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第５章 食育の重要対策と推進方向 

 

１ 食育の重要対策  

  本市では、基本理念を基に３つの基本方針を定め、更にその下に６つの重要対

策を設定し、目標達成に向け食育の推進に努めます。 

  なお、本重要対策は、本市の食の現状と課題をうけて、食育推進のための着実

な行動につながるように、第１次計画の「食育推進運動の展開」から「健康なこ

ころと身体をつくる食生活の啓発運動の展開」へと焦点を絞りこみ、その上で、

「食育推進団体、ＮＰＯ法人等や食に関わる他分野との協働による食育の促進」

を新たに追加しました。 

 

（１）健康なこころと身体をつくる食生活の啓発運動の展開   

    健康なこころと身体をつくる食生活の実践に向けて啓発運動を展開しま

す。広報誌、ホームページ等による情報提供だけでなく食に関するイベント

や教室、研修会の開催、ケーブルテレビを活用するなど多様な形態で情報を

提供し、啓発を行います。 

① 「主食・主菜・副菜をそろえたバランスのよい食生活（日本型食生活）」

及び「早寝・早起き・朝ごはん」の普及啓発を行うとともに、きりしま

版食事バランスガイドの活用を促進します。 

② 家族や友人と楽しく食事をすることで食の楽しさを実感する機会の

普及や、味わいや心のくつろぎにつながる「よく噛んで味わう」などの

食べ方やマナーの啓発によって食を通したコミュニケーション豊かな

食生活の実践を目指します。 

③ 郷土料理や食材の伝承活動や各種イベント・研修会等を通した霧島の

食材・郷土料理・食べ方等の普及を行うことで、霧島の旬の食材・郷土

料理を味わい、楽しめる食生活の実践を目指します。 

   

（２）生産者と消費者との交流の促進及び地元産の農林水産物の活用促進 

    本市には８箇所の公設民営生産者直売所や多数の民間の直売所があり、市

内農林漁業者が生産したものを消費者に直接販売しています。一部の直売所

においては農産物の植え付けや収穫等の農業体験イベントを通して生産者

と消費者との交流も行われており、地産地消が進んできています。 

    また、国分・溝辺・牧園地区を中心にした観光農園には市内外各地から来

訪者があり、農村の雰囲気の中で、収穫の楽しみを味わいながら消費活動を

行っています。 
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   本市では霧島市産農林水産物の紹介を積極的に行い、交流情報の提供や交

流イベント等のコーディネート役を努めながら、自主的な取組を中心とした

グリーンツーリズムや地産地消の活動を支援していきます。また、小・中学

校等における体験活動及び教育関係指導者への体験活動を支援していきま

す。 

 

（３）食文化の継承のための活動への支援 

    本市では、ＮＰＯ法人霧島食育研究会による「食の文化祭」、霧島市食生

活改善推進員連絡協議会主催の「郷土料理教室」、霧島市生活研究グループ

主催の「食の伝承講座」等、民間団体による食文化の継承のための自主的な

取組があります。これらの団体に対し、情報や会場を提供するなどの支援を

行うとともに、学校現場では栄養教諭等による総合的な学習の時間の確保、

更には、地産地消の食材・郷土食メニュー等を取り入れた学校給食を通して、

子どもたちに楽しくおいしく食文化を継承していきます。 

        

（４）食品の安全性や栄養等に関する情報の提供 

    安心・安全な食生活の基本は、市民自ら食や食品に関する知識と理解を深

め、自分の食生活は自分で守るという意識を持つことであり、そのため市は

様々な団体と連携し、食品の安全性や栄養等に関する学習機会の支援や情報

提供等を行っていきます。 

 

（５）環境に配慮した食育推進と農林漁業の活性化 

    本市には、約 13 万の市民が暮らしており、また、大量の食事を提供するホ

テルや学校、社員食堂を有する大手メーカー工場等があることから、環境負

荷の少ない循環型社会の実現のため、食から発生する生ごみを減らすととも

に、生ごみの再利用を図っていくことが必要です。 

    このため、市では３Ｒ（発生抑制（リデュース）、再使用（リユース）、

再生利用（リサイクル））の啓発や実現に向けた取組に関する情報の提供に

努めるとともに、家庭、学校、保育所、地域、企業等は「もったいない」を

実践することで食から発生する生ごみを減らすとともに、生ごみのコンポス

ト（たい肥）化など、それぞれの立場で、生ごみの再資源化に対する取組に

努めます。 

    また、近年は食料に関する消費者の安心安全志向が高まっています。食料

生産は自然あってのものであり、そのためにも農林漁業者には持続可能な農

林漁業を営むことが求められる一方、消費者にも農山漁村と農林漁業に対す
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る理解と協力や、食料自給率等を考えた食材購入や食生活の実践が求められ

ています。このため、生産者と消費者との交流を促進して生産現場と食卓と

の距離を縮めるとともに、環境と調和のとれた活力ある農林漁業政策に取り

組みます。 

 

