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特集1

　農林水産省東海農政局では、食料自給率の維持・向上、食
育の推進などを通じ、国民一人ひとりが取り組み可能な国産農
産物の消費拡大運動を進めるため、毎年「東海地域食料自給
率向上研究会」を開催しています。平成２６年度は、当センター
との協働により、予防医学の観点から食料自給率の向上を考え
ていくことになりました。

　まず４月から、生活科
学部管理栄養学科臨床
栄養学研究室（森奥登
志江教授）の学生３名
が、食料自給率の向上
と生活習慣病の減少を
目指して、東海３県でと

れる食材を利用したメタボリックシンドローム予防の献立を季節ごと
に作成する実践研究に取り組みました。
　メタボリックシンドローム予防には、１食に偏った食事は肥満の
原因となるので３食バランスよくとること、野菜やこんにゃく、きのこ、
海藻といった食物繊維の多い食材を多く取り入れることが有効で
す。また、主菜の材料にはコレステロールを下げる効果がある魚
や大豆製品も使うようにし、肉の場合は脂質の少ない部位を選び
ます。だしを効かせたり、お酢やレモンなど酸味のある食材、香
辛料や香味野菜の使用により、塩分の使用を少なくすることも大
切です。学生たちはこれらのポイントを踏まえて考案した献立をメ
ニューブックにまとめました（裏面に一部紹介）。
　この取り組みは８月７日にNHKの「ほっとイブニング」で取り
上げられ、調理場面や試食会の様子を交えて「国産食材で脱メ
タボ」のタイトルで放送されました。試食会では「メタボ予防と聞
いて、量が少ないのではないかと思っていたが、野菜を多く使っ
てボリュームも満足できる。」「アジのカレー焼きは塩を控えてカレー
粉でしっかり味がついていておいしい。」といった感想が聞かれま

した。
　１２月１２日には「平成２６年
度東海地域食料自給率向上
研究会（第９回）」が本学の
大学会館大会議室にて開催さ
れ、給食事業者、食品販売会
社、生協、行政関係者、学生
等７９名が参加しました。まず初
めに間瀬民生生活科学部長が「和食のユネスコ無形文化遺産
登録と食料自給率」のテーマで基調講演を行い、続いて東海
農政局次長の塩川白良氏が「我が国の食料を巡る事情」につ
いて話されました。最後に、臨床栄養学研究室の学生３名が「メ
タボリックシンドローム予防メニュー開発～地産地消の取り組みに
よる東海３県で生産される食材の利用～」のテーマでプレゼンテー
ションを行いました。東海地域で生産される食材は野菜や魚介類
が多く、メタボリックシンドローム予防の献立に利用しやすいことや、
旬の食材は栄養価が高いこと、地産地消が食料自給率の向上
に繋がるだけではなく、地域の活性化や流通コスト削減にも繋が
ることに言及し、研究成果について約１時間にわたり発表を行い、
来場者の方と活発な意見交換が行われました。
　この研究成果は来年度、東海農政局からメニューブックとして
冊子化され、配布される予定です。できることから少しずつ工夫し
て、生活習慣病予防と食料自給率向上に取り組んでみませんか？

メタボリックシンドロームとは？
　過剰なエネルギー摂取や運動不足など生活習
慣の乱れが原因になり、内臓脂肪型肥満に加え
て、高血圧、高血糖、脂質代謝異常などを併せ
持った状態のことです。メタボリックシンド
ロームは生活習慣病の前段階といえます。

メタボリックシンドローム
予防メニューを考える

東海農政局との取組
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にんじんは短冊切り、ねぎは斜め薄切り、ほうれん草は 4cm 程度に
切る。干ししいたけは水で戻し、薄切りにする。

