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（佐々木氏）

ここからは皆さまと一緒に

お三方との交流会というか、

フロアからの質問やご意見で

進めさせていただきたいと思

います。まずは、３人の農林

水産大臣賞おめでとうござい

ます。皆さまどうぞ拍手を。

東北で大臣賞が３人というのは初めてということ

で、そのあたりから聞いてみたいと思います。い

つ頃、どういう感じで表彰になったんでしょうか。

（澤村氏）

今年の６月29日、山梨県甲府市で行われました

「第３回食育推進全国大会」においていただきま

した。ありがとうございます。

（栗本氏）

私たちの「おかず味噌汁」は、初めて応募しま

した。学長から３年以上活動しているから応募し

てみたらどうかというので応募してみたらなんと

大臣賞がもらえました。ありがとうございます。

（山川氏）

私は、大半の方々とちょっと毛色が違うので、

ほとんどだめだろうと思っていました。ただ長年

やってきたことをまとめるいいチャンスだとすご

く思いまして、家族や息子や子ども達に伝えてお

きたいという思いがありましてまとめました。

そしたらなんと大臣賞をいただいてびっくりしま

した。ありがとうございます。

（澤村氏）

わたしたちは岩手県から推薦をいただいて初め

て応募しました。

（佐々木氏）

皆さんもお聞きになりたいことがたくさんある

と思いますので、今日の御感想を含めて何かあり

ましたらお願いします。

（(株)明治）

(株)明治で食育を担当しております。塩分摂取

の低塩、減塩で、東北６県をまわっていると特に

青森県が深刻なようで

すが、澤村さんや栗本

さんの話を聞いて気づ

いたことを言わせて欲

しいんですけれども、

世代によって分けて食育をやったほうがいいと

思っております。

以前、青森県に行ったときに食改の方々が数値

が深刻で大変困ったと、これからどんどん講習会

をやらなければいけないというようなことをおっ

しゃられていました。例えば青森で高齢者の方に

「塩分控えめな方がよろしいのではないですか」

と言うと「昔から食べているから変えたくない」

と言います。

また、岩手県で低塩クッキングをやったときに、

「こんなの食べられない」というかなり御不満の

声が聞かれます。お年を召した方というのは、昔

か

（ 佐々木裕子 氏）



からの食事に慣れているのでそれを変えるのはす

ごく困難だと思います。その時は、勉強になった、

明日からチャレンジしようと思うかもしれないが、

それが続くかどうかが課題だと思います。

そこで私が気づいたのは、若い世代には、食事

の大切さに一つでも気づくことと、食生活を見直

すような話を中心に持っていった方がよいと思い

ます。例えばカップラーメンばかり食べている方

いらっしゃると思います。そのカップ麺に何かを

プラスする。例えば野菜をとるということで改善

していけばいいのかなと思っております。

一方、高齢者の方には、食生活についてはあま

り触れなくてもいいのかなと、むしろ、どういう

ものをとった方がいいという啓蒙の方がいいと

思っています。例えば、チョコレートに含まれて

いるカカオポリフェノールっていいんだよとか、

チョコレートをこういう食べ方をすると血圧上昇

を予防できるよとか、世代によって変わった教え

方をされてみてはどうかなと思います。

さらに、これは私も悩んでいるのですが、食育

をこれからどの年代にやらなければいけないかと

いうと、20代と40代だと思います。20代は、先ほど

栗本さんがお話しされたようなことをやっていかなけ

ればいけないし、40代の方は働き盛りで、私もア

プローチしていますが、なかなか実現できなくて

困っております。自治体と食改さんのような団体、

大学、それから、我々のような民間の企業が連携

をとってやっていけば素晴らしいものができるの

ではないかと感じました。

（佐々木氏）

ありがとうございます。高齢者という話があっ

たので澤村さん、高齢者と接して感じることはあ

りますか。

（澤村氏）

岩手県では、突撃となりのおみそ汁ということ

で、一軒一軒みそ汁の塩分測定をしながら、全地

で

域を回っておりますが、その中で感じていること

は、岩手県は漬物が美味しい。みそ汁は減塩に

なってきているんですが、

漬物が美味しいため、冬場

になると漬物をドンと皿に

出してしまう。そこで私た

ちは漬物を小皿にとりまし

ょうと指導しております。

若い世代には、カップラ

ーメンについて中学校、高校に出向いて授業をし

ています。カップラーメンは食べやすいけれども

すごい塩分なんだよ、これを半分に減らして野菜

と一緒に食べましょう、というような指導をして

おります。

私たちのヘルシーレストランは今年で12回目に

なりますけれども、第１回目のヘルシーレストラ

ンは、まずい、美味しくない、が正直な御意見で

した。私たちは、美味しいものに変えられるよう

こつこつと努力をしてきました。そして昨年度の

11回目は、全員が減塩でも美味しいと言ってくだ

さいました。これは、長い間こつこつと積み重ね

た活動を評価していただいたことと、S－１ｇ大会

（国立循環器病研究センター主催）でグランプリ

をいただいて注目されたことです。減塩というの

はとても大事なことだということを岩手県、洋野

町では指導しております。

（佐々木氏）

それでは、若い世代については栗本さんお願い

します。

（栗本氏）

とても参考になる御意見だったと思います。20

代、40代の方へのアプローチに関しては持ち帰って

検討したいと思いますが、高齢者の変化を求めな

くていいのではないかという意見について、私の

専門が社会福祉なのでそちらの方から意見を述べ

させていただきます。
ー ２ ー

（澤村よう子 氏）
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つけるというのが大切だと思います。生死をさま

