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Ⅰ テーマ設定の理由 

 食は人間が生きていく上での基本的な営みの一つであり、健康な生活を送るためには健全な食生活は欠

かせないものである。しかし近年、食を取り巻く社会環境の変化等に伴い、食行動の多様化や家庭での食

に関する教育が低下する中、朝食欠食、偏った栄養摂取から肥満の増加、過度の痩身、生活習慣病の増加

等、健康問題の改善と望ましい食習慣の形成は国民的課題となっている。本県においても、朝食欠食率や

肥満の割合が全国平均を上回り、食生活の乱れから肥満、痩身傾向等、児童生徒の様々な健康問題が増加

傾向にある。厚生労働省から発表されている都道府県別生命表によると、昭和 60年調査では男女共に平均

寿命が第１位だった「長寿の島、沖縄」は、平成 22年調査では男性 30位、女性３位と転落した。さらに、

平成 23年県民健康・栄養調査では本県の肥満者の割合が 20代から 70歳以上の全ての年代で全国平均を上

回る結果となっている。 

このような状況の中、平成 17年に食育基本法が施行され、食育を「生きる上での基本であって、知育、

徳育及び体育の基礎となるべきもの」とし、食の専門性と教育に関する資質を身に付けた者が食に関する

指導の中核を担う栄養教諭制度が開始された。それに伴い、食育の推進に関する施策の総合的かつ計画的

な推進を図るため、平成 18年には食育推進基本計画が決定されている。また、平成 20年 1月の中央教育

審議会答申において、食育は「社会の変化への対応の観点から教科等を横断して改善すべき事項」として

示された。その提言を踏まえ、同年３月学習指導要領総則に学校における食育の推進がはじめて明記され

た。これは望ましい食習慣の形成が大きな国民的課題となっている今日、食育を学校教育活動全体の中で

継続的・体系的に推進することを求めている。 

沖縄県立総合教育センター（以下、本センター）では、平成 24年度より、栄養教諭及び学校栄養職員の

初任者研修と経験者研修を教育庁保健体育課より移管し、学校における食育の推進の中核を担う栄養教諭

等の実践的指導力と使命感を養うことを目的として研修を行っている。当該研修では、昨年度までに 106

名が受講し、研修効果を上げているが、本県が特に取り組む必要のある研修項目の焦点化や、研修目標の

達成に役立てるものとして文部科学省が奨励している自己管理シートの作成はできていない状況である。 

そこで本研究では、栄養教諭５年経験者研修において、受講者が更なる実践的指導力を身に付けるため

の本県の健康課題を踏まえた重点領域を設定し、次年度以降の研修計画に反映させる。また、自己管理シ

ートの作成・活用に向け、研修項目の領域別に観点別評価規準を作成し、受講者が自らの研修状況を確認

することで研修目標の達成に役立つと考え、本テーマを設定する。 

 

Ⅱ 研究目標 

文部科学省の栄養教諭研修プログラム研修項目例を踏まえ、本県の健康課題とその解決の手立てを加え

た沖縄県の重点領域を設定する。また、研修項目例を基に観点別評価規準を作成し、自己管理シートの作

成・活用に反映させる。それらを本センターとして充実した研修の企画立案に役立て、学校・家庭・地域

における食育の推進に寄与する。 

 

Ⅲ 研究の方針 

１ 研究の方向 

(1) 県民の健康の保持増進を図り、生活習慣の改善に資する重点領域を設定し、栄養教諭研修を通し

て身に付けたい資質・指導力を明確にする。 

(2) 研修項目の領域別に観点別評価規準を設定し、自己管理シートを作成する。自己管理シートを活

用することで受講者自らが日頃の実践を振り返り、身に付けたい資質・指導力の達成状況を確認す
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る。さらに、ポートフォリオを活用し、各学期の振り返りを踏まえた明確な目標設定を行うことで、

研修目標の達成に役立てる。 

(3) 次年度以降の栄養教諭研修の企画立案に生かす。 

２ 研究の対象 

          設定した重点領域を踏まえ、栄養教諭５年経験者研修の観点別評価規準を作成し、自己管理シート

とポートフォリオ、アンケートの分析を通して考察する。 

 

