
＋【体験・簡単ドリンクを作ろう！】追加可（ スポーツドリンク or プレーンラッシー or レモンラッシー風ドリンク or オレンジミルク ）45分

中学～高校生
(部活動にも！)

なるほどがいっぱい！運動と食事教室　[45分]

食べてもっと強くなる！

○○部の運動と食事

考えよう！

明日の体づくり
見直そう！水分補給成長期の運動と食事

保健体育/家庭科/総合的な学習 保健体育科/総合的な学習の時間 社会科/保健体育科/家庭科/総合 -

中学生以上 中学生以上 小学６年～中学生 高校生以上の部活動を行っている人

＋【乳の変化を知る」みるく教室わくわく体験】追加可能　🕒45分

体を動かす活動をしている場合は、

さらに多く栄養を摂らなければいけません。

トップアスリートの事例も交えて、すぐに実践できる

バランスのよい食事の摂り方を考えます。

このプログラムでは、水分不足によって

体がどのような状態になるかを学び、

日常生活や運動時の上手な水分補給のコツ

について知ってもらいます。

成長のしくみについて知り、明日

の体づくりのためにはバランスのよ

い食事が大切であることを一緒

に考えます。

高校生はまだ成長期なので、体の維持と日

常活動に加え、成長と運動の為の栄養が必

要であることを知り、食事と運動と睡眠の３

つをバランスよく大きくすることがパフォーマンス

アップにつながることを理解する。

小5～中学生
（親子・PTAにも）

国際理解プログラム

ブルガリアの気候や風土、学校生活や食文化など、日本

と比較して異国の文化についての理解を深めます。ブルガ

リアではヨーグルトは大切な食文化。なぜプレーンヨーグル

トが日本でも食べられるようになったのかヨーグルトを通じた

ブルガリアとの繋がりを学びます。

社会/総合的な学習の時間/道徳社会/総合的な学習の時間

小学６年生～中学生小学５年生～中学生

日本の反対側にあるブラジル連邦共和国は

日本とどのような違いが？ブラジルの風土、

学校生活、食文化、そしてチョコレートを通じ

た日本との関わりについて学び、子ども達の

国際理解を深めるプログラムです。

カカオ豆の生産国メキシコ合衆国の学校生

活、食文化を学びます。カカオ栽培の様子や

歴史についても学び身近な食品チョコレート

を通して他国のことを知り「豊かな国際感覚

の醸成」のきっかけをつくるプログラムです

プログラム一覧

子どもたちが食への感謝、食の大切さなどを学ぶことで

「健康な食生活」への関心を高めるプログラムを実施しています。

五感を刺激する「お話し」と「体験」を組み合わせたカリキュラムで、

スライドやクイズを交えて楽しく分かりやすく説明します。

「健康な食生活」へ関心を高めるプログラムをご用意し、

食育担当者が講師となって多彩なセミナーを実施しています。

「地域活動」「企業セミナー」「PTA活動」など幅広くご活用いただけます。

詳細についてはお気軽にお問合せ下さい。

働く世代が十分なパフォーマンスを発揮できるよう、健康なカラダづくりの

基本となる食事と栄養への「気づき」を生むプログラムと、食の楽しさを

実感していただけるプログラムをご用意しました。これからの時代に

欠かすことのできない健康経営の一環として、ご活用下さい。

毎日の食事で競技のパフォーマンスが変わってきます。

「自分で考えて、選んで食べる」アスリートになるために、

ぜひご活用ください。

お問合せ先

　株式会社　明治　北日本支社　仙台オフィス　コミュニケーション課
〒983-0852　宮城県仙台市宮城野区榴岡3-4-1　アゼリアヒルズ15F

TEL：022-792-6002（窓口：食育担当）＊FAX:022-792-6025

オンライン開催が可能なシステム

○当社がホストになる場合：Cisco webex Meetings

○当社がホストにならない場合：Zoom、Microsoft Teams、Google　Meet
※上記以外のシステムをご希望の場合はお問い合わせください。

※なお、ネット環境やアクセス制限等により、実施ができない場合がございます。詳細につきましては「コミュニケーション課」までお問合せください。