ようような病気だったので、お医者様からはきつ

く塩分をとらないように言われているので守って

います。月に１回定期検診があるので守るように

なりました。その前は全然気づかないというか、

考えませんでした。

（佐々木氏）

澤村さんは海女さんということですが、震災後

はどのような状態だったのか教えて下さい。

（澤村氏）

私は洋野町で海女をしております。夏場はたく

さん美味しいウニをとって提供しております。東

日本大震災では、洋野町も海岸沿いは全財産なく

なりました。何年も仕事ができませんでした。私

は、ウニをとって喜んでいるみんなの顔が好きで

すが、震災のときは落ち込んでただ涙しました。

そそういう中で、私たち食改ができることは、炊

き出しなどの支援を続けることで、私は久慈支部

長でもありますから、４年間、４市町村で支援を

してまいりました。 S－１ｇ大会のメニューもそ

の時の仮設にいた際に提供したメニューです。決

して高価なものではありません。地元にあるもの

で、そしてみんながすぐにできるものをメニュー

に取り入れています。そして、一人のおばあちゃ

んの「こりゃうんまいな、食改さん、こりゃうん

まいよ、会長さん」といった言葉で応募したらグ

ランプリをいただけました。

地元も家族もみんなが元気でないといけないと

思って、大変でしたが食改が力を合わせて泣き泣

き頑張って活動してまいりました。それが農林水

産大臣表彰ということで、昨日、会員から「私た

ちの代表だから頑張って発表してきてね」と言わ

れましたので、今日は少し緊張しましたけれども、

皆さまに届いたでしょうか。今日はありがとうご

ざいました。

皆さまに届いたでしょうか。今日はありがとうご

現在、健康寿命という言葉が結構言われている

と思いますが、病気になってしまえば、介護度に

応じてどうしても福祉的な

支援が必要になってしまい

ます。福祉的な支援を求め

る高齢者の方がすごく増え

ていて、最近、要介護度が

つきにくいです。骨粗鬆症

になって大腿骨を骨折して

歩きづらくても要支援２と判断されてしまうケー

スがあるので、健康に人生を楽しんで生活してい

ただくためには、高齢者の方へのアプローチを私

たちは止めないでいきたいと思っています。

先ほどの発表の中で鰺ヶ沢町へのおかず味噌汁

の振る舞いを行ったことをお話ししましたが、そ

の時に独居の高齢者の方から「自分は一人暮らし

だから自炊が面倒でやりたくない、だからカップ

麺をよく買って食べるし、止められない。カップ

麺の他に何を食べればいいか」と質問を受けまし

た。私たちの顧問の栄養学科の先生が、「カップ

麺に加えて野菜をとるといいですよ。野菜の中で

ももやしは手軽に売っているし、簡単にとれるの

で試してみたらいいですよ」とアドバイスをしま

した。

世代を分けて行うことは、ひとつの方法として

あると思いますが、全ての世代に、その世代に

あったかたちの食育が必要だと考えております。

（佐々木氏）

それでは、40代へのアプローチは山川さんお願

いします。

（山川氏）

私ごとですが、８年前に大病をしました。退院

しても塩分の多いものは食べられなくなりました。

しょっぱいというのを感じて。ですから、味覚を

知らないうちにコントロールするというか、癖を

つけるというのが大切だと思います。生死をさま

よう
ー ３ ー

（ 栗本楓佳 氏）
