこを拠点に活動しています。
活動における一番の特徴は、地域の大人と子供が一緒になって食事をつくるという点です。献立
は、ごはん、味噌汁、常備菜を基本にしており、毎回、食堂に来る子供は食材や栄養のこと、調理の
段取りを学ぶことができます。時には、地元料理の沖縄そばや、ナン・ピザを粉から手づくりするこ
ともあり、手でこねる作業が楽しいと人気を集めています。これらの調理体験は食に関する知識や経
験だけでなく、チームワークや協調性など、子供たちのコミュニケーション能力を高めることも狙い
の一つとしています。
さらに月に一度、季節に根差したイベントも開催しています。夏は流しソーメンやカレーパーティ
ー、秋は親子でのバーベキューやシークワーサー狩り、冬はクリスマス料理やおせち料理への挑戦な
ど、子供たちの心に残る思い出づくりにも力を注いでいます。
運営は当初、小学校の PTA 会員や民生委員、てだこ市民大学の学生、地域住民及び大学生から成
る、見守りボランティアの 21 名から始まりました。活動を始めてまもなく報道に取り上げられたこ
とをきっかけに、地域の 6 自治会の協力、近隣地域の個人的な協力が得られるようになりました。
食材については、地域住民からの寄付や寄贈、さらに食品メーカー3 社からの提供支援により、現
在は備蓄できるまでの状況になっています。
活動を通じた子供達の反応は“お母さんが体調不良の時にご飯を作ってあげると喜んでくれていた
のが嬉しかった”、また地域の大人たちも、“自分の子や孫が通っている学校にもそういう子がいるん
だ”と身近な問題として感じるようになり、“自分にもできることを…”と地域の協力者が増えてき
ています。
今後は、この活動がどの校区内でも地域と連携してできるものとし、沖縄県内各地に広がりつつあ
るこども食堂との情報共有や連携を深めていく予定です。

地域住民からいただいた野菜を使い、
みんなで作った料理をみんなで食べる風景。

地元の料理である沖縄そばを手作り。
こねる作業は子供たちから楽しいと評判。
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調理体験を通じて、子供たちの「環境に配慮した食の自立」
、

「五感の育成」を推進
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東京ガス株式会社
東京ガスでは、子供の食の知識の低下と、生活習慣病の低年齢化に危機感を抱いたことから、まだ

家庭における食育の推進

食育という言葉が一般には流布していない平成 4（1992）年より、小学生及び親子を対象とした料
理教室「キッズ イン ザ キッチン」を開始しました。また、世間に環境への意識の高まりが見え始め
た平成 7（1995）年からは、食生活を入口に環境にやさしい生活を考える「エコ・クッキング」の
普及活動を開始し、
「キッズ イン ザ キッチン」の中にもその要素を取り入れて、エネルギーや環境
問題について考えるきっかけを提供しています。
「キッズ イン ザ キッチン」では、
「環境に配慮した食の自立」と「五感の育成」の 2 つを柱に、食
を通して「生きる力」を身に付けてもらうことを目的に、経験豊かな講師が、旬の素材を使ったバラ
ンスの良いメニューを教えています。4 歳～小学 2 年生の親子を対象にした親子クラスでは、加熱前
と加熱後で見た目の変化を感じるなど、料理の楽しさや、食材がおいしく変化していくことを親子一
緒に五感で学ぶ体験を提供しています。小学 3 年生から 6 年生を対象にした子供クラスでは、包丁や
コンロの使い方などの調理技術の他に、食材や行事食などの食文化にも興味を広げ、子供たちだけで
料理を学び体験する機会を提供しています。また同時に、各回のレシピの中には、火力調節や、鍋に
ふたをするといった「エコ・クッキング」のアイデアを効果的に盛り込み、「買い物・調理・食事・
片づけ」という一連の食の体験の中でできる環境への配慮の仕方についても伝えています。
「キッズ イン ザ キッチン」は年間約 1 万人の子供が参加しており、好評です。子供からは“楽し
かった”、“嫌いなものが食べられた”
、
“ぐつぐつという音が面白かった”などの声が、また保護者か
らは、
“子供が食や調理、五感に興味を持つようになった”、“手伝いをするようになった”などの意
見が聞かれ、子供の食への意識が高まるとともに、食卓でも話題に上がり家庭にも浸透している様子
がうかがえます。
今後もこれまで同様、食とエネルギーが台所で結びついて生まれる「炎の調理」を核に、幅広い食
育活動を展開していく予定です。

子供たち同士で協力しながら、
真剣な眼差しで調理をする。

エコ・クッキングの一例。
（左）鍋底の水滴を拭きとってから火にかける
（中）鍋底から炎がはみ出さないようにする
（右）鍋を火にかける時はふたをする
「エコ・クッキング」、「キッズ イン ザ キッチン」は東京ガスの登録商標です。
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コラム

「生きる力を育む、『食』のぬくもり」

～映画「はなちゃんのみそ汁」とのタイアップ～
第２ 章

農林水産省では、平成 27（2015）年 12 月から公開さ
れた映画「はなちゃんのみそ汁」とのタイアップを行
い、地方農政局等や関係団体を通じて、タイアップ版

家庭における食育の推進

のポスター・チラシを配布することにより、映画の周
知を行いました。
この映画は実話を元にしており、病魔に襲われ残り少
ない命を覚悟した母親が、当時4歳の娘の「はな」に、
鰹節を削り、出汁をとるところから始めるみそ汁づく
りや、自家製のみそづくりなど料理や家事を教えるこ
とを通じて、生きる力を伝えていく、という物語です。
映画のテーマは「食べることは生きること」であり、
映画全体から食べることの大切さが伝わってくる内容
となっており、食を通して家族のあたたかい時間が記
憶に刻まれていく様子が描かれています。
食育基本法においても、子供たちが豊かな人間性を育
み、生きる力を身に付けていくためには何よりも「食」

映画のポスター（農林水産省タイアップ版）

が重要であること、また、子供たちに対する食育は、
心身の成長及び人格の形成に大きな影響を及ぼし、生涯にわたって健全な心と身体を培い豊かな人間
性を育んでいく基礎となるものであることがうたわれています。
本映画を見た感想として「家族みなが、健康で元気に笑顔で過ごすことができるよう、食生活に気
をつけて、子どもの成長を見守っていきたい」、「健康を意識して自分で和食を作ることができるよう
になることが大変重要と改心し、具だくさんのみそ汁を作ることから始めました」などが寄せられて
おり、本映画が、食について考える一つのきっかけとなることが期待されます。

65

事

例
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スポーツ栄養のプロフェッショナルが企画・運営するジュニアアスリート
の保護者・指導者への食育
～未来のトップアスリートのための体感型スポーツ栄養セミナー～
公益社団法人 日本栄養士会

