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フランスから来た味覚教育 

「味覚の一週間」Ⓡ 
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第 12 回 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

2022 年度テーマ：SDGs と食育 
 

「味覚の一週間」Ⓡは、1990 年フランスで始まった、子どもたちに味覚の気づきをしてもらう食育運動です。 

日本においては 2011 年に開始し、2022 年度は 12 回目を迎えます。 

2020 年から世界で流行し始めた、新型コロナウイルスの感染症により、レストランをはじめ食の産業に携わるすべての

人々が影響を受け、困難な時代を過ごしています。2022 年度は、変異ウイルスの再流行の兆しが見えていますが、で

きる範囲で続けていこうと、例年のように学校と講師、コーディネーターの募集をしています。 

このような状況にもかかわらず、授業を申し込んでくださる学校、授業をしてくださる講師の方々や、関係者の皆さまに深く

感謝いたします。 

 

フランス、日本とも「味覚の一週間」Ⓡは、 

■子どもたちへの 5 味を中心とした食育活動としての 「味覚の授業」Ⓡ 

■学生や一般に向けた関連イベント 「味覚のアトリエ」 

を中心し、五感を使って味わうことの大切さや楽しさを体験できる、さまざまな活動を行います。 

 

 「味覚の一週間」Ⓡが掲げる５つの目的 

1 消費者、特に若者に対して味覚教育・学習を行う。 

2 多くの人に多様な方法で、味や風味を摂取することを提案する。 

3 安全な食べ物を生産、製造、加工するよう働きかける。 

4 食べ物のルーツ（原産地・生産方法・質など）の情報を透明性高く、かつ学問的に提供する。 

5 健康によい食生活とともに “食”による豊かなコミュニケーションを目指す。 
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2022 年度「味覚の一週間」Ⓡ 
 

1. 概要 
 

【テーマ】 SDGs と食育 

SDGs の目標は多岐にわたっていますが、「味覚の授業」Ⓡでは、５味の確認を行うとともに、毎日食べているものがどこから来

ているのか、どうやって作られているのか、無駄に捨てたりしていないか、また環境と食品の関係を農業、水産業にわたって考える

きっかけを、講師の方々にお話しいただければと考えています。コロナ禍にあって、学校での黙食の問題がありますが、本来は食

事は楽しいものであることを、言葉でも伝えていきたいと願っています。 

 
【開催日程】 2022 年 10 月 17 日（月）～2023 年 3 月末日 
    ＊フランスの開催は 2022 年 10 月 10 日（月）～10 月 16 日（日） 
 
【開催場所】 全国 
 
【主催】    「味覚の一週間」Ⓡ実行委員会 
 
【後援】   文部科学省、農林水産省、厚生労働省、在日フランス大使館 
   ＊各省は「味覚の授業」Ⓡに対する後援 

 

 

2. 「味覚の授業」Ⓡ 
 

■2021 年度実績：138 校 306 クラス 7,181 名 

 

料理人やパティシエ、食材生産者などがボランティアで小学校を訪れて講師となり、子どもたちに味の基本と食べる楽しさを教え

ます。授業の開催に際しては、文部科学省、厚生労働省が制定する新型コロナウイルス感染予防策に準じ、細心の注意を

払って行い、感染の多い地域からの講師の派遣は控えます。 

 

 

 

味の基本となる５つまたは４つの味覚を子どもたちに説明。【しょっぱい】【すっぱい】【にがい】【あまい】【うまみ】の各食材の匂いを嗅がせたり、

食感を確かめさせたり、実際に味わったりさせながら、味についての子どもたちの理解と関心を促します。味を確認する食品は原則、塩・酢・チ

ョコレート・砂糖・だしとしますが、地元の食材も積極的に使用します。 

 

 

           講師（料理人）が持参する食品を味わいます。講師が子どもたちとコミュニケーションをとりながら、食べ物に対する 

自身の思いや、何を食べているかを意識することの大切さ、食に関わる職業などについて話します。また子どもたち 

どうしでも感想を述べ合うなど、食べる楽しみを広げるために不可欠な表現力を養います。 

 

 

 

５～6 年生を対象にした場合は座学に加えて調理実習も実施することができます。上記２段階の学習を経て、５味または 4 味が味わえる

一皿を、講師の指導のもとで作り、試食することを予定しています（感染状況を踏まえ、実施可能な範囲にとどめます）。 

 

 

 

「味覚の一週間」Ⓡを通して、味覚と向き合い、味わう楽しみを知ることによって、未来の食の担い手である子どもたちの 

正しい理解と関心を育みます。日本の食文化のさらなる発展や、将来に通じる良質な食材生産を間接的に促します。 

 

五感を研ぎ澄ませ、味の基本について学

ぶ 

食べる楽しみを広げる 

作る楽しみも体験する 

未来の食を担う 
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3. 「味覚のアトリエ」 
 
■東京大学駒場友の会 × ルヴェソンヴェールの協賛によるアトリエを開催予定  

 
 
4. 2022 年度の新プロジェクト 
 

■「味覚の授業」Ⓡテキスト（児童用）のデジタルブック化および講師用動画の制作 

受講児童に配布していた従来の紙のテキストについて、10 余年の経験より内容を一部見直し、コロナ禍でも授業に役立てら

れるデジタル形式のテキストを制作します。また新規の講師希望者に行っていた対面での教え方セミナーの代替として、模範授

業に解説を付けた動画を制作し、活用します。 

 

