
Shokuiku Work Shop in エル・パーク仙台

平成29年6月22日、食育ワークショップ「子どもの可能性を

ひろげる食事～未来の子どもに残せるもの～」を開催し、仙台

市を中心に40名の方々に参加していただきました。

食育は、生きる上での基本であって、知育、徳育、体育の基

礎となるべきものです。様々な経験を通じて、「食」に関する

知識と「食」を選択する力を習得し、健全な食生活を実践する

ことができる人間を育てることが重要であり、子ども達にとっ

ての日々の食事は、こころと体を育み将来の穏やかで心豊かな

生活の基礎となるものです。

本ワークショップでは、「食育月間」の取組みの一つとして、

公認スポーツ栄養士の作田雅子氏を講師に、スポーツ選手と食

事の関係や小中学校・高等学校での食事と体作りから、日本型

食生活の大切さや未来の子どもたちに何を伝えていくかについ

て講演していただきました。

また、講演の後には「子どもの食生活を考える」をテーマに、

日頃取り組んでいる食育活動や考えていることをワールドカフ

ェ形式（20分×３ラウンド）で情報交換を行いました。行政・

保育所（園）・農業団体・企業など活動の分野は異なっていて

も、食育を取り組んでいる立場であり、各ラウンドとも非常に

活発な話し合いがなされていました。お互いの会話の中から、

新しい発想が生まれ今後の食育活動に活かされることを願って

います。

東北農政局経営・事業支援部地域食品課

講師 作田雅子 氏
管理栄養士／調理士

公認スポーツ栄養士

小さい頃から食べることを楽

しむ感性を育むことが、子ども

の可能性を広げます。

小中学校・高等学校から大学

・社会人のスポーツ選手まで、

食事の面から選手の身体作りの

指導に取り組んでいます。



講 演

作田雅子氏 〔管理栄養士／公認スポーツ栄養士〕

私は、医療の現場で管理栄養士の仕事

をしていましたが、そのときから、自分

がスポーツをしていたこともあって、食

べることとスポーツに関わった仕事をし

たいと思っていました。

20代後半からスポーツの現場で働くことになるのですが、病気の人も

スポーツをしている人も、私が思っていた以上に「食に興味のない人が

たくさんいるな」ということを感じていました。

体が資本のスポーツ選手でも、体重を増やしたいけど食べても食べて

も増えないと悩んでいる選手がすごく多くいます。「これをどうしたら

解消できるかな」と考えたときに、子どもの時から食べること自体を「楽

しい」とか「おいしい」とか楽しむ感性を育んでおかないと、体を作る

ために必要な量を食べるということが苦痛でしかないのです。

こうしたことにならないために、若い世代から

食育にアプローチしたいと考えて食育の活動を始

めました。

仕事柄、様々なスポーツの現場に行

きますが、野球の選手を見ることが多いです。そこで食事の話しをする

と選手や監督に「親にも話しをしてください。」と言われます。

親の関わりは大事ですが、スポーツ選手としての体をつくるためには、

高校生以上になると「自分が何をどれだけ食べるのか」を自分で決める

ことが大事になります。親や合宿所などで作ってくれる食事や弁当に、

自分が必要とするものを入れてもらうように交渉するとか自分のために

協力して欲しいということをきちんと話せるように、いつも食べている

ご飯の量を自分でおむすびにしてみて、自分が必要とするご飯の量とく

らべるといった指導もします。

スポーツ選手の食事は、とりあえずいっぱい食べればいいというもの

ではなく、栄養の基本を学んで自分で食べる量を考えられることが必要

です。

もっともつらいのは食事トレーニングだという選手が多いです。特に

小食の選手とか疲れた時に食べられない選手、内臓が少し弱い選手だと

すごく苦痛に感じるそうで、食べたものを受け止める体ができていない

選手は、ずっとつらいと話しています。

©「ひよっこ料理人 魚戸おさむ

■大学１年生。一人暮らしで９ヶ

月過ごした時に、母親に弁当につ

いてインタビューをまとめたレポ