家庭における食育の推進

日本栄養士会では、2020 年の東京オリンピック・パラリンピック競技大会で活躍が期待されるジ
ュニアアスリートの年代の保護者と指導者を対象に、スポーツ栄養のプロフェッショナルである公認
スポーツ栄養士※がチームを組み、「体感型スポーツ栄養セミナー」を企画・運営しています。平成
27（2015）年度の東京での開催を皮切りに、平成 28（2016）年度より全国で展開し、4 年後には
5,000 名の修了者を輩出する予定です。
発育発達期であるジュニアアスリートは、栄養・運動・休養をバランスよく保つことが大切です。
最近では、社会環境の変化により、このバランスを保つために、正しい、あるいは、適切な知識を習
得し、生活の中に取り入れることが必要となっています。そこで、今回のセミナーでは、ジュニアア
スリートの健やかな発育発達を促すとともに競技力向上のためのスポーツ栄養の基礎知識と、その知
識が家庭やスポーツの現場で活用・実践できるように、体感型の教育を行うことを目的にプログラム
内容を組み立てました。
～プログラム～
1 時間目「食の基礎知識－競技力向上のベースとなる心とからだづくり－」
身体活動と身体づくりの関係、毎食バランスよく食べなくてはいけない理由、バランスの良い食事とは、たん
ぱく質や糖質の摂取の考え方、睡眠と朝食のかかわりについて講義。
2 時間目「アスリートの食事－食べる！喜ぶ！アスリートメニュー・レシピ」
バランスよく食べるために、食事構成（主食・主菜・副菜）、献立、レシピ、料理、食材に分け、それぞれの
考え方と実践するために必要なスキル、食べる量について詳しく解説。
3 時間目「毎日の食卓に、スポーツ栄養を」
昼食での献立を例に、献立の組み立て方、レシピ、
調理上のスキルや留意点について説明するとともに、
デモンストレーションを実施。
※レバーの下処理や手が痒くならない山芋の摺り方、
大麦の戻し方などを実演。
4 時間目「実践！試合前・中・後の食事
－勝利に近づくために－」
食事が試合期の大切なコンディショニング要因のひと
つであることから、試合前・当日・後の食生活について
具体的に、注意点や留意点を含めて解説。
5 時間目「熱中症の予防 －リスクを回避する、正しい

水分補給法を学ぶ－」
体内の水分代謝のメカニズム、脱水とは、熱中症の症状
と予防法、水分補給の必要性とその方法について解説。
その際、スポーツ飲料の内容を確認するための表示の見方
などを、実際にスポーツ飲料を手にした実習。
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昼食に提供されたアスリート弁当

レバーが苦手な子供のための
「スポーツ栄養ハンバーグ」や
「鶏レバーとおつまみナッツの炒め和え」など
献立一つひとつにテーマを持たせた
「アスリート弁当（アス弁）」を味わって体感

第 3 節 子供や若者及びその保護者に対する食育推進

修了式では、受講者に修了証を授与し、6 時間に及ぶセミナーを終了しました。
今回の公認スポーツ栄養士が企画・運営したセミナーを通して受講者に伝えたことは、「ジュニア
アスリートの健やかな発育発達のために保護者や指導者が正確な知識を持ち、それを活用することの

第２ 章

大切さと、家庭やスポーツ現場での知識の活用がアスリートへの教育につながり、それが食習慣とな
って一生にわたる財産となる」ことです。2020 年に開催される東京オリンピック・パラリンピック
競技大会は、子供たちがスポーツの楽しみや喜びを感じ、競技力向上への興味を育む絶好の機会とな
ります。この機会を利用して、スポーツ栄養から子供たちへの食育の重要性を普及・啓発する発信元

家庭における食育の推進

として、公益社団法人日本栄養士会はこのセミナーを継続して実施していきます。
※公認スポーツ栄養士は、アスリート、スポーツ愛好家、健康の保持・増進のために運動を行っている人に対して栄
養サポートや栄養管理を専門に行う管理栄養士であり、公益社団法人 日本栄養士会と公益財団法人 日本体育協会
が共同で認定している資格です。

東京で開催したセミナーでは 151 名に修了証が授与されました

受講者に授与した修了証
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学校、保育所等における
食育の推進

第 1 節 学校における食に関する指導体制の充実
第３ 章

平成 17（2005）年度から、食に関する専門家として児童生徒の栄養の指導と管理をつかさ
どることを職務とする栄養教諭が制度化されました。学校における食育を推進するためには、
栄養教諭を中心に、食に関する指導の全体的な計画に基づき、全教職員が共通理解の下に連

学校、保育所等における食育の推進

携・協力しつつ指導を展開することが重要です。そのためには、学校栄養職員の栄養教諭への
移行などにより栄養教諭の更なる配置の促進を図ることが必要です。このため、文部科学省に
おいては、平成 17（2005）年度から、現職の学校栄養職員が栄養教諭免許状を取得するため
の講習会を都道府県で開催しています。その結果、全国で多数の学校栄養職員が、栄養教諭免
許状を取得しています。
公立小・中学校等の栄養教諭については、各都道府県教育委員会が、地域の状況を踏まえつ
つ、栄養教諭免許状取得者の中から栄養教諭を採用し、配置していくことになっており、平成
27（2015）年 4 月 1 日現在で全都道府県において 5,356 人が配置されています（図表－ 49）
。
このほか、国立大学法人においても附属学校に栄養教諭を配置しており、平成 27（2015）年
4 月 1 日現在で 44 国立大学法人で 74 人が配置されています。
平成 20（2008）年 1 月の中央教育審議会答申を踏まえ、平成 20（2008）年 6 月に「学校
給食法」（昭和 29 年法律第 160 号）の改正が行われ、平成 21（2009）年 4 月に施行されま
した。具体的には、法律の目的に「学校にお
ける食育の推進」を明確に位置付けるととも
に、栄養教諭が学校給食を活用した食に関す
る実践的な指導を行うこと、この場合、校長
が食に関する指導の全体的な計画の作成を行
うことなどが定められました。
また、学習指導要領の改訂、学校給食法の
改正を踏まえて、学校における食に関する指
導の基本的な考え方や指導方法等を示した
「食に関する指導の手引」（平成 19（2007）
年 3 月作成）を平成 22（2010）年 3 月に改
訂しました。

図表－ 49

公立学校栄養教諭の配置状況
年度

配置状況

平成 17（2005）

4 道府県

34 人

18（2006）

25 道府県

359 人

19（2007）

45 道府県

986 人

20（2008）

47 都道府県

1,897 人

21（2009）

47 都道府県

2,663 人

22（2010）

47 都道府県

3,379 人

23（2011）

47 都道府県

3,853 人

24（2012）

47 都道府県

4,262 人

25（2013）

47 都道府県

4,624 人

26（2014）

47 都道府県

5,023 人

27（2015）

47 都道府県

5,356 人

各年度 4 月 1 日現在

資料：文部科学省健康教育・食事課調べ
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第 2 節 学校における食に関する指導内容の充実
学校における食育は、子供が食に関する正しい知識を身に付け、自らの食生活を考え、望ま
しい食習慣を実践することができることを目指し、学校給食を活用しつつ、給食の時間はもと
より各教科や総合的な学習の時間等において食に関する指導を中心として行われています。

