
No 委員名 実施方法 効果及び今後の課題
月間
の

取組

１ 岩崎委員 参集型
食への興味が深まった。継続した取り組みを実
施していく。

２ 岩崎委員 参集型
対策を学んだことで，偏食児が食べられるもの
が増えた。保護者にも共有していく。

３ 川邊会長 参集型

　コロナ禍の学生の生活実態の詳細をなかな
か把握できない中で，食という限られた支援で
はあるが，少しでも前進していける後押しとなれ
ばと思っている。
　学生の声からは，バイトができなくなり食費な
ども切り詰めて生活していたり，かなりの厳しさ
を改めて知ることとなり，学生自身も，今回の
フードパントリーを通して多くの方々の思いやあ
たたかさに触れ，多くの人に支えられていること
を改めて感じ，いつか教育者として地域に還元
していきたいと思うという声も寄せられた。
　さらに食材の寄付に関しても，旭川やその近
郊町の多くの人々から，学生たちの力になれ
ば，まちの宝だからという言葉をいただき，食だ
けでなく人々の思いを届けることにもつながった
ものだと実感できた。

〇
教育大生の
ためのフード
パントリー

北海道教育大
学旭川校

　コロナ禍で生活費などをバイトで賄っていたりする学生
は，バイト先の休業や営業時間短縮などによって，大学生
活はもちろん日々の食事にも困っている状況がある。そこ
で，少しでもその学生たちの支援をできないかということ
で，２０２１年６月２９日（火）・３０日（水）の両日、約200名
の学生を対象として，食料支援事業として「第１回教育大
生のためのフードパントリー」を開催した。
（https://www.hokkyodai.ac.jp/info_topics/asa/detail/123
56.html）
　第１回目の学生の現状や実績を踏まえ，「第２回教育大
生のためのフードパントリー」をさらに１１月２９日（月）に実
施した。
（https://www.hokkyodai.ac.jp/info_topics/asa/detail/131
88.html）
　第１回目も２回目も，フードバンクさんをはじめ地域の多
くの皆様のあたたかいご支援やご協力を得て実施できた
ものである。
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三色栄養
エール
保育園

年長児対象（10月に1回実施）
三大栄養素が身体の中でどのような働きをし，成長させて
くれるかを知る。

偏食に
ついて

エール
保育園

保育士対象（11月に1回実施）
偏食（対象児）になってしまう原因と対策を知る。対象児へ
の指導を全員で共有する。
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４ 川邊会長 参集型

　食への関心や興味を高めてもらうことと同時
に，調理体験という貴重な機会を通して，子ども
たちにその楽しさを学んでもらう。
　コロナ禍では食の場面すら人々と共有するこ
とがままならないが，食育活動の火は消さず，
将来の活動のため試行錯誤していきたいと考
えている。

５ 岸山委員 参集型

人との接触を控えなければならない状況の中
で，来場したこども、親御さんとのコミュニケー
ションを図る契機となった。さらに多様な働きか
けをすることも可能なので，主催者側のさらなる
コミュニケーションも必要。

○

６ 東藤副会長
その他

(各学級)
　地産地消に対する理解や関心を高めることが
できた。

○

７ 東藤副会長
その他

(各学級)

　風土と結びついた多様な食文化、地域性への
理解を深めるとともに、食を楽しむ態度も養わ
れた。

○

はらぺこ
クッキング

こども食堂

旭川短大　食
物栄養専攻
岸山ゼミナール
あさひかわ福
祉生協
旭川医大　看
護学科　1～3
年生
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郷土料理
への理解

光陽中学校
　１０月２２日の給食「沖縄の郷土料理」の提供に当たっ
て、沖縄県の概要や食文化、当日の献立等の資料を事前
に学級掲示し、喫食当日に各学級での指導を行った。

地産地消
への理解

光陽中学校
　８・９月の２回、「給食だより」を配布した際に「旭川食育
推進月間」の取組や旭川産の食材について確認し、関心
を高める指導を行った。

北海道教育大
学旭川校・家庭
科教育第２ゼミ
ナール／旭川
市北星公民館

　毎年，夏（７月末）と冬（１月末）の２回，市内の小学生
（約16名）を対象として北星公民館の共催のもと実施して
いる地域食育講座である。大学のゼミ生が中心となって毎
回テーマを決め，企画・広報・実施などを行っている。基本
的には小学生のみが調理に挑戦をし，それを大学生が指
導サポートする。昨年度は，コロナ感染拡大予防の観点
から，夏はオンラインで調理動画やレシピ資料を作成し，
大学のHPなどに掲載，冬は小学生，大学生いずれも各８
名ずつに絞り，２部制で実施した。今年度も，夏は可能な
限り参加人数を絞り，のべ12名の参加で二部形式で開催
した。冬は1/29に延べ12名の参加で，旭川の銘菓や名物
をテーマに実施する予定である。

今年度の6月から，月に一度，3条通のカフェでこども食堂
を開催し，月ごとのテーマに沿った献立を作成しながら栄
養指導を行っている。また，11月からは，旭川医大看護学
部の学生とともにこどもを対象とした食に関するクイズ
コーナーを実施した。楽しみながら食についての知識を得
ることができ，回答毎にもらえるシールを台帳に張り込ん
でいくことにより，次の来場につなげていくという取り組み
を行っている。



