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１　はじめに

　食べることは人間が生きていく上での基本的
な営みであり、子どもの健やかな心と身体の発
達には健全な食生活が欠かせない。しかし、近
年、食生活の多様化が進む中、偏った栄養摂取
や不規則な食事による食生活の乱れ等が見られ、
学校教育においても食育の推進が大きな課題の
一つとなっている。次代を担う子どもたちが心
豊かに生きていくために、「食」に関する正し
い知識と望ましい食習慣を身に付けることが求
められている。
　本校では、「確かな学力と豊かな心を持ち、
互いに高め合う子どもの育成」を学校教育目標
に掲げ、日々の指導に当たっている。しかし、
平成23年度の健康診断から、男女ともに「視力
の低下」「むし歯」「肥満」の増加傾向が浮き彫
りになった。このような実態を踏まえ、平成24
年度から25年度は、「粘り強い心と健やかな体
の育成」を重点課題の一つとし、肥満度に関わ
る「食」についても、力を入れて指導している
ところである。食育担当者としても、給食に重
点を置き、食育を工夫して推進しているところ
である。
　給食に重点を置いているのは、学校給食に次
のような特徴があるからである。
①�給食の時間が、学校生活の中にほぼ毎日位置

付けられており、児童にとってより身近で関

心が高いものである
②�実践活動を通して指導ができる
　�実際に「食事をする」ということを通して具

体的な指導がしやすい
③�習慣化を促すための継続的な指導がしやすい
　�本校では、年間200回近く給食を実施してお

り、日々繰り返し指導することで、望ましい
食事のとり方の習慣化が図りやすい

④�全校児童や教職員が同じ献立であるので、共
通の話題として取り上げることができる

⑤栄養のバランスが考えられている
⑥旬の食材や地域の食材がよく使われている
⑦味付けや調理法が工夫されている
⑧�郷土食・行事食等、献立がバラエティーに富

んでいる
⑨�毎月の献立表がある
　�献立表には、料理名・使用食材・旬の食材・

地域の食材・献立のねらい等が記載されてお
り、どんな給食が出るのか関心を持ち、食べ
た給食を振り返ることができる

⑩�教科等と関連付け、学習したことを日常生活
に結び付けることができる

⑪�給食センターや栄養教諭と連携することで、
専門性を生かすことができる

　このような特徴を生かし、給食を「生きた教
材」として取り上げることは、日々の「食」に
関心を持ち、望ましい食習慣を身に付け、より
よい食生活を実践していこうとする児童の育成、

「食の掲示板」を生かした給食指導・食育の推進
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より健やかな体の育成に効果的であると考えた。
以下、食育担当者として、平成24年度から25年
度にかけて取り組んできたことを述べる。

２　実践のねらい

　児童にとって身近で、実践を通して継続的に
指導できる給食を「生きた教材」として取り上
げ、「食の掲示板」を効果的に使ったり、各取
組や関係機関との連動・連携を図ったりしなが
ら、食育を推進することによって、「食べる知恵」
を身に付け、食への「感謝の心」や「望ましい
食生活への関心」を持った健やかな心と身体の
児童の育成を図る。

３　実践の概要

　実践に当たっては、児童がよく目にする所に
「食の掲示板」を設置し、給食時間や特別活動、
各教科の学習等における食に関する指導がより
生きるようにした。各時間での活動を「食の掲
示板」で紹介したり、逆に「食の掲示板」の掲
示内容を各時間に指導したりして、それぞれの
取組を連動させながら給食指導や食育が進めら
れるようにした。
　また、給食センターや栄養教諭、保護者、地
域、教職員との連携を大切にし、それぞれの思