（1）栄養教諭による取組
第３ 章

栄養教諭は、教育に関する資質と栄養に関する専門性を生かして、学校における食育推進の
要として、学校給食を活用した食に関する指導と献立作成や衛生管理などの学校給食の管理を
一体的に展開することにより、教育上の高い相乗効果をもたらしています。

学校、保育所等における食育の推進

ア

食に関する指導の連携・調整

各教科等で学習する内容に食は幅広く関わっており、食に関する指導は、学校教育活動全体
を通して行うことが重要です。このため、栄養教諭のみならず関係教職員が食に関する指導の
重要性を理解し、必要な知識や指導方法を身に付けるとともに、関係する教職員が十分な連
携・協力を行うことにより、体系的、継続的に効果的な指導を行うことができます。栄養教諭
は、各教科等において指導に携わるだけでなく、学校における食に関する指導の全体的な指導
計画の策定に中心的に携わるなど、教職員間の連携・調整の要としての役割を果たしていま
す。

イ

子供への教科・特別活動等における教育指導

食に関する指導は、給食の時間をはじめとする特別活動、各教科、道徳、総合的な学習の時
間といった学校教育活動全体の中で体系的、継続的に行われるものであり、その中で栄養教諭
はその専門性を生かして、各学級担任や教科担任等との連携を図りながら積極的に指導を行っ
ています。栄養教諭は学校給食の管理業務を担っていることから、各教科等の授業内容と関連
させた献立を作成するなど、学校給食を生きた教材として活用し、効果的な指導を行っていま
す。
平成 20（2008）年 3 月には、小学校及び中学校の学習指導要領の改訂が行われ、総則にお
いて、「学校における食育の推進」が明確に位置付けられるとともに、家庭科や保健体育科等、
関連する各教科等における食育の観点からの記述を充実しました。併せて、幼稚園教育要領の
改訂も行われ、領域「健康」において、食育の観点からの記述を充実しました。
平成 21（2009）年 3 月には、高等学校と特別支援学校の学習指導要領の改訂が行われ、そ
の総則において、「学校における食育の推進」が明確に位置付けられるとともに、食育の観点
からの記述を充実しました。
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ウ

学校・家庭・地域における栄養教諭を中核とした取組

子供の望ましい食生活の実践を目指して、学校教育活動の中で栄養教諭等による体系的・継
続的な指導を実施するとともに、家庭や地域と連携した取組についても特に成果が大きく期待
されています。
具体的取組としては、保護者会等を通じた食に関する指導、給食便りやパンフレットの配布
など家庭と連携した取組、農作業体験などの体験活動、料理教室、給食試食会など地域と連携
した取組、ＰＴＡの積極的な取組を促すための働きかけなどの取組が挙げられます。
第３ 章

文部科学省では、大学や企業、生産者、関係機関等と連携し、食育を通じた学力向上、健康
増進、地産地消の推進、食文化理解など食育の多角的効果について検証し、その成果について
普及啓発を行うための先進的な食育に取り組むモデル校として「スーパー食育スクール」を全
国で 30 事業（35 校）指定し、各学校で様々な取組が行われました（事例：スーパー食育ス

学校、保育所等における食育の推進

クール事業（小学校、中学校及び高等学校の 3 事例）参照）。

（2）食に関する学習教材の作成
文部科学省においては、各教科や特別活動、総合的な学習の時間等における食に関する指導
において使用する教材を作成し、文部科学省のホームページに掲載しその活用を促進していま
す。（http://www.mext.go.jp/a-menu/sports/syokuiku/index.htm）

（3）食育を通じた健康状態の改善等の推進
近年、子供の食生活の乱れや健康への影響が生じている背景には、例えば「よく体を動か
し、よく食べ、よく眠る」という食習慣をはじめとした基本的な生活習慣や態度が身に付いて
いないことが指摘されています。
文部科学省では、食生活の改善のための取組や健康への影響が生じている子供への個別指導
など、学校における食育の充実についての実践的な事例を取りまとめた「栄養教諭による食に
関する指導実践事例集」を平成 21（2009）年 3 月に発行し、学校、教育委員会等に配布しま
した。
また、保護者からの申出、健康診断、聞取調査等で判明する、肥満、食物アレルギーや偏食
等の子供が抱える個々の問題に適切に対応するために、栄養教諭は、学級担任、養護教諭、学
校医等と連携しつつ、保護者と面談等を重ね、子供の食生活に関して、栄養に関する専門性を
生かしたきめ細かな指導・助言を行っています。さらに、学校給食においても、子供の状況に
応じた対応に努めています。
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第 3 節 学校給食の充実

1 学校給食の現状
学校給食は、栄養バランスのとれた食事を提供することにより、子供の健康の保持増進を
図っています。また、食に関する指導を効果的に進めるために、給食の時間はもとより、各教
科や特別活動、総合的な学習の時間等における教材としても活用することができるものであ
第３ 章

り、大きな教育的意義を有しています。
学校給食の実施状況としては、平成 26（2014）年 5 月現在、小学校では 20,380 校（全小
学校数の 99.2％）、中学校では 9,210 校（全中学校数の 87.9％）、全体で 31,021 校で学校給
食が行われており、約 960 万人の子供が給食を食べています（図表－ 50）。
引」、「学校のアレルギー疾患に対する取り組みガイドライン」に基づく対応が行われてきまし
たが、平成 24（2012）年に発生した死亡事故を受けて設置した有識者会議の最終報告を踏ま
え、学校におけるアレルギー対応の改善・充実のための資料として、「学校給食における食物
アレルギー対応指針」
「ガイドライン要約版」
「学校におけるアレルギー疾患対応資料（DVD）」
を作成し、平成 27（2015）年 3 月に全国の教育委員会や学校等へ配布し食物アレルギー等を
有する子供に対する取組を推進しています。