ートの一部です。

■お弁当をつくるのにどんなこと

に気遣っていましたかという質問

に、丈夫な体で健康な生活を送れ

るようにと、なるべくいろんな食

材を使って、主食、主菜、副菜は

必ず揃えるように作りました。

■小中の時は給食の献立をみて、

朝・夕同じメニューにならないよ

うに気をつけて食事を作っていま

した。食事のバランスを考えるこ

とはもちろん、夕食は時間をかけ

て食事を作ることを心がけ、誕生

日でもクリスマスでもイベントの

時にはパーティーメニューにした

子どもは親に育てられてい

ることに感謝をしています。

だから、特別なことをしな

くても、感じているんです。



そういう選手には、栄養が大事なのではなく、勝つための体作りとし

ての練習を一番に考えて欲しいと言います。この練習をしっかりするた

めには、「休むこと」と「食べること」が絶対的に必要になります。

体はトレーニングをすることによって細胞レベルで壊れます。免疫力

も落ちます。そのときにちゃんと体を休ませ、食事をとることで、いま

までより太くて強い筋肉になります。

この繰り返しで、練習を質が高く集中して行うた

めには、ここをしっかり自覚している人ほど、休む

こと、体のケアをすること、そして食べることをセ

ットで考えています。スポーツ選手には、本当に強

くなるために何をどれくらい食べるかを決めるのは

自分だということを徹底して伝えています。

私は現役の大学生や社会人のスポーツ選手の将来性を考えると、小学

生のうちから三食を規則正しく食べる食習慣を身に付けて欲しいと思っ

ています。

朝食にメロンパンとか、コンビニのおにり１品では、しっかりした食

習慣といえないので、ごはんとみそ汁に主菜が１品くらいは食べるよう

にしてください。スポーツをしているしていないに関わらず、中学生に

なれば体がどんどん大きくなってきますので、規則正しく食べる生

活習慣を身に付けておくことは大事なことです。

特に、スポーツをしている人は体が大きくなると運動量が増えますか

ら、量を食べこなすということを意識しなければなりません。量を食べ

こなせる内臓を作っていれば、高校で強豪校にはいって練習量が多くな

って疲れ切っても、ベースの内臓に食べる体力が付い

ていれば必要な食事を食べこなすことが出来ます。

私がサポートしている高校球児は、すごくたくさんの食事を食べてい

ます。どのくらい食べているかというと、甲子園に出たいなと思う高校

の球児であれば、スタートラインは1日4500キロカロリーくらいと言わ

れています。その調査対象になった高校生の三分の二は、もっと体重を

増やしたいと答えていたので、これくらいでも足りないと言うことなん

です。

高校ではウェイトトレーニングも始まりますから、その

筋肉を増やすためにタンパク質の必要量がグンと増えま

す。この必要量を消化・吸収・代謝するには、必要に応じ

た食事を食べこなす内臓力が必要です。この内臓力を伸ば

すのは小・中学生の時期です。この時期に、ちゃんと食べる体力を作っ

ておかなければいけないということです。

りして、彩りよく美味しく楽しく

食べられるように食事を作ってい

ました。

■お弁当には毎日勉強や部活が一

生懸命できるようにという思いを

込めました。

■ランチの時間は、楽しく食べら

れるように盛り付けに工夫をしま

した。お友達が子どもの弁当をみ

て「おまえの弁当美味しそうだな」

といってくれたことがとても嬉し

かったです。

■高校三年生の最後につくるお弁

当は、いろいろな思いがこみ上げ

てきました。同じようなメニュー

のお弁当だったけど、毎日残さな

いで、「おいしかった、ありがとう」

といって空のお弁当箱を出してく

れたけど、こちらこそ全部たべて

くれて「ありがとう」という思い

で、最後の日まで一生懸命お弁当

を作りました。

■本当にいろんな意味で自分を一

生懸命育ててくれたんだなと感じ

ました。小中高と弁当を作ってく

れましたが、私が一番思い出に残