いが児童に伝わるようにするためにも掲示板を
工夫して活用した。
　なお、『食に関する手引き　第一次改訂版』（平
成22年度３月　文部科学省）に掲げられている

【「食に関する指導」６つの目標と内容】を参考
にし、年間を通じてすべての内容が指導できる
ようにした。

４　各実践の取組

⑴　食の掲示板による啓発
　「食の掲示板」を設置し、給食の献立ととも
に食材や食文化に関すること、食事のマナー等
を月ごとに紹介した。この掲示板は職員室の近
くにあり、多くの児童が目にしやすい。掲示内
容や掲示の仕方を工夫することで、児童が注目
し、より関心を持って給食が食べられるように
なると考えた。野菜の育つ過程や給食センター
の方の思い等も掲示することで、生産者側の思
いを知り、感謝の気持ちを持って食べられるよ
うになると考えた。
　また、「食に関する指導」の六つの目標に加
えて、「人（感謝する心・食文化）、もの（食材）、
こと（マナー）」の三つの観点を設け、掲示内
容を考えた。指導内容のバランスや児童の実態
を配慮した掲示になるようにした。（具体的な
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取組については、５　「食の掲示板」の実践【資
料⑴・⑵】に記載。）

⑵　給食時における「食育タイム」
　給食時間が「生きた学習の場」となることを
目指して、食育担当者が各学級を訪問し、給食
に関係するミニ学習（平成24年度　年間40回、
平成25年度　年間50回）を行った。食べる対象

（食材や行事食など）に対する興味・関心を高め、
基礎的な知識を深めるための指導を中心に、給
食の準備や後片付け、食べることについての基
本的なマナーなど技能や態度にかかわることの
指導も行った。指導に当たっては、指導内容に
ついて学級担任とよく相談し、各教科の指導に
関連付けた内容にするなど、学級の実態に即し
たものになるように配慮した。また、「食の掲
示板」の内容と関連付けた指導も行い、掲示内
容についての理解も深まるようにした。

⑶�　特別活動における「食の学習ノート」の活
用

　各学級、年間２時間程度、「食の学習ノート」
を活用した「食育」の授業を行っている。その
うちの数時間は、食育担当者がT1となり、学
級担任と協力しながら授業を進めた。「食の学
習ノート」には、家庭で調べたことや家族の人
からの感想等も書くようにし、家庭との連携を
大切にした。また、給食に関係した内容も取り
上げ、学校給食との関連も図るようにした。授
業後には、給食時における「食育タイム」で内
容を補足し、学習した内容が深まるようにした。
　さらに、学習内容や授業の様子の写真、児童
をはじめ、全校児童に内容の啓発を行った。

【「食に関する指導」６つの目標と内容】

①食事の重要性　〜食事の重要性、食事の喜び、楽しさを理解する〜

②心身の健康　　�〜心身の成長や健康の保持増進の上で望ましい栄養や食事のとり方を理解
し、自ら管理していく能力を身に付ける〜

③食品を選択する能力　�〜正しい知識・情報に基づいて、食品の品質及び安全性等について
自ら判断できる能力を身に付ける〜

④感謝の心　�〜食物を大事にし、食物の生産等にかかわる人々へ感謝する心をもつ〜

⑤社会性　　�〜食事のマナーや食事を通じた人間関係形成能力を身に付ける〜

⑥食文化　　�〜各地域の産物、食文化や食にかかわる歴史等を理解し、尊重する心をもつ〜

H24年10月８日　「いわし 献立」に関連づ
けた「食育タイム」
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⑷�　学級園での野菜作りを生かした食に関する
指導

　栽培体験は、自分たちで野菜を育て、収穫す

る体験を通して、野菜の育ちに気づきと感動を
もたらす大切な活動である。児童は土を耕した
り、草を抜いたり、水やりをしたりといろいろ
な世話をすることで、野菜への愛着心、自然の
恵みや農作業に携わる方への感謝の気持ちも高
まると考える。
　本校でも、毎年、学級園で野菜を栽培してい
る。これらの経験がより食育に生かせるよう、
生長過程の写真や実物を提示し、給食時におけ
る「食育タイム」や「食の掲示板」にて、クイ
ズ形式で全校に紹介した。直接、野菜作りに携
わっていない学年の児童も、一歩外に出れば実
物を見ることができ、畑での本来の姿を知るこ

