
  

 

 

 

 

２０１１年８月１９～２１日 
  
 
 

今年の夏は「みんなで２１世紀の未来をひらく教育のつどい」が千葉県で開かれました。今

回は、東日本大震災をあらゆる角度から検証し、その教訓を明らかにすることなどを目的に開

催されました。1 日目の午後は全体会を松戸市の「森のホール２１」で、歓迎の「花とふるさ

と合唱団」の歌声と青年の虎舞からはじまり、中西新太郎さん（横浜国立大学）が「いま、子

どもとともに社会をつくる」と題して記念講演をおこないました。その後７つの「教育フォー

ラム」が行われ、第７の「子どもの育ちと食・農業・環境」をテーマにしたフォーラムは「ア

ミュゼ柏」で開催されました。 

２・３日目の分科会（体育・健康・食教育）は「船橋勤労市民センター」で行われました。

分科会全体会で、東日本大震災の被災地の迫力ある映像と学生達のボランティア体験が報告さ

れ、映像と学生の話にいつの間にかもらい泣きし、参加者もこの震災とどう向き合ったかを交

流しました。食の安全、学校給食での対応、全教栄養職員部のとりくみなど、討論にも積極的

に参加しました。命、学校や地域、公務員の役割、これからの復興と、改めて震災のすごさと

日本の社会の根底をゆるがす出来事であったと実感しました。三つに分かれた小分科会では参

加者が一番多く、持ち込みレポート１本を含む４本が報告されました。3 日目の昼には家庭科

分科会との交流もあり、盛りだくさんの３日間になりました。 

また、準備・運営でお世話になった地元千葉の方達から 

は、「給食・子どもの問題や食・農業の問題が初めて聞く 

ことばかりで」と、関心がよせられました。二日目の夜に 

は分科会交流会を、都教組の皆さんに準備していただきま 

した。地元千葉の青年を含め２３人の参加がありました。 

 

「フォーラム７ 子どもの育ちと食・農業・環境」 
 

一日目の夕方に「教育フォーラム」が開かれ、栄養職員部としては、第７フォーラムの「子

どもの育ちと食・農業・環境」に参加しました。報告者の宮鍋さん（全教栄養職員部・都教組）、

大木さん（生産者・千葉農民連）、吉田さん（保護者・茨城新婦人）、小林さん（横浜・定時

制高校生）、中村先生（コーディネーター・全教書記次長）を含め、７４人の参加者でした。  

フォーラムでは、地産地消の役割と、それを広げるために学校給食を真ん中にした共同のと

りくみが全国に様々に広がっている様子が語られました。また、自校直営の給食であることで、

震災時にいち早く温かい給食の再開と緊急時の対応ができたことも語られ、公務公共サービス

の重要性をあらためて確認する契機ともなりました。さらに、親の働きや子どもの育ちを支え

る社会の在り方を変えていくことの重要性も語られました。 
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 11 分科会の食教育レポート一覧(発表順) 

・ 「学校給食のはたす役割」    京都  川上 純子  濱口美也子 

・ 「学級担任が取り組む食育」   東京  一杉 大介 

・ 「食育の推進及び学校給食センター給食と自校給食の比較」  埼玉  市野川 友美 

・ 「奥多摩の食育について」    東京  神田美津江  （持ち込み）   

 

第１１分科会の流れ 
 

１日目 午前午後 体育・健康・食教育合同全体会 

共同研究者の基調提案の投げかけは生々しい震災のビデオ

と学生の体験談からの報告があり、震災から見えてきた体

育・健康・食教育のありかたを、全体討論しました。 

討論を受け共同研究者から、○学校の避難所となる条件を

宣伝する、○炊き出しマニュアルやアレルギー対応食をデー

タ化し備える、○防災計画の見直しをする、○安全安心な学 

校給食を守り、地産地消を守るために行政へ声を届ける、とまとめられました。 
 
１日目 午後後半 食教育小分科会 

小分科会に分かれ、引き続いて震災関連の討議をしました。災害時だからこそ発揮できる

栄養士の専門性、緊急時にも対応して料理を作り食事に仕立てる基本の力と普段のレシピな

どデータ化の必要を感じました。また、被災地で給食の再開によって子ども達が落ち着いた

という報告があり、給食の役割が精神面にも及んでいることが確認されました。原発は地産

地消という食教育や学校給食の基盤を崩壊させています。東電の公的責任を追及してはとの

意見も出されました。京都の報告からは、栄養教諭・調理員・担任など給食を通した子ども

とのやりとりが積み上げられ、給食のはたす役割の意味が確認されました。 
 
２日目 一日 食教育小分科会 

東京の報告からは教科内容を深める食育と、担任と栄養職員・栄養教諭の協力や連携の大

事さが共感されました。担任が教科の中で進める食育は、興味深い中身でもありました。自

校給食と給食センターの比較の報告が、初めて行われました。子ども達と一緒にいない空間

や時間の差がもたらす目に見えない苦労が語られました。持ち込みレポートも含め、給食セ

ンター勤務の職務についても交流をしました。最後に共同研究者の新村先生から、この震災

から新たな放射能の課題が見え、学校や給食の役割は社会のニーズになっているとして、一

人一人が社会の主人公になり、現状を変える行政への働きかけをしようとまとめられました。

子どもを主人公とした教育としての学校給食をすすめ、多様に学べる時間となりました。 

 

