
     〈テーマ〉  

       愛泉幼児園における 

    なんでも食べられる児を育てよう 

  サブテーマ      
   ～２歳児が苦手な食材も食べられるようにしよう～ 

 
 

                        埼玉県 愛泉幼児園 

                     そらまめサークル 

                     発表者：保泉幸子 

                     機械操作：泉山順子 



１．施設紹介 
〇キリスト教保育 
『忍耐の心』『思いやりの心』 
『感謝の心』 
 
〇生後２ヶ月から６歳までの 
 子どもを保育 
 
〇グランド、園庭の整備、 
 大型遊具の設置 
 
〇法人内外の関係諸機関との 
 連携 



２．サークル紹介 

構成人員 
保泉幸子（ﾘｰﾀﾞｰ） 
森 希美（ｻﾌﾞﾘｰﾀﾞｰ） 
泉山順子   （３名） 

当施設の 
QC活動年
数 

２７年 

現メンバー
での活動歴 

１年目 
現メンバー
の平均年齢 

４３歳 

メンバーの
職種 

保 育 士（２名） 
管理栄養士（１名） 

主な活動 
時間 

勤務時間 
内外 

本テーマの
活動期間 

２０１６年５月～ 
    ２０１７年１月 

本テーマの
ミーティン
グ回数 

１０回 

ミーティン
グ時間 

平均 １５分／１回 

作成日：２０１６年６月２４日 
作成者：森希美 
 



３．テーマ選定評価表(マトリックス図） 
   評価項目 
 
 
 
問題点 

重
要
性 

緊
急
性 

実
現
性 

上
司
方
針 

効
果
期
待 

社
会
的
使
命 

メ
ン
バ
ー
能
力 

総
合
点 

順
位 

苦手な食材が 
多い 

4.3 4.3 5 5 5 4.3 4.3 32.2 1 

食事中のマナー
が悪い 

5 3.6 3.6 4.3 5 4.3 4.3 30.1 2 

食育がよくわか
らない 

3.6 5 4.3 5 3 4.3 4.3 29.5 4 

食育に対しての意識
が統一していない 4.3 5 4.3 4.3 3.6 4.3 4.3 30.1 2 

５点：非常に関係がある 
３点：関係がある 
１点：あまり関係がない 

作成日：２０１６年６月２４日 
作成者：保泉幸子 



４．施設長のコメント 

  保育所の幼児にとって、食材の好き嫌いを出来るだ
け少なくしていくことは大切な事です。特に野菜が苦手
な幼児が多い現状では、保育所のみならず家庭におい
ても大きな課題でありますので、これは「食育」に繋が
る良いテーマだと思っています。福祉QCは利用者の立

場に立って活動を進めることが製造業や他のサービス
業と異なる所です。今回そらまめサークルは入所児の
保護者とも連携していくとのこと。保育所の中だけに留
まらず、保護者の想いにも寄り添った活動が進展し、大
いに成果を上げてくれることを期待しています。 