（６）食育推進団体、ＮＰＯ法人等や食に関わる他分野との協働による食育

の促進 

食育の推進には、食に関し豊かな知識や経験を有する食生活改善推進員、

及びＮＰＯ法人等やボランティアの役割が重要であり、食育ボランティアの

活動に対して資料提供や研修を実施する等の育成支援をしながら、協働で食

育推進を行います。 

    また、乳児期から高齢期まで各ライフステージに応じた食べ方の支援や食

品の特性に応じた窒息等の予防を含めた食べ方の支援など、歯科保健分野と

も協働で食育を推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

知っていますか？         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

食事の量をコマの形で

表したものを

スガイド と呼びます。

コマの形から、１番多

くとるのが主食、２番目

が副菜、３番目が主菜と

なります。主菜は副菜よ

り少なめなんだね！ 

※ グリーンツーリズムとは 

農村や漁村に滞在し、それぞれの地域の特色ある体験を通して自然、文化、人々との交

流を楽しむ体験型の余暇活動のことです。農村に滞在して農業体験などを行うことを｢グリ

ーン・ツーリズム｣といいます。 

右の「きりしま版食事バランスガイド」は 1 日に「何

を」「どれだけ」食べたらよいかが一目でわかる食事の

目安です。主食、副菜、主菜、牛乳・乳製品、果物の 5

グループの食品を組み合わせてバランスよくとれるよ

う、コマにたとえてそれぞれの適量をイラストでわかり

やすく示したものです。 

詳しくは、霧島市のホームページからきりしま版食事

バランスガイドをダウンロードください。 

食事バラ

 

水・お茶
（コマの軸）

菓子・嗜好飲料
（コマをまわすひも）

牛乳・乳製品 果物

主菜（肉・魚・卵・大豆料理）
副菜（野菜・きのこ・海藻）
主食（ご飯・パン・麺）

きりしま版食事バランスガイド
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２ 食育の推進方向 

（生活シーン及びライフステージに応じた食育の推進） 

6 つの重要対策により食育を推進していくためには、家庭、学校・保育所、地

域という生活の中核となるシーン別、市民一人ひとりのライフステージ別に推進

方向を明らかにすることが大切です。 

それぞれの生活シーン、ライフステージに応じて、教育関係者、農林漁業者、

食育推進団体やＮＰＯ法人等の様々な食育推進の担い手が連携し、積極的な働き

かけができるように役割分担を行い、協働で食育を推進していきます。 

  

（１）家庭での食育推進 

    家庭は食生活や食習慣等を育み、次世代につないでいく重要な役割を持っ

ています。そして、家庭での食育は、生涯にわたって健全な心と身体を培う

だけでなく、食事のマナーを知り、「いただきます」「ごちそうさま」のあ

いさつで食べ物や作り手への感謝の気持ちを培い、豊かな人間性を育んでい

く基礎となるものです。そのため、ライフステージに応じて、食に関する知

識と食を選択する力を身に付け、健全な食生活を実践する重要な役割が望ま

れます。 

   

☆ 家庭のもつ大切な役割       

     ＊生活リズムを作る 

「早寝・早起き・朝ごはん」を実践し、幼いときから家族との食事

や歯磨き等を規則正しく行うことにより、欠食を防ぎ、食生活リズム

や「よく噛んで食べる」こと等が身に付きます。 

     

＊食育の基本を学び、実践する 

食べ物に感謝する、食事の前後にあいさつする、栄養バランスの取

れた食事を楽しく食べること等により、食を通したコミュニケーショ

ン、正しいマナーや作法等の食育の基本を学びます。 

また、マイバッグ持参の買い物、食事の手伝い・あとかたづけ、家

庭菜園での農作業や料理教室参加、農林漁業体験等を通して、食や農

林漁業、食品の安全性に関する知識、地域の食文化等を学ぶとともに、

自然の恵みへの感謝の念や食べ残しに対する「もったいない」精神を

養います。 

更に、普段から食料自給率やフードマイレージ（食料生産地からの

輸送距離：短いほうが環境への負荷が低い）を考えた買い物の仕方を
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身に付けます。 

                                    

☆ 家庭への関係機関の働きかけの役割分担     

＊教育関係者 

給食便りやパンフレット等の配布を通して、給食や食に関する指導

内容や情報を家庭に伝えます。 

 

＊医療関係者 

特定健康診査や特定保健指導を実施し、メタボリックシンドロー

ムや生活習慣病予防のための知識の普及を行います。 

また、むし歯予防や歯周病予防の指導を行い、噛ミング 30 運動、

8020 運動の普及を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊農林漁業者･食品関連業者 

家庭へ安心・安全な食材を提供するとともに、地元産の農林水産物

に関する情報の提供や、生産者直売所での販売による地産地消の推進、

農林漁業の体験学習の受け入れなどを行います。 

 

＊食育推進団体・ＮＰＯ法人 

食育講座、親子料理教室、郷土料理教室などを実施して、食文化や

食育の大切さを家庭に伝えます。 

また、ホームページやパンフレット配布などを通して、食に関する

情報の提供を行います。 

 

＊市 

市のホームページや広報誌に、食育に関する情報、市民農園や体験

農園などの情報、食品の表示や安全性に関する情報等を掲載し、家庭

※ 噛ミング 30 運動（かみんぐさんまるうんどう）とは 

ひとくち 30 回以上噛むことを目標とし、その効用を普及し、健全

な食生活の定着を目指す運動のことです。噛ミング 30 運動の拡がり

により、8020 運動の推進も進むとされています。 

※ 8020 運動（はちまるにいまるうんどう）とは 

満 80 歳で自分の歯を 20 本以上残そうとする運動のことです。20

本以上の歯を持つ高齢者は、それ未満の人に比べ活動的で、寝たきり

になることが少ないとされています。 
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への情報提供に努めます。「きりしま版食事バランスガイド」等を通

して、栄養バランスのとれた食事の普及を図ります。 

また、健診や相談、教室等を通して各年代にあった食育の推進に

努めるとともに、食育推進事業の実施やむし歯予防や歯周病予防の

指導を行います。 

更に、特定健康診査や特定保健指導を実施し、メタボリックシン

ドロームや生活習慣病予防のための知識の普及を行います。 

 

