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月号 編集人、発行人
新潟県教育委員会

＜ 今 月号 の 記 事 ＞
学校 に お け る 食 育 の 充 実 を 図 る ため に
地域 に 根 ざ す キ ャ リ ア 教 育 推 進 事業 に つ い て

Ｐ１～４
Ｐ５～８

学校における食育の充実を図るために
保健体育課
新学習指導要領に食育が位置付けられ、学
校における食育推進の効果に期待が寄せられ
ています。また、食事内容の偏りや痩身傾向
の増加など、児童生徒の食に関する新たな課
題も指摘されているところです。
日常の食生活の改善に確実に結び付くよう
に、より実践的な指導を行うなど、学校にお
ける食育の更なる充実が求められています。
そこで、本号では、本県児童生徒の食に関
する実態と学校の取組事例、実践的な食育指
導のポイントなどについてお知らせします。

れる児童生徒も見られます。
「栄養バランスのよい朝食をしっかりとと
る習慣を身に付けること」が課題です。
図２ 児童生徒の朝食の食事内容（新潟県）
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図３ 朝食を食べる量（新潟県）
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新潟県食育推進計画によると、図１のとお
り、朝食欠食の割合は、小学校５年生では2.6
％から0.9％に大きく減少しており、中学校２
年生でも減少傾向にあります。
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図１ 朝食を欠食する児童生徒の割合（新潟県）
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しかし、その食事内容を見てみると、図２
のとおり、主食（ごはん・パンなど）のみで
済ませている児童生徒がかなりの割合で見ら
れ、必ずしも栄養バランスのよい食事となっ
ていない実態がうかがえます。また、図３の
とおり、食事の摂取量が十分ではないと思わ

中学生

なお、痩身傾向の増加が全国的に問題とな
っていますが、図４のとおり、新潟県におい
ても、小学校の高学年から中学生にかけて出
現率が急増し、特に、女子においてその傾向
が顕著です。痩身願望による不必要な食事の
制限は、体調不良の原因となることがあり、
また、成長期に必要な栄養摂取不足のため将
来の健康に影響を及ぼすことが心配されます。
今後、痩身傾向やダイエット等に関わる指
導を年間指導計画に位置付け、発達段階に応
じて確実に指導する必要があります。
（％）

図４ 痩身傾向児出現率
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(2) 深めよう 絆 県民運動

児童生徒の食に関する課題である「栄養バ
ランスのよい朝食をしっかりととる習慣を身
に付けること」を受けた取組事例として、平
成23年度新潟県学校給食優良学校表彰受賞校
の実践を紹介します。
＜小千谷市立片貝小学校＞
１ 課題
・朝食を欠食する児童はほとんどいないが
朝食のとり方についての関心は低い
・朝食の重要性についての認識と、朝食の
質を高めること

２ 取組
(1) 全学級で行う「朝ごはんの指導」
栄養教諭と養護教諭が連携し、全学級で朝
ごはんの重要性について指導しました。
栄養教諭は栄養バランスとその効果につい
て、養護教諭は生活リズムと朝食の関係につ
いて指導し、それぞれの専門性を生かした指
導を行い、児童の関心を高めました。
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い」「次は自分で主食・主菜・副菜・汁がそろ
ったごはんを作ってみたい」と述べ、バラン
スよく食べることへの関心を高めていました。
＜佐渡市立畑野小学校＞
１ 課題
・朝食摂取者の増加と栄養バランスの改善
・家庭との連携を深め、朝食内容の確認と
改善の取組を進めること
２ 取組
(1)「学びを支える生活習慣」としての指導
食を含めた生活習慣を改善することは学習
や学校生活を支える大切なものであることを、
児童へ指導するとともに、家庭への啓発にも
力を入れました。学年だよりに「食育コラム」
コーナーを設けて食の重要性を継続的に訴え
たり、食習慣が学習や生活に影響を与えるこ
とを食育講話で伝えたりしながら、家庭の食
に対する関心を高めました。
【「食育コラム」記事】

(2)「朝いきいきウィーク」の取組

【ＴＴによる食育指導】

(2)「朝ごはんチェック」の取組
児童にとって分かりやすい評価とするため、
主食40点、主菜20点、副菜15点、汁15点、果
物・牛乳５点と、食事内容を点数化してチェ
ックを行いました。児童は、
「80点以上の朝ご
はん」を目指して、進んで取り組みました。
また、学校保健委員会で「朝ごはんチェッ
ク」の結果を話題にすることで保護者の関心
を高め、理解と協力を得ることができました。