鍋にだし汁を入れ、にんじんと鶏ひき肉、干ししいたけを煮る。火が通っ
たら　 の調味料で味を調える。

玄米を加え、煮立ったらねぎとほうれん草を加える。

最後に溶き卵を加えて軽く火を通す。

しょうがを添える。

ブロッコリーとカリフラワーは食べやすい大きさの子房に分けて茹で
る。しめじはほぐしておく。

フライパンにごま油をいれ、しめじ、ブロッコリー、カリフラワーを炒
める。

しらすとしょうゆ、みりんを加えて全体にからませる。

かぶは乱切り、にんじんはいちょう切り、こんにゃくは短冊切り、ねぎ
は小口切りにしておく。

鍋にだし汁を入れ、かぶ、にんじん、こんにゃくを煮る。

火が通ったら、ねぎともずく、調味料　 を加えて味を調える。

水溶き片栗粉を加えてとろみをつける。

①
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③

④
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冬のメニュー
特集1

鶏　雑　炊

ブロッコリー と カリフラワー の しらす炒め

かぶのあんかけ汁

作り方

作り方

作り方

● 玄米ごはん…………………260g

● 溶き卵…………小1個分（40g）

● 鶏ひき肉………………………60g

● 根深ねぎ……………5cm（10g）

● にんじん…………1/10本（20g）

● ほうれん草…………1/5束（40g）

● 干ししいたけ………1/2個（2g）

　だし汁……………………520ml

　塩……………………………1.2g

しょうゆ…………小さじ2（12g）

しょうが（千切り）…好みで（4g）

材料 (２人分 )

● ブロッコリー…………4房（50g）

● カリフラワー…………6房（60g）

● しめじ…………1/3パック（30g）

● しらす干し………大さじ2（10g）

　ごま油……………小さじ1（4g）

　しょうゆ………小さじ1/3（2g）

　みりん……………小さじ1（6g）

材料 (２人分 )

● かぶ…………………小1個（80g）

● にんじん……………1/5本（40g）

● こんにゃく……………………20g

● もずく（塩抜き）………………40g

● 根深ねぎ……………10cm（20g）

うすくちしょうゆ…小さじ2（12g）

酒……………小さじ1/2弱（2g）

だし汁……………………300ml

〈水溶き片栗粉〉

片栗粉……………小さじ1（3g）

水………………小さじ2（10ml）

材料 (２人分 )

エネルギー

エネルギー

エネルギー

たんぱく質 脂　質 炭水化物

14.3g 6.0g 50.4g

コレステロール 食物繊維 食塩相当量

107mg 3.2g 1.9g

たんぱく質 脂　質 炭水化物

3.6g 2.3g 5.0g

コレステロール 食物繊維 食塩相当量

12mg 2.5g 0.4g

たんぱく質 脂　質 炭水化物

1.3g 0.1g 7.1g

コレステロール 食物繊維 食塩相当量

0mg 1.8g 1.2g

315kcal

51kcal

32kcal

A

A

栄養価
(1人分)

栄養価
(1人分)

栄養価
(1人分)

A

A

メタボリックシンドローム予防メニューを考える

メニュー　　 ブックより
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　食育推進センターでは、料理初心者でも簡単に自分で料理が
作れるように、素材の扱い方、だし汁のとり方から、焼く、揚げる
などの基本的な調理方法を学ぶ「食育料理教室」を実施して
います。今回は旬の素材を使って手軽に作れる和食・洋食・中
華の簡単レシピを３回にわたって実践しました。第１回は５月２４日、
第２回を５月３１日、第３回を６月２１日に行い、３３名の学生が参
加しました。講師は、本学家政学部の卒業生で管理栄養士の

　小学校では、平成
２３年度の「食に関
する実態調査」の結
果を受けて、食育推
進センターの協力の
もと、給食の改善等
を行ってきました。ま
た、バランスの良い
食事について学ぶこ
とにより給食の残食を
減らしていくため、大

学管理栄養学科の学生による栄養教育を５・６年生に実施しまし
た。９月から１０月にかけて、給食の時間を使い、１回１５分程度
の栄養教育を各学年６回行いました。その他、食育ＳＡＴシステ
ムを使って、適切な料理の組
み合わせを体験する時間も設
けました。
　これらのことが、子供たち
が自身の健康と食について考
える機会となることを願ってい
ます。

　幼稚園では今年度
４月より園内調理での
給食を提供しています。
手作りで出来たての温
かい給食は、これまで
のお弁当形式の給食に
比べると配膳等におい
ては何倍も手間がかか