教育のつどい 参加者の感想 

・震災以降、学校給食の食材確保に栄養士の方が、ご苦労されて

いることを知り驚きました。学校給食にかかわる人の苦労や工夫

をどこかの機会で子ども達にも伝えると、給食に対する思いも変

わってくると感じました。毎日給食が食べられるということが、

子ども達にとってはあまりにも当たり前のことなので、“感謝し

て食べる“ということを忘れがちです。給食がクラスに届くまで

の過程を時々でも想像させることが必要かなと思いました。 

   （東京 一杉 大介） 

・２回目の全教の「教育のつどい」に参加で、レポーターという大役。先輩方のアドバイスに

より、自校方式からセンターへ異動してわかった様々な問題について、発表させていただき

ました。充実した 3 日間は、２学期からの活力になりました。ありがとうございました。 

（埼玉 市野川 友美） 

 

 
   



リクエストレシピ  ２０１１年学習会の参加者からたくさんのレシピの要望があっ

た練馬区大泉第四小学校の川畑ふじ子さんから、レシピをいただきました。 

 

わかめの天ぷら 

材料 一人分ｇ 下処理 作り方 

カットワカメ 1 戻さずそのまま。 1 材料は下処理のよう切る。ワカメから長ネ

ギまでを合わせる。  

2 天ぷらの衣を作る。 

3 全体を５０～１００人分に分け、１回分を

１と２で合わせる。 

4         形を作りオーブンシー             

        トにならべる。 

 

          浮き上がってくる。 

５  

          釜 

          油  

     油 

温度が高くなったとこ  ※中心温度８５° 

ろにシートごと入れ、   まで上げるには  

シートのみを静かに    （練馬区は８５ 

引き出す。また、この   °以上の決まり 

シートの上に具をのせ   ）多少色が茶色 

繰り返す。        になる。 

６ 網を引いたバットにならべる。 

素干し桜えび 2   

玉ねぎ 20 スライス 

人参 5 千切り 

さつまいも 7 皮付き棒状に切る 

長ネギ 10 小口切り 

 小麦粉 13 

 でんぷん  3 

 卵 7 割りほぐす 

 水  8 

 塩 0.5 

揚げ油   5 

 

 

 

 

 

たいめし 

材料 一人分ｇ 下処理 作り方 

 米 70  若干調節してもよい 

    0.5   

１ 米は研いで、ひたす。 

２ たいは塩と酒を振ってオーブンで 

焼く。熱いうちに小骨をとり、身を粗

くほぐす。 

→炊飯器一升（７㎏）炊きに対して、 

切り身３～４枚入れると豪華

（予算と相談して）、炊飯する釜数で

注文するとよい。 

３ １にだし昆布を入れ、２のほぐし 

  た身を入れ炊く。 

４ 油揚げは調味料で煮る。人参とみ 

つばは別々に茹でる。 

５ ３から出し昆布をとりだし、４と 

  ２をさっくり、まぜ合わせ配缶す 

る。配缶したご飯の上に、たいの 

皮をもう一度焼いて形あるままの 

せると、子ども達は喜ぶ。 

出し昆布 

 たいの切り身 20  たいは三枚おろしを 

注文 

 塩 0.1   

 酒 1.5 

油揚げ  3  縦半分に切り短冊切り 

人参  4  千切して茹でておく 

薄口しょう油  5   

 酒  1 

糸みつば  2 ２センチに切り茹でる。 

 

 



 ２０１１年学習会の参加者からたくさんの「お箸の学習」の資料要望があり、京都の堀

井秀美さんから次のようにいただきました。 

 

「おはしを正しくもとう」 
対象 2年   学級活動 1時間             

準備物  紙コップ はしだま君 スポンジ君  各自１コ   

金時豆 きれゴム（輪ゴムを切ったもの）  

      深めの紙皿           グループに１枚 

 

おはしを正しくもとう 

 

Ｔ  今日の食の学習は、このことについて学習します。みなさんはふだんおはしを使って食べて

いますね。この絵を見ましょう。２本のおはしで食べものをはさんだり、小さな豆をつまん

だり、魚の身を切ったり、ごはんをのせたり、うどんやそうめんをすくったりしながら食べ

ています。おはしを正しくもつと、このいろいろなことが上手にできます。そして、食べる

ことがもっと楽しく楽になってほしいです。 

１、 はしだま君を使って正しくもつ 

  ○ はしだま君を小指と薬指でかるくにぎる。 

             

                      イエーイ！できたかな。 

                      親指、ひとさし指、中指をひろげて自由に動かす。 

                          

                         かるく にぎる かんじです。 ＞ 

 

  ○ ３本の指でおはし１本をもつ。 

    はしだま君をにぎりながら、１本のおはしを上にあげたり、下に下げたり、回したりする。 

  ○ もう１本のおはしを親指側から通して、はしだま君をにぎっている指の上におき、おはし

の先をそろえる。⇒正しいもち方 

２、 スポンジ君をはさんで、はし先に力を入れてとじる練習をする。 

                            スポンジ君を泣かせよう。 

 

               ＞＜ 

 

 

 

３、 紙コップ――家 紙皿――公園という設定にして、スポンジ君、きれゴム、金時豆の順に、

家から公園、公園から家と、声をかけながらおはしではさんでうつす。 

 

４、 ふりかえりのワークシートを書く。 

 

          ワークシート →     

 

 
 

カンパのお礼 大会や学習会参加者に、放射能機器を農民連食品分析センターに購入するカ

ンパの呼びかけをしました。３８,３００円が集まり、八田純人所長あてに送りました。ご協

力ありがとうございました。引き続き呼びかけをしています。 
 
 
 
 
 

 
切る、つまむ、すくう

（絵） 
  

 

「おはしを正しくもとう」の学習をして 
今日、おはしを正しくもつことができましたか？ 

   １、前から正しくもっていた。 
   ２、今日れんしゅうして正しくもてた。 
   ３、れんしゅうしたが今日はまだ正しくもて

なかった。 
かんそう                             

・・ 
    