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（佐々木氏）

栗本さんは、震災のとき中学生だったと先ほど

聞きまして、もともと青森ではなくて、山形の出

身ということですが、青森に行って「しょっぱ

い」と思ったそうですね。

（栗本氏）

私は山形県鶴岡市出身で、ユネスコの食文化創

造都市に日本で一箇所だけ選ばれている市町村で

すが、鶴岡市は、ほぼ全ての果物がとれたり、米

が美味しかったりと小さなころから食を身近に感

じることができる環境で育ちました。

大学進学で青森に来て、青森県民の友達から

ラーメン美味しいよって言われて一緒にラーメン

屋さんに行ったんですよ。そしたらラーメンの汁

の濃いこと濃いこと。すごくどろどろで、底が見

えないくらい濁っていて、にぼしが入っていて、

とてもしょっぱかったんですね。私は、しょっぱ

いと思いながら食べていたんですが、その友達は

すごい美味しいと言って、汁まで全て飲み干して

いたんですよ。これだったら平均寿命が短いのは

納得だなと感じました。

先ほどの明治の方の話に戻りますが、若い世代

に食生活を見直すような指導が必要だと思うとと

もに、若い世代は今の高齢者の方に育てられ、味

覚は伝えられて連続していると思うので、そうい

うところにアプローチしていけたらと考えました。

（佐々木氏）

山川さんにうちの大学に来ていただいて、20代

の食育を考えようかと思って話をしたら、山川さ

んから「20代遅いよ」と言われたのですが、どの

年代からアプローチするといいですか？

（山川氏）

私は、幼稚園、保育園から老人ホームまでお呼

ばれがあって行っています。学生さんや職場も合

わせると年間3,500から4,000人くらいと出会って

わせると年間3,500から4,000人くらいと出会ってい

ると思います。

どの時期が一番いいのか

というと、私は、幼稚園の

年長さんにアタックするべ

きだと思います。私もして

います。小学校に入ると小

学校のカリキュラムの予定

がいっぱいあって忙しくて、先生はかまってあげ

られない、中学校に行くともっと忙しくなって流

されていってしまいます。幼稚園の年長さんは、

知識も豊富で探究心や考える力もあって、とても

興味をもってくれます。

どうして年長さんがいいかと言うと、家庭で親

といっぱい話をしているからです。幼稚園の先生

とも。子どもを使って家庭へ浸透させるという方

法をとられた方がいいと思っています。実際、私

は宿題を出したり、いろいろやっています。また、

先生方のなかで一番熱心なのは幼稚園の先生です。

幼稚園はある程度時間は決まっていますが、自由

にできる時間があるんです。延ばしたり縮めたり

自由にできるところです。ですから、私は、幼稚

園の年長さんを一番のターゲットにしていろんな

ことをやっています。

（佐々木氏）

小学生も中学生もすごく忙しいので食育をやる

のは難しい、やるんだったらしっかり、そして、

忘れないのが幼稚園の年長さんってことですか。

（山川氏）

１回では無理だと思います。複数回、関連付け

るとか、つながりとか重ね合わせて学ばせるのが

とてもいいと思っています。あと、幼稚園の子ど

も達は、あふれるような正義感を持っているし、

興味を持って肉食獣が獲物をとる時のようにつっ