Ⅳ 研究内容 

１ 学校給食の役割 

「学校給食」は明治 22年、山形県の忠愛小学校が貧困児童を対象に、無料で昼食を提供したのがは

じまりとされる。その後、大正 12年文部次官通牒「小学校児童の衛生に関する件」において児童の栄

養改善のための方法としての学校給食が奨励された。その後、昭和 15年文部省訓令第 18号「学校給

食奨励規程」で、栄養不良、身体虚弱児童も対象に含めた栄養的な学校給食の実施に向け、内容の充

実が図られた。そして、昭和 21年に文部・厚生・農林三省次官通達「学校給食実施の普及奨励につい

て」が発せられ、戦後の新しい学校給食の開始の方針が決定した。同年 12月 24日に東京・神奈川・

千葉で学校給食が試験導入され、その翌年に全国都市の児童約 300万人に対し学校給食が開始された。 

昭和 29年に「学校給食法」が施行され、学校給食の目標は国民の食生活の改善に寄与することを掲

げていたが、平成 20年６月に大幅改正をした現行法では、児童生徒の体格・体力の向上及び一般的な

食生活の現状を基に食育の推進の観点から見直しが行われた。 

第 1条（法律の目的）は「学校給食が児童及び生徒の心身の健全な発達に資するものであり、かつ、

児童及び生徒の食に関する正しい理解と適切な判断力を養う上で重要な役割を果たすものであること

にかんがみ、学校給食及び学校給食を活用した食に関する指導の実施に関し必要な事項を定め、もつ

て学校給食の普及充実及び学校における食育の推進を図ること」とし、「学校における食育の推進」が

新たに追加された。この改正により、学校給食は栄養補給の役割にとどまらず学校教育の一部である

ことが明確となった。 

また、第２条（学校給食の目標）では、食育の観点を踏まえつつ新たな目標を取り入れた７項に整

理され、充実されたものに変わった（図１）。 

 この目標は、子どものみでなく大人を含む国民全体が、自分の健康の保持増進に必要とされる適切

な栄養の摂取と、望ましい食習慣を養うために改正されたと考える。戦後、経済成長と共に社会環境

が変化し、豊かで利便性のある食環境が整い、貧しい食生活や栄養状態が改善された。その一方で、

食の多様化や飽食の時代を迎え、栄養の偏りと食べ過ぎから肥満、高血圧、糖尿病等の生活習慣病が

多発している。平均寿命は延伸したが要介護者の増加により、医療費の増加は深刻な状況であり、そ

の医療費の低減と国民の健康保持のための措置を講じることが求められている。子どもの頃から習慣

改正後 

一 適切な栄養の摂取による健康の保持増進を図ること。（新設） 

二 日常生活における食事について正しい理解を深め、健全な食生活を営むこと

ができる判断力を培い、及び望ましい食習慣を養うこと。 

三 学校生活を豊かにし、明るい社交性及び協同の精神を養うこと。 

四 食生活が自然の恩恵の上に成り立つものであることについての理解を深め、

生命及び自然を尊重する精神並びに環境の保全に寄与する態度を養うこと。

（新設) 

五 食生活が食にかかわる人々の様々な活動に支えられていることについての

理解を深め、勤労を重んずる態度を養うこと。（新設） 

六 我が国や各地域の優れた伝統的な食文化について理解を深めること。（新設) 

七 食料の生産、流通及び消費について、正しい理解に導くこと。 

改正前 

一 日常における食事について、正しい理解

と望ましい習慣を養うこと。 

二 学校生活を豊かにし、明るい社交性を養

うこと。 

三 食生活の合理化、栄養の改善及び健康の

増進を図ること。（削除） 

四 食糧の生産、配分及び消費について、正

しい理解に導くこと。 

※傍線の部分は改正部分 

（新設）は改正後に新設された目標 

（削除）は改正後に削除された目標 

図１ 学校給食法の「学校給食の目標」改正前後の比較 
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化された食生活は大人になってから改めることは非常に困難である。子どもたちが将来にわたって健