起床・就寝、朝食摂取、栄養のバランスを
見直す強調週間を毎月１回実施しました。
栄養のバランスでは、できるだけ多くの食
材をとることを求め、
「５品以上の食材をとる」
を目標としました。児童にとっては、３つの
食品群で考えるより分かりやすく、「今日は５
品以上食べてきたよ。」という声が、朝のあい
さつとともに校舎内に響きました。

３

成果
「朝ごはんチェック」では、全校児童の平
均点が80点前後という結果が続きました。児
童は、「朝もしっかり野菜を食べるようにした
【「朝ごはんチェック」シート】
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３

成果
年度末の調査では、ほぼ５品以上の食材を
食べている児童が70％を上回りました。保護
者からは「嫌いなおかずを食べるようになり
ました。」「朝、５品以上食べるのは大変です
が、食べてくれるとうれしく思います。」とい
った声が聞かれ、意識の高まりが感じられま
した。
【友達と協力して行う給食の準備】

１ 給食の時間における指導の重要性
食に関する指導の目標は一度の実践や指導
で達成されるものではなく、少しずつ時間を
かけながら繰り返し指導することで理解が深
まり、習慣化されるものです。そのため、毎
日繰り返し行われる給食の時間における指導
は、食育を行う上で極めて重要です。
給食の時間における食に関する指導は下記
のとおり大きく２つに分けることができます。
給食の時間における食に関する指導
・教科等で取り上げられた食品や学習したことを学校給食
をとおして確認させる。また、献立をとおして、食品の
産地や栄養的な特徴等を学習させる。

給 食 指 導
・給食の準備から片付けまでの一連の指導の中で、正し
い手洗い、配膳方法、食器の並べ方、箸の使い方、
食事のマナーなどを習得させる。

【給食の時間における食に関する指導の内容】

「給食の時間における食に関する指導」では、
栄養教諭等と連携しながら、給食献立を通じ
て、実感を伴った指導を行うことができます。
特に、
「給食の時間における食に関する指導」
に含まれる「給食指導」は、準備、会食、片
付けなどの一連の実践活動を通じて児童生徒
に正しい食事のとり方や望ましい食習慣を身
に付けさせることができる極めて実践的な教
育活動です。また、共同作業を通じて責任感
や連帯感を養うとともに、給食に携わる人々
への感謝の気持ちなど豊かな心をはぐくみ、
好ましい人間関係を育てることができます。

２

給食指導の充実を図る
給食指導の内容を「食に関する指導の手引」
に記載されている内容から整理すると、次の
ようになります。
準備・片付 ・給食当番（運搬の仕方等）
けの指導
・当番以外（教室の整頓等）
衛生指導
・身支度 ・健康観察
・手洗い ・食環境の整備
食事指導
・配膳の仕方 ・食べる姿勢
・食べる順番 ・よく噛むこと
マナー指導 ・箸の持ち方 ・食器の持ち方
・食への感謝の仕方
（あいさつの仕方、好き嫌いせ
ずに食べる、残さず食べる）
・立ち居振る舞いの仕方
・会話の仕方、相応しい内容
これらの指導が、どの学級でも確実に行わ
れるようにするために、次の２点について確
認をお願いします。
(1) 給食指導の内容や方法について、学校内
で共通理解を図ること
すべての教職員が同一歩調で指導を行うこ
とが大切です。
佐渡市立金井小学校では、職員会議で食に
関する児童の実態について話し合う機会をも
ち、給食指導の進め方について見直し、共通
理解を図りました。その結果、給食の時間に、
食べることに集中する姿や、茶碗のごはん粒
をゼロにして後片付けしようとする児童の姿
が多く見られるようになりました。

(4) 深めよう 絆 県民運動
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(2) 指導計画に基づき、意図的・計画的に指
導を行うこと
年間指導計画に位置付け、重点化を図りな
がら指導を行うと効果的です。
弥彦村立弥彦小学校では、月ごとの生活目
標とあわせて給食指導の重点を提示し、計画
的に指導を行っています。ランチルームでの
指導とともに、各教室での指導も行うなどし
て児童への定着を図っています。児童を対象
に行ったアンケート調査の結果、
「マナーを意
識して食べている」と自己評価した児童が89
％となり、児童の意識が向上している様子が
うかがえました。

学校における食育のより一層の充実を図る
ため、
「新潟県食育指導実践事例集（授業編）」
を作成しています。
平成20年度～22年度の 食育研修会（新潟県
教育委員会主催）を受講した栄養教諭の授業実
践を整理し、保健体育課の Webサイト に掲載し
ます。３月中には完成し、公開する予定です。