　　　　　　　　オンラインセミナーはじめました

■開催日時：平　日（土日祝日を除く）　■費用：無　料　　■参加人数：20名以上（小中学生は20名以下OK）

■申込み：開催１ヶ月以上前まで

ブルガリアの気候や風土、学校生活や食文化など、日本

と比較して異国の文化についての理解を深めます。ブルガ

リアではヨーグルトは大切な食文化。なぜプレーンヨーグル

トが日本でも食べられるようになったのかヨーグルトを通じた

ブルガリアとの繋がりを学びます。

ヨーグルトはどうやって作られるの？

牛乳に乳酸菌を混ぜること、発酵することなどを

学びます

ヨーグルトはなぜ体にいいの？

体に役立つ３つの力についてレクチャーします。

国際協力を深める

小学校高学年～

中学生

国をつなげたヨーグルト

小学５年生～中学生

社会/総合的な学習の時間 理科/保健体育科/家庭科

小学校４～中学生

ヨーグルトのひみつ

保健体育科/理科/総合的な学習の時間

小学校４～中学生

ヨーグルトと

ともだちになろう

なるほどがいっぱい！ヨーグルト教室

社会/総合的な学習の時間 社会/総合的な学習の時間

世界で愛されるチョコレート

～メキシコ合衆国～

世界で愛されるチョコレート

～ブラジル連邦共和国～
国をつなげたヨーグルト 希望のチョコレート

小学５年生～中学生 小学５年生～中学生

チョコレートの原料・カカオ栽培の様子やチョコレートになる

までを学び、カカオ生産国であるガーナとカカオ農家を取り

巻く環境を踏まえて「自分達にできる事は何か」を考えま

す。チョコレートを通じたガーナと日本の関わりから豊かな国

際感覚醸成のきっかけづくりをします。



自然の恵み「乳」の不思議な奥深い世界を

のぞいてみませんか？

「乳」の幾千年もの歴史や栄養、牛乳の種類や

風味について学びます。

原料となる「カカオ」の生産やチョコレートの製造、

歴史、カカオ農家支援など、

知られざるチョコレートの世界をご紹介します。

テイスティング体験もあります。

高校生～シニア

高校生～シニア 高校生～シニア

牛乳を飲むことが動植物の命をうけつぐことであると理解し、

自然界と自分について考えます。

また酪農の仕事を通して、感謝の気持ちを育みます｡

工場でどのようにして牛乳ができるの

か、それはどのような人々の活動や工

夫に支えられているのかを知り、工場

や開発の仕事について考えます。

骨の役割や成長期の骨の発達の大切さを学びながら、

自分の食事や生活をどのように変えていけばよいかを考え、

実践につなげます。

＋わくわく体験追加可能（　レモンラッシー風/バター/フレッシュチーズ/カッテージチーズ　）🕒45分　（注）現在は「のむヨーグルト」体験のみ実施可能です。

うがい・手洗い教室［45分］

社会科/家庭科/国語科 総合的な学習の時間/保健体育科

 明治の出前授業では子ども達が食への感謝、食の大切さ等を学ぶ事で「健康な食生活」への関心を高めるプログラムを実施してます。

 五感を刺激する「お話し」と「体験」を組み合わせたカリキュラムで、スライドやクイズを交えて楽しく分かりやすく説明します。

夏以外も、私たちの体からは気づかないうちに、

多くの水分が失われています。

水分不足が原因で起こる熱中症を予防する為に

水分補給のコツを学びます。

一般～シニア

健康の鍵は口から食べる事。「食べる事」により

全身の機能が使われ、体が活性化し、生活の

機能が高まります。栄養・運動・口腔ケアの

重要性を体験を交えて考えます。

一般～シニア

小～中学生
（親子・PTAにも）

乳牛について 牛乳ができるまで

朝食改革で

パフォーマンスアップ

未来のための

栄養改革

女性のための

「明日の健康美」を

叶える食事

命を守る水

～働く人の水分補給～

世界中で伝統的にヨーグルトは食され、

健康との関係も注目されています。

その歴史や種類、栄養、乳酸菌の働きなど、

盛りだくさんな内容でお伝えします。

大人向け 楽しく健活セミナー　［約60分（応相談）］

