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I. 事業計画の概要

１ 事業内容 

千代田区は江戸時代から、日本の政治、経済、産業、そして文化の中心として発展してきており、様々

な文化資源や観光資源が蓄積されてきている。「食」の面からみても伝統の味を守り続ける老舗もある一方

で、各国の大使館も存在する。2020 年オリンピック・パラリンピック競技大会にあたっては、国内から、

また、諸外国から多くの観光客が訪れることが想定される。 

令和２年３月現在、千代田区の人口は66,079人となり、子育て世代の流入が増えてきている。千代田区

の子育て世代を対象とした食育ニーズ調査結果（平成 20 年度 こども未来財団 児童関連サービス調査

研究等事業において、『子育て支援のための地域における食育の取組の分析・評価に関する研究』）をみる

と、子育ての自信や充実感をもつといった効果から、親子での調理体験、栽培収穫体験、親同士が子ども

の食について話し合う機会が欲しいという回答がとても高かった。また、酒井らの平成 24 年度千代田学

「食を通した多世代間のふれあい・学びあい・育てあい千代田プロジェクトの構築」の報告では、子育て

の自信や充実感をもつ効果から、親子での調理・栽培収穫体験、親同士が子どもの食について話し合う機

会等の体験・交流の場へのニーズが高いことが明らかとなっている。 

一方、近代教育発祥の地である千代田区には、国立大学が１校、私立大学が 17校と、日本でも有

数の学校等が数多く在籍し、多くの教育文化施設が立地する地域であり、知識・文化の発信地となっ

ている。前述のように、日本の政治、経済、産業、そして様々な文化資源や観光資源が蓄積されてき

ている千代田区の魅力を実感する機会が乏しい現状にある。千代田区に通学はしているものの、千代

田区の豊かな歴史と伝統、文化を継承し、次代に引き継いでいくことが求められているにもかかわら

ず、大学の教育課程においてそうした力を育む仕組みが十分であるとは言えない。 

こうした背景を踏まえて、平成 31年度（令和元年度）は親子の体験のテーマとして、千代田区が

江戸時代など伝統・歴史ある食文化が醸成された地域であることから、平成 25 年にユネスコ無形文

化財に登録された「和食文化」を取り上げる。子育て世代が身近に体験でき、親子のふれあい・学び

合いの場となる和食文化体験の拠点に焦点あててきた。その成果として、千代田区における和食体験

の地域資源の教材化に関する実践的研究を通して、「千代田区和食文化体験プラットホーム」を開発

することができた。 

そこで、令和２年度は、昨年度からの次の二方面から研究を進めた。千代田区の店舗の和の食材

や素材等に焦点を当て、「千代田区和食文化体験プラットホーム（たべチヨダ）」の開発を継続する。 

具体的には、研究１として、和食の料理から、和食を演出する食器・花・和紙など食卓全体、いわ

ば、和食文化に視野を広げ、管理栄養士として必要な素養である地域の住民について知り、社会資源

を探索して発信する力を養うため、他学年合同によるアクションリサーチとして実施する。 

さらに、この教材を活用し、子どもの食育という観点から、子どもが和食を調理し、和のしつらいを作

ったり、食べたりする体験により、五感を使って色・音・味・香り等を感じ、自由な表現を引き出すこと

を試みる。今回は、特に、『音』に目を向け、食材から発生する音、調理をする音、食べる音などの耳を傾

ける環境を用意する。日常の食生活の中で、極めて当たり前に存在する音であるが故に、「聴こうと意識し

なければ聞こえてこない音」である。その音に意識を向けることは、私たちの感受性を蘇らせ、この感受

性が「食」はもちろんのこと、日常の何気ない時間を豊かにしていくのではないかと考えるからである。

子どもが「和食を作る・食べる・楽しむ」という行為を通して、多様な感受性を表現し、それを他者と一
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緒に共有することで、感性を養い、創造力と表現力を培う時間や空間として提案するものである。 

具体的には、研究２として、子どもが「和食を作る・食べる・楽しむ」という行為を通して、多様

な感受性を表現し、それを他者と共有することで、感性を養い、創造力と表現力を培う時間や空間を

作ることを目指している。その第一段階として、子どもが「料理をする音を身近なものや様々な楽器

を用いて表現する」ことを教育目標とした指導案（教材）を提案することをめざし、本学の学生が、

料理の「音」、「混ぜる音」、「ガスに火を点ける音」、「炒める音」、「煮る音」を使って、身近

な音の存在を注意深く聴くこと、そして聴取した音を別のモノで再表現することを経験する。表現す

る際も、聴取した音や記憶の中の音と、実際に自分が作り出している音との比較を繰り返すことで、

音楽表現の基礎となる資質能力を培っていくことになるからである。小学生であれば、音楽科の学習

内容の一つである「音楽づくり」の領域や、意図をもって表現すること、さらに、「感じたことや考

えたことを自分なりに表現して楽しむ」、「生活の中でイメージを豊かにし、様々な表現を楽しむ」と

いった幼児教育の保育内容領域「表現」のねらいにつながるものである。 

 