実践事例集には、学習指導案とともに、実
際に授業で使用したワークシートや資料等を
掲載し、各学校で食育の授業を行う際に活用
できるようにします。
今回は、学級活動、体育（保健体育）、家庭
（技術・家庭）など、22の実践例を掲載しま
す。今後は、実践例を追加するとともに、授
業以外の実践例も掲載し、内容の充実を図っ
ていきます。
食育指導を行う際の参考資料として、ぜひ、
御活用ください。

●平成23年度学校給食表彰について
文 部 科学 省 で は 、 学校 給 食 の 実施 に 関 し 、
特 に 功 績の あ っ た 学 校給 食 関 係 者に 対 し 、 学
校 給 食 表彰 を 行 っ て いま す 。 今 年度 は 、 次 の
方が表彰されました。
学校給食功労者 大矢 益子 栄養教諭
（ 県立 村 上特 別支 援学 校 ）

【「新潟県食育指導実践事例集（授業編）
」より】

保健体育課

Webアドレス

http://www.pref.niigata.lg.jp/hokentaiiku/index.html

●平成23年度新潟県学校給食優良学校を表彰し
ました
新潟県教育委員会では、学校給食の普及充実を
図るため、学校給食の実施に関し、児童生徒への
食に関する指導や家庭・地域との連携など、優れ
た成果をあげた次の４校を表彰しました。
小千谷市立片貝小学校
佐渡市立畑野小学校
新潟市立大形小学校
新潟市立亀田小学校

第 746号

平成24年３月１日

新潟県は個を伸ばす教育を推進しています

(5)

地域に根ざすキャリア教育推進事業について
県 立教育セ ンター

県教育委員会では、平成23～25年度の３か
年に渡って、「地域に根ざすキャリア教育推進
事業」を行うこととしました。これは、地域
参画型のキャリア教育を全県に展開すること
を目的としています。
本号では、事業の概要と特色あるキャリア
教育を実践している学校の取組例を紹介しま
す。各学校でのキャリア教育推進の参考とし
て御活用ください。

１

キャリア教育パイロット事業
県教育委員会では、平成21・22年度の２か
年に渡り、上越市・長岡市・柏崎市の３地域
において「キャリア教育パイロット事業」を
実施しました。その結果、地域参画型キャリ
ア教育で成果をあげるためのポイントとして、
次の３点が明らかになりました。

この「３つのつなぎ」をキャリア教育に取
り入れることで、社会的・職業的自立の基礎
となる能力や態度を効果的に育成することが
できることが分かりました。
２

モデルプログラム「新潟っ子プラン」
キャリア教育パイロット事業の取組から、
県の「キャリア教育モデルプログラム」とし
て「新潟っ子プラン」を作成しました。
「新潟っ子プラン」とは、中央教育審議会
答申で提示された「基礎的・汎用的能力」に
新潟県が重点とする「郷土愛」を加えた５つ
の視点からなるプログラムです。
地域に根ざすキャリア教育推進事業は、こ
の「新潟っ子プラン」を自校化することで、
各学校におけるキャリア教育を推進すること
を目指しています。
小学校

中学校

高等学校

つなぎ① 小・中・高が連携して系統的に教育

①小・中・高が連携した系統的なキャリア教育の推
郷土愛
基礎的・汎用的能力」

｢

進（【小・中・高のつなぎ】）

つなぎ②

②地域資源を生かして、郷土愛をはぐくむキャリア
教育の推進（【地域資源のつなぎ】）
③ 夢 や 目標 を もた せ る体 験 型キ ャ リア 教 育の 推 進
（【夢や目標のつなぎ】）

地域資源
（人・物・産業）

人間関係形成・社会形成能力
自己理解・自己管理能力
課題対応能力

つなぎ③ 夢や目標

キャリアプランニング能力

【モデルプログラム「新潟っ子プラン」
】

１

【キャリア教育の基本理念３つのつなぎ】

新潟県キャリア教育推進会議
本事業の実施に当たり、児童生徒の発達段
階に応じた組織的・系統的なキャリア教育に
ついて協議するため、学校関係者はもとより、
家庭、地域、産業界で組織した新潟県キャリ
ア教育推進会議を設置しています。会議では、
推進事業の方向性、協力体制の整備等につい
て協議しています。