康に生活していけるように、毎日の学校給食を通して、少しずつ時間をかけながら教育活動全体で繰

り返し学習することで、食べる楽しみや健康に良い食事の摂り方、食事の安全・衛生について実生活

と結びつけながら理解を深めさせ、実践を促し、望ましい食習慣の形成を図ることが必要である。ま

た、学校教育活動の中で行う食育の有効性を全教職員が共通理解し、取り組むことも重要である。 

２ 学校給食を活用した食に関する指導の充実 

栄養教諭を中心に学校給食を活用した指導を推進するため、同法第 10 条には、栄養教諭が「学校

給食を活用した食に関する実践的な指導を行うものとする」と規定された。食に関する指導は、学校

給食を活用することによって、児童生徒に栄養バランスのとれた食事や当番活動における衛生管理の

知識・理解を深めさせると共に、見る・食べる・味わうといった体験活動を通じて、楽しみながら興

味・関心を引き出す等、多様で高い教育効果を得ることができる。これは、他の教科では見られない

特性であり、学校給食は食事だけでなく「生きた教材」としての役割を持っていると言える。 

また、栄養教諭が指導を行うに当たっては「地域の産物を学校給食に活用することその他の創意工

夫を地域の実情に応じて」行うことも同条には定められている。これは、地場産物を活かした学校給

食を「生きた教材」として活用することが、食に関する指導を行う上で重要であることを示している。 

私自身がこれまで実践してきた指導を例にあげると、児童と生産者の交流給食では地場産物を活用

した学校給食を一緒に食べることで、児童は自然の恵みや生産者の努力と苦労をより身近に感じるこ

とができ、食への感謝の気持ちを育むことができた。また地場産物を使用した郷土料理を学校給食に

取り入れることで、日々食べている食事や食べ方と地域の歴史、文化とのつながりに気づかせ、家庭・

地域ではあまり調理しなくなった伝統的な料理のよさや大切さを感じる機会を多く持つことができた。

さらに、親子料理教室で郷土料理をつくることを通して、調理の仕方や郷土料理のおいしさを知り、

郷土に対する関心を深めることができた。実施後は、その場だけの指導で終わらず、継続的に取り組

めるよう、給食放送や給食カレンダー、食育便り等で取組を発信し、教職員や家庭・地域にその意義

やそれぞれの役割を周知し、共通理解を図った。 

このように、学校給食に地場産物を  活かすことは様々な教育的意義があり、食に関する指導の教

材として効果がある。教材として、さらに

有効活用するためには、給食献立の充実が

大切である。この給食献立作成の基礎は児

童生徒が美味しく、安心して食べられるこ

とである。文部科学省「食に関する指導の

手引」では、学校給食を食育の推進のため

の「生きた教材」として活用するための工

夫（表１）が示されており、それを意識す

ることが重要である。 

以上のことから、栄養教諭は地場産物を

使った料理や郷土料理、地域の食生活や食文化等について理解を深め、工夫された魅力ある給食献立

づくりとなるよう努める必要がある。 

３ 栄養教諭の役割 

栄養教諭は、「生きた教材」としての学校給食の機能を最大限に引き出し、食に関する指導を効果的

に進めていくために最も重要な役割を担っている。また、学級担任や教科担任と連携することで、教

科等の学習内容と給食献立を関連付けることができる。さらに栄養教諭が学級担任と家庭・地域をつ

なぐことで、習得した知識を日常に生かし実践することができ、相乗的な効果が期待できる。 

学校教育法では、栄養教諭は「児童の栄養の指導及び管理をつかさどる」職責を有している。学校

において食に関する指導を効果的に進めるために、校長のリーダーシップの下、栄養教諭が中心とな

り関係教職員と連携しながら、組織的な取組を進める。それにより、すべての児童生徒に対する食に

関する指導が、適切になされるような状態をつくり出すことを求めている。また、「食に関する指導

の全体的な計画」を作成し、学校教育活動全体を通じて推進することも重要である。大森玲子（2008）

は、「『栄養に関する指導』には①児童生徒に対する栄養に関する個別的な相談指導、②学級担任、教

科担任等と連携して関連教科や特別活動等において行う食に関する指導を行うこと、③食に関する指

導に係る全体的な計画の策定等への参画などが含まれること、『栄養に関する管理』には、①学校給

①栄養バランスのとれた魅力ある美味しい給食であること。 

②十分な衛生管理のもと安全・安心な給食であること。 

③教科等と関連した献立作成となること。 

④選択できる献立の工夫を行うこと。 

⑤個に応じた献立の工夫を行うこと。 

⑥地場産物や郷土食等を活用した献立の工夫を行うこと。 

⑦国際理解のための献立の工夫を行うこと。 

表１ 学校給食を食育推進のための生きた教材として活用する
ための工夫 
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食を教材として活用することを前提

