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課 題 名：つくば市の小学校における食育教室の実践 

 
 

1. 事業の概要 

 
本プログラムは、児童が教室内で普段の食生活を再現し、医師や栄養士、そしてトレーニング

を受けた医学生からインタラクティブなフィードバックを受け、より適切な食事を選択する能力が獲

得できるプログラムである。 

なお、本プロジェクトは以下の 2 つのプログラムから構成されている。 

 

１．小学校高学年向け食育プログラム 

児童が本教室の中で、おやつカードの選択を授業前とディスカッション後に 2 回行う。授業と実

践を通して、小学生自身のカロリーや塩分、そして栄養素（鉄、カルシウム、食物線維）に対す

る理解を深め、自ら考えて選ぶ力を育むプログラム。 

 

２．医学生向け健康教育企画・実践力養成プログラム 

将来の住民の健康を守る医学生が食育教育の企画・運営を教員（医師、栄養士）の下で行う。

食育教育の準備段階では、自らの食生活を振り返ることからはじまり、さらに健康教育に必要

な各スキルのトレーニングを受けた後、小学生の食育教育に関わる。準備からはじまり、教室

で小学生とふれ合い、医学生が児童に教えてゆくなかで、食育に対する理解が深められ、心に

届くメッセージを伝える実践力を高めることを目的としたプログラム。 

 

＜背景＞ 

近年、国民の「食」をめぐる状況が変化し、栄養の偏り、不規則な食事、肥満や生活習慣病の

増加、過度の痩身志向、食の安全、伝統的食文化の危機等の問題が生じている。 

国民が生涯にわたり健全な心身を培い、豊かな人間性を育むためには、健全な食生活の確立

が重要とされている。 

そのためには、食生活が完成する手前の段階、つまりライフサイクルにおける学童期までのス

テージでの関わりが、将来に大きく影響するといわれている。その健全な食生活の基礎となる

「食」に関する知識と「食」を選択する力を習得し、健全な食生活を実践できる人間を育てる食育は



極めて重要なテーマである。 

  筑波大学地域医療教育学／総合診療グループでは、国民の健康増進と地域医療に貢献する

人材を養成することを目的として、長年、地域ヘルスプロモーションプログラムを実践してきた。こ

れは、大学教員と医学生とが、地域住民や児童・生徒を対象にして、実際の健康教育に関わるプ

ログラムであり、文部科学省の現代 GP（Good Practice）に採択され、これまで茨城県内で広く健

康教育を実施してきた実績がある。 

今回は、そのノウハウをふんだんに生かし、医師である教員や栄養士による小学生向けと医学

生向けのプログラム開発が同時に行われた。 

 

 

2. 事業成果の概要 

 

プロジェクト全体の流れ： 

本プロジェクトは、下記の図に示すような順番で実施された。 

１．小学校高学年向け食育プログラムと医学生向け健康教育企画・実践力養成プログラム 

の 2 つのプログラムが教員（医師、栄養士）によって開発された。 

２．医学生向け健康教育企画・実践力養成プログラムには、16 人の医学類 3 年生が受講した。 

医学生は５つのグループに分かれ、実践を交えたワークショップに取り組み、各自オリジナル

の食育教育コンテンツとスライド資料、おやつカードを制作した。 

３．上記ワークショップを受講した医学生は、数回にわたる食育教育の練習を行い、指導教員とと

もに各小学校に赴き食育教育を実施した。 

 

 

医学生向け健康教育企画・実践力養成プログラムについて 
 

コンセプト： 

地域医療および地域住民への質の高いヘルスケアを提供できる人材の育成は、筑波大学医

学類における社会貢献の一つである。 

本プロジェクトでは、地域における食育教室の実施において、本学医学群生が準備の段階から 

役割を持ち主体的に実践できるように工夫されている。 

医学生は、本プログラムのワークショップと食育教育の実践を通して、相手の心に届くメッセー

ジを伝えるためのコミュニケーションスキルを高めることができる。また、学生のうちから地域に

出て行くことで、地域住民の食生活や健康観への興味が刺激され、理解を深める機会を得るこ

とができる。 

このように食育教育の現場を経験できるという大学内のみの教育では決して経験することが



できない貴重な経験を医学生が得ることができ、将来、社会に貢献できる人材の育成に高い教

育効果が期待されている。 

 