６年生「食の学習ノート」を活用した授業

＜６年生の実践例＞

○題　材　　「一日の食事や自分の食生活について考えよう」
○ねらい　　自分の食生活について振り返り、健康な食生活に気をつけようとする態度を育てる。
○内　容　　①５大栄養素の働き（炭水化物・脂質・タンパク質・無機質・ビタミン）を復習する。
　　　　　　②今日の給食に出される食品を五つの栄養群に分類する。
　　　　　　③一日の食事の栄養バランスや食品の数などを知る。
　　　　　　④自分の食生活を振り返り、自分の課題を見つける。
○子どもたちの感想
・�ぼくは、今まで何も知らずに、好きな物だけを食べていればいいやと思っていました。でも、今回の授

業で、それでは、体の栄養バランスが崩れて病気になりかねないこと知って、驚きました。これからは、
好きな物ばかりを食べないで、栄養バランスを考えながらご飯を食べようと思いました。

・�毎日当たり前に給食を食べていたけど、センターの方がきちんと栄養バランスを考えて作ってくださっ
ていることがわかりました。作ってくださっている人に感謝の気持ちをもって、毎日の給食を食べたい
です。感謝の気持ちを忘れずに、給食の準備や後片付けもがんばりたいです。

・�今日の勉強で、給食センターの方は、いつも栄養バランスに気をつけながら作ってくださっていること
を知りました。私は、ずっと何気なく給食を食べ、前までは残すこともありました。でも、今日で給食
への気持ちが変わりました。赤色・黄色・緑色の栄養が全部が入っている給食はすごいと思ったし、残
さず食べようと思いました。

・�ぼくは、今まであまり栄養のことを考えていなかったけど、今日の勉強で、もっと野菜をとったほうが
いいことがわかりました。ぼくは、あまり野菜を食べず、栄養がかたよってしまうこともあったから、
これからは家での食生活にも気をつけていきたいです。

・�六つの栄養の働きや食物にどんな栄養があるのかなどがよく分かりました。今まで、家などで「いただ
きます」など適当に言っていたけど、今日の学習で食べ物のありがたさがしっかりと分かりました。こ
れからは、食べ物を粗末にしないようにしたいです。よく給食を残してしまうので、そこも直したいです。
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とができる。一方、育てている児童にとっては、
全校のみんなが自分たちの野菜に関心を持って
くれるということが世話をしていることへの誇
りやより大切に育てようとする意欲につながる
と考えた。

⑸　教科指導を関連付けた食に関する指導
　家庭科の調理をはじめ、生活科の野菜作りや
総合の稲作体験など、教科の学習の中にも、食
育に関係する内容がある。理科では、継続的な
観察を通して、日常食べている野菜もほかの植
物と同様に、種から発芽して、葉がしげり、花
が咲いて、果実となった後に枯死するという一
定の順序を学ぶことができる。また、いろいろ
な植物の体のつくりと比較して、普段食べてい
る野菜が植物体のどの部分にあたるかを学ぶこ
とができる。野菜にも命があり、成長している
ことに気付くことができる。
　これらの学びが食材への関心や食べる意欲、
自然の恵みや農作業に携わる方への感謝の気持
ちにつながるよう、給食時における「食育タイ
ム」や「食の掲示板」にも児童の栽培体験での
学びを工夫して取り上げた。

