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１　研究主題について

（１）主題設定の理由（本校児童の実態より抜粋）
本研究を推進するにあたり、食生活アンケートを行った。以下は、アンケートの中で成長期の子どもにとって、特に

大切な「朝食摂取率」についての結果である。
食生活アンケート設問２の回答率「毎朝「朝ごはん」を食べていますか」（どのくらい／週）� R2.6.27実施

毎朝食べる 週に２～３日
食べない日がある

週に４～５日
食べない日がある ほとんど食べない

本　校（令和２年度） 81.8% 8.7% 4.6% 4.9%
福岡県 （平成27年度） 86.3% 9.5% 1.5% 2.7%
 〔第3回福岡県の児童生徒食生活等実態調査報告書（平成27年度）より〕

本校と福岡県との数値を比較すると、明らかに朝食摂取率が低いことがわかる。週単位で朝食を食べていない子ども
が約５％いるということは、朝食を食べない子どもが１学級あたり約２名いるということになる。朝食は、健康な身体
をつくるだけではなく、日頃頑張っている学力や体力とも相関があると言われている。また、感染症等の予防となる免
疫力を高める役割もある。このことからも、自分の食生活を振り返り、毎日の食事に関心をもち、よりよく改善しよう
とすることは、健康な生活を実現するうえからも大変意義がある。

（２）主題・副主題の意味
「食に関心をもつ」とは、生涯にわたって、健康な生活を維持していく基礎となるべく食に関する確かな知識と食を取

り巻く社会的な環境である食文化や食の生産と需要、食品選択等、情報について学び、それらを自分のこととして考え
ることができることである。
「健康な食生活の実現を目指す」とは、１日３回の定時に、選択、適量の栄養バランスの整った食事を摂り、生活に必

要なエネルギーと食事から摂取するエネルギーとの調和のとれた生活を意識し、行動することである。健康な状態の自
覚とは、身体が丈夫で病気がないことが第一であるが、美味しく飲食ができることも健康であると判断する際に重視で
きることである。
「食育の視点を位置付けた食に関する指導を通して」とは、学校における食育の推進を踏まえ、学校の教育活動全体を

通して、食に関する資質・能力を特別活動の時間の他、各教科、総合的な学習の時間等の指導において育むことである。
食に関する指導の実践においては、「食に関する指導の手引」（文部科学省）で示されている６つの食育の視点（食事の
重要性、心身の健康、食品を選択する能力、感謝の心、社会性、食文化）を指導内容の中に位置付けることとする。

（３）めざす子ども像
〇　  食べ物に興味、関心をもち、食の大切さを考えたり、食習慣を身に付けたりする子ども。
〇　  食と心身の健康との関係について調べたり、考えたりして、粘り強く課題に取り組む子ども。
〇　  食に関する知識や情報をもとに、日常生活の中で健康な食生活を実践しようとする子ども。

２　研究の内容について

（１）具体的な手立て
特別活動 [ 学級活動 ]（２）エ「食育の観点を踏まえた学校給食と望ましい食習慣の形成」をはじめ、体育科の保健（１）

ア領域、家庭科、社会科、総合的な学習の時間等の学習を通して、食育の視点を位置付けた食に関する学習指導の在り
方を明らかにする。学習においては、以下の手立てを取り入れる。

①　発達段階に応じた６つの食育の視点
　　  　「食に関する指導の手引」で示されている６つの食育の視点（食事の重要性、心身の健康、食品を選択する能力、

感謝の心、社会性、食文化）に基づく資質・能力を学年の発達段階に応じて整理する。

②　思考力、判断力、表現力を育むことを意識した学習指導
　　  　課題を解決するために、思考するための技法（順序立て、比較、類別、理由付け、関連付け等）を取り入れ、

一人一人が自分の考えを表すことができるようにする。また、自分の考えを書く活動を位置付ける。

食育指導
実践例

令和２・３年度公益財団法人福岡県学校給食会学校給食研究指定委嘱事業報告

「食に関心をもち健康な食生活の実現を目指す子どもの育成」
～ 食育の視点を位置付けた食に関する指導を通して ～

� 飯塚市立飯塚鎮西小学校
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③　ＩＣＴ機器を活用した学習活動の工夫
　　  　ＩＣＴ機器等の活用推進を踏まえ、学習において、課題と出合う場面や、本時学習で課題解決につながる中心

的に考えさせたい場面、課題解決に至った後の学習のまとめや、さらに深く考えさせたい場面において、ＩＣＴ
機器の活用や具体物の提示を取り入れる。

（２）研究の実際（実践例より）
①　��第５学年　社会科学習より（知識構成型ジグソー法）※令和２年度（１年次の実践）
　　  ア　単元名　　これからの食料生産（食育の視点：「食品を選択する能力」）
　　イ　主　眼　　　