プログラム内容の紹介： 

 

担当教員：阪本直人・横谷省治（医師）、皆吉智之（栄養士） 

M3 医学概論 健康教育企画・地域健康教育実習とのコラボ企画として実施された。 

 

 一般目標 

• つくば市内小学校高学年を対象に「間食」をテーマとする健康教室を自ら実際に企画・実施し、食

育について理解を深める。 

• 自分自身の食生活の振返りや小学生向けの食育教室の実施を通して、成人における生活習慣

病予防について理解を深める。 

 

 行動目標 

• 学童期における栄養所要量を理解し、小学生へ適切な間食のとり方を指導できる。 

• 生活習慣病予防に、小学生の段階で食育を実施することの意義が説明できる。 

• 小学校高学年を対象として、食育をテーマに健康教室を企画・実施できる。 

 

 

ワークショップ（以下 WS）コンテンツ一覧 

本 WS を通して、自らの食生活を振り返り、ライフサイクルにおける栄養やプレゼンテーション技術、

行動変容、カラーユニバーサルデザインなど、健康教育の運営と実施に必要なスキルのトレーニ

ングが受けられるメニューとなっている。 

 

 9 月 1 日(木) 9 月 2 日(金) 9 月 5 日(月) 9 月 6 日(火) 9 月 7 日(水) 

1 時限 
（8：40-9：55) 

 
小学生にとっての 
間食の位置づけ 

 
グループ学習 

（プレ発表会準備） 
 

2 時限 
(10：10-11：25) 

 
フィールド調査 

おやつの買い出し 

記録を見ながら 
食生活自己評価と 

ディスカッション 

プレ発表会 
4 日間で学んだ 
事の発表会 

3 時限 
(12：15-13：30) 

講義シリーズ 
グループワーク 

おやつセレクション 

撮影などの作業 

・生活改善のコツ・ 
～無理なく減塩、 

チームマイナス 1g～ 

フィードバック＆ 
バージョンアップ 

発表会準備 

4 時限 
(13：45-15：00) 

 

食習慣と生活習慣との

関係をライフステージ
の 

視点から見てみよう！ 

ワンコインランチ活用法 
ワークショップ 

心に届くプレゼン

テーション、 
カラーユニバーサ

ルデザイン 

栄養士による 
ランチセレクション 

フィードバック 

5 時限 
(15：15-16：30) 

15:45～ 
各テーマに分散 

おやつカード作成 行動変容ワークショップ 
健康教室発表会

（最終） 
14:00- 
発表会 ・食育ガイダンスと 

課題 

6 時限 
(16：45-18：00) 

・チーム 

ビルディング 
・教室日程の決定 

ファミリーダイナミックス 
について 

生活習慣と生活習慣病
について DVD&講義 

フィードバック＆ 
完成版へ 

全体発表後 
の振り返り 

 

※9月 7 日以降も小学校での食育教室実施まで、教員監修の下、各グループあたり数回ずつ教室

運営の練習、予演会などが行われた。 

 