（２）学校・保育所等での食育推進  

① 学校での食育推進 

     学校は、児童・生徒が食に関する正しい知識や選択力を身に付け、自分

の健康を考え、望ましい食生活を実践できるようになる場のひとつです。 

  児童・生徒が毎日食べる学校給食を食育に関する指導の「生きた教材」

として活用します。そして、各教科や総合的な学習の時間の食育指導を中

心に、学校教育活動全体の中で、体系的・継続的な指導を実施するなどの

食育実践の直接的な役割を担います。 

また、児童・生徒の生活リズムを整えるため、「早寝・早起き・朝ごは

ん」運動を家庭や地域と連携して取り組みます。 

特に、栄養教諭・養護教諭・保健主任・家庭科担当教諭を中心とした食

に関する指導体制や指導内容の充実、地元の食材や郷土料理メニュー等を

取り入れた学校給食の推進と充実、米づくりなどの食農体験活動を充実さ

せていきます。 

 

② 保育所等での食育推進 

保育所等は、生涯にわたる人間形成の基礎を培う乳幼児時期に、多く

の時間を過ごすところであることから、食材とのふれあいや食事の準備

などの食に関するさまざまな体験や指導を行います。 

また、適切な食事のとり方や望ましい食習慣の定着、食を通しての豊

かな人間性の育成などを実践する直接的な役割を担います。 

更に、子どもの生活リズムを整えるため、「早寝・早起き・朝ごはん」

運動に家庭や地域と連携して取り組みます。 

 

☆ 学校・保育所等のもつ大切な役割   

＊子どもの食育学習 

毎日食べる給食を通して、友だちや先生と楽しく食事すること、
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健康に関する知識、食事マナーなどを学びます。また、食育指導の

中で、地域の農林漁業や自然環境の大切さについて学びます。 

 

＊保護者の食育学習 

保護者向け料理講習会や学校行事などを通して、保護者が食育を

学びます。       

 

☆ 学校・保育所等への関係機関の働きかけの役割分担 

＊家庭 

家庭での子どもの食事の状況に関する情報等を学校・保育所等と

共有し、協力して子どもの食育を進めます。 

 

＊医療関係者 

健診時に生活習慣病予防のための知識の普及、フッ化物を取り入

れたむし歯予防や歯磨きの指導などを行います。 

 

＊農林漁業者・食品関連業者 

学校給食へ安心・安全な食材を提供するとともに、農林漁業の体

験学習を受け入れることにより、食べ物や農林漁業の大切さなどを

伝えます。 

 

＊食育推進団体・ＮＰＯ法人 

教育現場等に出向き、年齢に応じた食育講座、料理教室などを行

います。 

 

＊市 

教育現場等と協力して、栄養教諭を中心とした食に関する指導や、

地元の食材及び郷土料理メニューを取り入れた学校給食を推進し、

食農体験の指導者紹介などのコーディネートを積極的に行います。 

また、食育推進事業や栄養指導、フッ化物を取り入れたむし歯予

防や歯磨き指導の実施や、市の出前講座等で教育現場等に出向き、

食育の講話や料理教室を行います。 
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（３）地域等での食育推進 

市民一人ひとりの生活の拠点である地域は、生涯を通して市民の生活に影

響を与えます。地域の身近な場所において、食や農を学び楽しむ機会や体験

できる機会を提供することで、市民への食育の推進が期待できることから、

地域をとりまく関係機関と連携して、地域への働きかけを進めていきます。 

また、市民によっては１日の大半を過ごす職場への働きかけも重要である

ことから、職場研修や健診、社員食堂等を通して市民の食育推進に努めます。 

 

☆ 地域等のもつ大切な役割 

＊生きた食育を学ぶ 

食品店で食べ物を購入するときに、原材料や賞味期限を確認したり、

レストランなどでメニュー選択したりするときに栄養の知識を活用

して、生きた食育を学びます。 

また、地元での農林漁業体験や食育推進団体の料理教室などを通し

て、食べ物のありがたさ、自然環境を守ることの大切さを実感できる

場でもあります。 

 

＊消費者と生産者、食卓と農をつなぐ 

食品店は、食品表示や生産者情報の表示、地域に出向いた農林漁業

体験活動の実施、レストランでは地元産の旬の食材を使った地産地消

メニューの提供などを通して、消費者と生産者との相互の交流を進め

ていく場です。 

 

☆ 地域等への関係機関の働きかけの役割分担 

＊医療関係者 

特定健康診査や特定保健指導を実施し、メタボリックシンドロー

ムや生活習慣病予防のための知識の普及を行います。 

また、むし歯予防や歯周病予防の指導を行い、噛ミング 30 運動、

8020 運動の普及を行います。 

 

＊農林漁業者･食品関連業者 

地元産の農林水産物に関する情報の提供、地域に出向いた農林漁業

体験の実施、食品表示や生産者情報の表示、地元産の旬の食材を使っ

た地産地消メニューの提供などを通して、食育の推進に努めます。 
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＊食育推進団体・ＮＰＯ法人 

団体等の食に関する知識や技術を、全ての市民を対象にした料理教

室や講習会などで地域に還元します。また、きりしま版食事バランス

ガイド等を活用して食生活のアドバイスを行います。 

 

＊職場 

職場研修や健診での食生活指導や、社員食堂での栄養バランスに配

慮したメニューの提供などで、職場の食育推進に努めます。 

 