こんでくる、食い込んでくるのがいっぱいありま

す
ー ４ ー

（ 山川喜市 氏）
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す。とてもいいなと思っています。

（佐々木氏）

今後こんなことをやってみたい、来年こんな感

じで考えていますということがありましたら、澤

村さんからお願いします。

（澤村氏）

平成30年度は念願だった高校に出向くことがで

きましたので、今、考えているのは、働き盛り世

代の職場に出向くというのを考えています。現在

は男性の料理教室で役場職員の皆さんに減塩指導

を行っています。今後、企業をまわっての指導を

考えています。

（佐々木氏）

作って提供するだけではなくて、指導もされる

んですよね。

（澤村氏）

一緒に作って、試食してもらう。人が作ったの

は、なるほどとなるんですが、作ってみないと良

さがわからない。子どもたちに「汐風！さんま

ロール」の指導をした際に、きちんとさんまの三

枚おろしができた時は、みんな喜んで食べる。

「ぼくが作ったから」と美味しく食べてくれたの

で、大人だってそうだと思います。

（佐々木氏）

すごいですね。食生活改善推進員さんも今日い

らっしゃっているかと思いますので、ぜひ参考に

されてください。栗本さんは４年生で、活動は後

輩に引き継ぐわけですが、卒業して働いたらどの

ような食育を考えていますか。

（栗本氏）

「おかず味噌汁」ができたきっかけは、本学の

うな食育を考えていますか。

学生の食生活を改善することと、青森県民の健康

寿命を延ばすことが目的なので、それは絶対に忘

れないで後輩に語り継いでいこうと考えておりま

す。この農林水産大臣賞の受賞により、まだ決ま

っていないので詳しくは言えないのですが、企業

とのタイアップも企画されているようなので、そ

ういうところにも挑戦していけたらいいなと思っ

ております。

私は、内定をいただいておりまして、病院に就

職することが決まっています。病院はいろいろな

方が入院されているので、その方に合わせて管理

栄養士さんと相談しながら、どういう食事がいい

のかというところをソーシャルワーカーとして患

者さんの一番そばで支えていきたいと思っており

ます。

（佐々木氏）

では、山川さん、今後のファームの展開につい

てお願いします。

（山川氏）

教材についても自分で作っていますが、まず、

方法から言うと、導入がとても大切だと思います。

最初から食材があって始めるのもいいですが、も

っとその前に子ども達の興味を引く、みんなの興

味をひいて、気になって、そういうきっかけを作

って導入する経緯がとても大切だと思います。

なぜかというと、導入の時の感情の高ぶりや強

さはずっと尾を引いてその後の学びにもつながっ

ていくからなんです。その導入のきっかけとして

は、不純な動機がとても必要だと思っています。

子ども達は不純性とかそういうものにとてもひっ

かかってきます。猫もじゃらしていると、年中動

いていたら寄ってきませんが、ちょっと止めたり

すると身構えて獲物をとりにくるようなところが

あるでしょう？ああいうのがとても必要だと思っ

ています。

いて
ー ５ ー
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そして、ひっかかったものを動機付けして、導

