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研究経過

期日 テーマ及び内容 俯瞰図番号 人数

１ 5月 22 日（水）
食育１

食育って、なに？～基礎と考え方～
講師：吹留　純子先生

A2－Ⅱ 83

２ 6月 19 日（水）
環境教育１＜中堅＞と合同

身近な植物の特性を知り遊びに生かす
講師：佐藤　英文先生

E4－Ⅰ 86

３ 9月 11 日（水）
環境教育２

さまざまな植物あそびとその応用
講師：佐藤　英文先生

E4－Ⅱ 76

４ 10月16日（水）
食育２＜新任＞と合同

素敵な食育　～食育を楽しもう～
講師：吹留　純子先生

A2－Ⅱ 68

５ 11月20日（水）
食育３

これからの食育
講師：吹留　純子先生

A2－Ⅱ 51

◆研究参加園（35園）◆
江 川 幼 稚 園 川崎ふたば幼稚園 若 宮 幼 稚 園 大 師 幼 稚 園
梅 園 幼 稚 園 小 峰 幼 稚 園 白 山 幼 稚 園 サ ク ラ ノ 幼 稚 園
平 間 幼 稚 園 つ ぼ み 幼 稚 園 新城みらい幼稚園 諏 訪 幼 稚 園
洗足学園大学附属幼稚園 若 竹 幼 稚 園 川崎めぐみ幼稚園 た ち ば な 幼 稚 園
津 田 山 幼 稚 園 梶 ヶ 谷 幼 稚 園 川崎たまがわ幼稚園 宮 前 幼 稚 園
有馬白百合幼稚園 初 山 幼 稚 園 サレジオ学院幼稚園 さ ぎ ぬ ま 幼 稚 園
ひ ば り 幼 稚 園 宮 崎 台 幼 稚 園 丸 山 幼 稚 園 菅 幼 稚 園
東 菅 幼 稚 園 玉 川 幼 稚 園 桐光学園寺尾みどり幼稚園 柿 の 実 幼 稚 園
川 崎 青 葉 幼 稚 園 こうりんじ幼稚園 ちよがおか幼稚園

環境教育オブザーバー
　　川崎市環境局環境調整課



－ 94 －

研修会

第 1回　環境教育・食育研修会
月　日　平成 25年 5月 22日（水）
場　所　国際交流センターホール
講　師　吹留　純子先生
　　� みどり環境共育事務所たのかんさあ
　　　　� ・食のコーディネーター
テーマ：食育 1　食育って、なに？
　　　　　～基礎と考え方～
俯瞰図番号　A2－Ⅱ

１年間の方針
　（食育）
　食育は知育、体育、徳育とならぶ教育の柱で
ある。その手法や切り口は、調理・栽培・栄養・
マナー・文化 ･歴史と多種多様である。幼稚園
での食育の捉え方、保育者の役割などを伝え、
日常の保育で園児に働きかける際の保育者自身
の知識や考え方をクイズやゲームを取り入れな
がら学ぶ。
○　食育の歴史
　明治 31年に石塚左玄が「食物養生法」で『体
育も知育も徳育も基本は食育』と食育を提唱し、
明治 36 年には食育小説とも呼ばれた村井弦斉
の「食道楽」が新聞に連載された。
　平成 17 年に食育基本法が成立し、平成 20
年には幼稚園指導要領と保育所保育指針が 60
年ぶりに改訂され、食育という文言が加わる。
幼稚園では「先生や友だちと食べることを楽し
む」ことを目標としている。
　食育という言葉が明治時代にはあったのに昭
和では問題にされず、平成で問題になってきた
のはなぜか？
　がんや脳卒中、心臓病などの成人病が昭和
60 年代に小児や若者で急増し小児成人病と呼
ばれた。そこで 1996 年厚生省が生活習慣病と
命名した。食の乱れに危機感をもち、2000 年
より検討し 2005 年に食育基本法ができた。そ
の前文に、『食育とはさまざまな経験を通して
食に関する知識と食を選択する力
をつけて健全な食生活ができる人間を育てるこ

とである。』とある。
食をめぐる現状（大人）
・�食生活の変化（団らん減少、時間か不規則）
・単身世帯の増加＆女性就業者の増加により
食の外部化・簡便化が進む
・安全性への不安
・食の知識不足
・生活習慣病
※食事の中の 40％は外食。（中食も増えてい
る。）
※栄養バランスが適切たった昭和 50 年代。現
在は米・野菜の消費が減少し、乳製品・脂質
が多い。
食をめぐる現状（子ども）
・親の食の知識や技術の低下
・加工食品の利用増加
・肥満率の増加
・朝食を食べない子の増加
・家族そろって夜ごはんを食べる機会の減少