 

 

２ 千代田区との関連性 

区政との関連では、「ちよだみらいプロジェクト-千代田区第 3次基本計画 2015-」が描く平成 30

年代の将来像「都心の魅力にあふれ、文化と伝統が息づくまち千代田」の４つの柱の一つである「心

豊かに学び、文化を創り出すまち」の実現に向けた具体的な取り組みとして位置づけることができる。

同時に、平成 29年度からの「第二次健康千代田 21」「第 3次千代田区食育推進計画（ちよだ食育ガイ

ド）」、平成 28 年度からの「千代田区次世代育成支援計画」との関係も大きく、具現化にも寄与でき

ることを目指している。 
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本事業は千代田区の子育て支援・健康づくり・観光・文化を融合した研究事業であり、学生と共

に、区民がその魅力を知る、観る、感じることで、驚き、繋がり、学びあうことで、ソーシャルキャ

ピタルを醸成していくことの一助となることに資することを期待したい。私たち大学教員や学生は千

代田区で教え学びあう喜びと誇りを、子育て世代は千代田区で子どもを産み育てる喜びを、「和食文

化」を提供・支援する組織・団体は働きがいを醸成し、区外の人々や訪日外国人観光客とともに、千

代田区の「和食文化」の魅力を発掘し、共有・創造し、発信できる手法の体系化を試みる。 

３ 研究実施体制 

研究代表者 
酒井 治子（東京家政学院大学 人間栄養学部 教授） 

共同研究者 

研究１） 千代田区における和食文化の体験プログラム開発に関する調査研究 

酒井 治子  東京家政学院大学 人間栄養学部 教授 

加藤 理津子 東京家政学院大学 人間栄養学部 准教授 

會退 友美  東京家政学院大学 人間栄養学部 助教 

久保 麻季  東京家政学院大学 人間栄養学部 助手 

東京家政学院大学 人間栄養学部 人間栄養学科 

専門科目「キャリアデザイン活動」受講生 30名 
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研究２） 子どもの芸術の体験プログラム開発に関わる調査研究 

新開 よしみ 東京家政学院大学 現代生活学部 児童学科 教授 

立川 泰史 東京家政学院大学 現代生活学部 児童学科 教授 

吉永 早苗 東京家政学院大学 現代生活学部 児童学科 教授 

東京家政学院大学 現代生活学部 児童学科 

保育実践演習 吉永ゼミ  ６名 
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II.  千代田区和食文化体験・交流プラットホームの拠点の発掘と「たべチヨダ」の開発（研究１） 
 

１ 活動の目的 

令和元年度から、「千代田区和食文化体験・交流プラットホームの拠点」として、どのような場が

適切か、魅力の和食文化体験・交流資源の見える化、コト化を進めるために、千代田区のエリア区分

（①皇居・丸の内・永田町界隈、②神田・秋葉原・御茶ノ水界隈、③飯田橋・水道橋・神保町界隈、

④麹町・番町・九段界隈）の４エリアからなる「千代田区和食文化体験・交流プラットホーム」を開

発することを目的とした。令和２年度は、上記の４エリアの中で、拠点を発掘しきれなかった③飯田

橋・水道橋・神保町界隈、④麹町・番町・九段界隈を中心とし、また、料理や菓子といった食物自体

と共に、食卓を彩る和紙・花・食器等に焦点を当てた。 

 

２ 活動の内容 

 

科目「キャリアデザイン活動」は、人間栄養学科１年次生の専門科目であり、次のような学習目

標を掲げている。将来の管理栄養士としてどのような知識・スキルが必要であり、どのようにして求

められる知識・スキルを高めればよいのかを考え、今後の自身のキャリアをデザインし、有意義な大

学生活を送れるようにするには、どのように行動したらよいかを探求する科目として設定されている。 
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そこで、この学習目標を実現するための方策として、今回の千代田学での活動をアクティブラー

ニングとして取り上げた。「千代田区における和食文化体験・交流資源の開発と活用に関する研究」

の一環として、千代田の街に実際に出掛け、千代田区の和食文化を体験することができるコースを提

案し、各店舗を取材し、HP に報告したり、コース提案の教材作成を行ってきた。こうした活動によ

り、地域社会を身近に感じ、地域の店舗や在住の方と交流し、知識やスキルを統合するとともに、発

信の機会を通して、思考力、表現力を高めることを期待している。 

 

 

令和２年度の科目「キャリアデザイン活動」において、本活動を実施した（表１）。授業の流れは、

以下の通りである。取材時期は、令和２年 10～12月である。 
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第 1 回目のオリエンテーションにおいて、本活動の趣旨、概要について、千代田区近隣５大学連