入して、ひっかかったものをより深いところへ引

き込んで、意味の深いものを伝えたり、学んだり、

体験するというのが大切だし、その後に事後学習

というのが必要です。

事後学習ではっきりものを伝えています。いろ

いろな心の動きや思いや感じたことを積み重ねて

いって、事後学習の最後で、きちっとしたまとめ

や整理をして大切なものを区分けしてインプット

しておくことが大切だと思っています。

（佐々木氏）

そういう意味では、澤村さんすごいなって、栗

本さんよくやるねって、山川さんで「えっ」とい

う感じのインパクトがあったのですが、最初に悪

い酪農家って言うのは、導入のところで興味を引

くためですか？

（山川氏）

たぶん皆さんはいい人だと思いますが、私は

「悪い酪農家です」と宣言して、その後、子ども

達に「あなたの先生はいい先生ですか？」と聞い

ています。子どもたちは「いい先生です」と言い

ます。「じゃあ、お父さん、お母さんはいい人で

すか？」と聞くと「お父さんもお母さんもいい人

です」と言います。でも、私の話をずっと聞いて

いくと、みんな当事者になるんです。部外者、関

係ない他人事ではなくて、みんな当事者になる話

をします。そうすると、終わりは、お父さんもお

母さんも校長先生も本人もみんな悪い人になって

います。そういうふうに自覚してもらうようにし

ています。それが人間として普通なんだよという

ふうに。幼稚園の子に矛盾や疑問や大問題も平気

で与えています。

（佐々木氏）

トリとブタのいじめがなくなったっていう答え

がすか？

がなかったんですが、それは皆さんに考えてもら

うんですか？

（山川氏）

トリとブタのいじめを

ゼロにした方法について、

質問はないんでしょうか。方法について誰も聞か

ないんですよ。聞かないから教えていないだけで

あって、子ども達には全部教えています。答えを

聞いた方がいいですか。

（佐々木氏 皆さんうなずいていますよ。）

まず、時代背景は、高度経済成長期の後半です。

高度経済成長期とは、右肩上がりに産業が発展し

て、何でも利益を追求して、利益を上げ、そのた

めに合理化、効率化をはかりました。一般的には

機械化もしました。畜産業界も同じように、狭い

ところにいっぱい飼って大儲けをしようと企みま

した。そしたらいじめが始まりました。弱いトリ

を見つけて、皆で尻をつついて、死ぬまで血だら

けにして。排除しても排除しても連鎖的につな

がっていって全部死ぬようなこともありました。

ぶブタも同じですが、解決した方法は、お金もか

けない、場所もとらない、時間もとらない、要す

るに環境のいいところ、広いところに移転したり

していません。お金がかかるので。ケージに入れ

て接触しないようにしたりもしていません。現状

のままゼロにしたんです。

何をしたかというとクチバシの先をはさみで丸

く切りました。つつくのは止められないけれども、

つついても傷つかないようにしました。それで、

いじめはゼロ。被害もゼロ。ブタは同じ考えで

いったら何を切ればいいのでしょう？ちなみにト

リのクチバシの先は、卵が雛にかえって、うまれ

てくるときに内側からクチバシの先で殻を割って

自分でうまれてくるんです。卵歯といってうまれ

るのに必要な武器です。それをうまれるとすぐに

ショックのないうちにハサミで切って密飼いをし

ても
ー ６ ー

令和元年度第2回食育セミナー「未来へつなげよう食育～大臣賞受賞事例を活かして～」
2019.10.4 仙台合同庁舎Ａ棟７階会議室Event Report



ています。ブタは犬歯を切っています。いくら噛

んでも傷がつかない。

その延長で人間を考えるとどうなるでしょう。

何を切ればいいんでしょう。その延長で考えるこ

ともできますし、全く別の考え方もあります。ま

ず、延長線で考えた場合は何を切る？おばちゃん

達にもこういう話をします。おばちゃん達はとて

も簡単に素早く答えます。「手を切る」。他には

「首を切る」と言っていました。人間の武器を考