　今日食べたものを書き出してみる。そして、
それらが何からできているか、どこからきてい
るか書き出す。
例えば　・ごはん⇒�稲⇒田
　　　　・味噌汁⇒�味噌⇒大豆⇒畑
　　　　　　　　� わかめ⇒海
　　　　　　　　� 豆腐⇒大豆⇒畑
　こうしてみると、食べるものがどこで・だれ
が・どうやってつくったのかを考えることがで
きる。日本では食べる時に「いただきます」と
言うが、ほかの国ではそれにあてはまる言葉が
ない。「いただきます」には、つくった人・食

食べたいと
思える生活
のリズム

食べるものを味
わって食べるし
かけをする

一緒に食べた
い人がいる

食事づくりや準
備に関わる

食生活や健
康に主体期
に関わる

楽しく食べる子どもに
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物・いきものの命に感謝する気持ちが含まれて
いる。

○環境教育とのつながり
　環境教育と言った時の「環境」は幅広いが、
食育とつながることも多くある。環境教育とは
環境とのつながりを意識して、自分の立場でで
きることをしていく人を育てる教育である。（あ
そび集 P76 参照）

食育 つながり 環境教育

　このようなキーワードでつながっているの
で、環境教育で出している『つながりたのしむ
あそび集』は食育にもつながっている。
・お米を育てる（あそび集 P39 参照）
　育てる過程、食べること
・私はだれでしょう（あそび集 P49 参照）
　食べ物のカードを使ってゲームをする
・季節をたのしむ（あそび集 P10 参照）
　「食をたのしむ」にかえて､ 献立当てあそ
びをする。
　給食の食材を紹介し、さわってみるなど身
近なものを感じられるようにする。さわっ
たことがない子は、ウメの実でも虫をさわ
るようにさわる。今の時期ならソラマメを
むいてみるのも楽しい。

※小学校などでの食育は、育てるということで
は理科、食材を買うのであればお店探検で社
会、調理をするなら家庭科といろいろな教科
に当てはまる。幼稚園では当てはまるカテゴ
リーがないので、さまざまな方法で食にまつ
わる経験をさせてあげることが大事である。

○突撃！となりの幼稚園（再び）
　園で行っている食に関わる活動を話し合う。
・行事　おもちつき、いもほり、子どもの日
（柏餅）
・�栽培の過程をみる　オクラ、ピーマン、ゴー
ヤ、ブロッコリー、枝豆
・調理して食べる　お米→おにぎり、はっか

大根→浅漬け、じゃがいも→カレー
・園にあるもの　びわ、みかん、（長野にリ
ンゴの木）
・�給食業者の栄養士にきてもらって話を聞く。

○川崎の特徴（平成 22年のデータ）
　田畑の面積　404ha�（市の面積の 0.028%）
※区ごとの田畑の面積では南部はほとんどなく
北部に多い。
※身近にない田・畑・食べ物をつくる場所・緑
を幼稚園で再現してぼしい。

○まとめ
・健全な食生活ができる人間を育てる。
・食は命からである。一方の命をいただいて
自分の命をつなげていっている。
・食育と環境教育は『つながり』というキー
ワードでつながっている。

※最後に出口で、世界一固い食べもの（鰹節）
をさわったり、においをかいだり、削ること
を体験する。
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第２回　環境教育・食育研修会
（中堅教諭研修会と合同）
月　日　平成 25年６月 19日（水）
場　所　国際交流センターホール
講　師　佐藤　英文先生
� （鶴見大学短期大学部保育科准教授）
テーマ：環境教育Ⅰ
� ～身近な植物の特性を知りあそびに生かす～
俯瞰図番号　E4－Ⅰ

１年間の方針
　（環境）
　昨年は、自然を取り入れた保育をするための
基礎的な知識やあそび方などを中心に実施して
きました。今年は、２年目として昨年実施した
さまざまな草花あそびを再度確認しながら、そ
れを保育現場で実践するにはどうするか、また
子どもたちに伝えるべきものは何か、などにつ
いて一緒に考えていきたいと思います。
　今年は、皆さんが積極的に自然のなかからあ
そびを探しだすことを目標にしたいと考えてい
ます。具体的には、もう少し植物の名前を覚え
たり、日常生活のなかでそれらとの関わり方に
ついて学びます。自然は見ようとしなければ見
えず、関わろうとしなければ存在しないと同じ
です。積極的に自然のなかで遊ぶ心を育てま
しょう。