⑹　給食センター・栄養教諭との連携
　献立を考え、調理をする給食センターとの連
携はとても重要である。大田市の学校給食セン

２年生　生活科　野菜の栽培（上段）とそれに関連づ
けた「食育タイム」（下段）

大根の収穫

収穫した大根で全校に作った大根の煮物

収穫した大根を使った「食育タイム」
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ターは、平成24年４月から稼働の新しい施設で、
１日およそ3300食ほどが作られている。食数が
多いにもかかわらず、センターから届けられる
給食は、旬の食材、地元の食材、噛みごたえの
ある食材がたくさん使われていたり、味付けや
調理法がバリエーション豊かであったり、季節
感や行事食が配慮されていたりと、大変優れた
ものである。センターの方の愛情が感じられる、
手作り感のある給食である。しかし、給食は毎
日出されるためか、そのありがたさを当然と
思っている児童もいる。だからこそ、食育担当
者として、センターの方と児童との橋渡しをす
ることの意味は大きい。そこで、「食の掲示板」
や「食育タイム」を活用して、センターの方の
苦労や思いが児童に伝わるようにしたり、学校
での食育の取組をセンターの方に伝えたりした。
　また、センターと学校とで献立や食材、味付
け、残菜量等について意見交換を図っている「給
食交換ノート」も活用した。時には、教員だけ
でなく、子どもたちも給食の感想や質問を書き、
センターの方がしてくださったコメントを子ど
もたちに紹介した。さらに、「食の掲示板」にノー
トに書かれたやりとりを掲示し、作り手がより
身近に感じられるように工夫した。（平成24年
３月の「食の掲示板」に記載。）
　１・３年生には、栄養教諭を招いての食育指
導を行った。栄養教諭に栄養バランスのとれた
食事の大切さや給食センターについて話をして
いただき、一緒に給食を食べていただいた。給
食の作り手側の話を直接聞き、児童の食への関

心や感謝の気持ちが高まった。
　５年生には、家庭科のみそ汁の学習に合わせ
て、栄養教諭に来ていただき、だしの旨みにつ
いて話をしていただいた。昆布、かつお、しい
たけ、煮干し、飛び魚の五つのだしの味比べも
行い、だしが料理の味わいを引き立てる大事な
ものであることを感じていた。

⑺　家庭・地域との連携
　学校における食に関する指導に合わせて、家
庭でも食に関する取組がされてこそ、望ましい
食習慣は作られる。学校から家庭への働きかけ
はとても大切である。
　本校では年に２回、給食試食会の日を設け、
保護者の方が子どもと一緒に給食を食べる機会
を作っている。会食前に食育に関する授業を見
ていただいたり、会食後に栄養教諭からの専門
性を生かした話を聞いていただいたりして、保
護者への啓発を行った。

○毎日の食事を振り返ると、バランスよく作っ
ているつもりでも、なかなかとれていないも
のが多いと分かりました。カロリーなど、全
く気にせず買っているので、注意して買うよ
うにしたいです。
○食事の大切さが感じられる授業でした。た
くさんの人がかかわって、そして、命をもらっ
て自分たちの前に食べ物が来ていることを家
でも伝えていきたいと思いました。

（保護者の方の感想）

栄養教諭を招いての食育指導（１年生） 給食試食会　６年生
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⑻　教職員との連携
　学級担任と指導内容について相談するととも
に、養護教諭や学校保健委員会（メンバーは管
理職・養護教諭・保健主事等）、児童の健康委
員会の取組などが食育担当者との取組と連動で
きるよう、連携に留意した。「視力の低下」に
対応するため、養護教諭が「疲れ目すっきり体
操」を実践しているのに合わせて、給食時の「食
育タイム」で目によい食材を紹介したり、学校
保健委員会が開いた「姿勢に気をつけよう」と
いう授業に合わせて、食事中における姿勢が食
べ物の消化・吸収にもかかわっていることを「食
育タイム」で話したりした。

５　「食の掲示板」の実践【資料⑴・⑵】

⑴　平成24年度の取組
４月　春の食べ物クイズ〜アスパラガス〜
　【③食品を選択する能力】【②心身の健康】
　春に旬を迎えるアスパラガス。旬の時期以外
にはあまり給食に出てこないためか、名前を知
らない児童も多い。入っていても、意識される
ことは少ない。しかし、茎を食する数少ない野
菜の一つである。そのアスパラガスが４月には
３回出ることになっていたので、取り上げるこ
とにした。
　アスパラガスの栄養や育つ様子を紹介すると
ともに、名前や食べる部位、給食に出る日がい
つなのかをクイズにして、関心を持って食べる
ことができるようにした。

５月　春の食べ物クイズ〜ジャガイモ〜
　【③食品を選択する能力】【②心身の健康】
　ジャガイモはよく食べられる身近な食材であ
るが、地中で大きくなるため、地上の様子を知
る子は少ない。ちょうど、学級園でジャガイモ
を植えている学級があったので、「これは何の
葉っぱ・花でしょう。」と実物を展示するとと
もに、使われる料理等を紹介した。