えるといっぱいあります。おしゃべり、スマホ、

ナイフ、銃、金属バット、車、何でも武器です。

インターネット、ゲームみんな武器です。人間は

持っている武器が多いので別に考えた方がいいで

す。この宿題は、皆さん、後で考えてください。

トリとブタのいじめ解消の方法を知った上で人間

のことを考えてください。

いじめをしたのは、トリ、ブタ、人間。しな

かったのは、ウシ、ペット、野生です。それはそ

れなりの理由があるからです。いじめをした方も、

しない方も理由があるからです。答えを導くには、

高度経済成長期にどんなことがあったかを考えて

もらいたい。合理化、効率化、規模拡大、あと、

専業、分業化があったでしょ。外部委託、外部依

存が増えたでしょ。子どもは誰が育てるでしょう

か？そのへんも考えてもらいたい。

ニワトリに例えてヒントを言いますと、今、有

精卵が孵化しても雛は親鶏と一切会っていません。

昔は、親鶏が長い時間温めて孵化していました。

ブタもお産した後、少なくともほ乳期は母ブタが

みていました。その頃はいじめはいっさいありま

せんでした。それを止めたからいじめが始まった

んです。ニワトリの場合は人工孵化、人工飼育、

機械がエサを与えて育てています。飼育者は何も

子ども達に教えていません。いじめをしてはいけ

ないとか。または、自然孵化の場合は親鶏が緩衝

材になってものを伝えていたと思います。

人間も外部委託して保育園、保育所に丸一日あ

ずけて働いているんじゃないですか。親は子ども

ない ー ７ ー

ずけて働いているんじゃないですか。親は子ども

に何も教えないで。子どもは保育園、保育所に

行って帰ってくるとものを全部知って帰ってくる

と思っているでしょう。問題はお母さんとお父さ

んにあると思っています。

（佐々木氏）

ありがとうございます。それでは、そろそろま

とめてみたいと思います。皆さんにもう一度セミ

ナーの狙いについて

お話ししたいと思い

ます。今日は食育に

関心のある方が来て

いただいたと思いま

すが、難しく考えな

いで、普段の生活の

ちょっとした気づきや行動から何か始められるこ

とがあったらということが本セミナーの狙いです。

おお三方のお話しを聞いて、すごいなというだけ

じゃなくて、自分が今日からでも明日からでもか

まいせんので始められることがありましたらぜひ

お願いしたいということと、皆さんのチラシの中

に今年度の食育活動表彰のチラシが入っています。

ぜひお三方に刺激を受けて、我こそはという方は

応募していただければと思います。

お三方に共通するのは情熱があるということ、

私一人でも何とかするという情熱が皆さんに伝染

していき、必ず皆さんにできることがあるし、私

たちも何かお役に立つことがきっとあるというこ

とと、食育とは、華やかな花火ではなくて、長年

のこつこつ継続した活動が認められていくんだと

いうことを感じました。

最後にお三方のこれからの御活躍にどうぞ拍手

をお願いします。

ありがとうございました。
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【開催概要】

　○開催日時：令和元年１０月４日（金）　13:15～15:４５

　○開催場所：仙台合同庁舎A棟東北農政局７階 会議室（仙台市青葉区本町３－３－１）

　○参加者数： ８６名　　

　○アンケート回収数：８１枚（回収率  94.2%＝81/86）

　　　　　　　（回答者内訳：女性７４名(91%)、男性７名(9%)）

令和元年度第2回食育セミナー「未来へつなげよう食育」アンケート結果
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セミナーは参考になりましたか

最近一年間に農林漁業体験がありますか
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○アンケートに記載いただいた主な意見・感想（抜粋）