2 地場産物等の活用の推進について
地域や学校において、地場産物を学校給食で活用する取組が積極的に進められており、平成
26（2014）年度の活用率は、全国平均で 26.9％（食材数ベース）となっています。また、学
校給食における国産食材を使用する割合は、平成 26（2014）年度では 77％（食材数ベース）
です（図表－ 31）。
地場産物を学校給食に活用し、食に関する指導の教材として用いることにより、次のような
効果が期待されています。
〈1〉子供が、より身近に、実感を持って地域の自然、食文化、産業等についての理解を深
めることができる。
〈2〉食料の生産、流通等に当たる人々の努力をより身近に理解することができる。
〈3〉地場産物の生産者や生産過程等を理解することにより、食べ物への感謝の気持ちを抱
くことができる。
〈4〉「顔が見え、話ができる」生産者等により生産された新鮮な食材を確保することができ
る。
〈5〉流通に要するエネルギーや経費の節減、包装の簡素化等により、安価に食材を購入す
ることができる場合があるとともに、環境保護に貢献することができる。
〈6〉生産者等の側で学校給食をはじめとする学校教育に対する理解が深まり、学校と地域
71
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また、学校給食における食物アレルギー対応については、従来より「食に関する指導の手

との連携・協力関係を構築することができる。
〈7〉地域だけでなく、日本や世界を取り巻く食料の状況や、食料自給率に関する知識や理
解を深め、意識を向上させることができる。
農林水産省では、学校給食における地場産物の利用を拡大するため、「地産地消給食等メ
ニューコンテスト」を実施し、優れた地産地消メニューを農林水産大臣賞等として選定・表彰
するとともに優良事例として紹介しています。
さらに、学校給食の食材として、地場産物を安定的に生産・供給する体制を構築するため、
第３ 章

調査・検討、新しい献立・加工品の開発・導入等の取組の支援を行っています。

3 米飯給食の一層の普及・定着に向けた取組

学校、保育所等における食育の推進

米飯給食は、伝統的な食生活の根幹である米飯に関する望ましい食習慣を子供に身に付けさ
せることや、地域の食文化を通じて郷土への関心を深めるなどの教育的意義を持つものです。
平成 26（2014）年度には、完全給食を実施している学校のほぼ 100％にあたる 30,051 校で
米飯給食が行われており、約 933 万人（完全給食を受けている全幼児・児童・生徒数のほぼ
100％） の子供が米飯給食を食べています。 また、 週当たりの米飯給食の回数は平成 26
（2014）年度では 3.4 回となっています（図表－ 51）。
なお、米飯給食の推進については、平成 21（2009）年 3 月に通知を発出し、米飯給食の実
施回数が週 3 回未満の地域・学校については週 3 回程度、週 3 回以上の地域・学校について
は週 4 回程度など新たな目標を設定し、実施回数の増加を図ることを促すなど、国としては
週 3 回以上を目標として推進しています。
また、農林水産省では米の消費拡大を図り、子供たちに米飯を中心とした日本型食生活やそ
の味覚を伝承してもらうため、米飯学校給食のより一層の推進を図っています。
平成 27（2015）年度は、昨年度に引き続き米飯給食の拡大に向けた取組への支援として、
各学校が米飯給食の実施回数を増加させる場合に、政府備蓄米の無償交付の支援を実施しまし
た。

栄養教諭による食に関する指導
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図表－ 50

学校給食実施状況（国公私立）

区分
小学校
中学校
特別
支援学校

高等学校
計

実施数

補食給食

ミルク給食

百分比

実施数

百分比

実施数

計

百分比

実施数

百分比

学校数

20,543

20,222

98.4

81

0.4

77

0.4

20,380

99.2

児童数

6,600,006

6,525,827

98.9

11,816

0.2

12,353

0.2

6,549,996

99.2

学校数

10,482

8,534

81.4

52

0.5

624

6

9,210

87.9

生徒数

3,520,730

2,662,518

75.6

9,590

0.3

223,959

6.4

2,896,067

82.3

学校数

1,093

955

87.4

2

0.2

15

1.4

972

88.9

135,617

119,151

87.9

65

0

946

0.7

120,162

88.6
78.1

幼児・児童・
生徒数

学校数

588

346

58.8

110

18.7

3

0.5

459

生徒数

92,268

24,736

26.8

5,166

5.6

422

0.5

30,324

32.9

学校数

32,706

30,057

91.9

245

0.7

719

2.2

31,021

94.8

10,348,621

9,332,232

90.2

26,637

0.3

237,680

2.3

9,596,549

92.7

幼児・児童・
生徒数
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夜間定時制

完全給食

全国総数

学校、保育所等における食育の推進

※完全給食：給食内容がパン又は米飯（これに準ずる小麦粉食品、米加工食品その他の食品を含む。）、ミルク及びおかずである給食。
補食給食：完全給食以外の給食で、給食内容がミルク及びおかず等である給食。
ミルク給食：給食内容がミルクのみである給食。
※中学校には中等教育学校前期課程を含む。
資料：文部科学省「学校給食実施状況調査」
（平成 26（2014）年度）

図表－ 51

米飯給食実施状況（国公私立）
区

分

平成 26 年度
（2014）

平成 25 年度
（2013）

平成 24 年度
（2012）

学校数

30,051 校

30,198 校

30,290 校

実施率

100%

100%

100%

実施回数（週当たり）

3.4 回

3.3 回

3.3 回

資料：文部科学省「米飯給食実施状況調査」
（平成 26（2014）年度）
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スーパー食育スクール事業
「体に良い食事・運動で健康に！」
～肥満傾向児出現率の低下を目指した取組～
ひがしどおり

青森県 東 通 村立東通小学校
本校は、平成 17（2005）年に旧小学校 11 校が統合された後、平成 21（2009）年に 5 校が東通

第３ 章

小学校に統合され、村で唯一の小学校になりました。学区は、東西に約 15km、南北に約 30km、面
積は約 300km2 と大変広いため、児童は中学生と共に 14 台のバスを利用して通学しています。
青森県は、全国一の短命県となっており、肥満傾向児の割合も全国平均を上回る状況が続いていま
す。健康長寿県を目指すためには、子供の頃からの生活習慣の改善が喫緊の課題となっており、特

学校、保育所等における食育の推進

に、学校給食を含めた、個に応じた食事処方のアプローチが必要であると捉え、前年度から引き続
き、平成 27（2015）年度もスーパー食育スクール事業の指定校として、肥満傾向児の出現率の低下
を目指す取組を行っています。
1 給食の時間における指導
（1）基準量を明確にし、配膳の仕方を統一
・栄養管理システムを活用し、推定エネルギー必要量の 1/3（中学年で
653kcal）を提供する目標量として設定し、各学年に応じて主食であ
る御飯の量（基準値）を決めています。
＊高学年は体格差が大きくなるため、主食の量を3段階に設定しています。

和食を中心とした給食

・和食を中心に食塩相当量と野菜摂取に配慮した献立とし、地元食材を
活用した給食を提供しています。
（2）8（歯）の付く日に噛みごたえのある給食の提供
・よく噛んで食べる習慣付けのため、「8 の付く日はカミカミデー」と
して、給食に噛みごたえのあるメニューを出しています。咀嚼計を活