(6) 深めよう 絆 県民運動
２

キャリア教育推進ステーション
キャリア教育推進のための事務局的機能を
もたせた「キャリア推進教育ステーション」
を、県立教育センター内に設置しました。こ
こでは、市町村教育委員会及び学校のキャリ
ア教育推進の支援や産業界等との連携を図っ
ています。
市町村への取組支援（補助金事業）
「新潟っ子プラン」に沿った地域参画型の
キャリア教育を推進する市町村に対し、補助
金を交付しています。その他、キャリア教育
推進ステーションの指導主事が、直接学校を
訪問し、「新潟っ子プラン」を自校化する方法
や手順、地域との連携方法等に関して指導・
助言を行うなどキャリア教育推進に向けた市
町村の取組を支援しています。
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このフォーラムにおいて、特色あるキャリ
ア教育に取り組んだ小・中・高等学校の児童
生徒による実践発表が行われました。いずれ
の発表も、特色ある自校の取組を「新潟っ子
プラン」の視点からとらえ直したもので、工
夫を凝らした劇やプレゼンテーションからは、
キャリア教育で伸びゆく子どもたちの様子を
うかがうことができました。

３

６

海外先進地視察及び国内先進地視察
推進事業の効果的な実施等を図るため、先
進的なキャリア教育に取り組んでいるフィン
ランドや広島県の教育視察を実施しました。
海外視察では、キャリア教育推進会議委員
等が視察員として、フィンランドの国家教育
委員会と義務教育学校(小中学校)、高等学校、
大学を訪問しました。

４

産業界との連携の推進
新潟県キャリア教育推進会議で確認した職
場体験学習における協力体制を踏まえ、協力
いただける産業界等関連機関の情報を整理し、

７

県立教育センターのWebサイトから閲覧できる
ように整備を進めています。

測定用のアンケート集計プログラムの開発も
行っています。「新潟っ子プラン」には、児童
生徒の自己評価によるアンケートも組み込ま
れており、これを活用することで、身に付い
た力を評価でき、指導の改善ができるように
なっています。

５

にいがたキャリア教育フォーラム
県内の学校、家庭、地域、産業界が一体と
なって、社会全体でキャリア教育を推進して
いこうとする気運を高め、キャリア教育の意
義を普及・啓発するために、
「にいがたキャリ
ア教育フォーラム」を昨年の12月２日に開催
しました。

【にいがたキャリア教育フォーラムでの実践発表】

その他の取組
キャリア教育の更なる普及を図るために、
キャリア教育の広報用動画を制作しています。
また、取組による成果を測るために、効果

「新潟っ子プラン」は、自校化すること自
体に大きな意義があり、自校化そのものがキ
ャリア教育推進の取組となります。
自校化を通じて、児童生徒及び地域等の実
態や長所、課題を明らかにすることができま
す。また、これまで各学校の研修テーマ、各
教科や行事等での体験活動を「新潟っ子プラ
ン」で示された５つの視点と関連付けて位置
付けることで、はぐくみたい力を明確にする
ことができます。
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新潟県は個を伸ばす教育を推進しています

◇「新潟っ子プラン」の自校化の手順（例）
（※）
ステップ１

県立教育センター「新潟っ子プラン」をダウ

(7)

ことです。それにより、自校の特色を生かし
たキャリア教育を進めていくことができます。

ンロード
ステップ２ 自校のキャリア教育の計画等を基に、内容を
検討し、入力して自校化原案作成
ステップ３

職員研修等で共通理解を図り、教育課程上に
位置付け、自校化プランとして実践

ステップ４

実践の記録や評価から計画等を見直し、改善

ステップ５

近隣の異校種と計画の情報交換

自校化に際しては、次の「３つのつなぎ」
を意識することが重要です。
◇「新潟っ子プラン ３つのつなぎ」
（※）
◇「つなぎ① 小・中・高の連携」
連携は、自校の校種のみでなく、中学校区の学
校と連携を図った学習プログラムが望ましい。
◇「つなぎ② 地域資源」
「郷土愛」の視点と深く関連している。
自校の地域資源を明確にして共通理解するとと
もに、キャリア教育の視点から「地域教材の見直
しや開発」を進めることが望ましい。
◇「つなぎ③ 夢や目標」
「キャリアプランニング能力」の視点と深く関
連している。
小学校においては職場見学、中学校においては
職場体験、高等学校においてはインターンシップ
を行うとともに、あらゆる教育活動において、
「学
ぶこと」と「夢や目標」とのつながりを気付かせ、
働きかけを意図的に行うことが大切である。

特色あるキャリア教育を実践している小・
中・高等学校の実践の概要について以下に紹
介します。
１ 魚沼市立須原小学校
「郷土愛」をはぐくみ、「人間関係形成・社会形成能
力」を高め、「地域資源」を活用した取組

須原小学校の５年生は、学校田で米を栽培
しています。地域の人から教えてもらうなど、
地域との関わりが強い体験的な活動です。
また、苦労して大切に育てた米を地域や新
潟市で販売し、その収益金を社会に役立てよ
うと話し合いを行いました。