「健康な食生活」へ関心を高めるプログラムをご用意し、食育担当者が講師となって多彩なセミナーを実施しています。

「地域活動」「企業セミナー」「PTA活動」など幅広くご活用いただけます。

高校生～シニア

世界中で食されてきたチーズは素晴らしい保存食

チーズの歴史や作り方や栄養、

そしてチーズ作りに適した自然

“十勝”のチーズの価値をお伝えします。

社員向け 健康経営応援セミナー［約30～60分（応相談）］

※
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健康不安が少なく、朝食も欠食し

がちな世代に「朝食と仕事のパ

フォーマンスのデータ」「自分の朝食

の振り返り」を通して、朝食改革を

して頂くプログラムです。

健診等で健康意識が高くなってい

る世代に「現在のカラダと未来の健

康データ」「食事内容振り返り」を

通し未来の為にできる事から栄養

改革をして頂くプログラムです｡

健康不安はあまり無いが、将来に

わたり充実した生活を続けたい女

性に「自分ができる工夫を見つけて

踏み出すきっかけ」とする

プログラムです。

水分不足に陥りやすい状況を知り

「環境、行動、体調」特に「水分補

給のやり方」でどのように準備、対

策できるかを理解する

プログラムです。

健康不安が少なく朝食も欠食し

がちな世代（20～30代）

健診等で健康意識が高くなって

いる世代（40～50代）

健康不安はあまり無いが、将来にわた

り充実した生活を続けたい

(20～40代女性)

仕事で負荷の高い作業をする人

または管理者

じょうぶな骨をつくろう

1～3年生（乳牛について） 4～6年生(牛からのおくりもの) 小3～6年生 3～4年生(じょうぶな骨をつくろう) 小5～中学生(未来のためのからだづくり)

なるほどがいっぱい！みるく教室　[45分]

総合的な学習の時間/道徳/社会科

総合的な学習の時間/保健体育科 体育保健/家庭科/総合的な学習の時間 生活科/体育科（保健）/理科

元気が出る朝ごはん
すすんで運動！

しっかり食べよう！

小1～3年生 小4～中学生 小4～6年生 小学1～中学生

希望のチョコレート
チョコでなるほど！

歴史タイムトラベル

発見！

チョコレートのひみつ

十勝のチーズを知るヨーグルトのひみつ神秘の食品「乳」

カラダは食べた物からできている
元気な人生100年のためのヒント

命を守る“水”

見直そう！水分補給
チョコレートの世界へようこそ！

働く世代が仕事において十分なパフォーマンスを発揮できるよう、健康なカラダづくりの基本となる食事と栄養への「気づき」を生むプログラムと、食の楽しさを実感して

いただけるプログラムをご用意しました。これからの時代に欠かすことのできない健康経営の一環として、社員様の健康を第一に考えたセミナーを是非ご活用下さい。

朝ごはんと栄養バランスの大切さを知り、

持てる力を十分に発揮するために、自分がどんな朝ごはんを

食べたらよいのかを考え、実践につなげます。

身体の維持・活動・成長と食事のかか

わりを理解し、成長の為の食事と運動

の重要性を学びながら自分がどんな食

事をとればよいのか考えます｡

「明治うがい薬」のキャラクター

「カバくん」のイラストを用いて、

「うがい・手あらい」の正しいやり方をお伝えします。

＋わくわく体験追加可能（内容は同上） ＋うがい・手洗い体験

カカオ・チョコレート教室　［45分］小～中学生
（親子・PTAにも）

「カカオ」ってどんな植物？いつも食べているチョコ

レートが、どうやってつくられるのかを学び、自然の

恵みに対する感謝の気持ちを育みます。

昔は漢字で書かれていた、チョコレート。

その言葉の成り立ちとは？食べ物のルーツ、

日本の食文化の成り立ちを学ぶ。

「国際協力」って何？明治はさまざまな活動で

カカオ産地を支えています。

チョコレートを通して国際協力について考える。

＋チョコレートの試食体験

小学校４～６年生（低学年も可） 小学校４～中学生 小学校４～中学生

総合的な学習の時間/学級活動 国語科/社会科/総合的な学習の時間 社会科/総合的な学習の時間/道徳