とした給食管理、②児童生徒の栄養

状態等の把握、③食に関する社会的

問題等に関する情報の把握など、が

含まれること」と述べている。さら

に、栄養教諭は食に関する指導を効

果的に進めていくために、食に関す

る指導の計画段階から関わり、学校

の内外を通じて、教職員や保護者、

関係機関との連携を密接に図る、い

わば、コーディネーター的役割も求

められている（図２）。 

足立己幸（2005）は、栄養教諭に

ついて｢今まで栄養職員に期待され

てきたような『食に関する専門性』

と一方で、その教育に関わる教諭と

しての『食に関する指導を担える質

とレベル』が１人の人間の中で融合

することが求められている｣と述べ

ている。 

本センターは栄養教諭に対し、食

に関する専門的知識と食に関する指

導を担える技能の修得を図ることを

目的として、健康教育や学校給食全

般に関する研修を実施している。そのため、職務の遂行に必要な実践的指導力を高める研修内容の一

層の充実が求められる。 

４  本県の健康課題と解決に向けての取組 

本県は、昭和 55年から平成７年までの間、都道府県別平均寿命が男女とも高順位にあり「長寿の島、

沖縄」として世界に誇れる時代があった。しかし、平成 12年の同調査において男性の順位が第 26位

まで急落した。また、平成 22年の人口動態統計では、20歳から 64歳までの青壮年層の死亡率が全国

より高く、主要死因を年齢階級別に算出した年齢階級死亡率では、食習慣がその原因と考えられる急

性心筋梗塞、脳血管疾患が全国ワースト 5位以内に入る状況である。この要因として 20歳から 70歳

以上の全ての年代の男女の肥満率が全国一高い「肥満問題」があげられている。このような県民の健

康問題を改善するために保健行政・医療機関が一体となり、平成 14年に「早世の予防」、「健康寿命の

延伸」、「生活の質の向上」を目的とする県の健康づくりの指針として「健康おきなわ 2010」を策定し

た。その後、平成 20年３月に、長寿世界一復活に向けた 21世紀における本県の行動計画として「健

康おきなわ 21」に改定し、県民の健康づくり運動を推進してきたが、平成 22 年同調査では男性は第

30位、女性は第３位と、どちらもさらに低下している状況にある。 

県民の肥満が増加している理由は、戦後の食文化の変化が主な要因のひとつである。戦前と比較す

ると加工肉や食用油を摂取する量は増加しているが、野菜の摂取量は全国的に見ても少ないことが指

摘されている。これは、ハンバーガー店での県民一人あたりの消費金額が全国１位であることからも、

食生活が欧米化した状態であることが推測できる。また、平成 25年度学校保健統計調査において、小

学生の肥満傾向児の年齢別割合を見ると、９歳男子の肥満率が 11％（全国 8.9％）、女子が 11.7％（全

国 7.6％）と全国平均を上回っている状況にある。これらの状態は共に生活する親世代の食事内容や

生活習慣が、子どもたちの発育に影響を与えていると考えられる。 

そこで、県教育庁は同福祉保健部と連携し、学校を中心とした食育を通して健康的な食生活や生活

習慣を定着させることをねらいとして、平成 27年に県内のすべての小学校に食育に関する副読本「く

わっち～さびら」を配布した。本県が抱える健康問題の現状と課題から、「朝ごはん」「食生活の変遷」

「沖縄の農産物」「うちなー料理」「歯」「生活習慣病」等のテーマが低・中・高学年別に教材化されて

いる。さらに、指導案やワークシートも掲載されており、すぐに授業に使える内容となっている。 

図２ 食に関する指導の充実と栄養教諭に期待される役割 

（平成 16年度文部科学白書より作成） 

○食に関する指導に係る年間指導計画の策定に積極的に参画し、中心的な役

割を果たす 

○児童生徒へ個別的な相談指導のほか、給食の時間や学級活動、児童会（生

徒会）活動など学級担任の作成する指導計画に基づいて、栄養教諭が指導

の一部を単独で実施することが可能 

○家庭科や保健体育科等の教科等において、学級担任や教科担任との連携協

力の下で、食に関する指導を実施することが可能 

○食に関する指導の充実のため、栄養教諭は、他の教職員や家庭・地域との

連携・調整を行うなどの役割を期待 
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○人間性豊かで、教育者としての使命感と幼児児童生徒への