＊地区自治公民館・自治会 

地区自治公民館・自治会が自主的に取り組む健康・生きがいづくり

推進モデル事業等で食育の講話や料理教室等の行事を取り入れ、地域

の食育推進に努めます。 

 

＊市 

食育推進事業や出前講座等で地域に出向き、食育の講話や料理教室

を行います。また、健康・生きがいづくり推進モデル事業に協力し、

地域の食育推進に努めます。 

地域の食育に関する人材や食文化、どんな農林漁業体験ができるか

などの情報収集を行い、地域での活用を支援します。また、食育推進

団体の育成を行い、活動を支援します。 

 

 

（４）ライフステージに応じた市民の食育推進 

一人ひとりの食習慣は、長い年月をかけて作られていくことから、市民が

心身の健康を確保し、生涯にわたって生き生きとした暮らしを実現するため

には、ライフステージ（１ 妊娠期、２ 乳幼児期、３ 学童期、４ 思春期、

５ 青年期、６ 壮年・中年期、７ 高齢期）の特徴に応じて取り組む必要が

あります。 

食育の７つのポイントを掲げ、ライフステージに応じた取組を示したもの

が、32・33ページの「ライフステージに応じた食育の７つのポイント」にな

ります。この活用を推進するため、家庭、学校・保育所、地域等を通して、

市民への浸透を図ります。 
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生活シーン 食育推進

の 

担い手 家庭 学校・保育所等 地域等 
重点対策 

家庭 

 

・「主食・主菜・副菜をそろえたバラン

スのよい食生活」の実践 

・「早寝・早起き・朝ごはん」の実践 

・家族や友人と食事する機会の増加 

・調理する機会の増加 

・食事マナーや作法の習得 

・歯磨きの実践 

・マイバック持参の買い物や生ごみを極

力出さないなど環境に配慮した取組

の実践 

・料理教室や学習会への参加 

・家庭菜園の取組や農林漁業体験への参

加 

・家庭での子どもの食事の状況に

関する情報等を共有 

・保護者向け料理講習会や学校行

事への参加 

 

学校 

・給食便りやパンフレット等の配布 ・「早寝・早起き・朝ごはん」運動へ

の取組 

・栄養教諭等を中心とした食に関す

る指導 

・地元の食材や郷土料理メニューを

取り入れた学校給食の推進と充実

・農林漁業体験活動の充実 

 

保育所 

等 

・給食便りやパンフレット等の配布 

 

・「早寝・早起き・朝ごはん」運動へ

の取組 

・食材とのふれあいや食事の準備な

どの食に関する体験の実施や指導

 

 

 

・生活習慣病予防の知識の普及 

・むし歯予防や歯周病予防の指導 

・噛ミング30運動、8020運動の普及 

 

・生活習慣病予防の知識の普及 

・フッ化物を取り入れたむし歯予防

や歯磨きの指導 

・生活習慣病予防の知識の普及 

・むし歯予防や歯周病予防の指導 

・噛ミング30運動、8020運動の普 

 及 

医療

関係者

農林水 

産者・食 

品関連 

業者 

・安心、安全な食材の提供 

・地元産農林水産物に関する情報提供 

・生産者直売所での販売 

・農林漁業体験の受け入れ 

・安心、安全な食材の提供 

・農林漁業体験の受け入れ 

・安心、安全な食材の提供 

・地元産農林水産物に関する情報提

供 

・地産地消メニューの提供 

・食品表示と生産者表示の明確化 

・農林漁業体験の実施 

食育推

進団体 

ＮＰＯ

法人等 

・食育講座や親子料理教室、郷土料理

教室の実施 

・ホームページやパンフレット配布等

を通した情報提供 

・年齢に応じた食育講座や料理教室

の実施 

・年齢に応じた食育講座や料理教室

の実施 

・きりしま版食事バランスガイド等

を活用した食生活のアドバイス 

職場・地

区自治

公民館 

自治会 

  ・職場における研修や健診での食生

活指導、社員食堂での栄養バラン

スに配慮したメニューの提供 

・地区自治公民館や自治会の健康・

生きがいモデル事業等での食育講

話や料理教室の実施 

市 

・ホームページや広報誌を通した食育

に関する情報、市民農園や体験農園

などの情報、食品表示や安全性に関

する情報の提供 

・きりしま版食事バランスガイドの活

用促進 

・健診や相談、教室を通した食育の推

進 

・食育推進事業の実施 

・生活習慣病予防の知識の普及 

・むし歯予防、歯周病予防の指導 

 