５．活動計画と実施 
項目 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 

テーマの選定 

現状把握 

目標設定 

対策実施 

効果の確認 
 

標準化と管理
の定着 

反省・まとめ 

作成日：2016年６月１５日 作成者：保泉幸子 

計画         

実施 （施策実行型） 



６．現状把握 １ 

＜QC＞苦手な食材のアンケート 組

日

曜日 献立 食材 備考

11 肉みそ丼 挽肉　　　人参　　　玉葱　　　椎茸　　　筍　　　隠元

月 トマトサラダ　果物 レタス　　　胡瓜　　　トマト　　　レーズン　　

12 ごはん　鶏の親子煮 鶏肉　　　人参　　　玉葱　　　キャベツ　　　卵　　

火 えのきと胡瓜の酢の物　果物 えのき　　胡瓜　　竹輪　　　もやし　　

13 カレーうどん 茹でうどん　　　人参　　　玉葱　　　葱　　　豚肉　　

水 フルーツサラダ　チーズ レタス　　　胡瓜　　　パイン　　　みかん　　　レーズン　　

14 ごはん　生揚げと豚肉の味噌炒め 生揚げ　　　筍　　　人参　　　ピーマン　　　豚肉　　　葱

木 春雨サラダ　果物 春雨　　　もやし　　　胡瓜　　　ハム　　　コーン　　

15 ごはん　はんぺんフライ はんぺん　　

金 五色和え　みそ汁（もやしと油揚げ） 豆腐　　　ミニトマト　　　胡瓜　　　ハム　　／　　もやし　　　油揚げ　　

19 ごはん　南瓜と茄子のそぼろ煮 南瓜　　　茄子　　　大根　　　挽肉　　

火 シルバーサラダ　果物 春雨　　　胡瓜　　　卵　　　ハム　　　

20 ごはん　カレー じゃが芋　　　人参　　　玉ねぎ　　　豚肉　　

水 コーンサラダ　果物 レタス　　　胡瓜　　　コーン　　　ハム　　

21 ごはん　鶏のさっぱり煮 鶏肉　　　人参　　　玉葱　　

木 三色和え　プチゼリー 胡瓜　　　わかめ　　　もやし　　　人参　　

22 ごはん　肉豆腐 豆腐　　　豚肉　　　人参　　　えのき　　　白滝　　　葱　

金 ツナサラダ　果物 ツナ　　　胡瓜　　　人参　　　スパゲティ　　

25 ごはん　ミートボールのケチャップ煮 ミートボール　　　人参　　　キャベツ　　　しめじ　　

月 胡瓜の酢の物　果物 胡瓜　　　わかめ　　　みかん　　　もやし　　　

26 冷やし中華 中華麺　　　胡瓜　　　　ハム　　　　錦糸卵　　

火 パインサラダ　チーズ レタス　　　胡瓜　　　パイン　　　みかん　　

27 ごはん　挽肉カレー 挽肉　　　玉葱　　　人参　　　じゃが芋　　

水 マカロニサラダ　プチゼリー マカロニ　　　胡瓜　　　みかん　　　　

28 ごはん　豚肉の生姜炒め 豚肉　　　玉葱　　

木 華風和え　乳酸菌飲料 蒲鉾　　　胡瓜　　　もやし　　　わかめ　　

29 ごはん　筑前煮 里芋　　　蒟蒻　　　人参　　　焼き竹輪　　　鶏肉　　

金 冷やっこ　果物 豆腐　　　　鰹節　

●期間：２０１６年７月１１日～２９日の土曜日を除く３週間

●職員が補助せずに、子どもたちが自分１人で食べたとき、避けたり残しがちな食材を○で囲み、

右隣に人数を記入してください。

（例） 胡瓜 ３
●残したりする理由や、苦手な食材に対する子どもの様子など、気づいたことがあれば何でも備考に

記入してください。備考欄に書ききれない場合はメモや裏面でかまいません。

また、職員の声かけや補助により食べることができたものも、備考に記入してください。

（声かけや補助の内容も記入してください）

●QCのデータ収集ですので、正しい内容で記入をお願いします。また記入もれがないようお願いします。
●不明な点があったら、保泉もしくは森までお願いします。

そらまめサークル

 子どもたちが苦手な 

 食材を、給食時に調査した 

 期間：  

２０１６年７月１１日（月） 

      ～２９日（金） 

 給食に使用している 

  食材で調査を実施した 

 

作成日：２０１６年７月５日 
作成者：森希美 
 



６．現状把握 １－① 



保育者からの声〈備考欄より〉 
 
   《１歳児クラス》  もやしやわかめなど噛み切れない物が苦手。 

              好きなもの、食べやすい物から食べている様子が見られ、お腹が 

              満たされて残している。 

   

        《２歳児クラス》    小さく切ってあげると食べることができる。 

               同じ食材でも切り方によって食べたり食べなかったりしている。 

       

        《３歳児クラス》    配膳の量を少なくすると頑張って食べれていた。 

          

        《４歳児クラス》  苦手意識の強い子が２、３名見られる。この子たちは全く口に 

              することができない。 

              苦手がはっきりしている。 

  

         《５歳児クラス》  同じ食材でも味付けによって苦手なものがある。 

    

６．現状把握 １－② 



６．現状把握 ２  
子どもたち自身は、どんな 

  食材を苦手と認識している 

  のか、また苦手な理由は？ 

保護者から見た、子どもの 

  苦手な食材とその理由。 

   

 ★給食時に調査した苦手な 

  食材上位９品で家庭へ 

  アンケートを実施。 

  

   配布：２０１６年８月１０日 

   期間：２０１６年８月１０日～２０１６年８月１４日 



６．現状把握２－① “1歳児の苦手な食材” 

《わかったこと》 
・レタス、もやし、かぼちゃが１８％であった  

作成日：２０１６年８月２０日 
作成者：保泉幸子  

家庭アンケートの結果から（１歳児） 



６．現状把握２－② “2歳児の苦手な食材” 

作成日：２０１６年８月20日 
作成者：保泉幸子  《わかったこと》 

・レタスが２２％と多く見られた  

・全部食べられると答えた家庭が２０％に満たしていなかった 

家庭アンケートの結果から（２歳児） 



６．現状把握２－③ “3歳児 苦手な食材” 