教育的愛情のある教員 

○幅広い教養と教育に関する専門的知識・技能を有し、常に

学び続ける実践的指導力のある教員 

○沖縄県の自然、歴史及び文化に誇りを持ち、多様性を受容

し、グローバルな視点を兼ね備えた教員 

○豊かなコミュケーション能力を有し、組織力を活用できる

総合的な人間力を持った教員 

表２ 沖縄県教育委員会が求める教員像 

本来、食に関する教育は、家庭が中心となって担うものであるが、食生活のあり方が大きく変化し

ているため、保護者が子どもの食生活を十分に把握し、管理していくことが困難になっている。学校

が、児童への食について家庭に助言や働きかけを行うことも含め、家庭・地域社会と連携して、次代

を担う子どもたちの食環境の改善に努めることが必要である。また、児童に望ましい食習慣を身に付

けさせることは、次の世代の親への教育という視点でも重要である。今後、栄養教諭の実践的指導力

の向上がさらに求められるであろう。 

５ 栄養教諭研修プログラムの研究及び作成      

(1) 経験段階に応じた栄養教諭研修の在り方について 

平成 28年１月沖縄県教育委員会が決定した「沖

縄県教育委員会が求める教員像」（表２）の実

現を目指し、栄養教諭研修の考え方の基礎とな

る本県の「経験段階に応じた栄養教諭研修の在

り方」（図３）を検討・作成した。 

本県の栄養教諭は、学校栄養職員として、３

年以上の勤務経験者が、任用替え選考試験を受

験し合格した後、栄養教諭となり、初任者研修

を受講する。そのため、受講者の

経験年数にばらつきがあり、身に

付けたい資質・指導力にも差が生

じ、一般教諭等のような、ライフ

ステージに応じた研修の考え方

が当てはまらない状況にある。こ

れらを踏まえ、研修における考え

方の基礎であり、企画立案の軸と

なる「経験段階に応じた栄養教諭

研修の在り方」を検討・作成した。

これは、栄養教諭研修プログラム

における研修項目例の研修の目

標（身に付けたい資質・指導力）

を踏まえて考案し、研修内容との

整合性を図ったものである。 

初任者研修では、基礎・基本である栄養管理及び衛生管理を理解し、実践に生かすことを目的と

する。具体的には、安全でおいしく適正且つ魅力ある学校給食を提供し、校内組織と連携し、学校

給食を「生きた教材」として活用できる力を育成する。また、食に関する課題を把握し、解決のた

めの具体的な方策を考える力も養う。 

５年経験者研修は、児童生徒及び地域の課題を把握し、専門的な知識で判断、解決に向け実践す

ることを目的とする。さらに、学校内のみならず調理場・家庭地域と連携し、食に関する指導体制

の整備及び活性化を図り、組織的な食育活動を展開する力を育成する。 

10年経験者研修では、学校内外の組織間を連携させ、食育推進体制を活用する能力やコーディネ

ート力の向上を図る。また豊富な経験やこれまでの取組を後進の育成につなげ、社会発信できる力

に高める。 

(2) 栄養教諭研修プログラムにおける重点領域の設定 

文部科学省では、栄養教諭研修プログラムの中で栄養教諭の職務遂行に必要な研修項目の内容

（表３ 次頁）を設定し、指導することとしている。 

本県の平均寿命の都道府県順位の下落という背景を踏まえ、「肥満問題」を改善するために、栄

養教諭は子どもたちが将来にわたって健康に生活することを目指し、学校を中心とした食育を通し

て、食について正しく理解し、望ましい食習慣を身に付けられるよう指導・支援する必要がある。

そこで、本県の栄養教諭研修における研修項目において、給食管理の中の「栄養管理」と食に関す

る指導の中の「連携・調整」を重点領域として取り扱うことにした。 

図３ 経験段階に応じた栄養教諭研修の在り方 
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」

で

 「栄養管理」では、成長期における適正な栄養量を理解し、バランスの良い食事の手本となる学

校給食の質を高める研修内容の充実を図る。これは、子どもたちの健康状態の実態及び習慣的な栄

養摂取量を把握し、それを基に給食で提供する栄養量の設定をすることである。さらに、献立につ

いての作成・実施・評価・改善というＰＤＣＡサイクルを理解し、自らの実践に取り入れる。また、

子どもたちが本県の長寿を支えてきた伝統的な食習慣の良さに気づき、自分に出来ることについて

考え、生活に取り入れようとする関心・意欲を育てるため、昔から食べられてきた郷土料理を学校

給食や食に関する指導を通して継承することが求められる。そのために栄養教諭は、地場産物を使

った料理や郷土料理、地域の食生活や食文化等について理解を深め、工夫された魅力ある給食献立

づくりとなるよう努める等、「学校給食を食育推進のための生きた教材として活用するための工夫」

（表１）が実施できる専門的知識等の習得を図る。 

「連携・調整」では、関係教職員と連携しながら、栄養教諭が中心となる組織的な取組を進めら

れるよう食に関する指導の全体計画を踏まえた、年間指導計画及び年間献立計画を作成・実施・評

価・改善する。全体計画は、子どもたちや地域の課題を解決するための具体的な方策や望ましい食

習慣を身に付けさせる取組が学校教育活動全体を通して実施できるものにする。そのための校内外

の指導体制の整備や活性化についての方法を学び、学校と家庭・地域・関係機関との連携を図るた

めに必要なコーディネート力を育成する。そうすることで、「栄養管理」で習得した専門的知識等

を効果的に実践に生かす指導力を養うことができる。 

(3) 観点別評価規準の研究及び作成（自己管理シート及びポートフォリオの作成・活用） 

栄養教諭研修プログラムにおける研修項目例の研修の目標（身に付けたい資質・指導力）を基に

本県の重点領域に応じた「観点別評価規準」を作成した。大阪府教育委員会の取組を参考にし、項

目を「食に関する指導」「学校給食の管理」「子どもの理解」「栄養教諭としての基礎的素養」とした。

また、作成した観点別評価規準を踏まえ、文部科学省が活用を奨励している「自己管理シート」（図

４）を作成した。受講者はシートを活用し、日頃の実践や自らの研修状況を振り返ることで、身に

付けたい資質・指導力の習熟度を確認することができ、研修目標の達成に向けて意欲を高めること

ができる。さらに、「ポートフォリオ」（図５）を作成し、自己管理シートと合わせて各学期の振り 

 

教育公務員

として

栄養教諭

として
連携・調整 教育指導 個別指導 栄養管理 衛生管理

基礎 食に関する指導 給食管理

・栄養教諭の役割と在り方を

理解し実践に反映させるため

に必要な学校教育,教育課程

に関する基本的な事項と学校

給食及び栄養教諭に関する

法規,歴史等及び栄養教諭の

職務内容に関する事項

・学校給食目標と学校給食の

関連に関する事項

・他の教職員との連携・調整によって,食

に関する指導の全体計画を策定するな

ど学校教育全般での取組に企画立案

段階から中心的に携わるとともに,啓発活

動や保護者への助言等,家庭や地域との

連携を図るなど,学校の内外を通じ,食に

関する指導のコーディネーターとしての

役割を果たすために必要な事項

・給食の時間をは

じめとする特別活

動,関連する教科

等において,学級

担任や教科担任

と連携しながら,食

に関する指導を行

うための事項

・学級担任,養護教諭,

学校医などと連携しつ

つ,肥満傾向,過度の痩

身,偏食傾向の児童生

徒や食物アレルギーを

有する児童生徒へ個

別的な相談指導を行う

ために必要な事項

・学校給食における栄

養量及び食品構成に

配慮した献立の作成

に関する事項

・学校給食の調理、配

食及び施設設備の使

用方法等に関する指

導・助言に関する事項

・調理従事員の

衛生,施設設備

の衛生及び食

品衛生の適正

を期すための日

常の点検及び

指導に関する

事項

表３ 栄養教諭研修項目の内容（栄養教諭研修プログラムより作成） 

図４ 自己管理シート（一部抜粋） 

 