ワークショップ風景 

 
ランチセレクション WS 

医学生がグループ内で評価し合い、ディスカ

ッションを行い、理解を深めてゆく 

 
栄養士による個別指導 

医学生が栄養士とのディスカッションの中で、

自らの食生活を振返り、食全般の理解を深め

てゆく 

 
行動変容 WS 

相手の行動変容ステージを把握し、状況に合

わせた的確な関わりができるよう練習 

 
減塩の工夫 WS 

塩の味覚の曖昧さを実感し、どのような工夫

やコツがあるのかをディスカッション 

 
おやつカードに用いる食材の撮影 

事前に子ども達の間食の実態を調査し、厳選

された食材からおやつカードを制作 

 
コンテンツ制作 WS 

色覚障害や認知心理学にも配慮し、 

心に届くメッセージになるよう皆で工夫 

 
医学生 16 名と 

教員（医師（阪本、横谷）、栄養士（皆吉）） 

 
予行演習と振り返りを繰り返し、実施に備える 

栄養士 



小学校高学年向け食育プログラムについて 
 
担当教員：阪本直人・横谷省治（医師）、皆吉智之（栄養士） 

 
コンセプト： 

 成長期である小学生高学年にとって、鉄分、カルシウム、食物繊維は、三度の食事では 1 日必

要量を摂取しきれない現状があるため、間食は、避けるべきものではなく、むしろいかに適切にと

るかが重要である。 

しかし、糖尿病や高血圧を引き起こす生活習慣病が社会的な問題となっているなか、適切なカ

ロリーや塩分などに配慮しながら食事を選択してゆくことは、容易ではない。 

この重要な食習慣こそが、学童期からのライフスキルとして獲得されているべきものである。 

そこで、本プログラムでは、間食を切り口に小学生が、カロリー、塩分、および、鉄分、カルシウ

ム、食物繊維の意味と重要性が理解できるよう授業を進めてゆく。 

児童自らの判断で、カロリー、塩分の過剰摂取を避け、かつ、必要な栄養素である鉄分、カルシ

ウム、食物繊維を上手に摂ることができる能力が獲得できるよう教室内で、実践できるようにす

る。 

本プロジェクトにより、児童は食を通して心身の健康と豊かな人間形成の基盤を育み、地域社

会における健康増進に寄与することが期待されている。 

 

 

プログラム内容の紹介： 

医師である教員や栄養士による指導の下で、医学生を中心に小学校高学年向け食育プログ

ラムを実施。本プログラムでは、生徒が教室内で普段の食生活を再現し、医療専門職、医

学生らから直接かつインタラクティブなフィードバックを受けながら実践し、より適切な

食事を選択する能力を獲得できるよう設計されている。 

 

  タイトル 内容 

1 はじめに ・自己紹介と今日の流れの説明 

2 
普段、どれくらい間食を 
食べている？ 

・おやつカードを配布 

・おやつカードの中から普段 1 日に食べている間食を選んで貼る 

3 
学童期に不足しがちな栄養素 
と間食の位置づけ 

・鉄分、カルシウム、食物繊維などを紹介 
不足しがちな栄養素は間食で補おう 

4 おやつの実態 ・カロリーと塩分などの説明 

5 なぜ、とりすぎはいけないの？ 
・学童期の食習慣と生活習慣病について 
・正しい食習慣を身につける重要性について 
・意外に多いものクイズ 

6 1 日どれくらいとればいいの？ ・1 日の全体量と間食でとる分量について 

7 
自分の間食のカロリーや 
塩分を知ろう 

・先ほどシートに貼ったおやつのカロリー、塩分を計算し、 
現状を再確認（★、●の数で簡単に計算できるよう工夫） 

8 振り返ってみよう！ 
・適切なおやつについて考える 

・自分たちが選んだカードを見直し、適切なカロリー、 
塩分になるよう、再度カードを選択 

9 
まとめ 
～適切な間食はこれだ！～ 

・おすすめ例を見せながら、適切な３つのポイントを紹介 
①自分の適量を考えよう 
②食べる時間を考えよう 
③表示を見ながら選ぼう 

 



実施校と開催日時： 

 