○　環境とは
　むずかしく考えず、環境は身近なものと意識
すること。植物・環境・動物・身のまわりを意
識することで自分にどう役立つかがわかり、そ
の意味が見えてくる。そうすると、大事なもの
とわかってくる。自然について、体験させる・
関係させることによって、子どもたちは自分の
こととして考えるようになる。あそびの時どん
な動作をしているか意識してみる。例えば草花
で遊んでいるときには、葉を巻く・裂く・振る
などの動作をしている。それが、器用さや運動
神経を養う。

○草花あそび
１　ナガミヒナゲシの種だし
　　　斜めにして、種を出して遊ぶ

※�花はオレンジ色。雨で濡れていると出てこない。晴

れた日に種が飛ぶようになっている。

２　カラスムギの種子の毛虫
手のひらにのせて、握るようにすると進む。紙

にのせて、叩いてもよい。

※�むくと種が出てくる。オート麦、別名エンバクと呼

ばれ欧米ではオートミール食材の１つ。

３　クチナシの花の風車
おしべを抜いて､茎などをさす｡ 息を吹きかけて遊ぶ。

※実は栗きんとんの黄色の着色料として使用。

４　スギナのどこ継いだ？
節の部分を１つはずし元に戻す。どこをはずしたか

あてる。

※スギナ→ツクシの葉の部分。ウサギの餌になる。

５　ミズキの何匹釣った？
　茎，葉を爪で折り、引っ張ると糸が出る。

� 切れないようにつなぐ。
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６　カラスノエンドウのらせん鞘
丸まる勢いを利用して種を飛ばす。水につけると戻る。

（開く）

７　マテバシイの葉巻笛
折れないように先端から巻く。

� 片方つぶして中央までくわえて吹く。

※子どもがやる時はテープでとめてあげる。

※手で覆い、幅を加えると音階ができる。

８　ミョウガの吹く笛
両端を持って、そのまま口をつけて吹く

※�毛がないのでつるつる。ヤブミョウガは似ているが

違う。

９　ミョウガの吸う笛
　両端に人差し指を入れ、中央を吸う。

10　タチアオイのトサカ
　花弁を１枚とって縦に裂く。つけて遊ぶ。

11　イチョウのウサギ
両端１cmくらいで切れ目をいれる。折りさげ顔をかく。

� 茎を上下に動かすと耳が動く。

12　クズの葉鉄砲
ゆるく握った手の上に葉を置いて穴の中へ少し入れる。

� 反対の手で叩く。

※ニセアカシア、ハギなどのやわらかく薄い葉でもよい。

13　タチアオイの独楽
　タチアオイの実をむく。茎のほうから楊枝をさす。

� 回して遊ぶ。

14　カヤツリグサの蚊帳
　茎が三角になっている。両端違う方向から裂く。

今日紹介したあそびは日本古来のあそびであ
る。その場限りではなくやってみることが大事
である。そのためには、草花を探し、そのこと
で自然の見方が変わる。すると、自然との関わ
りが持てるようになる。成功するとは限らない
が、やり方を工夫したり、自分でおもしろいあ
そびを開発してみる。それには、草花の特性を
知らないとできない。
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第３回　環境教育・食育研修会
月　日　平成 25年９月 11日（水）
場　所　中原市民館　ホール
講　師　佐藤　英文先生
� （鶴見大学短期大学部保育科准教授）
テーマ：さまざまな植物あそびとその応用
俯瞰図番号　E4－Ⅰ