項目 番号 領域 研修の目標（身に付けたい資質・指導力） ４月 ８月 12月

1 児童生徒や地域の食に関する課題を把握し，課題解決のための具体的な方策に取り組んでいる。

2 食に関する指導の全体計画や年間指導計画を活用している。

3
学校全体で食に関する指導が進むよう，食育推進委員会、学校保健委員会等を活用するなど，事例報告

等の場を設け，協議を行っている。

4
家庭や地域において，適切な食育の取組が行われるよう，積極的に情報発信を行ったり，共通理解の場を

設けたりしている。

5 学校給食を教材として活用した，食に関する指導を実践している。また，適切な教材作成を行っている。

連携・

調整

食

に

関

す

る

指

導

教育

指導
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表４ 自己管理シートの分析 
 
 
 

返りを踏まえた明確な目標設定を行うことで、研修目標達成に向けた具体的な計画を受講者自身が

立てられるようにした。これらの自己管理シート及びポートフォリオは、栄養教諭初任者研修及び

５年経験者研修に活用した。 

(4) 自己管理シート及びポートフォリオについてのアンケートの結果及び分析 

第１回目（８月）に自己管理シート及びポートフォリオの活用後、内容や表現についての見直し

を図る目的でアンケートを実施した。 

① 自己管理シートとアンケート結果を踏まえた「目的について理解し、自己評価することができ

たか」の質問では、全員から「まあ理解できた」という肯定的な回答があった。また、受講者自

身が評価した自己の資質・能力について、自己管理シートとアンケート結果を照らし合わせ分析

した。自己管理シートの評価は、「４身に付いている」、「３概ね身に付いている」、「２あまり身

に付いていない」、「１身に付いていない」の４段階で行った。それらを点数化したところ、平均

点（４点満点）の低い領域は表４のような結果となった。 

また、衛生管理の全内容及び教育指導と栄養管理の一部の内容は、平均点が３点と高く、全員

が「概ね身に付いている」と評価していた。これらの内容は、日常的に取り組む一方で、見直し

や評価することが難しい。そのため自己管理シートで現在の状況を確認・評価し、見直しを図る

ことが重要である。 

栄養教諭研修プログラムの研修項目例から、本県の「肥満問題」を改善するための方法として、

子どもの頃からの望ましい食習慣の定着を目指し、重点領域に２つの領域「連携・調整」と「栄

養管理」を設定したが、受講者自身の評価も同領域の内容の一部分については低い数値を示し、

課題と感じていることがわかった。 

また、受講者が重点領域以上に低い数値を示し、課題と感じている領域は「個別指導」であり、

その内容は本県の健康課題である「肥満問題」と強く関わりのある肥満・痩身と、スポーツをす

る児童生徒やその関係者に対する「個別指導」であった。本研究で「栄養管理」を重点領域に設

定した目的は、学校給食の質をより高め、「生きた教材」として活用することで「肥満問題」への

集団指導の充実を図るためである。しかし、食の多様化が進む今日、集団指導だけのアプローチ

では、個別の課題についての対応や改善が難しい状況が多くある。これらのことから、栄養教諭

は専門性を高め、知識や技術を習得すると共に、養護教諭や学級担任、関係機関と連携し、集団

及び個別的な相談・指導を組織で進めるための具体的な連携の仕方を習得する必要がある。 

② ポートフォリオの結果とアンケートを踏まえた分析 

 領域 内容 平均点 分析 

１ 【個別指導】 
肥満、痩身と成長曲線・肥満度曲線との

関係を理解し、個別指導に活用している。 
1.29 

成長曲線・肥満度曲線との関係は理解しているが、児童生徒
や保護者へ肥満や痩身の個別指導を行う機会や実践・活用の
場が無いという回答が多数あった。 

２ 【個別指導】 
食物アレルギーのある児童生徒やスポー
ツをする児童生徒に対する個別的な相談
指導を行っている。 

２ 
食物アレルギーに関する個別指導は実施されている（75％）
が、スポーツをする児童への個別指導は０％であり、その理
由として「その機会がない」と全員が回答している。 

３ 【栄養管理】 
学校の年間献立計画と年間指導計画を評
価し改善している。 

2.29 それぞれ別領域であるが、低評価が連動していることから、
全体計画、年間指導計画、年間献立計画を関連付ける意識が
低いことがわかった。 ４ 【連携・調整】 

食に関する指導の全体計画や年間指導計
画を活用している 

2.43 

図５ ポートフォリオ（一部抜粋） 

 