  担当小学校 教室実施日程 生徒人数 
医学類 

3 年生 
チーム名 

1 今鹿島小学校 
2011 年 9 月 29 日（木） 

14 時 00 分～15 時 00 分（60 分） 
 5・6 年生、55 人 

百瀬春佳 

山口亜梨紗 

山本隆平 

横田華奈 

悟飯 

2 前野小学校 
2011 年 10 月 13 日（木） 

13 時 40 分～14 時 30 分（50 分） 
 6 年生、24 人 

小川靖裕 

川嶋久恵 

島田奈那美 
TAKUMESHI 

3 東小学校 
2011 年 12 月 14 日（水） 

13 時 50 分～14 時 40 分（50 分） 
6 年生、90 人 

安藤有佳里 

安藤嘉朗 

殷加耶 
OKC４８ 

4 大曽根小学校 
2012 年 1 月 13 日（金） 

13 時 30 分～14 時 25 分（55 分） 
 5 年生、108 人 

木村紀志 

園部藍子 

高須莉子 
いそべ 

5 葛城小学校 
2012 年 1 月 16 日（月） 

13 時 30 分～14 時 30 分（60 分） 
 5 年生、70 人 

花井翔 

藤原彩織 

三宅優 

ピンク 

ハナイ 

 
 
■食育教室風景 

 

 

 
本プログラムの WS でトレーニングを受けた 

医学生による食育教室 

 
ディスカッションと実践を通し、 

児童は、学びを深めてゆく 

 
自分で選んだおやつカードを発表。自然と児

童でも互いにディスカッションがはじまる 

 
後半には、児童の「こっちは100キロカロリー

少ない」、「塩分少し多いな」という発言が 



■食育教育で使用されたスライドの抜粋 
 
各グループで、オリジナルスライドを制作した。 

下記は、児童に伝わるメッセージを意識し、グループ内で徹底的に議論され、作られたスライド。 

 

小学生に必要なカロリーを勉強したあと、 

実際の摂取量をみんなでみてゆきます 

 

カロリー、塩分の意味だけでなく、過剰にな

りやすい理由とともに生活習慣病も学びます 

 

カロリー・塩分は、必要量から実際の量を引

いたものが、間食で摂ってよい量になります 

 

3 回の食事では摂りきれない栄養素。 

積極的に摂ってゆきましょう 

 

1 日の全体量をみながら、カロリーや塩分量

をやりくりする方法を学んでゆきます 

 

児童達は、自分が選択したおやつカードを

振り返りながらディスカッションします 



実施後の総評 
今回 5 つの小学校で食育教育を行った。どの小学校でも児童達は真剣に取り組み、「食べ過ぎ

てはいけないものと、多く摂るよう心がける栄養素があることを知った」、「将来の病気を防ぐには、

小学生のころから食習慣に気をつけておくことの重要性に気付いた」といった意見が聞かれた。ま

た、教室の後半では、1 日の摂取範囲内でやりくりするためにおやつカードのカロリー、塩分をみ

ながら主体的に選び直しているグループが多くみられた。 

教員からも「臨床と絡めた説明もあり、すごく説得力があった」といった意見が聞かれ、普段学

校内で行われている食育以外に外部から臨床家が訪問することの有用性がみられた。 

医学生からは、「教室で指導するには、自分自身が相当しっかりと理解しておかなくてはいけな

いことに気付いた」、「5 日間食について考え、自身の食生活を振り返る過程で、食習慣への興味

が沸き、その重要性を強く感じるようになった」など、知識の深化だけにとどまらず、食習慣の問題

に対する重要性を見いだすきっかけを提供する効果もみられた。 

全体を通して、おやつカードを用いカロリーや塩分を視覚的に捉えられる手法を取り入れたこと

で、より取り組みやすく効果的な食育教育が実施できたと考えられた。また、医学生にとっては、

食に対する理解と価値観を深め、分かりやすく人に伝えるための訓練を行う場を提供できる効果

的なプログラムであったと考えられた。その他、より効果的な食育プログラムの推進には、小学校

との連携を強化し、既存の食育プログラムとの相乗効果が引き出せるような工夫が必要であるな

ど、今後の課題も見つかった。 

 