○草花あそび
1　ネコジャラシの毛虫
穂の部分を切る　　手のひらで握ったり緩める　� 出てくる

※毛の生えている方向が一定なので動く。
２　ネコジャラシの競馬
穂の部分を切る　　　　　　置いてたたく　� 進む

※ネコジャラシは俗名（エノコログサ）
３　ネコジャラシのウサギ
　　　2本まとめて結ぶ

４　ネコジャラシのキジ笛
葉を取り中央で裂く　　　　� 芯のないほうをはさんで吹く

５　ネコジャラシの猫（キツネ）
①穂を反対側で合わせる� 引っぱる
　もう一方に巻き最後を間にはさむ

②同じように巻き最後を少し残してはさむ

③①に②と残りの１本を通す

６　ヨウシュヤマゴボウのお絵かき
　　　実でそのまま絵をかく

※有毒なので口にいれないようにする。
７　オヒシバの相撲
（先端に穂が３本あり、あまり開いていないもの）

３～ 4cmで切る　　　　　箱などに乗せたたいて遊ぶ

８　メヒシバのかんざし
穂を少し引っぱってたらす

９　メヒシバの傘
１番上の１本を取る� 　残りをわっか状にする

指でしごいて種を取る�　取った１本で結石　� 開閉して遊ぶ

10　ドングリの名前を知ろう
　コナラ・・特徴→葉がギザギザ

　シラカシ‥特徴→細長い葉、裏が白い
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　アラカシ・・特徴→葉のギザギザが深い

　　　（写真　3）

　マテバシイ・・特徴→公園にたくさんある

　　　（写真　4）

　クヌギ・・特徴→帽子がギザギザ

　　　（写真　5）

　ウバメガシ・・特徴→葉が固い

　　　（写真　6）

　シイ・・特徴→マテバシイより葉が小さい

　　　（写真　7）

11　ボダイジュの種子飛ばし
　　　上から落とすとくるくるまわる

※このあそびを通して風や空気の存在を知る。
※ボダイジュ・・・釈迦が悟りを開いたといわ
れている菩提樹とは別のもの。

12　カヤツリグサの蚊帳
葉の部分は切る　　茎が三角になっているので両端から縦向き

� と横向きで裂く

最後に
草花あそびは先生たちがおもしろがることが大
事。紹介したものは１部なので応用してみる。
草花あそびをするときに「近所で木が見つから
ない」というのは日頃見ていないからである。
まずは自然に対する関心をもつこと。そしてで
きればその名前を知ることが大事。

　　　（写真　3）

　　　（写真　4）

　　　（写真　5）

　　　（写真　6）

　　　（写真　7）
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第４回　環境教育・食育研修会
（新任教諭研修会と合同）
月　日　平成 25年 10月 16日（水）
場　所　中原市民館　ホール
講　師　吹留　純子先生
� みどり環境共育事務所たのかんさあ
� ・食のコーディネーター
テーマ：食育２　「素敵な食育」
� ～食育を楽しもう～
俯瞰図番号　A2－Ⅱ

○食育ってなに？
　明治 31年に石塚左玄が「食物養生法」で『体
育も智育も徳育も基本は食育』と食育を提唱し、
明治 36 年には食育小説とも呼ばれた村井弦斉
の「食道楽」が新聞に連載された。
　その後、食育という言葉が聞かれなくなった
のは日本のなかでとれるものを食べていたので
あまり問題がなく、明治以降外国から肉などが
はいってきて食文化が変わり食の大事さが叫ば
れていた。
　平成 17 年に食育基本法が成立し、平成 20
年には幼稚園指導要領と保育所保育指針が 60
年ぶりに改訂され、食育という文言が加わる。
　食育とは、さまざまな経験を通して食に関す
る知識と食を選択する力をつけて、健全な食生
活ができる人間を育てることである。食べもの
は生き物であり、誕生→成長→収穫→加工→食
卓へとつながっている。
　また環境教育とは、環境とのつながりを意識
して、自分の立場でできることをしていく人を
育てることである。食育と環境教育はつながっ
ているのである。

○園での食べものに関わる活動
　前回の研修でのアンケート結果報告
・栽培、収穫
・調理
・味わう
・体験

・座学
〈おいもほり〉
　苗植え→生長を観察→収穫→絵をかく→調理
という体験ができる。また、つるで電車ごっこ
や縄跳びで遊んだり、リースをつくることもで
きる。おいもはスタンプ遊びもできる。家庭で
は、食べもので遊んではいけないとしかられる
ので、幼稚園ではそれができるよいチャンスで
ある。（あそび集P27　葉っぱのスタンプ参照）
〈おもちつき〉
　お米づくりからおもちつきにつなげられる。
また、きな粉やあんこは何からできているか？
とクイズをだして、大豆からきな粉、小豆から
あんこをつくってみることもできる。
※年中行事は食べものと関わっていることが多
いので食べるときに伝えてほしい。