 

 

●ポートフォリオ     計画と各期の振り返り    学校名（      ）名前（         ） 

計画（４月記入） 
前期振り返り 

これから取り組みたいこと（８月～１２月） 

後期振り返り 

これから取り組みたいこと（１月～３月） 

①目標とする教師像 

 

②この 1年で付けたい力 

 

 

①食に関する指導 

 

②学校給食の管理 

 

③栄養教諭としての基礎的素養 

 

①食に関する指導 

 

②学校給食の管理 

 

③栄養教諭としての基礎的素養 
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表５ 自己管理シートの数値の比較 
 
 

 

ポートフォリオについて「自己を振り返り目標を持って作成することはできたか」の質問では、

約 87％が「まあできた」と肯定的な回答をした。しかし、活用結果を確認すると、自己管理シー

トとポートフォリオの関係性を認識した記入ができておらず、記入内容は具体的でなく計画がみ

えない、研修時間内の限られた時間に記入したため、時間をかけて丁寧に向き合い、書くことが

できていない等の課題があることがわかった。これらのことから、「いつまでに・何を・どの場面

で・どの程度達成するのかを具体的に記入すること」について、さらなる説明の工夫や時間の確

保が必要だと考えた。そこで、受講者がより明確な目標設定を行うことができるよう、例示や数

値等を示した「記入の注意点」を作成しポートフォリオに添付した。 

③ 自己管理シートとポートフォリオの修正 

アンケートで自己管理シートの「表現がわかりにくい又は記入に迷う表現の領域」について質

問すると、「食物アレルギーのある児童生徒やスポーツをする児童生徒に対する個別的な相談指導

を行っている」等があげられた。さらに詳しく質問すると、「片方のみ実施している場合はどのよ

うに記入するのか」、「保護者は対象外なのか」、「ここで示す個別的な相談指導の捉えは何かわか

りにくい」等の回答があった。これらから、内容を食物アレルギーとスポーツを別項目に分ける、

具体的資料を例示する、わかりやすい表現にする等の見直しが必要なことがわかり、自己管理シ

ートの表現の修正を行った。これらを再度 12月に実施し、振り返りに基づいた目標設定をするこ

ととした。 

(5) 修正版自己管理シート及びポートフォリオについてのアンケートの結果及び分析 

① 自己管理シート及びポートフォリオから      

みえてきたこと 

第２回目（12月）に自己管理シート及びポート

フォリオの振り返りに基づいた目標設定後、アン

ケートを実施した。 

８月と 12月に実施した、自己管理シートの振

り返りについて、領域別の平均点（表５）の比較

をみると、「衛生管理」が 0.34点と変容がみられた。これは、自己評価において「あまり身に付

いていない」から「概ね身に付いている」へ近づきつつある。その他の領域においては、大きな

変容はみられなかったが、受講者自身が課題と感じている実態部分がみえてきた。変容が小さい

「教育指導」と自己評価の低い「個別指導」の領域も重点領域として取り上げた「連携・調整」

と「栄養管理」に絡めながら、研修の内容に取り入れる必要がある。 

また、８月と 12月に記入したポートフォリオの変容をみると、受講者は「記入の注意点」を

確認しながら、具体的に記入することができるようになり、より明確な目標設定ができたことが

うかがえる（図６）。アンケートの「記入の注意点はこれから取り組みたいことを具体的に考え

る事に役立ったか」についてでは、「とても役立った」29％、「まあ役立った」71％と答えており、

自身の現状や課題を踏まえた具体的な目標設定のための手立てとなったと言える。 

 

 

②  自己管理シート及びポートフォリオの効果の検証 

12月実施アンケートにて、自己管理シートを「記入することを通して、研修や実践の成果と課

題を明確にすることはできたか」は全員が「まあできた」と答えた。また「本研修を充実させる

ために必要だと思うか」には「とても必要」29％、「まあ必要」71％であった（図７）。「自己管

領 域 
8月実施 
（Ａ） 

12月実施 
（Ｂ） 

（Ｂ）－（Ａ） 

衛生管理 2.95 3.29 0.34 

教育指導 2.77 2.86 0.09 

栄養管理 2.71 2.93 0.22 

連携・調整 2.57 2.57 0 

個別指導 1.65 1.9 0.25 

２期（８月～12月）  ８月実施  
これから取り組みたいこと／振り返り 

３期（１月～３月）  12月実施  
これから取り組みたいこと／振り返り 

①食に関する指導 

・ＴＴ授業の実施 
・教育計画に掲載されている「食育」の改善 
 

②学校給食の管理 
・作業工程表と動線図の作成と活用 
・栄養管理の充実 

（残量を減らす工夫と更なる献立の充実） 

①食に関する指導 

・栄養３色と配膳に関するクイズを１月末までに全児童対象に実施する。給食週間を
利用して答え合わせと解説を行い、知識の向上を図る。また個別の実態把握を行い、
指導場面において参考材料として活用させる。 