６月　にま小の夏やさい・くだものたち
　〜パート１（いちご・ミニトマト・きゅうり）〜
　【③食品を選択する能力】　【④感謝の心】
７�月　〜スペシャル（いちご・ミニトマト・�
きゅうり・スイカ・枝豆・しそ・ピーマン・
オクラ・ジャガイモ）〜
　【③食品を選択する能力】　【④感謝の心】
　本校でも、いろいろな野菜を栽培している。
それを食育に生かすため、今、学校で育ててい

H24年　５月の掲示

給食試食会　１年生 H24年　４月の掲示
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るものにこだわって、育つ過程をクイズ形式に
しながら紹介した。
９月　『まごわやさしい』こんだて
　【②心身の健康】　【③食品を選択する能力】
　９月18日の敬老の日の給食は『まごわやさし
い』献立であった。『まごわやさしい』という
言葉は、豆や野菜、魚など現代人に不足しがち
な食品の頭文字を集めてできている。栄養価が
高く、進んで摂取したい食品ばかりであるが、
これらを苦手とする児童は多い。どんな栄養が
あるのかを知り、関心を持つことで、これらを
食べる意欲につなげたいと思い、取り上げた。
給食の写真を貼り、『まごわやさしい』の食品が、
身近に感じられるようにした。
10月　この秋、給食に出た魚たち！
　〜10月４日はいわしこんだて─〜
　【③食品を選択する能力】　【②心身の健康】
　魚は野菜以上に名前や種類、本来の姿を知ら
ない児童が多い。

　スーパーでも、切り身となって売られている
ことが多い。骨があって食べ辛いと敬遠する児
童さえいる。魚嫌いの児童も魚に関心を持ち、
食べる意欲が高まればと魚をテーマに取り上げ
た。魚の本来の姿や調理され給食で出された五
つの魚の写真を掲示し、給食に出された魚に関
心が持てるようにした。
11月　みんなときゅうしょく、おいしいね！
　〜５年生のようす〜
　【⑤社会性】【④感謝の心】【①食事の重要性】
12月　みんなときゅうしょく、おいしいね！　
　〜２年生のようす〜
　【⑤社会性】【④感謝の心】【①食事の重要性】
　11・12月は５年生と２年生の給食の様子（給
食準備・会食・後片付けまでの一連の様子）を
写真で紹介した。５年生や２年生の友達と協力
しながら、てきぱきと準備する様子、食事のマ
ナーに気を付けながら楽しく会食する様子等の
写真を見ることで、食事における身に付けたい

H24年　７月の掲示

H24年　９月の掲示
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●優秀賞

基本的なマナーが学べると考えたからである。
実際、掲示してみると、多くの児童が知ってい
る友達の姿をより関心を持って見ていた。一方、
写真に写っている児童たちは、自分たちが手本
となっていることに誇りを持つことができた。
１・２月　�あたらしい年もしっかり食べて元気

な体！
　冬やさいの王さま　いこんもの知りコーナー
　【③食品を選択する能力】　【②心身の健康】
　�他県・ふるさと・昔なつかしの味を味わおう
コーナー【⑥食文化】　【④感謝の心】

　１・２月は冬野菜の代表でもある大根を紹介
した。給食に１月は７回、２月は10回も大根料
理が出されることになっていて、それが分かり
やすいように掲示を工夫すれば、より関心を持
ち、味わって食べることができると考えたから
である。根菜類である大根は、身近な野菜にも
かかわらず、葉っぱや花の様子を知らない子ど
もが多い。学校の畑でも大根を育てていたので、
畑での姿や育つ様子を知らせることで、大根と
いう食材に関心が持てると考え、①大根の花　
②栄養　③給食の献立　④春の七草等を写真と
ともに掲示した。
　畑の大根が収穫されたときには、実物を紹介
するとともに、大根の部位による味比べを試み
た。また、収穫した大根で、全校分の煮物大根
を作り、みんなで旬の大根のおいしさを味わう
ことができた。
　また、１月24日から30日の学校給食週間には、
「食」「食文化」に関心が持てるような献立が
取り入れられていた。献立の写真を掲示し、他
県やふるさとの味に関心を持ちながら食べられ
るようにした。
３月　きゅうしょくの一年間をふりかえろう
　【④感謝の心】
　【①食事の重要性】　【⑤社会性】
　「給食交換ノート」を通して給食センターと
やりとりしてきたことを掲示し、一年間の給食
を振り返られるようにした。全学級の給食の感
想を掲示することで、児童は興味関心を持って