　　  　生産者の人たちの願い、消費者が食料品を買うために気をつけていること、食料輸入のメリットとデメリッ
トの観点から日本のこれからの食料生産を発展させていくためにどのような取組が必要かを自分の考えで発展
させる方法を見つけることができるようになる。

　　ウ　本実践の成果と課題　以下、成果（〇）と課題（●）
　　〇  　生産者の願い、消費者が食料品を買うために気をつけていること、

食料輸入のメリットとデメリットの３つの資料をもとに自分の考えを
それぞれ書かせたことで、話し合いが活発になった。また、授業内で
振り返りをさせる場面で課題に対する自分の考えを書く子どもが多く
いた。

　　●  　バランスを考えた資料の作成と明確な答えが出る課題であれば交流
も活発になったと思う。食育を含む授業だったが、環境問題のことを
書いている子どもが多く、食品選択の観点を考えさせる資料の作成が
必要だった。

②　��第５学年　社会科学習より（ワールドカフェ形式）※令和３年度（２年次の実践）
　　  ア　単元名　　これからの食料生産（食育の視点：「食文化」）
　　  イ　主　眼　　

　　  　国内の食料生産の課題をもとに、「生産者や消費者」や「地球環境」
の視点を関連付けながら課題解決の方法を話し合う活動を通して、消
費者の立場から自分たちにできる行動を考え、今後の行動指針として
書き表すことができる。

　　ウ　本実践の成果と課題
　　〇  　子どもたちは、日本の食料生産の課題や輸入の長所・短所、生産者

の取組から、自分たちも消費者としてできることを環境への配慮を含
めながら考えることができていた。

　　●  　食品ロスの問題の時に好き嫌いや感謝の視点のみで考えている子ど
もが多くいた。理解表現する場面では、個人差が見られる場面があっ
た。

３　研究のまとめ

本研究は、朝食摂取率の向上を起点に健康な食生活の在り方を追究した２年間であった。
「毎朝「朝ごはん」を食べていますか」（どのくらい／週）�� R3.11.1実施

毎朝食べる 週に２～３日
食べない日がある

週に４～５日
食べない日がある ほとんど食べない

本　校（令和３年度） 83.4% 9.2% 3.3% 4.1%
本　校（令和２年度） 81.8% 8.7% 4.6% 4.9%

上記のように、数値の向上はあったものの微増というところである。食育を進めるうえで、家庭と協働して生活改善
を図る必要性を感じる。また、家庭生活にも関わる食、食生活の指導においては、子ども自身が生活の主体者となるよ
う指導する必要がある。事物、事象と出合い、そのことについて自分なりの考えをもち、家族や友だちと話し合うこと
で自分自身の生活改善に生かすことができる。２年間の授業実践は、書く活動、話し合う活動を取り入れ、思考力を働
かせることで、健康な食生活について考えるきっかけとなった。今後も、栄養教諭等を中心に年間指導計画、食育の意
識チェック等を続けていきたい。

【写真：ジグソー活動をする様子】
（令和２年度の実践より）

【写真：電子黒板の活用】
（令和３年度の実践より）
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近年、気管支ぜん息、アトピー性皮膚炎、アレルギー性鼻炎、アレルギー性結膜炎、食物アレルギー、アナフィラキシー
等、アレルギー疾患の罹患者数が増加傾向にあります。本県においても、食物アレルギーを有する児童生徒数、在籍学校
数は増加傾向にあり、学校の危機管理の一環として、平時、緊急時のいずれにおいても、管理職の指揮のもと、的確で素
早い対応が求められています。

こうした状況を踏まえ、福岡県教育委員会では、昨年度に引き続き、（公財）日本学校保健会と共催で令和４年８月26
日に県立ももち文化センターで本講習会を開催しました。

まず、文部科学省初等中等教育局健康教育・食育課の松﨑美枝健康教育調査
官から、「学校におけるアレルギー疾患に対する取組」について御説明をいただ
きました。（写真１）

全ての児童生徒が安心して学校生活を送ることを目標に、アレルギー疾患へ
の理解や連携体制づくり、緊急時の速やかな対応など、学校におけるアレルギー
に対する取組について段階的にお話しいただきました。特に、ガイドラインや
学校生活管理指導表を活用した正確な情報の把握と共有に努め、組織として事
故予防や緊急時の対応を行う必要があることを強調されていました。