■味覚教育者養成講習会を共催 

フランス農事功労章協会（MOMAJ）主催の講習会（実施日：2022 年８月 10 日）で、「味覚の授業」Ⓡの講師経験

者である島田進氏（パティシエ・シマ オーナーシェフ）による授業の進め方を、オンラインで伝えます。 

 
■クラウドファンディング 

「味覚の授業」Ⓡ実施のための資金（実行委員会側が用意する５味のキット、児童に配布するトック帽制作などの費用等）

調達の一法として、7 月末よりクラウドファンディングを開始予定です。 
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「味覚の一週間」Ⓡ呼びかけ人 
 
磯村 尚徳（いそむら ひさのり） 
日仏メディア交流協会会長、パリ日本文化会館初代館長、元 NHK 報道局長 

 
服部 幸應（はっとり ゆきお） 

学校法人服部学園 服部栄養専門学校 理事長・校長、医学博士 

 
三國 清三（みくに きよみ） 

「オテル・ドゥ・ミクニ」オーナーシェフ 

 

柳原 尚之（やなぎはら なおゆき） 
江戸懐石近茶流「柳原料理教室」主宰 

 
藤野 真紀子（ふじの まきこ） 

料理研究家 

 

 

「味覚の一週間」Ⓡ2022 年度記者発表出席者 
 
杉本 雄（すぎもと ゆう） 

帝国ホテル 東京  料理長 

1980 年生まれ。99 年に帝国ホテル入社後、渡仏。ヤニック・アレノ、アラン・デュカスなど世界的な料理人のもとでシェフを務

めた。帰国後、2017 年帝国ホテルに再入社、19 年帝国ホテル東京第 14 代料理長に就任。現在は、サーキュラエコノミー

を意識したレシピ開発や商品化に加え、環境に配慮した食材を積極的に取り入れ、”ラグジュアリー” × “サステナビリティ”を叶

える取り組みに力を入れている。 

https://www.imperialhotel.co.jp/j/tokyo/ 

 
後藤 裕一（ごとう ゆういち） 

Equal、PATH オーナーシェフ / Tangentes Inc. 代表 

大学卒業後、「オテル・ドゥ・ミクニ」、「キュイジーヌ[s]ミッシェル・トロワグロ」などフランス料理の名店でパティシエとしてキャリアを

積む。渡仏し「トロワグロ」本店でアジア人初のシェフパティシエとして活躍。帰国後の 2015 年代々木八幡「PATH」をオープ

ン。17 年にはメニュー開発やコンサルティングを行うパティシエチーム「Tangentes Inc.」を設立し, 

活動の域を広げる。19 年幡ヶ谷にパティスリー「Equal」をオープン。 

https://www.instagram.com/equal_pastryshop/ 

 
高木 一雄（たかぎ かずお） 

京料理たか木 主人 

1972 年大阪府生まれ。「北乃大和屋」で料理の道に入り、「京大和」を経て、 2005 年 2 月芦屋にて独立、10 年ミシュ

ランガイド二ツ星獲得、13 年には鍋専門店「好日」が同一ツ星を獲得する。15 年よりインターコンチネンタルホテルグループの

和食アンバサダーシェフに就任するほか、国際連合食糧農業機関（FAO）主催のシンポジウムに日本政府の要請により参

加、またマンダリンオリエンタルホテルバンコクの日本料理店「Kinu by Takagi」の監修など、世界の和食のために活躍中。 

http://www.kyotakagi.jp/ 

大鹿 裕司（おおしか ゆうじ） 

ホテルプラザ勝川 取締役総支配人 兼 総料理長人 

1965 年愛知県生まれ。辻調理師専門学校卒業後、「京都全日空ホテル」入社。99 年「ホテルグランコート名古屋」を経て、

2007 年「ホテルプラザ勝川」レストランシェフに就任。09 年総料理長に就く。17 年現職。公益社団法人全日本司厨士協

会東海地方本部理事。一般社団法人日本エスコフィエ協会ディシプル会員。 

https://www.theplaza.co.jp/ 

＊敬称略、順不同 

https://www.imperialhotel.co.jp/j/tokyo/
https://www.instagram.com/equal_pastryshop/
http://www.kyotakagi.jp/
https://www.theplaza.co.jp/
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主催および取材などお問い合わせ先 

 

「味覚の一週間」Ⓡ実行委員会（実行委員長：瀬古篤子） 
住所 :  〒102-0093 東京都千代田区平河町 1-3-6-306 ㈱ヴィジョン・エイ内 

E-mail : info@legout.jp 

電話： 03-5776-2644 

FAX : 03-4496-4346 

URL : www.legout.jp 

 

 

後援 

 

文部科学省、農林水産省、厚生労働省 ＊以上「味覚の一週間」Ⓡに対する後援 

在日フランス大使館 

 

 

協賛 

 

Association pour l’innovation et la transmission du goût（フランス「味覚の一週間」Ⓡ） 

東京ガス株式会社  

 

 
協力 

 

一般社団法人全日本司厨士協会東海地方本部 

公益財団法人春日井市食育推進給食会 

フランス料理研究会 

一般社団法人長野県調理士会 

宮崎県「みやざきの食と農を考える県民会議」 

芦屋市教育委員会 

JA 全農長野 

NPO 法人益田市町おこしの会 

フランス農事功労章協会 

日本フランス料理技術組合 

学校法人服部学園服部栄養専門学校 

クラブ・プロスペール・モンタニェ日本支部 

フランス料理文化センター 

クラブアトラス 

東京大学駒場友の会 

伯方塩業株式会社 

ヴァローナジャポン株式会社 

株式会社八木長本店 

羅臼漁業協同組合 

私市醸造株式会社 

村山醸酢株式会社 

株式会社林原 

正栄食品工業株式会社 

＊順不同 

 

***「味覚の一週間」Ⓡおよび「味覚の授業」Ⓡの名称およびロゴは商標登録されています。*** 

mailto:info@legout.jp
http://www.legout.jp/