No 委員名 実施方法 効果及び今後の課題
月間
の

取組

８ 前田委員 参集型

　地域住民を対象とした講習では，調理実習が
ないので参加人数が集まるかどうか不安であっ
たが食事の大切さを知るとともに，知人との交
流も楽しみ体験できてよかったとの声が聞かれ
た。未就学児も30分という短時間なため，飽き
ずよく聞いてくれていた。

９ 前田委員 参集型
　乳製品を活用した料理法を紹介することで，カ
ルシウム摂取量の増加につながる。

10 宮川委員 参集型
　子どもから大人も喜ぶ献立とクリスマスの雰
囲気を作り，心も和みました。

11 宮川委員 参集型
　おせちの伝統料理，煮物のコツ，なます，きん
とん等おふくろの味の伝承，手をかけ，心をか
けること。

12 宮川委員 参集型
　初めての方も巻くことができ，コツを習得でき
たと大変喜ばれました。

13 山極委員
その他
(オンデマ
ンド)

　食に関する様々な課題は保護者と児童に個
別対応による食事指導が栄養教諭に求められ
ているため，さらなる資質の向上が必要であ
る。

食育セミナー
 「食べられない子
 の食事指導・
 スポーツ食育・
 朝食指導に
 ついて」

末広北小学校
保護者対象

旭川ガス

旭川ガス
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　住民対象12回，未就学児対象8回，計20回実施
　住民を対象とした講習では，栄養士講話，食生活改善
推進員による減塩のすすめ，バランスのよい食事の講話
を行いました。
　未就学児を対象とした講習では，食育遊び，５つの力，3
色栄養の働きと食物の名前を知ることを目的に行った。

乳製品
料理教室

旭川食生活
改善協議会

　乳製品を使った料理４品の調理実習を行った。乳和食と
して減塩にもなりよい。

クリスマス料理

恵方巻と大豆を
使った節分料理

おせち料理

旭川ガス

旭川市
地域講習会

旭川食生活
改善協議会

　食べない子・食べられない子の食事指導のポイントやス
ポーツをする子どもの食育とスポーツ障害の予防，子ども
の朝食の必要性と栄養バランスのよい献立について話を
した。（１回　１月）

　骨つき鶏ウィングフライ，エビマヨサラダ，ドリア，りんご
のパイ

　一の重から三の重までの中から抜粋で，栗きんとん，二
色松風，鶏ロールオレンジ風味，ザクロなます，がめ煮
（筑前煮）

　太巻きずしを１人１本巻き，打ち豆の汁とエビと豆腐で和
風餃子を揚げ，豆にちなんだ料理を実習した。
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14 山極委員 参集型
　コロナ禍における食育指導として免疫力を意
識した内容とした。

15 山極委員 参集型
　成長期の骨の発育とカルシウムの働きを知る
ことが出来た。

16 山極委員 参集型
　ＩＣＴ活用と個別指導を組み合わせた授業を行
い，長期休みを前に睡眠など生活基盤を確認
する指導が出来た。

17 山極委員 参集型

　五大栄養素を身近に感じてもらうアプリを使
用。栄養バランスを考えた食事作りを実感する
ことが出来た。

〇

18 渡邊委員 参集型
収穫の喜びが深まり，安心安全な食の意識が
高まった。

19 渡邊委員 その他
野菜を無駄にせず使いきることで，食品ロス対
策の一助となるのではないか。

　ＩＣＴを活用した食育として，「バランスの良い食事をアプ
リを使って考えよう」を実施した。（１回　９月）
①「サッカー選手のスランプ（体調不良）の
　原因を探れ！」
②「五大栄養素」のはたらきと代表的な
「食品」は？
③アプリを使って「栄養バランスの良い
　食事」を作ろう！！

早ね 早おき
朝ごはんの

ひみつ

末広北小学校
２．３年

　ＩＣＴを活用した食育として，パワーポイントとロイロノート
による食育授業「早ね 早おき　朝ごはんのひみつ」を行っ
た。（１回　　５，７月）

無農薬の
野菜作り

旭川消費者協
会　食の安全

活動部会

取組内容
（具体的内容，回数，実施時期等）

今年度初めて農薬を使わない野菜作りにチャレンジした。
（メークイン，北あかり，インカの目覚め，レッドムーンの４
種のじゃがいもを植えた。）

令和３年度食育に関する事業の取組状況一覧【委員回答分】

取組名 実施団体

１０月２６日，余りがちな野菜を無駄にせず利用する簡単
料理をYouTubeで発信するための撮影を行った。この
Youtubeは，市のホームページで公開されている。

環境部廃棄物
政策課と旭川
消費者協会環
境活動部との

コラボ

YouTubeで
野菜の

食品ロス対策

丈夫な骨を
つくろう

末広北小学校
４年

　成長期の骨の発育とカルシウム等の働きについて学ん
だ。（１回　１１月）

免疫力を増やす
食生活と自分に
必要なエネル
ギー量を知ろう

末広北小学校
６年

　ICT活用した食育として，免疫力を高める食生活と自分
のエネルギー摂取量やエネルギー消費量をアプリを使っ
て調べた。（１回　１月）

成長期の
強い体を
つくる食事
と栄養素

末広北小学校
５年