だ

H24年　10月の掲示板

H24年　11月の掲示

H24年　12月の掲示 H24年　１・２月の掲示



48

見ることができた。センターでは、おいしい給
食を作るために、季節のものや地元のものをた
くさん使い、味付けや調理法を工夫されている。
そして毎日、愛情を込めて調理してくださって
いる。そんなセンターの方の顔が見え、思いも
伝わるように、センターの方からのコメントも
掲示した。

⑵　平成25年度の取組
４月　みんなとたのしい給食
　〜給食当番の仕事をおぼえよう〜
　【⑤社会性】　【①食事の重要性】
　安全・衛生に気を付けて準備をすることは、
基本的なことであり、とても重要なことである。
新年度に当たり、全校が気持ちを新たに給食準
備ができるようにした。絵を大きいものにして、
１年生にも分かりやすいようにした。
５月　「春」をあじわって食べよう！
　【③食品を選択する能力】　【⑥食文化】
　５月は「春を味わおう献立」が２回あるなど、
春の食材を生かしたメニューが多数考えられて
いた。春の食材や「春を味わおう献立」を工夫

して掲示し、給食を楽しみにしたり、春ならで
はのメニューを味わったりすることができるよ
うにした。また、「めのはご飯」を取り上げ、
本校近くの五十猛町でとれるわかめにも注目で
きるようにした。
６月　よくかんで食べると、いいこといっ〜ぱい！
　【②心身の健康】
　６月４日から10日は歯と口の衛生週間。丈夫
な歯を作るために、よく噛んで食べるメニュー
が多数考えられていた。よく噛むことの効用を
知らせることで、噛むことへの意識や意欲が高
まるようにした。
７月　夏やさいの人気ランキング！（アンケー
ト）【③食品を選択する能力】【②心身の健康】
　夏野菜は学校でも毎年、何種類か育てており、

H24年　３月の掲示

H25年　４月の掲示

H25年　５月の掲示

M52年　５月の掲示
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●優秀賞

子どもたちにとってなじみ深いものが多い。そ
れを生かし、ただ見るだけの掲示ではなく、子
どもたちが参画し、共に作る掲示を試みた。夏
野菜の人気ランキングをとる形式で、13個の夏
野菜を掲示し、一番好きな野菜にシールを貼る
ようにした。一番好きな野菜を考えたり、みん
ながどれに貼るかを見たりすることで、夏野菜
に関心を高めることができた。野菜作りをして
いる子どもたちには、より大切に世話すること
への意欲づけに効果的であった。

９月　夏やさいの人気ランキング！（結果発表）
　【③食品を選択する能力】　【②心身の健康】
　人気投票の結果を発表するとともに、上位
だったきゅうり、とうもろこし、トマトについ
ての豆知識（とうもろこしは１本におよそ600
粒ある等）を紹介し、さらに夏野菜に関心が持
てるようにした。
10月　秋の食べ物　人気ランキング！
　【③食品を選択する能力】　【②心身の健康】
　子どもたちが参画し、共に作る掲示の第２弾

H25年　６月の掲示

H25年　７月の掲示 H25年　９月の掲示

H25年　10月の掲示とシール
を貼る児童 H25年　10月の掲示
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として、秋の食べ物の人気ランキングをとった。
秋の食べ物を取り上げる際、給食との関連を大
切にし、給食によく出される食材から12個を選
んだ。また、それらが出される給食の献立を紹
介し、秋の味覚を味わいながら給食が食べられ
るように工夫した。
11月　マナーを守って楽しい給食
　【⑤社会性】【①食事の重要性】【④感謝の心】
　全学級それぞれの給食時におけるよいところ
をコメントとともに写真で紹介した。お互いの
よいところを見合うことで、食事におけるマ
ナー等、気を付けたい点の注意を喚起すること
ができた。
12月　栄養バランスを考えて食べよう
　【③食品を選択する能力】　【②心身の健康】
　【④感謝の心】
　食べ物にはそれぞれ栄養があり、その働きを
知ることは、食生活の向上に欠かせない。食の