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

命をいただいていること、生かされている、ということを改めて感じ、子どもにも伝えていきたいと思いました。栄養士として

地域に貢献したい気持ちが大きくなりました。学生さんの味噌汁の取組みもとてもすばらしいと思い、メタボの仕事をして

いるので働き盛りのお父さんたちにも、何かやれることを提案していきたいです。　　　　(女性　40代　栄養士・調理師）

洋野町の活動、会員さん一丸となって頑張っている事に今後も応援したいです。私も食改で活動しています。おかず味噌汁、

塩分に気をつけて1日１回調理してみます。生かされていることに感謝したい、命を大切にしていきます。すべての事例発表

素晴らしかった。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(女性　70代　その他）
青森県立保健大の栗本さんが、生き生きと現場の話をした上で、的確に問題に焦点をあてた改善案の提案などをしている姿が

印象的でした。同じ年として刺激を受けられて、非常に有意義であったと感じています。　　　　　　(女性　20代　学生）

同じ大学生である栗本さん”おかず味噌汁”を提供する取組みを行っていることに感動しました。福祉学科という分野を生かし

て、青森県のため、学生のために様々な取組みを行っており、私も健康栄養学科の学生として、誰かのために食から支える

人になりたいと感じました。今回のお話を受けて、今後の考え方の範囲を広げたいと思いました。　　(女性　20代　学生）
にわとりを殺してカレーライスを学生達が食べるビデオを見た。とてもリアルだけど本来「食」とは「命のめぐみ」をいただい

ているものと感じた。もっと興味を持ってもらって食への感謝や、残さずに食べるということを心がけてほしい。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（男性　50代　会社員・団体職員）

本日の講演とても刺激になりました。物事の表と裏、よく考えるようなことにつながる食育を、家庭で地域で、できることから

コツコツ続けたいと思います。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　（女性　40代　その他）

食生活の見直し、食べ物の原点に返る事は今日の教育に大変必要だと思いました。　　 　（女性　20代　学生）

食育を保育園で行っていると、子どもだけでなく親への必要性を感じますが、「忙しさ」と「経済的余裕のなさ」がネックに

なっていると感じます。無理なくできる食育について日々悩んでいます。　　　　　　　　(女性　20代　栄養士・調理師）

町でも幼少期からの食育が大切かと目をつけておりますが、なかなか進めることが難しいです。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（女性　20代　栄養士・調理師）

保育園で働いているので、今まで子どもたちに向けた食育のことに注目しがちだったが、今日いろいろな活動をされている方の

お話を聞き、食育といっても様々な形があり、つながっているのだなと感じることができた。今後生かしていければと思う。

ありがとうございました。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(女性　40代　栄養士・調理師）
食事を楽しんでもらうための工夫や、命の大切さについて改めて考え直すきっかけになりました。体験談(事例）を通して、

食育には様々な方向や業種が関わっているのだと感じました。私自身も、様々な体験や活動を通して食育を伝えていける

栄養士になりたいと強く思いました。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(女性　40代　栄養士・調理師）
食育を行うには、横のつながりを見つけることが難しいと感じていたので、多様な機関が関わっている事例を聞くことが

できてよかったです。多職種、業種連携をして行くには、どういった風にアポイントを取るのかというところも詳しく聞いて

みたいと思いました。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(女性　21代　栄養士・調理師）

食育は、こころを育てるものであると私は考えます。食べることで心が強くなり、体も強くなると感じています。私ができる

ことは、少しでも食の大切さを身近な人に伝えることだと思います。役に立てる人間になれるよう努力したいと感じるセミ

ナーでした。ありがとうございました。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　（女性　20代　学生）
畑、とり、豚、牛、魚から調理、食べるという一連の流れに触れる人が増えることで、生きる力ももっとつくのかなと最近

とても強く思っています。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(女性　40代　栄養士・調理師）

山川さんが導入が大切と言っていたことに賛同した。興味関心がそこから始まり、こちらから与えるのではなく、対象者主体で

やってみたり考えてみたり、が大切だと改めて感じた。　　　　　　　　　　　　　　 　（女性　30代　栄養士・調理師）
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