《わかったこと》 
・全部食べられる子が４２％と苦手がある子が少ない  

作成日：２０１６年８月２０日 
作成者：保泉幸子  

家庭アンケートの結果から（３歳児） 



６．現状把握２－④ “４歳児 苦手な食材” 

作成日：２０１６年８月２０日 
作成者：保泉幸子  

家庭アンケートの結果から（４歳児） 

《わかったこと》 
・レタスが１７％と一番多く、もやし・トマトが１５％であった。 



６．現状把握２－⑤“5歳児 苦手な食材” 

作成日：２０１６年8月２０日 
作成者：保泉幸子  

《わかったこと》 
・トマト、レーズンが１７％と多く見られた 

家庭アンケートの結果から（５歳児） 



 

                          

〈1歳児〉   ・レタスやもやしの舌触りが苦手 

             （シャキシャキしている）   （６件） 

       ・食べられないものだと思っている   （５件） 

〈２歳児〉  ・レタスやキュウリは青臭いから      （２件） 

       ・味、触感が苦手            （１３件） 

〈３歳児〉  ・苦味が苦手                       （８件） 

       ・触感が苦手                                          （８件） 

       ・家では食べないが保育園だと食べている 

                     （４件） 

       ・口に入れない    （２件） 
 

６．現状把握２－⑥ 
       “なぜ苦手だと思うか” （家庭から） 
 

 



６．現状把握２－⑥ 
         “なぜ苦手だと思うか”（家庭から）  
                                     
  
〈４歳児〉 ・食べると涙が出るから  

      ・保育園の給食は美味しくて食べられるけど  

       家では食べられない 

      ・歯に引っかかるから 

      ・トマトの種が苦手 

                  ・臭い（４件） ・苦味（６件） ・食感（１１件） ・味（２件） 

〈５歳児〉 ・小さいときに食べて口が痛くなった 

      ・オエッ！ってなってしまうから 

      ・ぼそぼそして苦手（かぼちゃ） 

        ・美味しくない（草みたい） 

      ・臭い（２件） ・苦味（５件） ・食感（４件） 

      ・味がない（３件） 

 
作成日：２０１６年８２５日 

作成者：森 希美 



家庭からのアンケートを検討した結果、全体的に歯ざわり 

 や見た目が重要であり、園では食べれるが家庭では食べら 

 れないという子がいることがわかった。 

 １歳児家庭から「食べられないと思っている」という声があっ
たが１歳児は、出会う食材を個々に口にして確かめる時期
でもあるので１歳児の特性を家庭へ伝えていきたい。 

家庭において全部食べられる食材が１６％と低く、園での調
査でも食べられない食材が多かった２歳児に着目する。 

 また、現状把握の結果、原因が明確になったので『施策実
行型』で今回のQC 活動に取り組むこととした。 

 
 
サブテーマは・・・ 
「２歳児が苦手な食べ物を食べられるようにしよう」と設定した。 
 

７、対策のねらいどころ 



８．目標の設定 

 

 

 

 

 

何を ２歳児の苦手な食材（きゅうり・トマト・ 
  レタス・もやし）を合わせた６６％を 

誰が 家庭と保育士・調理職員とで 

いつまでに ２０１７年１月まで 

どうする ３３％以内にする 

目標設定の根拠：園児の負担・家庭へのアプローチへ配慮して 
            ５０％減の３３％以下とした。 
       
            