咀嚼計活用の様子

用することで、これまで噛む回数が少なかったことに気付き、よく噛
むことを意識するようになり、食事の時間が長くなりました。
（3）カロリースケール・塩分計の活用
・食事量やカロリーを数値で意識できるように、カロリースケールを
各クラスに設置し、御飯の量や料理のエネルギー量を計測すること

カロリースケール活用の様子

で、カロリーを意識し、おやつの取り方を考える機会にもしています。
・昨年度調査の結果、塩分の取り過ぎが課題であることから、各クラス
に塩分計を設置し、汁ものの塩分を毎日計測することで、適正な塩分
を味覚として覚えるようにしています。
塩分計活用の様子
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2

食・健康に関する授業
・学級活動として 2 時間、栄養教諭が系統的・計画的にティームティーチ
ングの形で進めています。外部講師（保健師等地域の人材）の協力を
得ながら、家庭への啓発に向けて、1時間を参観日に実施しています。
・5・6年生には、外部講師により生活習慣病予防の学習も実施しています。

3

外部講師（TT）による
食に関する授業

食・健康に関する調査

第３ 章

・食に関するアンケート
・おやつのとり方や、食事の量に関する調査
・食習慣質問票を活用した調査
＊アンケートを含め、結果に基づき学級での指導を継続しています。

4

学校、保育所等における食育の推進

＊保護者の啓発にも役立っています。
運動の推進・体重計測
・4～6 年生は月 2 回の体重計測
・手動身長計付き体組成計の活用
・活動量計の活用（4～6 年生全員が、常時着用）
・栄養管理システムの活用（大学との連携）
体重計測の様子

・毎日の活動（学校でのマラソン、お手伝いの推奨）
肥満傾向児出現率

肥満度平均

4月

1月

4月

1月

4 年生

25.5

20.8

32.7

26.8

5 年生

31.7

19.5

34.3

29.4

6 年生

28.6

22.4

49.8

40.0

＊取組により、肥満傾向児出現率、肥満度平均が低下しました。

5

イベント・体験学習

運動イベント

・食育セミナー（外部講師）
・祖父母対象給食試食会（ミニ学習会実施）
・運動イベント（冬季間の運動量の不足の
解消のため）
・田植え・稲刈り体験（地元団体の協力）
・体によいおやつ作り（地元の伝統を学ぶ）

おやつ作り体験

田植え体験

継続的な体重計測と分析、食事量と運動の関係、活動量計、カロリースケール、咀嚼計、塩分計な
ど器具の有効的活用、食に関する指導や健康に関する指導、体験活動や食育セミナー、運動イベント
等の実践により、肥満傾向児の出現率と肥満度が低下しました。しかし、低学年（1～3 年生）は肥
満傾向児の肥満度が上がり、肥満傾向児の出現率も高くなっています。発達段階的には自己管理がで
きにくい学年ではあります。更なる保護者への啓発と、体重計測の機会を増やすなどの具体的対策を
講じながら児童に意識させていくことで改善をめざし、継続した取組をしていくことにしています。
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スーパー食育スクール事業
食と健康～食生活を見直し、健康な体をつくる～
兵庫県加古郡稲美町立稲美中学校
稲美町は、兵庫県の南部に位置し、神
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戸市、明石市、加古川市などに囲まれ
た都市近郊農村地帯で、今年度、町制
60 周年を迎えました。学校給食は、昭
和 30（1955）年から小学校で開始し、

学校、保育所等における食育の推進

地産地消に取り組み、平成 26（2014）
年度からは、中学校においても開始し
ました。この機会に、本校はスーパー
食育スクール事業の指定を受け、食育
の取組を進めてきました。そして、平
成 27（2015）年度はその成果と課題を踏まえた上で、学校教育活動全体を通して組織的・計画的・
継続的に食育に取り組み、「食育実践プログラム」を作成しました。
1 自己管理能力を育成・定着
自己管理能力の育成に向けては、自分に必要な食事量や食事バランスについての理解が基礎になる
と考え、生徒の目に留まりやすい場所に、給食に関する掲示をしたり、食事量等が分かりやすいフー
ドモデルを展示したりしています。また、朝のホームルーム、給食の時間、放課後の部活動の時間な
どの機会を捉えて、
『栄養教諭による食育指導』を実施し、『食育知っときタイム』として、給食時間
中に食に関する情報提供を校内放送で行っています。
さらに、10 月には『自分で作るお弁当の日』を設け、生徒が食事バ
ランスを考えながら、自作のお弁当を持参するといった取組を行いま
した。これらに加え、毎月末に『食生活チェックリスト』により、
「主
食・主菜・副菜を確認して食事をしているか」といった項目を確認す
ることで、自らの食生活を中心とした生活習慣の改善を図りました。
【1 日の必要食事量を知る生徒 13.6％→ 44.8％へ上昇】
「お弁当の日」の手作り弁当

2 生活習慣を改善
「全ての生徒が朝食を食べる」という生活習慣の改善に向けて、
『栄養
教諭による食育指導』
『大学の准教授による講演会』
『給食だよりによる
啓発活動』を行い、朝食の重要性について学習する機会を設けました。
【朝食喫食の生徒 5 点満点中（1 回目）4.6 点→（7 回目）4.8 点へ
上昇】
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3

家庭との連携
栄養教諭、養護教諭と学級担任が家庭との連携を図り、栄養バランスや生活習慣の改善を目指し、

肥満傾向生徒への『個別指導』を実施しました。
【該当生徒 7 名中 3 名の肥満度が改善】
4

学校給食を生きた教材として活用した食育の実践
上記 1～3 の課題解決に加え、栄養教諭を中心に学校教育活動全体を通して取り組みました。また、

第３ 章

『ちょこっと食育』として、教科学習の中に、「ちょこっと」だけ食育の内容を盛り込み、生徒の関
心・意欲を高めました。さらに、学年委員会において学年全体の身近な食生活の課題を見つけ、生徒
たち自身で課題の解決を図る『生徒の主体的活動』を実施しました。
○『ちょこっと食育』を実施した学年・教科

学校、保育所等における食育の推進

1 年……理科
2 年……国語、社会、数学、理科、英語、美術、保健体育、家庭
個別学級……自立活動

ちょこっと食育（社会）

ちょこっと食育（英語）

○生徒の主体的活動の取組の一部
・今日の献立における「主食・主菜・副菜」の確
認の呼びかけ
・給食の残量減少への調査、呼びかけ
・集会での手洗いの呼びかけ

学年委員会での呼びかけ

生徒の食生活への意識の変容を促した
「食生活チェックリスト」

※『

』囲みは、食育実践プログラム名

稲美町の HP にて事業内容を周知
（本校の HP よりリンク可）
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スーパー食育スクール事業
食育を通して体力の向上を図り、未来を担う活力ある人材を地域とともに
育成する
花咲徳栄高等学校（埼玉県）
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1 本校の概要
在 籍 生 徒 数 1,735 人（ 普 通 科 1,504 人・ 食 育 実 践 科 231 人 ）、 教 職 員 数 150 人、 校 地 面 積
125,000m2、運動部 1 クラブ 1 施設と大規模であり、かつ充実した環境が整っています。本事業で
取り組んでいる食育指導が功を奏してか今年度は野球で初の甲子園夏春連続出場をはじめ、全国大会