・栄養教諭等を中心とした食に関す

る指導 

・地元の食材や郷土料理メニューを

取り入れた学校給食の推進 

・食農体験の指導者紹介及び農林漁

業体験の支援 

・栄養指導やフッ化物を取り入れた

むし歯予防や歯磨きの指導 

・食育推進事業や出前講座での食育

講話や料理教室の実施 

・食育推進事業や出前講座での食育

の講話や料理教室の実施 

・健康・生きがいづくりモデル事業

の支援 

・地域の食育に関する人材や食文化、

農林漁業体験に関する情報収集及

び関係団体の地域での活動支援 

(1)健康なこころと身体をつ

くる食生活の啓発運動の

展開 

・広報誌やホームページ、

ケーブルテレビによる

情報提供 

・食に関するイベントや教

室、研修会の開催 

・きりしま版食事バランス

ガイドの活用 

(2)生産者と消費者との交流

の促進及び地元産の農林

水産物の活用促進 

・霧島市産農林水産物の紹

 介 

・交流イベントの情報提供

や支援 

・グリーンツーリズムや地

産地消活動の支援 

・学校等における体験活動

の支援 

(3)食文化の継承のための活

動への支援 

・食育推進団体やＮＰＯ法

人の活動の支援 

・学校給食を活用した食文

化継承の推進 

(4)食品の安全性や栄養等に

関する情報の提供 

・食品の安全性や栄養等に

関する学習機会の支援や

情報提供 

(5)環境に配慮した食育推進

と農林漁業の活性化 

・３Ｒ（発生抑制（リデュ

ース）・再使用（リユー

ス）・再生利用（リサイク

ル））の啓発や取組の情報

提供 

(6)食育推進団体、ＮＰＯ法人

等や食に関わる他分野と

の協働による食育の促進 

・食育推進団体、ＮＰＯ法

人への育成や活動の支援

・歯科保健分野と協働した

食育推進 

主な取組内容整理表 

（食育の重点対策と生活シーンに応じた食育の推進）
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ライフステージ区分 妊娠期
（胎生期）