作成日：２０１７年８月２５日 

作成者：保泉幸子 



2
歳
児
が
苦
手
な
食
材
を
た
べ
ら
れ
る
よ
う
に
し
よ
う 

保護者支
援（家庭
への働き
かけ） 

２歳児ク
ラスでの
取り組み 

食育の勉
強会 

食べやすい工
夫へのアンケ
ートをとる 

家庭に食の大切
さを知ってもら
う 

給食の時間を
子ども達が楽
しむ 

子ども達が食
べることに期
待を持てるよ
うにする 

咀嚼について
学ぶ 

保育所におけ
る食事の提供
ガイドライン
を参考に学ぶ 

手段（対策） 効果 
実現
性 

評価
得点 

採・否 
役割
分担 

実施 
時期 

アンケート結果をまと
め家庭へ配布 ◎ ◎ １０ 採 森 

９/１０
～１４ 

職員へアンケート結果
を伝える ◎ ◎ １０ 採 泉山 

９/２０
会議 

調理職員と献立につい
て検討する 〇     〇 ６ 否 

食についての子どもの
特性を年齢別に家庭
へ伝える 

〇 〇 ６ 
否 

個別に連絡帳や口頭
で伝えていく 〇 ◎ ８ 否 

配膳を待つ間に食に
関する絵本で楽しむ ◎ ◎ １０ 採 保泉 

９/２０
～ 

子ども達が給食時間を
楽しめるよう言葉かけ
を学ぶ 

◎ ◎ １０ 
採 保泉 

９/２０
～ 

食に関しての絵本や歌
で期待を持てるよう子
ども達に導入する 

◎ ◎ １０ 
採 保泉 

９/２０
～ 

日常生活の中で食材
や食に関することを話
題にする 

◎ 〇 ８ 
否 

子どもの発達について
学び子ども達の現状を
知る 

〇 ◎ ８ 
否 

学んだことを保育現場
で実践する ◎ ◎ １０ 採 泉山 

１０/１３
会議 

（目的） 

1次手段 

2次手段 

（評価点） ◎：５点 〇：3点 △：1点 

図 「２歳児が苦手な食材を食べられるようにしよう」の系統図・マトリックス図 作成日：２０１７年９月１日作成者：保泉幸子 

3次手段（対策） 

９、対策の検討と実施 



10、対策立案と実施 
  ①保護者支援（家庭への働きかけ）  

１、苦手な食材を食べてもらう 

  ために家庭で工夫している 

  ことや料理法のアンケートを 

  家庭に配布し、結果をまとめ 

  家庭に伝える。 

 
   ※  配布：２０１６年９月１０日 

      期間：２０１６年９月１０日～２０１６年９月１４日 

 

２、アンケート結果を職員会議で職員へ伝える。 

  ※ ２０１６年９月20日の職員会議で 

 

 
 



10、対策立案と実施 

  ② ２歳児クラスでの取り組み  

１、配膳を待つ間に食に関 

  する絵本で楽しむ 

２、子ども達が給食時間を 

  楽しめるよう保育者が 

  言葉かけを工夫する 

３、食に関しての歌を 

  保育に取り入れ楽しむ 

  

  ・はらぺこあおむし 

  ・やさいさん 

  ・おべんとうばす 

             他 

 

  

 



10、対策立案と実施 
  ③保育士の言葉かけの見直し 
   （食育についての勉強会） 
 

保育所における食事の提
供ガイドラインや発達支援
研修会からの資料を参考
に保育者と栄養士とで勉強
会を行い保育現場で実践
する。 

 

  ・保護者支援の役割から 

    「食事について」 

  ・子どもの発達から 

    「年齢に応じた食事の特性」 

  

 

  

 



11、効果の確認 
   

家庭アンケートの結果から（２歳児） 

作成日： ２０１7年１月１８日 
作成者：保泉幸子  

・再度、家庭へアンケートを取った結果、４種の野菜を食べられる 
 ようになった子が１６件増えていた。 

達成率 

１０６％
！！ 



11．効果の確認の内訳① 家庭アンケート 

     
・ご家庭で食べられるように工夫されていることがありましたら 
  教えてください。 

 
 ・野菜全般が苦手だが餃子の中身に入れる。 

 ・カレーで煮込んでいる。（とまと）  

 ・ハンバーグの中に野菜を多数入れる（レンコンは好評） 

 ・玉葱みじん切りを味噌汁に入れる。 

 ・ご飯に混ぜたり、海苔巻きにすると食べる。 

 ・フードミキサーで細かくしてふりかけのようにご飯にかける。 

 ・子どもの好きなマヨネーズをかけたり、ホイル焼きにしたりする。 

 ・子どもの好きなパスタに入れる。 

 ・子どもの好きな味にしたり、好きな物と一緒に食べたりする。 



11．効果の確認の内訳②子どもの様子  
      ・はらぺこあおむし、 

  やさいさん、おべんとう 

  ばすなどの絵本を必ず 

  読んでほしいとの声が 

  子ども達から聞かれる 

  ようになった。 

 ・絵本の野菜と給食や 

 お弁当の野菜を比べて 

 みたり、歌ったりとお皿 

 やお弁当箱をピカピカに 

 しようと意欲が見られる 

 ようになった。 

 

           

 

  

 



11．効果の確認③ 勉強会後の職員アンケート 

〈工夫してみた点〉 
・小さくしたら、南瓜を食べられた。 

・小さくすると食べる子が多かった。 

・小さく切ってあげると食べる事ができた。 

・援助してあげると食べる。 

・スプーンに乗せてあげると自分のタイミング 

 で一口食べることができた。 

・鶏肉は小さく切ってあげ口に運んであげると 

 一口食べた。 

・口に運んであげると食べる。 

・南瓜を小さくしてあげる。 

・口に運んであげる。 

・量を少しにして盛る。 

・口に運んであげると食べる。（保育者の援助 

 により食べられた） 
・鶏肉を小さく切って汁と混ぜてあげた。 

・他の物と混ぜると食べる。 

 