〈節分と豆〉
　２月３日は季節を分ける日で次の４日は立
春。旧暦では大晦日にあたり、大晦日にはいろ
いろな邪険が鬼になってやってくる。その鬼の
目を炒った大豆で射ることは、生だと投げた後
芽が出てしまうことで悪いことが根付いてしま
うといわれている。
〈子どもの日と柏餅〉
　カシワは落葉樹だが枯葉が木に残り、春に古
い葉が残っているところから葉がでてくるの
で、子孫繁栄を願い、これから長い人生を長生
きしてほしいという意味がこめられている。

○川崎について
　あそび集 P81 で公園の紹介をしている。川
崎市の農業は南部はほとんどなく、北部では少
しみられる。川崎の農業産出のグラフをみると、
畑はあっても田んぼがないことがわかる。「ア
フリカに動物をみにいくのは遠いが動物園にい
けばゾウに会える。」ように、「田んぼはないけ
れど幼稚園にいけばある。」園庭は豊富なみど
り体験ができる場所である。「お米を買うとこ
ろは知っていてもできるところは知らない。」
でも幼稚園では育つところを身近に感じること
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ができる。幼稚園では、さまざまな方法で食に
まつわる経験をしよう。

○食べものクイズ（あそび集P49私は誰でしょう）
１　はんぺんは何からできているか
　Ａ　小麦粉　　　Ｂ　魚
答え　魚のすり身をゆでている。

（揚げるとさつま揚げ､ 蒸すとかまぼこ
である。）

２　寒天は何からできているか
　Ａ　海藻　　　　Ｂ　いも
答え　�天草（テングサ）オゴノリ海藻を煮て

いる。
　　　（に凝りはトコロテン）
３　何の花でしょう

　　　（写真　１）

答え　オクラ（アオイ科）
４　何の花でしょう

　　　（写真　２）

答え　枝豆
　　　　（そのままにしておくと大豆になる。）
５　てさぐり BOX
　箱の中身をさわってヒントをだしあてても
らう。

○グループで遊ぼう
１　食べものしりとり
　　食べものだけでしりとりをする。
２　擬音語の食べものをいってみよう
・チクチク　（あそび集 P13）
・つるつる　（そば、ゆでたまごなど）
・しゃきしゃき　（レタス、モヤシなど）
※給食でおもしろそうなものがあったら、それ
をきっかけに遊ぶ。

３　くんくん　（あそび集 P35）
　紙コップの中身はなんでしょう
・どんなにおいかみんなで表現する。
・何かに例える。
・擬音語にする。
※今回は食べるいりこを使った。園で子どもた
ちがくんくんした後もっと楽しむ方法を考え
よう。
・さわって感触あそび
・料理をしてにおいが変わったことを感じ、
食べる
・魚の種類の説明。　どうやってできたか知
らせる。

※五感をつかって遊ぶ。一番情報を得るのは視
覚で、その情報が多いので他の感覚が育だな
い。「みる」を奪うと不安になり楽しめない
ので物を隠しておこなう。大人でもダイヤロ
グインザといって、視覚障害の方がリーダー
になり他の感覚を育てる機会がある。

○歯科大学の調査
１回の食事で噛む回数と時間

西暦��200 年 卑弥呼 3990 回 /51 分
1200 年 源頼朝 2654 回 /29 分
1600 年 徳川家康 1465 回 /22 分
1930 年 昭和天皇 1420 回 /22 分

現在 　 620 回 /11 分

　食べるものの文化が関わっている。加工食品
が増え噛む回数や時間が減りあごのラインが変
わった。今の食べものでは噛む回数を増やすの
は大変なので食べるものをかえていこうという
試みがある。パン→ごはん　ラーメン→日本そ
ば　スパゲッティ→うどん　ピクルス→ぬか漬
け　クッキー→せんべい　ゼリー→寒天　とい
うことが幕内秀夫著の「カタカナ食からひらが
な食へ」に書かれている。また、噛む回数を多
くするには材料を大きくするとよい。食という
字は人に良と書くが、今は食べものによって生
活習慣病になることがある。それは、母親世代
が忙しいことやおばあちゃん世代から食事の技

　　　（写真　１）

　　　（写真　２）
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術を引き継がれていないことが原因でもある。
　ヨーロッパでは食育が盛んで、「私の心身は
食べものからできている」「食べたものが私で
す。あなたです」「食で人生の勝負は決まる」「人
生に大切なのは学歴よりも食歴」という言葉が
ある。