乳幼児期
（0〜 6歳）

学童期
（7歳〜 12 歳）

思春期
（13 歳〜 18 歳）

青年期
（19 歳〜 39 歳）

壮年・中年期
（40 歳〜 64 歳）

高齢期
（65 歳以上）

特　徴

食育のポイント

母親の健康の維持・増進や子

どもの発育のために大切な時期

である。特に栄養バランスを考え

た食事を適量とる必要がある。ま

た、それが今後の家族の食生活

にもつながっていくことを知り、

再認識する機会である。

規則的な生活リズムを整え、

生活習慣の基礎ができる時期で

ある。

体験学習や食に関わる活動を

通して、食への興味や関心が深

まり、自分が理解したことを積

極的に試してみようとする力が

育つ時期である。

生活習慣が定着していく時期

である。自己管理能力を育てる

ため、食に関する正しい知識と

選択する力を身に付ける。

身体的・精神的に成長が完了

し、保護者から自立できる時期

である。単身生活を送る人が増

え、また、就職や結婚、子育て

等により生活が大きく変化する。

食を楽しみ、病気を予防し、

健康への感心が高まる時期であ

る。一人ひとりが食の大切さを

自覚し、正しい情報を得て、健

康的な食生活を実践する。

退職や子どもの自立など生活

環境が変化し、身体的・精神的

にも不安定になる時期でもある。

閉じこもらず、食を楽しみなが

ら、次世代へ郷土の食文化の伝

承活動等を行う。

（１）�家庭での食事を大切
にし、「早寝・早起き・
朝ごはん」を実践する。

・�自分や家族の食生活を見直

し、規則正しく１日３食ゆっ

くり味わって食べる。

・�安心と安らぎの中で母乳やミ

ルクを飲んでいる心地よさを

味わう。

・�生活にリズムを持ち、食事や

間食の時間を定め空腹感を味

わう。

・�家族と一緒に食べることを楽

しむ。

・�家庭では家族と一緒に学校で

は友人や先生と一緒に食べる

楽しさを知る。

・早寝、早起きをする。

・朝ごはんをしっかり食べる

・�１日３食ゆっくり味わって食

べる。

・�一緒に食べる人を気遣い楽し

く食べることができる。

・�１日３食ゆっくり味わって食

べる。

・�自分に合った生活リズムを付

ける。

・�自分や家族の食生活を見直

し、規則正しく１日３食ゆっ

くり味わって食べる。

・�家族や友人と心のふれあう楽

しい食卓を心がける。

・�自分や家族の食生活を見直

し、規則正しく１日３食ゆっ

くり味わって食べる。

・�家族や友人と心のふれあう楽

しい食卓を心がける。

・�家族や友人と食を楽しみ、閉

じ込もりに気を付ける。

・�1日３食ゆっくり味わって食べ

る。

（２）�食を楽しみ料理をつ
くることに関心をも
つ。

・�食事作りの基本的な知識、調

理技術を身に付ける。

・�体調に合わせてゆとりある食

生活を送る。

・�いろどり、におい、さわった

感じ、歯ごたえ、音など五感

でおいしさを感じる。

・�いろいろな食べ物を食べて味

を覚え、食べたい物、好きな

物を増やす。

・�食事の手伝いを通して、食材

や料理を作ることに関心を持

つ。

・�ごはんを炊いたり、簡単なお

かずなどの料理ができる。

・�食品の選択や基本的な調理技

術を身に付ける。　

・�食品の選び方を知り調理技術

を身に付ける。

・�食品表示や、食品の衛生的な�

扱い方を理解し実践する。

・�食を楽しみ、我が家の味を子

どもに伝える。

・�郷土料理や行事食を作り食事

を楽しむ。

（３）�食の情報を見分け体
によい食べ物を選ぶ知
識を身に付ける。

・�貧血や、肥満予防のために栄

養バランスのとれた食生活を

心がける。

・�食品の安全性に関する意識を

高め選択する力を付ける。

・�食べ物や体のことを話題に

し、必要な食べ物をバランス

良く食べる事を学ぶ。

・�食事や学習を通して栄養と健

康の関わりを知り積極的に話

題にする。

・�買い物や食事を通して賞味期

限や消費期限を学ぶ。また、

内容表示ラベルから何が使わ

れているか等も知る。

・�間食は時間と量を考え、栄養

バランスの良いものを選ぶ。

・�栄養バランスのとれた食事を心

がける。

・�間食、夜食は時間と量を考え、

栄養バランスの良いものを選

ぶ。

・�買い物を通して賞味期限や消費

期限、食品添加物等を学ぶ。

・�栄養素の働きを知り生活に生か

す。

・�外食等は栄養バランスを考え

てとる。

・�メタボリックシンドロームを

理解し予防する

・�自分の毎日の活動に見合った

食事量が分かる。

・�外食等は栄養バランスを考え

てとる。

・�メタボリックシンドロームを

理解し予防する。

・�自分の毎日の活動に見合った

食事を心がける。

・�食品の安全性に関する知識を

高め選択する力を付ける。

���

・�栄養低下を防ぎ栄養バランス

のとれた食事を心がける。

（４）�日本（きりしま）型
食生活の良さを知り、
実践する。

・�米や魚、野菜などを中心とし

た和食生活を楽しむ。

・�郷土料理や行事を通して食文

化を知る。

・�ごはんと水など食材の本来も

つ味やおいしさが分かり、自

然の味に親しむ。

・箸を正しく使える。

・�食器の並べ方など食事のマ

ナーを学ぶ。

・霧島の旬の食材を味わう。

・�郷土料理や行事を通して食文

化をしる。

・�霧島の産物や旬の食材を知

り、味わう。

・�郷土料理や行事を通して食文

化を知る。

・�米や魚、野菜などを中心とし

た和食生活を楽しむ。

・�郷土料理や行事を通して食文

化を知る。

・�米や魚、野菜などを中心とし

た和食生活を楽しむ。

・�郷土料理や行事を通して食文

化を子どもに伝える。

・�米や魚、野菜などを中心とし

た和食生活を楽しむ。

・�郷土料理や行事食などを子ど

もや地域の人たちに伝える。

（５）�食べ物の大切さを知
り、霧島の自然の恵み
に感謝する。

・�「いただきます」「ごちそう

さま」の感謝の気持ちを持

つ。

・�地場産物（霧島産・鹿児島

産）を積極的に活用する。

・�「いただきます」「ごちそう

さま」のあいさつができる。

・�動植物の飼育や栽培、収穫、

料理のお手伝いを通して、興

味を持って食べ物に触れる。

・�「いただきます」「ごちそう

さま」のあいさつができる。

・�飼育や栽培、収穫、調理など

の体験活動を通して、食べ物

の大切さを知り、感謝してい

ただく。

・�「いただきます」「ごちそう

さま」のあいさつができる。

・�食料の生産、流通から食卓ま

でのプロセスが分かる。

・�食べることは他の生物の命を

いただくことを理解する。

・�「いただきます」「ごちそう

さま」の感謝の気持をもつ。

・�地場産物（霧島産・鹿児島

産）を積極的に活用する。

�・家庭で野菜を育ててみる。

・�「いただきます」「ごちそう

さま」の感謝の気持をもつ。

・�地場産物（霧島産・鹿児島

産）を積極的に活用する。

・�家庭で野菜を育ててみる。

・�「いただきます」「ごちそう

さま」の感謝の気持をもつ。

・�地場産物（霧島産・鹿児島

産）を積極的に活用する。

・�野菜の育て方を子どもや地域

の人達に伝える。

（６）�歯と口腔機能の健康
を保ち、噛ミング30
運動※・8020 運動※

を実践する。

・�よく噛んで食べる。

・�口腔ケアを心がける。安定期

に入ったら歯科検診を受け

る。

・よく噛んで食べる。

・歯磨きを習慣化する。

・�フッ化物をとりいれた、むし

歯予防を行う。

・定期健診を受ける

・�噛みごたえのある食材を積極

的に食べる。

・よく噛んで食べる。

・食後の歯磨きを習慣付ける。

・定期健診を受ける。

・よく噛んで食べる。

・食後の歯磨きを習慣付ける。

・定期健診を受ける。

・�よく噛んで食べる。

・�歯周病予防のための効果的な

口腔ケアを習得し実践する。

・�定期健診を受ける。

・�よく噛んで食べる。�

・�歯周病予防のための効果的な

口腔ケアを習得し実践する。

・�定期健診を受ける。

・�よく噛んで食べる。

・�口腔ケアと口腔機能向上を心

がけ誤嚥を防ぐ。

・�定期健診を受ける。

（７）�食を通して環境につ
いて考え実践する。

・�食べ残しを減らし、生ごみの

コンポスト化など再利用を実

践する。

・�食材の適量購入に心がける。

・�残さず食べる。

・�もったいない精神を学ぶ。

・もったいない精神を学ぶ

・�食料自給率などの食料問題に

関心をもつ。

・�残さず食べるように努力す

る。

・�ごみの分別や牛乳パック等の

リサイクルを通して環境につ

いて考える。

・��生ごみの再利用など食と環境

について考える。

・�食料自給率などの食料問題に

ついて理解する。

・�残さず食べるように努力す

る。

・�食べ残しを減らし、生ごみの

コンポスト化など再利用を実

践する。

・�フードマイレージ※を考えた買

い物と、食材の適量購入を心

がける。

・�買い物をする時にはマイバッ

ク持参を心がける。

・�食べ残しを減らし、生ごみの

コンポスト化など再利用を実

践し、環境を守ることを子ど

もに伝える。

・�フードマイレージ※を考えた買

い物と、食材の適量購入を心

がける。

・�買い物をする時にはマイバッ

ク持参を心がける。

・�食べ残しを減らし、生ごみの

コンポスト化など再利用を実

践し、環境を守ることを子ど

もに伝える。

・�フードマイレージ※を考えた買

い物と、食材の適量購入を心

がける。

・�買い物をする時にはマイバッ

ク持参を心がける。

ライフステージに応じた食育の７つのポイント

※噛ミング 30運動（かみんぐさんまるうんどう）：
ひとくち 30回以上噛むことを目標とし、その効用を普及し、健全な食生
活の定着を目指す運動。噛ミング 30運動の拡がりにより、8020 運動の
推進も進むとされている。