っているのは、高校生のときのお

弁当です。

■小中の時は部活のときだけでし

たが、高校では、毎日欠かさず三

年間お弁当を作ってくれました。

毎日お弁当をつくるのは凄く大変

だったと思うし、まだ自分が眠っ

ている中、毎日朝早くから起きて

お弁当を作ってくれた母親を本当

に尊敬しています。

■いま親元を離れこうして一人暮

らしをしているからこそ、ようや

くご飯をつくることや生きて行く

ことの大切さをわかってきた気が

します。また、どれだけ親に迷惑

をかけてきたかということも日々

感じることが増えてきたと思いま

す。

■このインタビューを母親と電話

でやりとりをしていたとき、高校

三年間での弁当作りの思い出話で、

いきなり母親が泣き始めました。

ここからは学生の感想です。



その対策のひとつは口からしっかり噛んでたべることです。ちょっと

食べるのが辛いぐらいで、噛まずにゼリーやお茶漬けのように流し込ん

でしまうと体の中でうまく吸収されないのです。

スポーツ選手の皆さんには、ちゃんと噛んでたべることによって唾液

がでて、内臓が動き出すことを意識して取り組むことを伝えています。

食事から見える強豪校とそうでない高校の違いは一目瞭然です。強い

学校でものすごい練習をしているのに怪我が少ない学校の弁当は、ご飯

もおかずもびっしり詰められています。反対に弱いチームでいつも誰か

が松葉杖をついていたり、腕をつっていたりするチームのお弁当は、ご

はんの量もおかずの内容も全然足りません。

この差のままで、一日三食食べたら一年間で1,095回食事する機会が

あるので凄く大きな差になります。

見た目も大事ですが、必要な食材で必要な量を調理して、ぎっしり詰

めることに愛情を込めて、子どもの体作りを支えて欲しいです。

東北には、お米や肉、海産物など、学生やスポーツ選手

が必要とする美味しい食材がたくさんあります。そういう

良いものがたくさんあるところで育ってきたのに、今の大

学生でチームに入ってくる選手達は、自分たちの地元の美

味しい食材を食べたことがをなくて、その味を知らない子

がたくさんいます。小さい頃からそうした食材を食べていたら、味覚も

もっと育っていたでしょうに、もったいないですね。

また、いままで家のことを全然してこなかったことから、食事にまつ

わるさまざまな問題も起こります。

これは、ごはんを炊いていたら、炊飯器から泡が出て

きた事件です。米を洗剤で洗って、良く濯がないまま炊

いたら、蒸気のでるところから泡が吹き出てきたという

のです。問題は、それを彼らが平気で食べるということです。ご飯の炊

き方を知らないからそういうもんだと思い込んでいるんです。おそろし

いですね。

私ももらい泣きしそうでしたが、

やはり高校三年間のお弁当づくり

が一番大変で一番思い出に残って

いるんだなと感じました。

■いまは大学に通わせてもらって

いることに感謝し、日々勉強に励

み、いつかは親に恩返しができれ

ばいいなと考えています。

絶対家で目の

前では言わない

ですよね。

だからお母さ

んに伝えてあげ

たいなと思うんですけれど。

でも、その感謝を体験すると

いうことを親元にいるときに身

に付けておいて、大学生になっ

たら「お陰で当たり前のように

自分で出来るよ」「不安なく、

くらしていけるよ」という風に

なってもらえたら、もっと元気

になってチャレンジフルな大学

生や社会人が増えて、その人達

が社会を変えていくんじゃない

かと感じます。すごく特殊なこ

とをしなくても子ども達はちゃ

んとみています。

だから、そういった姿をみせ

てもらえれば子どもはちゃんと

学んでいくと感

じています。



これは、自分で作ったみそ汁を飲んで、お腹が痛く

なった事件です。夏場に栄養相談に来て、「朝作ったみ

そ汁を夜飲むと、とろみが付いているんですよ」「えっ、

なめことかいれたの？」「いえ、なにも」「とろみをつ

けたの？」「つけてません」「そのみそ汁を夜に飲むと、いつもおなかが