○まとめ
・食育も環境教育もつながっている
・１つの食材にふれるチャンスがあったら楽し
んで広げてください
・先生として　個人として（事例集　P2参照）

　幼児の食育に取り組むことは「一人の人間と
して自分の生活を考えること」「幼稚園の先生
として子どもたちに伝えること」という役割を
はたすこと。先生が食に興味がないのに子ども
たちに食育をおこなっても意味がなく、食を意
識した保育を展開していくことが求められる。
今日紹介した他の園でやっていることをみて、
自分の園でもできるのではと参考にしてほし
い。

第 5回　環境教育・食育研修会
月　日　平成 25年 11月 20日（水）
場　所　国際交流センター　ホール
講　師　吹留　純子先生
� みどり環境共育事務所たのかんさあ
� ・食のコーディネーター
テーマ：食育３　「これからの食育」
俯瞰図番号　A2－Ⅱ

○年中行事と食
　江戸時代までは太陰太陽歴（旧暦）を使って
いて現在の太陽暦とはほぼ１か月ずれている。
そのため、桃の節句や七夕など時期と行事がず
れるものもある。

○年中行事とは
・１年間に行われる儀式・行事のことで、も
とは宮中で行われていたが、後に民間行事・
祭事も年中行事と呼ばれることになった。
・人が１年間を計画的に、よりよく生きてい
くための「節目」になるもの。
・健康と長寿に対する強い思いが込められ、
自然（神様）への「感謝」と「願い」をあ
らわす。
・季節の移り変わりや植物の特徴などをつぶ
さに観察し、生活に取り入れていた。

１　江戸時代のおせちの「祝い肴」それぞれの
いわれ。
　数の子・・子孫繁栄・子沢山
　田作り・・豊作祈願
　黒豆・・・勤勉、まめまめしく働けるように
※お正月に「おめでとう」というのは・・・
　明治初期まで数え年だったのでお正月には一
斉に歳をとる。１年無事に過ごせた喜びと今年
も１年無事に過ごそうという思いから「おめで
とう」というのである。また、お年玉は「年神
さまの魂」＝新年の活力の源であり、年神さま
から家長に魂が送られ、その年魂（としだま）
を家長が家族に伝える行事である。
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２　お雑煮について。
　地方によって丸餅・角餅かおり、すまし汁・
味噌仕立て・小豆仕立てなどがある。
３　１月７日に食べる七草粥。春の七草について。
　せり、なずな、ごぎょう、はこべら、ほとけ
のざ、すずな、すずしろが春の七草である。
※秋は、はぎ、すすき、ききょう、なでしこ、
おみなえし、くず、ふじばかまの花である。
４　節分に年齢より１つ多く豆を食べるのはな
ぜか。
　豆は「鬼の目を射る」「魔滅する」という意味。
旧暦では立春が元旦なので、節分は大晦日。明
日から１つ上の年齢になるという儀式である。
５　桃の節句の菱餅３色の意味とあらわしてい
るもの。
赤→クチナシの実入り /魔除け /解毒作用 /
　　桃の花をイメージ
白→ヒシの実入り/子孫繁栄・長寿 /血圧低下/
緑→ヨモギ入り /厄除け /増豊作 /健康祈願
６　春分の日をはさんで前後３日間の「春のお
彼岸」に食べるものと由来。
　春のお彼岸→ぼたもち。牡丹の花から。餅は
丸い。
　秋のお彼岸→おはぎ。萩の花から。
７　端午の節句こどもの日に食べるものについ
て。
　柏餅とちまき。ちまきは中国由来の食べもの
で、もち米・うるち米などを笹・茅（ちがき）
まこもなどで巻いたもの。関西地方で多い。
８　土用の丑の日について。
　うなぎの旬は秋から冬。江戸時代、夏に売り
上げが落ちる鰻屋が平賀源内に相談し土用の丑
の日と張り紙をしたことがきっかけ。（丑の日
には「う」のつくものを食べるとよい）
９　中秋の名月に供える月見団子について。
　満月が 12 回あるので 12 個、十五夜だから
15 個、十五を省略して５個という説がある。
団子の形は、真ん丸だと亡くなった方のまくら
団子なので、少しつぶす。「月見どろぼう」といっ
て、縁側に置いて持っていってもいいという習