※ 8020 運動（はちまるにいまるうんどう）：
満 80 歳で自分の歯を 20 本以上残そうとする運動。20 本以上の歯を持
つ高齢者は、それ未満の人に比べ活動的で、寝たきりになることが少な
いとされている。



− 32 − − 33 −

ライフステージ区分 妊娠期
（胎生期）

乳幼児期
（0〜 6歳）

学童期
（7歳〜 12 歳）

思春期
（13 歳〜 18 歳）

青年期
（19 歳〜 39 歳）

壮年・中年期
（40 歳〜 64 歳）

高齢期
（65 歳以上）

特　徴

食育のポイント

母親の健康の維持・増進や子

どもの発育のために大切な時期

である。特に栄養バランスを考え

た食事を適量とる必要がある。ま

た、それが今後の家族の食生活

にもつながっていくことを知り、

再認識する機会である。

規則的な生活リズムを整え、

生活習慣の基礎ができる時期で

ある。

体験学習や食に関わる活動を

通して、食への興味や関心が深

まり、自分が理解したことを積

極的に試してみようとする力が

育つ時期である。

生活習慣が定着していく時期

である。自己管理能力を育てる

ため、食に関する正しい知識と

選択する力を身に付ける。

身体的・精神的に成長が完了

し、保護者から自立できる時期

である。単身生活を送る人が増

え、また、就職や結婚、子育て

等により生活が大きく変化する。

食を楽しみ、病気を予防し、

健康への感心が高まる時期であ

る。一人ひとりが食の大切さを

自覚し、正しい情報を得て、健

康的な食生活を実践する。

退職や子どもの自立など生活

環境が変化し、身体的・精神的

にも不安定になる時期でもある。

閉じこもらず、食を楽しみなが

ら、次世代へ郷土の食文化の伝

承活動等を行う。

（１）�家庭での食事を大切
にし、「早寝・早起き・
朝ごはん」を実践する。

・�自分や家族の食生活を見直

し、規則正しく１日３食ゆっ

くり味わって食べる。

・�安心と安らぎの中で母乳やミ

ルクを飲んでいる心地よさを

味わう。

・�生活にリズムを持ち、食事や

間食の時間を定め空腹感を味

わう。

・�家族と一緒に食べることを楽

しむ。

・�家庭では家族と一緒に学校で

は友人や先生と一緒に食べる

楽しさを知る。

・早寝、早起きをする。

・朝ごはんをしっかり食べる

・�１日３食ゆっくり味わって食

べる。

・�一緒に食べる人を気遣い楽し

く食べることができる。

・�１日３食ゆっくり味わって食

べる。

・�自分に合った生活リズムを付

ける。

・�自分や家族の食生活を見直

し、規則正しく１日３食ゆっ

くり味わって食べる。

・�家族や友人と心のふれあう楽

しい食卓を心がける。

・�自分や家族の食生活を見直

し、規則正しく１日３食ゆっ

くり味わって食べる。

・�家族や友人と心のふれあう楽

しい食卓を心がける。

・�家族や友人と食を楽しみ、閉

じ込もりに気を付ける。

・�1日３食ゆっくり味わって食べ

る。

（２）�食を楽しみ料理をつ
くることに関心をも
つ。

・�食事作りの基本的な知識、調

理技術を身に付ける。

・�体調に合わせてゆとりある食

生活を送る。

・�いろどり、におい、さわった

感じ、歯ごたえ、音など五感

でおいしさを感じる。

・�いろいろな食べ物を食べて味

を覚え、食べたい物、好きな

物を増やす。

・�食事の手伝いを通して、食材

や料理を作ることに関心を持

つ。

・�ごはんを炊いたり、簡単なお

かずなどの料理ができる。

・�食品の選択や基本的な調理技

術を身に付ける。　

・�食品の選び方を知り調理技術

を身に付ける。

・�食品表示や、食品の衛生的な�

扱い方を理解し実践する。

・�食を楽しみ、我が家の味を子

どもに伝える。

・�郷土料理や行事食を作り食事

を楽しむ。

（３）�食の情報を見分け体
によい食べ物を選ぶ知
識を身に付ける。

・�貧血や、肥満予防のために栄

養バランスのとれた食生活を

心がける。

・�食品の安全性に関する意識を

高め選択する力を付ける。

・�食べ物や体のことを話題に

し、必要な食べ物をバランス

良く食べる事を学ぶ。

・�食事や学習を通して栄養と健

康の関わりを知り積極的に話

題にする。

・�買い物や食事を通して賞味期

限や消費期限を学ぶ。また、

内容表示ラベルから何が使わ

れているか等も知る。

・�間食は時間と量を考え、栄養

バランスの良いものを選ぶ。

・�栄養バランスのとれた食事を心

がける。

・�間食、夜食は時間と量を考え、

栄養バランスの良いものを選

ぶ。

・�買い物を通して賞味期限や消費

期限、食品添加物等を学ぶ。

・�栄養素の働きを知り生活に生か

す。

・�外食等は栄養バランスを考え

てとる。

・�メタボリックシンドロームを

理解し予防する

・�自分の毎日の活動に見合った

食事量が分かる。

・�外食等は栄養バランスを考え

てとる。

・�メタボリックシンドロームを

理解し予防する。

・�自分の毎日の活動に見合った

食事を心がける。

・�食品の安全性に関する知識を