実施後の感想 
 
教室実施後、多くの高い評価が寄せられており、医療職による食育教育はニーズもあり、大きなイ
ンパクトをもたらすことが伺えた。 
 

○小学生高学年向け食育プログラムを受けた生徒から 

 

• 塩分やカロリーは、取り過ぎると血管がダメになる。 

 

• おやつは（1 日の）全体を気にしながら調節するものなんだと思った。 

 

• 塩分とカロリーは見た目じゃ分からない。これからは、袋や箱の裏を気にして食べようと思う。 

 

• なるべくおかしのカロリーを 100 キロカロリー未満にしたいです。 

 

• ふだんおやつで 400 キロカロリーぐらいとっていたことが分かった。 

 

• これからは、栄養素が多くて、カロリー（や塩分）の少ないお得なおやつを食べようと思います。 

 

• スナック菓子は買わないようにして、ヨーグルトやフルーツを食べようと思います。 

 

• お母さんに塩を少なくしてもらうよう言ってみたいと思います。 

 

○小学校教員から 

 
• 保健体育の授業で、塩分や糖分の学習をしておりましたが、実生活を意識して食事をしている

児童は少ない状況でした。しかし、おやつという身近な食生活を取り上げて授業を展開していた
だいたことで、 子どもたちも興味深く意欲的に授業に取り組んでいたと思います。 
 

• 小学生でも高学年になると肥満の児童が増えてきますので、食事を見直す大変よい機会になっ
たと思います。生活習慣病の説明は、臨床の先生方だけあって、リアルで説得力がありました。 
 

• 学校で推進している「朝ごはんに野菜を食べよう！」で不足している栄養素の 1 つである食物線



維の摂取を児童にすすめています。今回の食育教室でも取り上げられていたので、児童にとっ
てより説得力が増したと思います。このことに気づき、たくさん食べてくれるといいなと思います。 
 

• 食習慣が生活習慣病予防につながりますので、児童にとってとても大切な事だと思います。ま
た、外部の先生が授業をしてくださると、保護者にも伝えやすくなりますので助かります。来年度
も是非ご指導をお願いいたします。 

 

○医学生向け健康教育企画・実践力養成プログラムに参加した医学生から 

 

【企画段階での医学生の感想】 

 

• この 5 日間は、普段の授業では学べないような内容が盛りだくさんで、とても充実していた。ます

ます増加し続ける生活習慣病に大きく関わっている食事の大切さを知り、正しい食育の知識を

人々に広めていくこと（それも 10 代の若い時に）が重要だと思う。 

 

• 今回の実習を通して印象に残ったのは、医師として知っておくべきことは幅広いということである。

生活習慣病の背後には、食生活のことがあるし、食生活を理解するには栄養学も知っておくべ

きだと思う。また、それをうまく伝えるには、行動変容の理論を知っている必要もあるし、人にうま

く物事を伝える技術も習得しておく必要がある。そんなことを実感し、深い学びとなったプログラ

ムだった。 

 

• 1 週間で食育、プレゼンテーション、行動変容を学びスケジュールが詰まっていて大変だったが、

充実していたし、やればできる！（発表用スライドをゼロから作って完成させられる！）と自信に

もなった。 

 

 

【健康教室や全体を終えた医学生の感想】 

 

• 自分たちが思っていたよりも子ども達はよく考えてくれている。“最高のおかしチームを作ろう”で

は、細かくカロリー、塩分を計算して、ぴったり基準通りにしてくれたり、バランスを考えたチョイ

スをしてくれたりした。かつ、とても素直に取り組んでくれていた。そのため、この時期に食育に

ついて学ぶことは、すごく大切なことなのだと感じた。 

 

• 日常的に食べているお菓子に役割があるということから始まり、理想的なおやつをディスカッシ

ョンしたのは大変よい経験で、将来医師となったときに患者への健康教育ができる上、自分が

子供を持ったときに、大変役立つ知識である。特に、この食品にはどのような栄養が入っている

のか、この栄養素はどのような食品に入っているのかといった疑問を抱き、調べたのは自分の

力となった。 

 