わしがある。「だんこつり」というところもある。
ハロウィンに似ている（？）
10　七五三の千歳飴について。
　　江戸初期に浅草の飴屋さんが「千年」生き
られるようにと「千歳飴」を売り出した。甘い
ものが入りにくかった時代に調理用の水飴から
固形の飴が生まれ菓子として定着した。
11　11 月 23 日勤労感謝の日は昭和 23 年に
定められた祝日。それ以前の「新嘗祭」につ
いて。
　稲の収穫を祝う日。（昭和６年～ 23 年まで）
天皇が新米や新穀を召し上がる「にいなめさい」
が行われられる日だったので、終戦後GHQが
行事と天皇を切り離す考えで勤労感謝の日にか
わった。
12　冬至に南瓜を食べるが、他の習慣について。
　蓮根・人参・きんかん・銀杏・寒天・うどん
は「ん」がつく。１年で１番夜が長い日に１年
の最後として「ん」（いろはにほへとの最後）
がつくものを食べる。「運盛り」と呼ぶ。冬に
摂取しづらい野菜や果物をたくさん摂ろうする
知恵ともいわれる。
〈行事食のまとめ〉
・年中行事は現代ではうすれがちな季節感を
伝える重要な手段（領域は健康・環境）
・１年の健康と恵みに感謝し健康安全・健や
かな成長を願う行事。行事食は行事と一体
であり、感謝と願いの姿
・保育者自身が感謝と願いを持って保育者自
身の言葉で伝える

○和食について
〈和食とは何かグループで話し合う〉
・旬や季節のものを使った料理
・低カロリー（油を多用しない）
・家庭の味を受け継ぐ
・日本産の調味料を使う
・輪（和）になって食べる

〈和食の特徴〉
・多様で新鮮な食材と素材の味わいを活用
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　一汁三菜・調理・うま味
　野菜と魚介類（海魚・川魚・海藻・貝）
・バランスよく健康的な食生活
　タンパク質・脂質・炭水化物のバランス
・自然の美しさの表現
　しつらい（おもてなし）季節の和菓子
・年中行事との関わり

〈和食が抱えている危機〉
　一日に一度はお米を食べないと気が済まな
い人の割合が 1992 年では 70％だったものが、
2012 年には 60％をきっている。
　濃い味・個人別々・粉食・固執・孤独・小食
という「こしょく」が増えている。加工食品の
増加により、噛む回数も減少している。加工食
品の食事を続けていると、肥満・体調不良・（栄
養障害）マナー不足などが考えられる。
〈和食がよい理由〉
・日本の風土に合っている＝体に合っている
・油が少ない＝ダイエットや生活習慣予防に
も
・�習慣（マナー）が伝えやすい（はし使いなど）
・出汁（だし）により薄味＝素材の旨みがわ
かる

※「いただきます」は口にするものは生きもの
の命につながっていて、命をいただきますと
いう意味。
※「ごちそうさま」は「ご馳走さま」からきて
いて、料理をつくる時に走りまわってつくる
という意味。
※和食がユネスコの世界無形文化遺産に登録さ
れる予定だが、ユネスコが和食を守ってくれ
るのではなく、日本人が守っていかなくては
ならない。

○今年度食育研修の振り返り
　あそび集　P10　季節を楽しむ
　　　　　　P13　チクチク
　　　　　　P35　くんくん
　　　　　　P39　お米を育てる
　　　　　　P49　私はだれでしょう

　　　　　　P76　環境教育とは
　　　　　　P81　川崎の自然
活用事例集　 P2　�自分の生活を考えることと

伝えること
　　　　　　P72　葉っぱのスタンプ
事例集　　　P36　保育者に心がけてほしいこと

・日頃から食を意識する。（気持ち）
・食の遊びかたを身につける。（技術）
・食のもつ性質を理解する。（知識）

あそび集　　P79　環境教育の方法と流れ
　幼稚園では体験を積み重ねることが大事。す
ぐに知識に直結するものではなく、生涯にわ
たって続く食の出発点になる。保育者は子ども
の後ろにある家庭にも働きかけることができる
ので、家庭の食と幼稚園の食の両輪に関わり大
きな車輪として人生によい食があるようにして
ほしい。

○食育て大事だと思っていること
　◎食べもの＝いのち
　◎食育も環境教育もつながっている
　◎楽しもう　広げよう
　◎先生として　個人として
　◎年中行事は「感謝」と「願い」
　◎和食宣言！