（※） 新潟県教育委員会 「新潟っ子をはぐくむキャリア
教育のすすめ」（平成23年４月）より

「新潟っ子プラン」
（モデルプログラム）は、
モデルシートも含めて県立教育センターのWeb
サイトからダウンロードできます。
また、「新潟っ子プラン」の内容の詳細は、
平成23年４月に各学校に配布された報告書と
パンフレットに記載されています。

こうした須原小学校の取組は、「郷土愛」を
はぐくみ、「人間関係形成・社会形成能力」を
高めるキャリア教育として位置付けられます。
【学校田での田植えの様子】

２ 湯沢町立湯沢中学校
「郷土愛」をはぐくみ、「人間関係形成・社会形成能
力」を高め、「地域資源」を活用した取組

【パンフレットと報告書】

自校化のポイントは、すでに各学校で行わ
れている特色ある教育活動をキャリア教育の
視点で見つめ直し、整理し、つなぎ合わせる

湯沢中学校は、観光ボランティア活動を主
に越後湯沢駅を中心にして実施しています。
今年度は、生徒手作りの観光マップを作成し、
観光客に配布して好評を得ています。
中学生観光ガイドとして地元の魅力を自分
の言葉で発信する活動をとおして、生徒たち
は、地域のよさを改めて実感しています。
また、観光ガイド養成講座及びガイド活動
による様々な人との関わりの中で、コミュニ
ケーション能力をはぐくんでいます。

(8) 深めよう 絆 県民運動
こうした湯沢中学校の取組は、
「郷土愛」を
はぐくみ、
「人間関係形成・社会形成能力」を
高めるキャリア教育として位置付けられます。
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始めました。いくつかを紹介します。
＜学校における取組＞
◇関川村立関川小学校では、児童が村の祭りに訪れ
た人たちに、村の名所等について紹介するボラン
ティアガイドとして大活躍をしました。
◇五泉市立五泉北中学校では、キャリア教育公開授
業研究を行いました。また、生き方探求シンポジ
ウムを行うなど、教育課程の中核にキャリア教育
を位置付けた取組を行っています。
＜市町村教育委員会における取組＞
◇佐渡市教育委員会では、佐渡の産業・文化伝統・

【湯沢駅での観光ボランティアの様子】

自然についての学習を行う「佐渡学」を中心に、
キャリア教育に取り組んでいます

３

県立新潟南高等学校

「課題対応能力」をはぐくみ、
「キャリアプランニン
グ能力」を高め、「夢や目標」を意識した取組

新潟南高等学校では、スーパーサイエンス
ハイスクールを中核としたキャリア教育を進
めています。海外研修や企業と連携協力した
活動など、国際社会に目を向けた社会的・職
業的自立につながる取組を実施しています。
特に、課題研究では、様々な体験を基に自
らテーマの設定、計画立案、情報の選択等を
行い、その研究の成果を文化祭で発表します。
こうした新潟南高等学校の取組は、
「自己理
解・自己管理能力」や「課題対応能力」を育
成するとともに、課題研究をとおして自らの
将来や生き方を見つめ、進路選択につなげて
いく、
「キャリアプランニング能力」を高める
キャリア教育として位置付けられます。

◇田上町教育委員会では、キャリア教育をとおした
「田上の12か年教育」のリーフレットを作成しま
した。「里山で育つ田上っ子」を目指してキャリア
教育推進協議会をたちあげ、町全体でキャリア教
育を推進しています。

「地域に根ざすキャリア教育推進事業」は、
本号で紹介した以外にも県内各地で地域参画
型のキャリア教育の推進を目指した取組が進
められています。「夢や目標の実現のための行
程を描き、取り組む子ども」を、小・中・高
等学校をとおして系統的に教育し、夢や目標
の実現に向けての学びや努力を学校・家庭・
地域全体で支えていくキャリア教育を全県で
推進していきます。
県立教育センターでは、キャリア教育推進
について、直接指導主事が各学校に訪問し、
関連機関や地域連携等の助言を行うなど様々
な支援を行っております。お気軽に御相談く
ださい。
新潟県キャリア教育推進ステーションWebアドレス
http://www.nipec.nein.ed.jp/sc/careerstation/index.html

直接該当Webサイトへジャンプしますので御活用ください。

Webでも御覧ください。バック
ナンバーも御覧になれます。
「教
育月報」で検索！

【発表会での様子】

４

その他の学校や市町村の取組
紹介した実践校の市町村を含め、今年度は
10の市町村教育委員会が推進事業に取り組み
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