• この実習を通して、栄養は語学同様に現在の私に重要だと思えるようになった。 

 

• 小学生のおやつについて考える中で、自然に自分の間食や普段の食生活にも注意するように

なった。また食育に関することだけでなく、人に何かを理解してもらうことの大変さもわかった。1

時間の授業のためにいろいろなことを調べ、準備をし、どうすれば理解してもらえるかを考えた

り工夫したりするのは予想以上に難しく、大変だった。 

 

• 専門的な医学知識を学ぶことも重要であるが、その知識を社会の中に還元しなければ、医療と

しては不十分である。診療だけでなく、市民への保健教育もいかに重要な医療であるかというこ

とを実体験することができた。 

 

 

3. 地方自治体等との連携 

 
教室開始前には、つくば市教育委員会、学校長会にて企画説明を行った。その後、つくば市の

各学校長より教室依頼を受け、前述の 5 つの小学校で食育教室を実施した。 



食育教室の準備段階から各小学校の担任や養護教諭との密な連携を行いながら進めていっ

た。 

食育教室実施時には、学校栄養士、学校医、学校歯科医、学校評議員、PTA 代表、代表民生

員の参観をしていただき、実施後に意見交換を行った。 

 

 

4. 今後の展望 

 
 食育教室プログラムに関して、今後は、学校栄養士、養護教員、担任らと協働し、小学校側で行われ

ている食育プログラムとの連携を強化し、相互に補強する形でトータルとして、年間通じての食育プロ

グラムへと発展させてゆく予定である。 

医学生向け健康教育企画・実践力養成プログラムに関しては、将来医師となった際に、食生活の問

題を的確に把握し、介入できるような医療人を育成するプログラムへと発展させてゆく予定である。 

医学生の頃から地域に出てヘルスプロモーションの経験を通して、食習慣および、生活習慣病への

興味と理解を深め、食習慣改善へのアプローチ方法の習得が効果的に実践できるよう、プログラムの

充実を図ってゆく予定である。 

 

 

5．参考文献・参考資料・教育資料 

 
小学生向け食育プログラム、および医学生向け健康教育企画・実践力養成プログラムの開発や教育

資料として活用したもののうち主なものを記載する。 

 

1）毎日の食事のカロリーガイド（女子栄養大学出版部） 

2）外食のカロリーガイド（女子栄養大学出版部） 

3）おしえて元気先生！私たちのからだのこと 

 企画・制作・著作：社団法人茨城県医師会・茨城県保健福祉部（小学 5，6 年生向け） 

4）DVD 教材「生活習慣病予防ビデオ教材 VOL.3「生活習慣と病気」 

 企画・制作・著作：社団法人茨城県医師会・茨城県保健福祉部（小学 5，6 年生向け） 

5) シンプルプレゼン ガー・レイノルズ (著)日経 BP 社 (2011/3 ) 

6）オンライン資料 

・ 文部科学省 「食に関する指導の手引」

http://www.mext.go.jp/a_menu/sports/syokuiku/07061818.htm 

・ 文部科学省「学校における食育の推進」

http://www.mext.go.jp/a_menu/sports/syokuiku/index.htm 

・ 内閣府 「ＤＶＤ「食育のおはなし（官邸ＨＰ政府広報オンライン）」

 http://www.gov-online.go.jp/useful/video/syokuiku_long/index.html など 
 
 
６．謝辞 
 
・食育教室の前に小学生と一緒に給食を食べるというアイデアを提案してくださった葛城小学校の

塚田則子先生。医学生からは、給食という共通の話題があったので、よりスムーズに児童と打ち

解けることができたそうです。ありがとうございました。 

 

・各小学校の先生方には、教室の日程調整から教室の準備、そしてアンケートの回収に至るまで

ご協力いただき、感謝いたします。 
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