痛くなるんですよ」「いつも？どいうこと？」朝作った時になかったと

ろみがでているということは、一口目で絶対変な味とか臭いがする筈な

んです。

でも、この頃の子は食べきれちゃうんです。本能で危ないものだって

感じて「ウエッ」てならなくて、食べきっておなか痛くなってお終いな

んです。

私たちは生きるということを、家事を手伝いながら学びますが、この

子たちはなにも学んでいないないんです。その理由のひとつとしては、

家庭でお手伝いをする時間が減っていることです。

私のことでいうと、朝起きたらガスの元栓を開いてガス釜のスイッチ

を入れ、ご飯が出来上がったらご飯を仏様に供えるのも子どもの仕事で

した。

お皿を並べる、ゼンマイ時計のねじを巻く、というような役目もあり

ましたが、全部親御さんや周りでやってあげているんです。

この家事のお手伝いという土台があってこその遊びやコミニュケーシ

ョンだったわけですが、そうした原体験がなくなって、

生きることに直結する「暮らす」と言うことが、子ど

もの時代から身に付いていないので、「とろみがつい

たみそ汁事件」のように、大きくなってから大変難儀

なことになるんです。

家庭での周りの大人達がいろいろやってくれる生活か

ら外に出たときに、周りの人が自分の思うとおりに動い

てくれないと凄いストレスになります。

ストレスに耐えられなくなって、十分な食事が取れな

くなりサプリメントに走ったり、食事や生活を考えなくなったり、自分

の体や暮らしに時間をかけることが面倒臭くなったりします。その結果、

World Cafe

■子どもの食事は親が知らない

と良い食事も何も分からない。

親子いっしょに食に関する知識

を知らせていったり、他の世代

との交流が必要。

（栄養士、女性）

■普段の食育について、やは

り子どもの頃からの経験が大切

なんだということを感じました。

（栄養士、女性）

■男女年齢関係なくみんなが料

理にふれ、楽しく食事をするこ

とが大切で、「楽しいとおいし

いはイコール」だと感じました。

（行政職員、女性）

■いろんな職域で働いている方

と意見交換ができたことで食

育についての考え方の視野が広

がりました。

（栄養士、女性）

■若い参加者が多かったのは、

とても良い集いでした。

（職業不明、女性）

■様々な現場の話を聞くこと

ができとても参考になりまし

た。そのような様々な人たち

と横のつながりがもっと充実

すれば、子どもたちにも良い

アプローチができると思うと

感じました。

（栄養士、女性）



「元気がない」「疲れた」「だるい」「しょっちゅう風邪引く」という悪

循環に陥ってしまうこともあるんです。

食育という意味で言うと、親がしている調理や

食事への関心が高まってくる５歳くらいがお手

伝いを始めるタイミングだそうです。

食器を運ぶとかレタスをちぎるだけでも、ご飯

をよそうだけでも、子どもは料理を手伝うことが

楽しくなります。子どもが料理をやりたいと思っても親から断られたり

するのは悲しいことです。そのときに親御さんが我慢して手伝わせるこ

ととお手伝いにチャレンジした子どもを褒めることが大事だと思いま

す。

子どもの可能性を広げるには、子どものタイミングでチャレンジさせ

ることが大事なんです。失敗しても成功するまでやり続ければいいので

す。やれなかったことが出来るようになって成功体験が身に付くのです。

さらに、自らが作った料理で周りの人から喜んでもらえることも、子ど

もの感性を育てることになります。

チャレンジさせないということは、今は楽かもしれませんが、その子

どもが大きくなってから、大学生の「事件」を紹介したようなことにな

らないように、食事を作ることも、食べる事も含めた「暮らし」の中で、

最低限自分の力で出来る知識と技術を身に付けておく

ということです。

そういう環境で子育てをすることが、トップアスリ

ートへの可能性を広げることにつながります。そして、

なによりも暮らしを学ぶことによって生きる力を身に

付けることにつながります。（終わり）