りますが、それ以上に子どもたちへの食育として多くの成果が上
がっていると感じています。朝から園内にはおいしそうな給食のに
おいが漂い、食欲をそそります。年中、年長児は給食当番がお
かずの付け分けを担当。メニューの基本的な組み合わせは主菜、
副菜、汁物、ご飯、フルーツです。トレーの上に正しく置くことに
より自然に配膳のマナーも身に付けています。味付けは素材の味
を生かした薄味で、野菜が苦手な子は苦労することもありますが、
徐 に々食べられるようになってきて
います。
　この自園給食により子どもたち
の食に対する意識を高め、さら
なる食育の推進に努めていきた
いと考えています。

宇野良子氏です。
　第１回は「ランチにぴっ
たり洋食メニュー ～めん
の扱い方～」をテーマに、

「野菜たっぷりパスタ」他
全４品に挑戦。色とりどり
の旬の野菜を多く使って、

「茹でる」「煮る」「炒め
る」などの調理の基礎を
学びました。第２回は「大好き中華の定番メニュー ～野菜の扱
い方～」をテーマに、「チンジャオロース」他全４品に挑戦。素
材のうまみをさらに引き立てる調味料の使い方や蒸し器の使い方
などを学びました。第３回は「基本の和食メニュー ～魚の扱い
方～」をテーマに、「いわしのパン粉焼き」をメインとした全４品
に挑戦。いわしの下ろし方やだし汁のとり方、イカの調理方法な
どを学びました。
　食育料理教室の参加者からは、「楽しく、調理の基礎から学
ぶことができた。」との感想があり、旬の食材や料理に親しむ機
会になったようです。

大学キャンパス食育プロジェクト　食育料理教室

大学生による栄養教育 おいしい給食でさらなる食育を

学園食育ニュース
大 学

小学校 幼稚園
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北部市場コラボ料理教室連携1

　２月１４日（金）に、食育推進センターと名古屋市中央卸売市
場北部市場との共催で本学大学生向けの「北部市場コラボ料
理教室」を開催し、３３名の学生が参加しました。
　北部市場から旬の食材（鮮魚・野菜・果物）を提供いただき、
生産から流通までの市場の流れや食材の扱い方を説明していた
だくことで、食に関する知識を深めてもらうほか、昨今経験する
機会が少なくなっている魚のおろし方を学びました。講師は、本
学家政学部の卒業生で管理栄養士の宇野良子先生が担当し、

　６月２５日（水）には、北部市場、和歌山県農業協同組合連
合会との共催により、和歌山県特産の「梅」をテーマとした「食
育セミナー」を本学の大学生向けと教職員向けに２講座を開催
し、大学生５１名、教職員４８名が参加しました。
　梅の産地である和歌山県田辺市梅振興室職員の山崎真寛氏
と、田辺市の管理栄養士のグループ「栄養サポート南紀」の
坂下和美氏が講師を務め、梅の効能や歴史、産地情報を学び
ながら、大学生向けセミナーでは南高梅を使った梅ジュース作り、
教職員向けセミナーでは梅酒作りを体験しました。
　梅ジャムを試食した学生からは、「初めて食べたがとても美味
しかった」、「梅の知識やレシピを知ることができてとてもうれしかっ
た」との声があがりました。

「里芋とさやいんげんの炊き込みご飯」「季節の魚の焼きもの～
冬野菜と日向夏を添えて～」「野菜たっぷり八杯汁」「フルーツ
大福」の４品を調理し、試食しました。
　 教 室 開 催 後のアン
ケートでは「魚をおろし
たのは初めてで、難しそ
うなイメージがあったが、
やってみると簡単で、経
験できてよかった。」な
ど好印象の感想が多数
寄せられています。

　また、今回は食育推進センターが教職員対象に行う初めての
イベントでしたが、参加者からは「梅をいろいろ使って料理しよう
と思った」、「今後もこのような体験型のセミナーを開催してほしい」
といった感想が寄せられました。

梅をテーマとした「食育セミナー」

　愛知県豊山町にある名古屋市中央卸売市場北部市場は、中部圏の中枢市場として、市民生活に不可
欠な野菜、果物、魚、加工食品等を安定的に供給する役割を果たしています。食育推進センターは平
成２４年度から北部市場と連携した各種の食育イベントを行ってきました。また中学校・高等学校と北部
市場との連携も活発になってきました。ここでは平成２６年中に連携した食育イベントをご紹介します。