②学校給食の管理 
・作業工程表を年度内に、より適正な使えるものにし、前日・当日のミーティングで
全調理員が工程表を意識して動ける環境をつくる。 

・残量減少に取り組めている（６月 10.8％→11月 5.1％）ので、年度内に食品構成の
更なる改善を図り、目標値のプラスマイナス 20％以内を目指す。 

図６ ポートフォリオの変容（受講者記述から一部抜粋） 
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理シートの意義について」の自由記述では、「栄養教諭として求められている資質や指導力を再

確認したり、意識したりするきっかけや材料になった」

「目的意識を持つことができた」「取組の進捗状況を把

握することができ、業務多忙で忘れてしまいがちの学期

ごとに振り返ることの大切さを感じた」「学期ごとに取

りこぼしの確認ができた」「自身の現状を立ち止まって

見つめ直すことに役立った」等があげられた。これらか

ら、受講者が自己管理シートを用いて自己評価すること

により、求められている資質・指導力と日頃の実践を照

らし合わせ、具体的に振り返り、その達成状況を確認す

ることができた。また、定期的にそれらを行うことで、

自己の成長を感じることができ、足りない部分に気づくことにもつながった。 

また、ポートフォリオは「自己を振り返り、具体的に

考えることができたか」の設問では「よくできた」14％、

「まあできた」86％と答えている。「本研修を充実させる

ために必要だと思うか」では「とても必要」29％、「まあ

必要」71％となり、効果と必要性について全員が評価し

た結果であった。「ポートフォリオの意義について」の自

由記述では、「自分が取り組むべき事を記録することで、

振り返り時に非常に参考になった。同時に気持ちの部分

でも整理ができた」等とあり、ポートフォリオを活用し、

各学期の振り返りを踏まえた目標設定ができたことがわ

かる。これらのことから受講者にとって自己管理シート

とポートフォリオは、本研修を充実させるために必要だと考える。 

③  今後の栄養教諭研修の在り方について 

本研究を通した、今後の栄養教諭研修の在り方についてまとめる。今回、設定した重点領域は、

本県の健康課題である「肥満問題」の解決の手立てとなるように、「連携・調整」と「栄養管理」

の２つの領域とした。今後、重点領域を基に研修内容に厚みをもたせるように検討していく。ま

た、自己管理シートからみえてきた受講者の課題は、重点領域と重なる部分もみられた。つまり、

本研究で設定した県の重点領域は妥当であったと考える。限られた日数や予算・会場等の条件の

中で、本研修を更に充実させるためには、研修内容の工夫・改善が必要である。これまでも研修

の目標達成に向けて、研修を企画・実施する中で、研修内容の選択や順序、方法等を検討し、受

講者の振り返りシートやアンケートを通して評価をしてきた。今後は、自己管理シートとポート

フォリオを、受講者が自己の目標を主体的に考え実践するツール及び軌跡となる記録として効果

的に活用しながら、受講者同士の相互作用を生かした実践的な協議や発表、お互いに助言し合う

等の主体的な学びを研修に取り入れていく。具体的には、重点領域である「連携・調整」を意識

した内容を例としてあげると、栄養教諭として連携すべき人材を講師に招き、講師の話と照らし

合わせながら、受講者自身の実践を振り返る場を設ける。さらに、講師から協議やグループ活動

等に対しての指導助言をいただく等の協働的な学びや実践を意識した内容を取り入れていきた

い。そして、自己管理シートとポートフォリオを研修内容への評価の資源とし、研修目標の達成

に向けた見直しを行う。 

これらのように、今後、重点領域を意識した研修内容を検討し、栄養教諭の実践的指導力を高

める研修の充実を図りたい。 

 

Ⅴ まとめ 

１ 成果 

(1) 栄養教諭研修プログラムの研修項目例を踏まえて、本県の健康課題の解決の手立てを加えた重点

領域を設定することができた。 

(2) 観点別評価規準とそれを基にした自己管理シートを作成・活用することで受講者自らが、日頃の

①とても

必要 
29% 

②まあ

必要 
71% 

 研修を充実させるために必要だと思うか 

Ｎ＝７ 

図７ 自己管理シートについてのアンケート 

①よく  

できた   
14% 

 ②まあ  

できた  
86% 

自己を振り返り、具体的に考える 

ことができたか 

図８ ポートフォリオについてのアンケート 

Ｎ＝７ 



個人研究 

64 

 

教
育
経
営
研
修
班 

 

実践を具体的に振り返り、身に付けたい資質・指導力の達成状況を確認することができた。 

(3) ポートフォリオを活用し、各学期の振り返りを踏まえた明確な目標設定をすることで、研修目標

の達成に役立てることができた。 

２ 課題 

  (1) 受講者や所属校に負担感が少なく、ねらいを達成するための自己管理シートとポートフォリオの

活用と評価についての工夫。  

(2) 重点領域を意識した研修内容の更なる工夫・充実。 

(3) 他の栄養教諭研修における観点別評価規準の作成・活用。 
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