学校、保育所等における食育の推進

に 10 部が出場しました。普通科は近年進学校として実績をあげており、食育実践科は、調理師養成
施設校として食育のリーダー育成を目指すとともに、スーパー食育スクール事業に深く関わり、食育
指導の推進母体となっています。
2

目的
平成 26（2014）年より、「食とスポーツ」をテーマとして食育が体力向上に資する科学的根拠

（エビデンス）の立証を目的に本事業に取り組んでいます。
3 実践内容
（1）新体力テスト（年 2 回）…食育指導による新体力テスト評価の変化を検証します。
（2）生活習慣アンケート調査（年 2 回）…全在校生徒（63 項目）、全保護者（42 項目）を対象とした
悉皆調査を実施し、意識や行動の変化を検証します。
（3）骨密度・ヘモグロビンの測定（年 2 回）…食育指導による数値の変化を検証します。
（4）食育講演会（年 2 回）
…
「朝食と運動パフォーマンスの関係」と「スポーツ医学からみた発育期
の食育の重要性」について、保護者を対象に実施しました。
（5）スーパー食育スクール（SSS）通信…食 や健康に関する内容で、食育指導を目的として生徒・
保護者向けに毎月発行しています。
（6）食育指導「アスメシ」＆「スタメシ」
本事業で最も力を入れている本校独自の取組です。献立は栄養教諭が考案し、食育実践科の生徒
が校内インターンシップとして本校にある集団給食施設において、毎回 150～170 食程度の食事
を提供しています。
①「アスリートメシ（略称：アスメシ）」
全運動部員対象に、アスリートに必要な低脂肪・高タンパク質、カルシウム、鉄分の摂取を考
慮した食事を提供しています。食事前に資料を用い、運動能力向上のための栄養摂取に関する食
育指導を実施し、食べることを学びながら体づくりができる力を身につけさせています。また、
部員同士が共食することで一体感も生まれています。（写真－ 1・2）
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（写真－ 1）アスメシ献立

（写真－ 2）アスメシ食事風景
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②「スタディメシ（略称：スタメシ）
」
希望生徒対象で、集中力や記憶力をアップすると言われる DHA やレシチン、カルシウム、鉄
分の摂取を考慮した食事を提供しています。料理は、旬の食材を活用し、野菜を多く使用するこ
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とを意識して、食育実践科の生徒がすべて手作りしています。また、食事は最低 20 分かけてよ
く噛んで食べるなどの指導を行っています。（写真－ 3・4）
（写真－ 3）スタメシ献立

（写真－ 4）食育実践科校内インターンの様子



（7）生徒による食育指導（学科間連携）＆「CaFe メシ（カフェメシ）」
食育実践科の生徒が普通科生徒へカルシウムと鉄分につ

（写真－ 5）生徒による食育指導の様子

いての食育指導を実施しました。1日に必要な摂取量、豊
富に含まれている食材、効率良く摂取する方法などを説明
しました。データ解析によれば、生徒によるプレゼンテー
ションが効果的であることが確かめられました。
（写真－5）
（写真－ 6）CaFe メシ献立

CaFe メシは、
元素記号の Ca（カルシウム）と Fe（鉄分）からつけた名
称です。成長期に不足しがちなカルシウムと鉄分が主食、
小鉢 3 品、デザートに豊富に含まれた献立となっています。
名称や献立は食育実践科の生徒が考案しました。ほうれん
そうやきくらげ、海藻、小松菜などの食材を豊富に使用し
ています。（写真－ 6）
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（8）幼小中の連携授業（出張授業）
地元産小麦粉を使ったパン作り（幼稚園）、

（写真－ 7）地元産食材を使った調理実習

食育の紙芝居（小学校）
、地元産食材を使った
調理実習（小学校と中学校）等、食を通した
異年齢交流を行ってきました。人に教えるこ
とで改めて食育の大切さを実感する機会とな
りました。（写真－ 7）
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4 まとめ
調査項目 63 の選択数延べ 252 についてクロス集計も含める膨大なデータ解析となりました。その
結果、食育指導の重点実施期間には意識が上昇する傾向があり、指導の継続性、指導内容の絞り込
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み、生徒の主体性の確保が生徒の認知・意識・実践度向上に向けて重要であることが解析できまし
た。また、保護者の認知・意識・実践度が高いほど、生徒の認知・意識・実践度が高く、保護者の協
力が不可欠であることが明らかとなりました。生徒を中心に学校と家庭、地域の連携をどう向上させ
ていくかが重要です。今後は食育の観点から生徒に直接影響を与える学校力を一層充実させるととも
に、「家庭力」への働きかけに取り組んでいきたいと思います。
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コラム
小学生用食育教材「たのしい食事 つながる食育」
子供たちが生涯にわたって健全な食生活を営むこと
ができるよう、食に関する正しい知識を習得し、自ら
判断する力を身に付け、望ましい食習慣の定着につな
げていくことが大切です。

第３ 章

文部科学省では、学校における食育が充実するよう、
平成 27（2015）年度、様々な教科等に散在している食
育に関する内容を集約し、「小学生用食育教材『たのし
い食事 つながる食育』」を作成しました。

学校、保育所等における食育の推進

この教材では、子供が毎日元気に過ごすために、授
業、給食の時間、学級活動で食事の重要性や望ましい生活習慣の必要性などを学ぶことができるよ
う、子供の発達段階に応じて、食事のマナーや楽しく食事をすることの大切さといった基本的な内容
や、食品の生産・加工・流通、食事と健康の関係、我が国の食文化といった食生活に関連する内容な
ど「食」に関して多様な内容が盛り込まれています。
また、学級担任が、授業の時間に食に関する指導を効果的に行うことができるよう、指導上のポイ
ント等をまとめた指導者用資料も付属しています。
「たのしい食事 つながる食育」が、学校の教育活動の中で活用されることによって、文字通り全て
の子供が食に興味・関心をもち、考えて行動する力を身に付けるとともに、全ての教職員がそれぞれ
の地域や学校に合わせて工夫しながら食育を効果的に展開していくことが期待されます。

児童用教材

指導者用資料
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￥

1 子供の育ちを支える食育―養護と教育の一体性の重視―
平成 21（2009）年 4 月 1 日に施行された保育所保育指針（平成 20 年厚生労働省告示第
141 号）において、保育所における「食育」は、「健康な生活の基本としての「食を営む力」
の育成に向け、その基礎を培う」ことを目標としています。そして、子供が毎日の生活と遊び
第３ 章