〈声かけの工夫〉 
・「がんばれ」との声掛けによって食べた。 

・「やわらかいよ。」との言葉かけにより食べる 

 ことができた。 

・「お皿をピカピカにするとくまさんが喜ぶよ！」 
 の声掛けでピカピカにできた。 

・隠元・筍は、「一口だけ食べでみようね。隠元 

 さんが喜ぶよ。筍さんも喜んじゃう」との声か 

 けで一口だけ食べられた。 

・レーズン一粒食べることができた。（一粒だけ 

 食べてごらんの声かけで） 
・一口食べれたことを誉めると喜んで食べ 

 ていた。 

・「おいしいね！」と声掛けしながら保育者も 

 美味しく食べる。 

 



保育者の『食育』への意識が高まり、給食時の子どもへの関わ
り方が更に工夫されるようになった。 

保護者支援の役割についての意識が高まり、家庭での食事の
在り方についても考えられるようになった。 

保育者がきれいに食べた子のお皿を「ピカピカだね。」と誉めた
ことにより、子ども達が自らお皿をピカピカにしようする意欲につ
ながった。 

苦手な食材を進んで食べられるようになったことが自信となり、
生活に広がりが見られてきた。 

保護者から「家庭での料理のレパートリーが増えました」「自分
が苦手な食材も料理に使ってみたいと思います」などの声があ
った。 

 

12．無形効果 



13、標準化と管理の定着 
何のために いつ 誰が 何を どうする 歯止めの 

三要素 

家庭への適
切な支援がで
きるように 

毎日 保育士 家庭の様子に 気を配る 
周知徹底 

毎日 保育士 園での子どもの食事
の様子を 

家庭へ知
らせる 

周知徹底 

子ども達が給
食時間を楽し
めるように 

毎日 保育士 子どもへの言葉かけ
を 

工夫する 
教育訓練 

配膳中
や保育
の中で 

保育士 食に関する絵本を 読み聞か
せする 

標準化 

食に関する絵本の歌
を 

子どもと一
緒に歌う 

標準化 

食育の勉強
会で学んだこ
とを保育で実
践できるよう
に 

毎日 保育士 １日の振り返りを 意見交換
する 

教育訓練 

会議の
中で 

保育士 食育や子供の発達に
ついての勉強会を 

取り入れる 
教育訓練 

作成日：２０１7年１月１８日  作成者：泉山順子 



14、反省とまとめ 
良かった点 改善を要する点 

テーマ選定 
愛泉幼児園の保育指針にも揚げられて
いる食育であり又、子どもの発育にも大
切なテーマを選ぶことができた。 

現状把握 
家庭の様子を具体的に知ることが
できた。 

給食時のチェックは、現場の保育者に
やや負担をかけてしまった。 

活動計画 夏期家庭保育・運動会等行事が重なり、目
標設定以降に時間がかかってしまった。 

目標設定 
子どもにも無理のないまた、４種の
野菜ということで幅のある取り組み
ができる目標設定となった。 

対策実施 
対家庭、対園児、対職員と様々な
角度からの対策となった。 

様々な方面に対策を実施したため長
期間に渡っての取り組みとなってし
まった。 

効果の確認 
目標値に到達する効果を上げるこ
とが出来た。 

標準化と 
管理の定着 

子どもにも職員にも楽しく感じられるま
た、スキルアップの見込まれる方法と
なった。 作成日：２０１７年１月１８日  作成者：泉山順子 



今後の課題 

 「保育所保育指針 第６章 保護者に対する支援」を参考

にしての勉強会では、幼児の母親が子育てで優先するもの
として「健康・しつけ・食事」の３項目が上位を占めていると
いう中で「偏食・少食・食べ過ぎなど」で困っている保護者が
４０％近くもいる現状がわかった。一方では、母親の食生活
の調査で母親自身に「欠食・食事時間が不規則」という現状
が見られ「食事を菓子で済ませることがある」という母親が６
％もいるとのことであった。 

保育所での給食のあり方の大切さ、また保護者への働きか
けの重要さを改めて思いより良い給食・食事が提供できるよ
うにしていきたい。 

 



 

そらまめサークル  2017年11月27日 

ご清聴 

ありがとうございました 