学習ノートの中学年「バランスよく食べよう」、
高学年「１日の食事や自分の食生活について考
えよう」という題材や５・６年生の家庭科の学
習における栄養の働きという単元でも、取り扱
われている内容である。しかし、難しい内容で
もあるので、給食時の「食育タイム」で、給食
の献立とともに、各学年に応じた補足説明をし
た。また、栄養の働きについての授業の様子や
児童の感想も掲示し、学習した内容が想起しや
すいよう工夫した。
１月　学校給食週間
　〜いろいろな献立を味わおう〜
　【①食事の重要性】　【④感謝の心】
　【⑤社会性】　【⑥食文化】
　１月24日から30日は全国学校給食週間である。
それに合わせて、学校給食の六つの目標や歴史
について、「食育タイム」で話をしたり、掲示
板で紹介したりして、身近な給食について改め

H25年　11月の掲示
H25年　12月の掲示

H25年１月　学校給食の６つの目標の掲示
H25年１月の掲示　献立の写真（上）と子どもの感想（下）
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て考え、感謝の気持ちを持って食べられるよう
にした。職員にも呼びかけ、この一週間はいつ
も以上に力を入れて給食指導に当たるようにし
た。
　また、日替わりで明治時代・三重県・高知県・
島根県・昭和時代・大田市の給食と、一週間魅
力ある献立にされていた。それぞれの特色を味
わい、関心を持って楽しく食べられるように、
掲示板にも工夫をした。全校で掲示を見た後に
は、掲示物を給食センターに届けた。職員の皆
さんは大変喜ばれ、センターの壁に掲示してく
ださっていた。
２・３月　地元食材を味わい、感謝して食べよう！
　【①食事の重要性】
　【④感謝の心】　【⑥食文化】
　給食には、多くの地元食材が使われている。
給食時に「地元食材探しタイム」を設け、関心
が持てるようにした。また、地元食材のよさに
触れ、食材の生産者や調理してくださる方々へ
の感謝の気持ちが持てるようにした。

６　実践のまとめ

⑴　成果
　給食を「生きた教材」として取り上げ、「食
の掲示板」を軸に、各取組や関係機関との連動・
連携を図りながら、給食指導・食育を推進して
きた。これらの取組を通して、児童は、食材の
旬や産地、栄養に興味関心を持ち、「○○が入っ
ています」と食材を味わいながら食べたり、苦
手なものも食べようとしたりするようになった。

職員室でも、給食についての話が多く出るよう
になり、そこで出た話題を学級指導に生かした
り、保護者への発信に生かしたりするように
なった。そのため、給食を残す児童が減り、高
学年においては、ほとんど毎日完食である。食
事のマナーを身に付け、お盆に食器を正しく並
べたり、箸の持ち方や食べ方に気を付けたりす
ることもできるようになってきた。掲示板に関
心を持って見る子どもが増え、食文化を通して、
季節を楽しむこともできるようになった。肥満
傾向の児童は栄養バランスに気を付けて食べる
ようになった。
　したがって、本実践は、「食べる知恵」や食
への「感謝の心」や「望ましい食生活への関心」
を高め、「粘り強い心と体の育成」に効果があっ
たといえる。

⑵　課題
　給食時には望ましい姿が見られるようになっ
た一方、家では、全く食事の準備や片付けにか
かわらない、好き嫌いで偏食をする、朝食を食
べないといった児童もいる。一日全体を通した
食生活の改善には、十分至っていないというの
が現状である。しかし、一日全体の食生活こそ
が、児童の将来の身体や生活を創る鍵となる。
　今後さらに、保護者への啓発や連携に工夫を
凝らし、実践を積み重ねれば、児童の一日全体
を通した食生活の改善につなげられるのではな
いかと考える。これまでの取組が次年度以降に
生かされるよう、取組の成果や課題を児童や保
護者、教職員、関係諸機関に積極的に発信して
いきたい。

H25年　２・３月の掲示