の中で、食に関わる体験を積み重ね、食べることを楽しみ、食事を楽しみ合う子供に成長して
いくことなどに留意して実施しなければならないとしています。
保育所では、子供の育ちを支えるために、養護（生命の保持、情緒の安定）と教育（健康、
人間関係、環境、言葉、表現）が一体的に行われています。食育においても、保育の一環とし
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て、養護的側面と教育的側面が切り離せるものではないことを踏まえ、乳幼児期の子供の心と
身体の土台作りに取り組んでいくことが求められます。そして、多様な食に関する体験のため
の環境づくりを進めると同時に、体験の連続性、すなわち、子供の学びの連続性を重視し、食
に関わる活動と他の活動での学びとの関係性に配慮していくことが重要です。

2 食を通した保護者への支援
子供の食を考える時、保育所だけではなく、家庭と連携・協力して食育を進めていくことが
不可欠です。食に関する子育ての不安・心配を抱える保護者は決して少なくありません。保育
所保育指針では一つの柱として、保護者に対する支援を重視しています。今まで保育所で蓄積
してきた乳幼児期の子供の「食」に関する知識、経験、技術を「子育て支援」の一環として提
供し、保護者と子供の育ちを共有し、健やかな食文化の担い手を育んでいくことが求められて
います。
保育所に入所していない、未就園の子育て家庭に対しても、保育所は「児童福祉法」
（昭和 22
年法律第 164 号）第 48 条の 3 の規定に基づき、その行う保育に支障がない限りにおいて、地域の
実情や当該保育所の体制等を踏まえ、地域の保護者等に対する子育て支援を積極的に行うよう努め
ることが期待されています。具体的な食を通した活動として、次のような活動が展開されています。
〈1〉食を通した保育所機能の開放（調理施設活用による食に関する講習などの実施や情報
の提供、体験保育等）
〈2〉食に関する相談や援助の実施
〈3〉食を通した子育て家庭の交流の場の提供及び交流の促進
〈4〉地域の子供の食育活動に関する情報の提供
〈5〉食を通した地域の人材の積極的な活用による地域の子育て力を高める取組の実施
上記のような「食」の場を通して保護者同士の交流の場の提供や促進を図っていくことで、
保護者同士の関わりの機会を提供し、食に対する意識が高まることが期待されます。また、実
際、多くの保育所で、育児相談や育児講座などを通し、保護者の育児不安を軽減する活動が展
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開されています。平成 27（2015）年度ブロック別児童福祉施設給食担当者研修会において研
究発表した川崎市では、在宅で子育てをする家庭への支援として、親子で保育所の給食を体験
したり、保育所の栄養士に食事の相談ができたりする「親子でランチ」を年間約 400 回実施
し（参加親子約 700 組）、地域の保護者の反響も大きく、子供の食事の悩みを相談できる場と
して、保育所が活用されています。
地域の様々な食に関する資源と連携し、地域の子育ての拠点として、また、地域の食育の発
信拠点として、食を学び合い、分かち合い、支え合い、育て合う観点が、育ちゆく子供ととも
第３ 章

にある保育所には必要です。特に、現代社会においては、保育所が地域保健と地域福祉をつな
ぎ、地域生活文化の創造に寄与していくことが期待されています。

学校、保育所等における食育の推進

3 子供の発育・発達を支援する食事の提供
（1）保育所における食事の提供
近年は、保護者の就労形態の変化に伴い、保育所で過ごす時間が長期化している子供も多く
みられるようになりました。家庭と共に保育所も、子供のための大切な生活の場となっていま
す。
そのため、保育所で提供される食事は乳幼児の心身の成長・発達にとって大きな役割を担っ
ています。厚生労働省では、平成 24（2012）年 3 月に「保育所における食事の提供ガイドラ
イン」を策定しました。
これらの事を踏まえ、保育所という集団の場であっても、家庭での食の営みとかけ離れ過ぎ
ないように努め、集団給食でありながら、家庭同様温かみのある食事作りが求められています。
子供が豊かな人間性を育み、生きる力を身につけていくために、また、子供の健康支援のた
めに食事は重要と位置付けています。乳幼児期における望ましい食生活の定着及び食を通じた
人間性の形成・家族関係づくりによる心身の健全育成を図るため、保育所では食事に関する取
組を積極的に進めていくことが求められています。
また、提供された食事を食べるだけでなく、子供達が食に興味を持ち、食に関わる工夫、食
事を作ってくれる人や生産者などの顔が見える食事を目指し、食事で使用される食材への興味
を子供達が持つ工夫も取り入れた取組が行われています。このように日々の取組により、子供
達が食事を通して心と身体を育む食育が行われています。

（2）食物アレルギーに対応した食事の提供
保育所での食事を安全に提供することは食物アレルギーを持つ子供が保育所での食事を安全
に、楽しむことができ、保護者も安心することができます。アレルギー疾患を有する子供は
年々増加傾向にあり、保育所での対応に苦慮していることから、厚生労働省においては、保育
所職員が保育所での具体的な対応方法や取組を共通理解するとともに、保護者も含め、保育所
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を取り巻く関係機関が連携しながら組織的に取り組むことができるよう、「保育所におけるア
レルギー対応ガイドライン」を平成 23（2011）年 3 月に作成し各保育所に配布しています。
食物アレルギーを持つ子供への食事の提供については、同ガイドラインに基づき、食物アレル
ギーの「生活管理指導表」を活用し、除去食材を完全除去することを基本としています。
また、献立作り、調理、配膳、除去食提供方法など、各プロセスの単純化が重要であり、
個々のプロセスにおける留意事項を具体的に明示し、職員が共有することが求められます。具
体的には、食物アレルギー症状を誘発するリスクの高い食物の少ない献立の作成、除去食の調
第３ 章

理や盛り付け場所の確保、専用調理道具の確保など調理過程における安全確保、個別容器やト
レイ、食札の使用といった誤配防止の取組が行われています。
また、アレルゲン物質を含まない献立にすることで、食物アレルギーを持つ子供も、同じ給
食を食べる機会を増やす取組なども展開されています。献立例として、ハンバーグに使う乳や

学校、保育所等における食育の推進

卵等のつなぎをすり下ろしたジャガイモや豆腐にすることで、除去を必要とする対象者が減少
すると期待されています。
様々な取組の工夫により、誤配や誤食のリスクを無くすことはできると考えられます。

親子でランチ
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地域の保護者への離乳食講座
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事

例

「うちら～かき保のリトルシェフ」
社会福祉法人
かきのき保育所は、島根県の西の端

かきのき保育所（島根県）

吉賀町柿

木村にあります。
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柿木村は有機野菜・米作りが盛んで、近隣では
有機の里として知られ、給食は、もちろん有機
野菜や有機米を使用しています。
保育所でも野菜の栽培などをしてきましたが、
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保育所の土は固くてなかなか野菜も育たなかった
ため、5 年前から、年長児を中心に毎日毎日、給
かき保のリトルシェフ