食育活動名古屋市中央卸売市場
北部市場と連携した

特集2

連携2
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　中学校・高等学校では、土曜日に大学教員や外部の各種専
門家を講師に迎えた「土曜講座」を実施していますが、今年は
高等学校家庭科教諭の岡田七重先生が中心となって、北部市
場との<食育講座>を２回実施しました。まず第１回は６月に「初
夏を味わおう」というテーマで実施し、４８名の高校生が受講しま
した。青果店経営で食育インストラクターの加藤光一さんから、と
うもろこし、枝豆、トマトといった夏の旬の野菜や、グレープフルー
ツのお話を伺い、カップケーキやゼリーを作りました。第２回となる
１１月は、「秋の味覚を楽しもう」というテーマで実施し、４０名の
高校生が受講しました。青果店経営の大野由勝さんから、きの
こや柿についてお話を伺い、きのこ料理と鬼まんじゅうを作りまし
た。参加した生徒からは、「旬の野菜や果物など、役立つ情報

　高等学校３年生の選択科目で家庭科の「食物」を選択した
生徒４９名に対し、北部市場と連携した２種類の<食育講座 >
を実施しました。６月と１１月に、「食文化　和食の原点～だしの
うま味」というテーマで、昆布・鰹節・しいたけ・煮干・化学調
味料を使って、和食のうま味成分である「だし」をとって試飲し、
味を比べました。６月の授業では、化学調味料のほうが味がしっ

　１１月９日（日）に名古屋市中央卸売市場北部市場で「食の
物語フェア2014」が開催され、高等学校調理部員１２名と中学
校ホームメイキングクラブ員２４名が「グルメ・食育ゾーン」にブー
スを構えて参加しました。
　北部市場は、日頃は青果・野菜・鮮魚等を扱う卸売業者や
仲卸業者で早朝に賑わいますが、毎年１１月には一般市民にも
北部市場を体験してもらう日として「食の物語フェア」を開催して
います。日頃部活動で培った調理の腕前を活かし、中学校ホー
ムメイキング部は「じゃこ入りじゃがいものおやき」と「鮭入りさつ
まいものおやき」を、高校調理部は「さつまいもクッキー」「キノ

を知ることができてとてもよかった。」「鬼まんじゅうが簡単に作れる
ことがわかった。」などの感想が聞かれました。

かりしていておいしいと感じ
る生徒が多かったのに対
し、１１月の授業では天然
だしの方がおいしいと感じ
る生徒が多いという結果に
なったのですが、その間
に行われた調理実習で、
かつおと昆布のだしを使用した成果が現れたようです。１０月には、
名北魚市場株式会社の蔭山幸久氏を講師に迎え、「魚のさばき
方（三枚おろし）」の授業を行いました。生徒１人に1尾のつば
す（ぶりの幼魚）を三枚におろし、あら汁、刺身、づけ丼にしま
した。初めて魚をさばく生徒がほとんどで、悪戦苦闘の末、なん
とか刺身をつくることができました。生徒たちは、「人生で初めて
生の魚に触った。」「同じ包丁なのにプロの技に感動した。」「魚
を丸ごとさばくと、改めて命を頂いていることを感じ、感謝をこめて
『いただきます』『ごちそうさま』と言えた。」との感想を述べてい
ます。自分で作り、食べることは何よりも「食物」の学びになっ
たようです。

コクッキー」を作って来場者に振る舞いました。自分達の作った
ものを一般の方に食べてもらうことで、提供される側から提供する
側の立場を経験し、別の角度から「食」をとらえることができました。

土曜講座に〈食育講座〉を開講

高校3年生選択授業「食物」での〈食育講座〉

高校調理部・中学校ホームメイキングクラブが北部市場「食の物語フェア2014」に出展連携5

連携4

連携3
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第30回椙山フォーラム（第8回椙山女学園食育推進センター講演会）報告

食 物 ア レ ル ギ ー を 考 え る

千 種 生 涯 学 習 セン タ ー と の 共 催 講 座

〈親学関連講座〉 食育ノススメ

　６月１４日（土）に、第３０回椙山フォーラム「食物アレルギーを
考える」を開催し、３３０名の方 に々ご参加いただきました。

　はじめに、あいち小児保健医療総合セン
ター内科部長の伊藤浩明氏が、食物アレ
ルギーの起こる仕組みや、原因となる食物
を紹介するとともに、代表的な症状や、食
物アレルギーかどうかを判断するためのポイ
ントや診断方法などについて話されました。