高め選択する力を付ける。

���

・�栄養低下を防ぎ栄養バランス

のとれた食事を心がける。

（４）�日本（きりしま）型
食生活の良さを知り、
実践する。

・�米や魚、野菜などを中心とし

た和食生活を楽しむ。

・�郷土料理や行事を通して食文

化を知る。

・�ごはんと水など食材の本来も

つ味やおいしさが分かり、自

然の味に親しむ。

・箸を正しく使える。

・�食器の並べ方など食事のマ

ナーを学ぶ。

・霧島の旬の食材を味わう。

・�郷土料理や行事を通して食文

化をしる。

・�霧島の産物や旬の食材を知

り、味わう。

・�郷土料理や行事を通して食文

化を知る。

・�米や魚、野菜などを中心とし

た和食生活を楽しむ。

・�郷土料理や行事を通して食文

化を知る。

・�米や魚、野菜などを中心とし

た和食生活を楽しむ。

・�郷土料理や行事を通して食文

化を子どもに伝える。

・�米や魚、野菜などを中心とし

た和食生活を楽しむ。

・�郷土料理や行事食などを子ど

もや地域の人たちに伝える。

（５）�食べ物の大切さを知
り、霧島の自然の恵み
に感謝する。

・�「いただきます」「ごちそう

さま」の感謝の気持ちを持

つ。

・�地場産物（霧島産・鹿児島

産）を積極的に活用する。

・�「いただきます」「ごちそう

さま」のあいさつができる。

・�動植物の飼育や栽培、収穫、

料理のお手伝いを通して、興

味を持って食べ物に触れる。

・�「いただきます」「ごちそう

さま」のあいさつができる。

・�飼育や栽培、収穫、調理など

の体験活動を通して、食べ物

の大切さを知り、感謝してい

ただく。

・�「いただきます」「ごちそう

さま」のあいさつができる。

・�食料の生産、流通から食卓ま

でのプロセスが分かる。

・�食べることは他の生物の命を

いただくことを理解する。

・�「いただきます」「ごちそう

さま」の感謝の気持をもつ。

・�地場産物（霧島産・鹿児島

産）を積極的に活用する。

�・家庭で野菜を育ててみる。

・�「いただきます」「ごちそう

さま」の感謝の気持をもつ。

・�地場産物（霧島産・鹿児島

産）を積極的に活用する。

・�家庭で野菜を育ててみる。

・�「いただきます」「ごちそう

さま」の感謝の気持をもつ。

・�地場産物（霧島産・鹿児島

産）を積極的に活用する。

・�野菜の育て方を子どもや地域

の人達に伝える。

（６）�歯と口腔機能の健康
を保ち、噛ミング30
運動※・8020 運動※

を実践する。

・�よく噛んで食べる。

・�口腔ケアを心がける。安定期

に入ったら歯科検診を受け

る。

・よく噛んで食べる。

・歯磨きを習慣化する。

・�フッ化物をとりいれた、むし

歯予防を行う。

・定期健診を受ける

・�噛みごたえのある食材を積極

的に食べる。

・よく噛んで食べる。

・食後の歯磨きを習慣付ける。

・定期健診を受ける。

・よく噛んで食べる。

・食後の歯磨きを習慣付ける。

・定期健診を受ける。

・�よく噛んで食べる。

・�歯周病予防のための効果的な

口腔ケアを習得し実践する。

・�定期健診を受ける。

・�よく噛んで食べる。�

・�歯周病予防のための効果的な

口腔ケアを習得し実践する。

・�定期健診を受ける。

・�よく噛んで食べる。

・�口腔ケアと口腔機能向上を心

がけ誤嚥を防ぐ。

・�定期健診を受ける。

（７）�食を通して環境につ
いて考え実践する。

・�食べ残しを減らし、生ごみの

コンポスト化など再利用を実

践する。

・�食材の適量購入に心がける。

・�残さず食べる。

・�もったいない精神を学ぶ。

・もったいない精神を学ぶ

・�食料自給率などの食料問題に

関心をもつ。

・�残さず食べるように努力す

る。

・�ごみの分別や牛乳パック等の

リサイクルを通して環境につ

いて考える。

・��生ごみの再利用など食と環境

について考える。

・�食料自給率などの食料問題に

ついて理解する。

・�残さず食べるように努力す

る。

・�食べ残しを減らし、生ごみの

コンポスト化など再利用を実

践する。

・�フードマイレージ※を考えた買

い物と、食材の適量購入を心

がける。

・�買い物をする時にはマイバッ

ク持参を心がける。

・�食べ残しを減らし、生ごみの

コンポスト化など再利用を実

践し、環境を守ることを子ど

もに伝える。

・�フードマイレージ※を考えた買

い物と、食材の適量購入を心

がける。

・�買い物をする時にはマイバッ

ク持参を心がける。

・�食べ残しを減らし、生ごみの

コンポスト化など再利用を実

践し、環境を守ることを子ど

もに伝える。

・�フードマイレージ※を考えた買

い物と、食材の適量購入を心

がける。

・�買い物をする時にはマイバッ

ク持参を心がける。

※フードマイレージ：
「食料の重量」に「輸送距離」をかけたもの。この数値が高い食料ほど生産
地と消費地が遠く、輸送に関わるエネルギーが多くなるため、環境に負荷を
与えていることになる。日本のフードマイレージは世界で一番高い。