次に、大牟田市立大牟田特別支援学校の月野萌養護教諭から「食物アレルギー
への対応に係る本校での危機管理の取組」の実践発表がありました。（写真２）

食物アレルギーの対応体制を整えることで、教職員の危機管理意識や、生徒
本人や保護者の管理能力を高めることができた取組について話されました。こ
れまでのアレルギーへの対応から明確になった改善点や課題を職員研修で共通
理解を図り、手順や役割分担を再確認したことや、生徒本人や保護者への支援
を意識したアレルギー会議を設定したことなどの成果は、参加者にとって今後
の参考となる内容となりました。

続いて、福岡市立こども病院アレ
ルギー・呼吸器科長手塚純一郎先生か
ら、「学校におけるアレルギー疾患対応」と題して御講演いただきました。（写真３）

初めに、食物アレルギーやアナフィラキシーが増加していることに触れ、食
物アレルギーやその症状、診断や治療について医師の立場から詳しい説明があ
りました。食物アレルギーを起こしやすいものを乳幼児時期に与えないことや、
血液検査から疑わしいものは完全除去するという以前の食物アレルギーの治療
方針とは違い、食物アレルギーは皮膚から獲得するという考え方や、乳幼児期
の除去が逆にアレルギー有症率を高めてしまう研究結果を示し、ハウスダスト

の中にナッツ類の油が付着し、皮膚から獲得してしまうという、近年、食物アレルギー原因食品としてナッツ類が急増し
ている原因についてお話しいただきました。また、アナフィラキシーとアナフィラキシーショックの違いに触れ、エピペ
ン® がアナフィラキシーの補助治療薬であること、その効果や即効性、持続時間から、教職員の日頃からの訓練や役割分
担の重要性について繰り返し話されました。これらのことから、各学校に対し、緊急時の適切な行動につながる校内研修
を計画し、定期的に位置付けるよう、改めて周知する必要があると感じました。

学校における食物アレルギーの大原則として、完全除去を基本とした、安全を第一に考えた給食提供を行うことや、食
物アレルギー対応委員会等による組織的な取組が大切であることも強調されました。また、学校で初めて症状が起きるこ
とも多く、アレルギー診断がされていない児童生徒もアナフィラキシーを発症する場合があります。学校においては、管
理職のリーダーシップと教職員の共通理解のもと、児童生徒がアナフィラキシーを発症するなどの緊急事態が発生した際
には、速やかに適切な対応ができるよう準備しておくことが強く求められます。

令和４年度　アレルギー講習会
福岡県教育庁教育振興部体育スポーツ健康課

写真１

写真２

写真３
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材　料

作り方

　築上町はスイートコーンの栽培が盛んで、特産品にもなって

います。6月になると出荷が始まるので、子どもたちに旬のおい

しいスイートコーンを味わってもらいたいと思い、給食でもこの

時期に「ボイルコーン」を取り入れてきました。コロナ禍や配送

の問題でこの2年間は使うことができませんでしたが、今年よ

うやく提供することができました。

　スイートコーンは収穫された時点からどんどん糖分がでんぷ

んに変化していきます。また、できるだけ直前に皮をむいたほ

うが鮮度を保つことができます。そこで、社会科や総合的な学

習の時間で築上町の特産品等について学習している3年生に、

朝採りのスイートコーンの皮むきを行ってもらいました。

　当日はとうもろこしの種類を説明したり、育ち方のクイズを

したりしました。築上町のスイートコーン畑の画像で答えを見

つけさせたときには、スイートコーンの畑を見たことがない児

童も多く、大いに盛り上がりました。

　そして、給食で全校児童が食べるものだから大切に扱うこと

を伝え、皮の枚数や色、においなどを観察しながら、一人2本ず

つ皮をむいてもらいました。３年生全員が給食室に行くことは

できないため、代表の児童が給食室に運ぶ様子を担任がタブ

レットで配信し、教室にいる児童にも調理員からのメッセージ

を届けることができました。

　給食の時間には「皮むきをしてくれた３年生に感謝して食べ

よう」と放送し、３年生のモチベーションアップにつなげました。

　その日の昼休み、３年生から「今日のコーンおいしかったね」

と声をかけられました。自分で皮をむいたコーンの味は格別

だったのだなと思った瞬間でした。

築上町立椎田小学校

栄養教諭 西江 祐美子

体験学習で おいしさアップ！

栄養士ノート

〈１人分〉 〈4人分〉
おすすめメニューメニューおすすめ

●米（強化米含む） 65g 260g
　　●酒 1.5g 小さじ１
　　●濃口しょうゆ 1g 小さじ2/3
　　●塩 0.4g 小さじ1/4強
●牛肉ももスライス 20g 80g
●玉ねぎ 20g 80g
●人参 10g 40g
●つきこんにゃく 5g 20g
●酒 2g 大さじ1/2強
●濃口しょうゆ 3g 小さじ2
●砂糖 3g 大さじ1と1/3
●サラダ油 0.4g 小さじ1/3弱