携コンソーシアムの活動である「ぶらチヨダ」、また、昨年度の「たべチヨダ」のサイトを提示しな

がら説明を行い、受講者を募った。第 2回、3回には、授業担当者の江川教授から、健康増進分野に

期待される管理栄養士役割を考える授業をグループワークの方法を交えながら、行った。第 4回～第

７回までは取材場所とそのテーマ、選定理由等をグループで討議した。さらに、具体的な取材の方法

や取材メモの作り方、ノウハウについて教授するとともに、具体的に取材班にわかれ、取材メモを作

成し、検討を行った。第 8回には、各店舗に赴き、店主を学生が取材し、その際の様子を録音し、そ

のインタビューデータから逐語録、写真、メモ等の整理をおこなった。第 9～10回には、取材後、集

めたデータを共有し、他者にどのように伝えたら、効果的であるのか、そのスキルを教授した。第 11

～12回は、「たべチヨダ」に掲載する記事の内容を吟味してまとめた。また、各グループの成果を地

域住民に発表するための媒体を作成した。 

表１ 科目「キャリアデザイン活動」の授業の流れ 

回 日程 担当 方法 テーマ 内容 

1 9月24日 酒井 

會退 
Zoom オリエンテーション 本科目の趣旨、目的、概要 

2 10月1日 江川 Zoom 健康増進分野に期待され

る管理栄養士役割① 
健康増進分野における管理栄養士の役割に

ついて考える 

3 10月8日 江川 Zoom 健康増進分野に期待され

る管理栄養士役割② 
健康増進分野における管理栄養士の役割に

ついて考える 

4 10月15日 酒井 

會退 
Zoom 地域における人々と生活、

管理栄養士の関わり 
千代田区にある地域の食に関わる生活を管

理栄養士視点で考える 

5 10月27日 

5限 

酒井 

會退 
対面 地域の食資源を考える 管理栄養士として地域の食資源や生活者を

探索する視点をグループワークで考える 

6 10月29日 酒井 

會退 
Zoom 地域の食資源の探索準備 地域の中での食のあり方をグループでまと

め、探索の準備をする 

7 11月5日 酒井 

會退 
Zoom 地域の食資源の探索準備 地域の中での食のあり方をグループでまと

め、探索の準備をする 

8 11月12日 

5限 

酒井 

會退 
対面 地域探索 地域の中の食に関わる資源の情報収集 

9 11月19日 酒井 

會退 
Zoom 探索結果のまとめと共有 地域の中での食のあり方をグループでまと

め、共有する 

10 11月26日 酒井 

會退 
Zoom 人に伝えるスキルを考える 食の情報を住民の方や他者にわかりやす

く、興味をもつように伝える方法を考える 

11 12月10日 酒井 

會退 
Zoom 教材作成 食資源の情報を伝える教材を作成する 

12 12月17日 酒井 

會退 
Zoom まとめ 各グループの成果等を発表、共有する 
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３ 活動内容 

東京家政学院大学人間栄養学部人間栄養学科 1年生と３年生 計 30名が、５つ店舗に分かれて取

材を行った。各店舗に取材内容について承諾を得て、取材の結果を記事にまとめた。決定店舗した店

舗は以下の通りである。エリア区分は（①皇居・丸の内・永田町界隈、②神田・秋葉原・御茶ノ水界

隈、③飯田橋・水道橋・神保町界隈、④麹町・番町・九段界隈）の４エリアにわけて実施した。また、 

 

 

今年度は、食事をつくるための食材ではなく、「食事をしつらえる和の文化」をテーマとして関連の店舗

に協力を得て実施した。東京家政学院大学人間栄養学部人間栄養学科 1年生と 3年生 計 30 名が取材を

行った。店舗、取材・体験内容は表1の通りである。 

 

表２ 各体験コースと取材店舗一覧 

店舗名 地域 取材テーマ 

平安堂 九段 墨と筆でお品書きが食事を彩る 

和のうつわ青珠 九段 日本の四季に合う器 

司園 

宝來屋 

神田 

九段 

お茶をたのしむ～若者がお茶と和菓子を

味わう～ 

和紙山形屋紙店 神保町 日常の食事と和紙の関係を知ろう 

（株）花省 九段 四季の行事を彩る花と料理 

 

 

 

 学生が店舗の方にインタビューをすることで、千代田区の人と人とのつながりを感じ、千代田区の中で、

千代田区の人々から、千代田区の歴史や魅力を発見することができた。 
バランスのよい献立を作成するだけでなく、「食事をつくる」「食卓を彩る」という観点から、豊かな食の

在り方を考えるきっかけとなった。管理栄養士は対象者の気持ちに寄り添うことが求められるため、学生

にとって大変よい経験となり、またそれらの総合的な学びを記事にして分かりやすく伝えることの重要性

を学ぶことができた。 
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