食物アレルギー対応の原則は、正しい診断に基づいた必要最小
限の原因物質の除去を行うことです。伊藤氏はこの原則について、
１）不必要な除去は行わない、２）アレルギー食品の表示を確認
するなどアレルゲンとなる食品を確実に除去する、３）食べられるも
のをたくさん見つける、４）アレルゲンとなる食品であっても食べら

　名古屋市千種生涯学習センターと椙山女学園大学との共
催講座「＜親学関連講座＞食育ノススメ」で、森奥登志江
センター員が講義、中野典子客員センター員が調理実習を行
いました。
　この講座の主旨は、「食育に関連付けて、病気予防、生
活リズム、親子のコミュニケーションなども取り上げ、子どもの健
やかな成長を育むために大切なことを総合的に学ぶ」ことです。
　調理実習では、野菜のおいしさを子どもに伝えるメニューと
して「二色団子の甘酢あん」「冬瓜のかにあんかけ」「野

菜のサラダ寒天よ
せ」を調理し、簡
単にできる朝ごはん
やお弁当の献立と
して「枝豆ごはん」
「豚肉のロール巻
き」「煮なます」「抹
茶寒天」を調理し
ました。

れる範囲まで積極的に食べる、という４つのポイントをふまえて分か
りやすく説明されました。また「食べられる範囲」を正確に知るた
めに欠かせない食物経口負荷試験について解説するとともに、緊
急性の高いアレルギー症状が出た場合のエピペンの使用方法も紹
介されました。

　認定NPO法人アレルギー支援ネットワー
クの寺倉里架氏は、管理栄養士の立場
から、３大アレルゲンの特徴や、アレルゲン
となる食品の除去を行う場合に注意すべき
点、除去により一部栄養素の不足などを代
替食品やレパートリーを増やすことで補う方

法などを説明されました。また、食べられる食材の幅を広げ、豊
かな食生活を送るために、段階的に除去の解除を目指していく方
法についてお話されました。
　来場者のアンケート結果によれば、今回は昨年のフォーラムに比
べ、教員・学生の参加者が合わせて８１名増加しました。アレルギー
への対応が学校現場で大きな課題となってきており、食物アレル
ギー対応やエピペン使用方法などを学べる今回のテーマに、教員
や教員を目指す学生が高い関心を持って参加されたようです。「保
育園の給食アレルギー対応はどこまで対応しないといけないのか悩
む。」、「食物アレルギー除去食について考えが誤っていたことが
理解できた。」などの意見が寄せられました。
　食育推進センターでは、今後も健康維持に繋がるようなテーマを
わかりやすく解説するフォーラムを開催していきます。

　２０１３年１１月に「和食」がユネスコ無形文化遺産に登録
されました。それをきっかけに、日本の料理、食材が今ま
で以上に世界で注目を集めています。しかし一方では、日
本のカロリーベース食料自給率は昭和４０年度には７３％だっ
たものが平成２５年度には３９％まで減ってきています（農
林水産省食料需給表による）。健康な身体を作ることと同
じように、日本の食文化を守り育てていくことも、「食育」
の大きなテーマです。
　食育推進センターでは、東海農政局と協働した「東海地
域食料自給率向上研究会」において、東海地域で生産さ
れる食材を生かして疾患予防に役立つレシピを学生が考案
する取組を行い、また名古屋市中央卸売市場北部市場や
産地と協働し、旬の国産食材の効能や料理方法を紹介する
「料理教室」「食育セミナー」を開催するなど、積極的に
食育を推進してきました。
　椙山女学園の特色ある事業として、今後も食育推進セン
ター事業を充実させ、学園並びに地域社会に貢献していき
ますので、皆様のご意見・ご要望をお寄せいただければ幸
いです。

■ご意見・ご要望などはこちらへお寄せください。
　椙山女学園食育推進センター（企画広報部企画課）
　TEL：052-781-4346（直）　FAX：052-781-8115
　E-mail：shokuiku@sugiyama-u.ac.jp

編 集 後 記

伊藤　浩明 氏

寺倉　里架 氏