新宮町立新宮北小学校
栄養教諭　石川 佳子

すき焼きご飯
　すき焼きのように甘辛く味付けした具が入っている
ご飯です。本校では、うすく下味をつけて炊いたご飯
に具を混ぜていますが、味付けした具を一緒に炊き込
んでも、おいしくできます。子どもに人気のメニュー
です。

すき焼きご飯　牛乳　卵焼き　和え物　
みそ汁献立例

① 米とＡの調味料を炊飯器に入れて炊く。
② 玉ねぎはスライス、人参はせん切りする。
　 つきこんにゃくは２㎝に切る。
③ 牛肉と②を油で炒め、調味料で煮る。
④ 炊きあがったご飯に③を混ぜる。

エネルギー292kcal　たんぱく質7.1g　脂質3.4g　食塩相当量1.1g　カルシウム14mg　マグネシウム25mg　鉄1.0mg
VA（RAE） 70㎍RAE  VB₁ 0.33mg　VB₂ 0.08mg　VC 2mg  食物繊維総量1.0g　亜鉛1.9mg

栄養価１人分

A
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食を大切にする
資質・能力を高める食育の推進

～栄養教諭を要とし、評価指標を明確にしたカリキュラム・マネジメント～

本紙に関する御意見等をお聞かせください。
（給食会ホームページ「お問合わせ」を御利用いただくと便利です。 https://www.fukukyuu.or.jp）

表紙の
写真は…

上毛町立南吉富小学校
本校は、山国川をはさんで大分県中津市と隣接している全校201名の小規模校です。近年、東九州自動車道の開通と
ともに交通量も増え、環境が変化しています。令和２年度から福岡県重点課題研究指定・委嘱地域（校）の学校にお
ける食育の推進を受け、栄養教諭を中核に食育の実践に全職員で取り組んでいます。食育アンケートの結果から、
「野菜の摂取量が少ない」「よくかんで食べることができない」「上毛町の野菜を活用していることへの意識や理解
も十分とはいえない」ということがわかってきました。そこで、地域や家庭と連携して、学校での食育の学びを実生
活に生かすことができるように、食を大切にする子どもの姿を明確にしました。そして、【給食と教科との関連を図
る支援】や【地域や家庭との連携】において、栄養教諭は、主に食の社会情勢や児童、家庭、地域の実態等から、担
任は、授業づくりから検討して、食育の実践に取り組んでいます。
表紙のスイートコーンの皮むきやあおし柿づくりの体験は、【給食と教科との関連を図る支援】です。上毛町の特産
物のスイートコーンや川底柿のあおし柿を給食で食べる前に、栄養や生産者について、栄養教諭から給食の時間に学
び、「上毛町のすてき見つけたよ。」「もっと調べたい。みんなに教えたい。」と生活科や総合的な学習の時間の学
びに生かしています。さらに、さつまいものつるさし体験やＥＴかぼちゃの栽培活動は、【地域や家庭との連携】で
す。自分たちが育てたさつまいもやＥＴかぼちゃを収穫して、給食の献立に取り入れたり、家庭で調理したものを紹
介したりして、上毛町のひと、もの、ことを活用して、地域や家庭と連携しています。５・６年生は、「ふくおか弁
当の日」に取り組むことで、家庭と連携しています。学校給食は、地域の食材や食文化を学ぶことができます。本校
での食育の実践を通して、食を大切にする子どもたちをこれからも育てていきたいと思います。

給食会情報
（食育支援教材紹介） 新規購入食育支援教材 ②
公益財団法人福岡県学校給食会では、学校における食に関する指導や学校給食関係者の資質向上に役
立つ教材等を整備しています。昨年度に購入した教材を紹介します。（担当係：総務課食育支援係）

食品衛生のプロ・ビデオシリーズ DVD
「食品衛生の基礎 できていますか？
　一般的な衛生管理」（約28分）

企画制作：公益社団法人日本食品衛生協会

「家庭とつながる！新食育ブック（4）
　食の自立」DVD-ROMつき

監　修：小川万紀子
出版社：株式会社少年写真新聞社

「伝え継ぐ日本の家庭料理」
（四季の行事食）

企画・編集：日本調理科学会
出 版 社：一般社団法人農山漁村文化協会

「心を育て、食べる力を育む　　　
　がんばれ！きゅうしょくぼうや」

著　者：堀井秀美
出版社：株式会健学社

「令和4年版　栄養調理六法」

編　集：栄養調理関係法令研究会
出版社：新日本法規出版株式会社

「打倒コロナ！免疫力アップレシピ」

出版社：株式会社食品産業新聞社
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