食室から出る野菜くずにぼかしを加えて発酵させ、

土に混ぜ込む活動を続け、昨年頃からやっと元気な土になり、元気な野菜が育つようになりました。
そこで、今年は、子供たちが地域の方々の力を借りながら育てた野菜やお米を使って、給食の一品
を作る取組をしました。
ねらい
○安全な野菜やお米の命が、自分たちの身体をつくってくれていることを知る。
○みんなのために給食を作ることの苦労や喜びを知り、やがては自分でも作ってみようとする心を育
む。
「野菜会議」で、みんなで決める
畑に野菜や田んぼにお米ができた時は「野菜会議」を開き、その野菜を給食にどう取り入れるか、
年長児 4 名が調理員の先生、担任の先生、所長先生などと話し合って決めます。子供たちからは、
「たまねぎは、カレーやシチューにも入っているね」
「みそ汁を作ってみたい」
「これなら、みんな好き
だよ」など、いろいろな意見がでました。
野菜会議

採れた野菜

決めたこと

第 1 回（5 月）

スナップえんどう

・おやつのたけのこごはんのおむすびに
豆も入れる。

第 2 回（6 月）

たまねぎ

・たまねぎのみそ汁を作る。

第 3 回（6 月）

じゃがいも

・じゃがいものみそ汁を作る。
・新じゃがなので、皮付きにする。

第 4 回（7 月）

きゅうり

・きゅうりの漬物とサラダを作る。

第 5 回（7 月）

夏野菜いろいろ

・サラダを作る。

第 6 回（8 月）

じゃがいも

・おやつにフライドポテトを作る。

第 7 回（10 月） さつまいも

・さつまいものみそ汁を作る。

第 8 回（11 月） 大豆

・味噌を作る。
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調理員の先生に教えてもらいながら、作ってみる
みんなで決めた料理を作るために、畑に収穫に行ったり、調理員の先生に教えてもらいながら、野
菜を切ったり、出汁をとったり、お米をといだり、子供たちは一生懸命です。スナップえんどうに塩
を入れて茹でるときれいな色になること、たまねぎを切ると涙が出ること、出汁をとるといい香りが
することなどを体験し、様々な気づきにつながりました。

第３ 章
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みんなで一緒に食べる
作った料理は、年下のクラスの子供たちも一緒に食べます。自分たちが作った料理をみんなが「お
かわり～」と美味しそうに食べてくれると、がんばった甲斐があります。見学にきていた保護者に
も、食べてもらったりしました。

子供たちの普段の生活につなぐ
取組を通して、お友達や家族から、
「おいしかったよ～。ありがとう。」の言葉をもらうことで、作
る喜びや役に立ったという気持ちを味わい、活動の度に意欲が高まりました。
そして、保育所で作った料理を、家に帰るとすぐ家族のために作ってあげていた子。いつもお鍋の
番をしているうちに、アク取り名人になった子。家庭でも、お米とぎが毎日の日課になった子。たま
ねぎを切る大変さを知り、料理を作ってくれる人への感謝が深まった子。
この取組を繰り返す中で、子供たちは色々な物事に対して考える力、工夫する力、我慢をする力、
集中する力が高まり、それぞれの心の育ちが感じられました。
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コラム
認定こども園
認定こども園とは、就学前の子供を保育の必要の有無に関わらず受け入れ、教育と保育を一体的に
提供する、いわば幼稚園と保育所の両方の機能をあわせ持ち、保護者や地域に対する子育て支援も行
う施設です。

幼稚園が、教育時間の終了後も保育を必要とする子どもを引き続き預かるもの、もしくは保育機能施設を一体的に設置
して保育が必要な子どもを受け入れるもの。

保育所型
認定こども園

認可保育所が、保育を必要とする子どもに対して保育を行うほか、保育を必要としない満 3 歳以上の子どもも受け入れ、
満 3 歳以上の子どもに対し学校教育法第 23 条※の目標（幼稚園の教育目標）が達成されるような保育を行うもの。

地方裁量型
認定こども園

認可外の保育施設等が、保育を必要とする子どもに対して保育を行うほか、保育を必要としない満 3 歳以上の子どもも受け
入れ、満 3 歳以上の子どもに対し学校教育法第 23条の目標（幼稚園の教育目標）が達成されるような保育を行うもの。

幼保連携型
認定こども園

満 3 歳以上の子どもに対する教育及び保育を必要とする子どもに対する保育を一体的に行う、「学校かつ児童福祉施設」
という新しい形態の単一の認可を受けた施設。

※「学校教育法」
（昭和 22 年法律第 26 号）第 23 条

幼稚園における教育（中略）次に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。

一
二

健康、安全で幸福な生活のために必要な基本的な習慣を養い、身体諸機能の調和的発達を図ること。
集団生活を通じて、喜んでこれに参加する態度を養うとともに家族や身近な人への信頼感を深め、自主、自律及び協同の精神並びに規範意識の芽生えを養うこと。

四

日常の会話や、絵本、童話等に親しむことを通じて、言葉の使い方を正しく導くとともに、相手の話を理解しようとする態度を養うこと。

三
五

学校、保育所等における食育の推進

幼稚園型
認定こども園

第３ 章

○認定こども園の種類

身近な社会生活、生命及び自然に対する興味を養い、それらに対する正しい理解と態度及び思考力の芽生えを養うこと。
音楽、身体による表現、造形等に親しむことを通じて、豊かな感性と表現力の芽生えを養うこと。

○認定こども園の食育について
認定こども園では、幼保連携型認定こども園教育・保育要領に基づき、各園において食育計画を策
定し、教育・保育活動の一環として計画的に食育を行うこととしています。
また、子育て支援活動の一環として、認定こども園の栄養教諭や調理員等がその専門性を活かし
て、地域や家庭における食育に関する支援を行っている園もあります。
○認定こども園での食育取組事例

～学校法人やまもも学園の取組～

学校法人やまもも学園は、桜井幼稚園と芸術学園幼稚園という2つの幼保連携型認定こども園を運
営しており、給食への無農薬食材の使用、園専用の無農薬栽培田んぼの契約、その田んぼでの園児の
田植・稲刈り体験、園児や地域の子育て世帯の保護者へ向けての食育講演会や料理教室などの、食育
や地産地消の取組を実施しています。
平成 28（2016）年度には法人に食育推進室を設置し、給食に利用する食材の精選、無農薬野菜を
提供してもらえる地元農家との連携拡大、食材等の手作り体験、ホームページでの給食の報告などを
していきます。

無農薬の玄米給食

食育講演会

稲刈り体験
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