連載

第7回

produced by 九州『弁当の日』応援団

子どもらをその気にさせた
コース別の「イナマス方式」
─「作る機会がなければ、できることの発見はずっと遅れていたかもしれない」

福岡市立愛宕小学校

『西日本新聞』の連載「食卓の向こう側・第 8 部〜食
育

稲益義宏

理不尽な怒りに……

その力」によって、九州に初上陸した 弁当の日 。

連載終了後、提唱者の竹下和男を招いたシンポジウム
とともに大きな反響を呼び、感銘を受けた人々が動き
始めた。シンポジウムにパネリストとして登壇した福
岡市立下山門小学校教諭（当時）の稲益義宏もそのひと
りだったが、実践のきっかけは、西日本新聞の記者・

その日は突然やってきた。
2006 年 2 月。福岡市内のとある中華料理店。
「先生、福岡でも 弁当の日 ができませんかね」
。
香川県で 弁当の日 を取材してきた西日本新聞の

佐藤弘に 弁当の日 を勧められたにもかかわらず、で

佐藤弘記者が、私のコップにビールを注ぎながら

きない理由ばかりを並べたてたがために怒られたとこ

言う。

ろから始まった。
38
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たしかに、取り組みとしてはおもしろい。でも、

実施するにはさまざまな課題がある。まずは給食。

最初から給食がない日にやればいいやん！

竹下和男先生は校長だから5・6 年生だけ給食を止

偶然、年度末までに、課外学習など給食がない

めることができたが、私のようなヒラのクラス担

日が 3 回あった。ただ、最初から弁当を作らせる

任が、自分のクラスだけ特別扱いできるわけがな

のはハードルが高すぎる。

い。また、受け持っていた 3 年生には、家庭科の

「まず、親が作った弁当のおかずを弁当箱に詰め

時間がないから、学校で調理の技術を教えること

てみようと呼びかけよう。これなら、
『家庭のお手

は物理的にも無理。考えれば考えるだけ、
「実施で

伝いをしよう』のレベルでスタートできる」

きない理由」が口をついた。
佐藤さんの態度が一変した。

4つのコースを用意

「できんできん言いよったら、なーもできんやな
いですか。できない方法ばかり言わんで、できる

2 月下旬、少年科学文化会館見学の日。呼びか
こた

方法を考えんですか」

けに応え、クラスの 3 分の 2 の子どもがおかずを詰

話を聞いてくれと言われて呼び出され、なんで

めてきたなかで、自分で弁当を作ってきた子が 1

私が怒られるのか。佐藤さんには出前授業に来て

人いた。
「作ってきていいと？」
「次は自分も作ろ

もらったり、農家の友人を紹介してもらったりと

う」
。それを見た子どもたちから声が上がった。

世話にはなっているが、そこまで理不尽なことを

4 月の歓迎遠足では、4 年生に進級した子どもら

言われる筋合いはない。だが一方で、その勢いに

に、4 つのコースを提案した。①完璧コース＝自分

圧倒された私は、いつの間にか可能な方法を考え

だけで作る。買い物とご飯は、家族の協力もOK、

始めていた。

②親子で弁当コース＝親と一緒に作る、③おにぎ

かん ぺき

気まずい雰囲気のまま店を出て、300m ほど駅

りコース＝おにぎりをむすんで、弁当におかずを

までの道のりを歩くなかで、アイデアが浮かんだ。

詰める、④エンターテイメントコース＝作ってもら

給食を止めねばならないのなら、遠足の日とか、

った弁当を全部食べ、派手に感謝の言葉を伝える。

テーマは、「おかずは野菜半分弁当」。子どもたちの弁当は、肉類がと
ても多い。せめて半分は野菜にしようと取り組んだ

ひな祭り弁当。作ったのは男の子。毎回、新しい弁当にチャレンジし
てきた。色合いもすばらしい

私が作った弁当。子どもに食の
学習をやらせる以上、自分がで
きることしか、子どもたちに要
求はできない

雑穀を混ぜたご飯。3 年生での
食の学びが生きている
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この時点では、弁当の作り方はおろか、包丁の

子どもにとって 最高 の弁当づくり

握り方すら学校で教えていない。実際、
「そこまで
しなくても……」
「子どもに弁当なんて作れるわけ
がない」と思われた保護者もいた。

ある男の子の感想。
「最初話を聞いたときは、少しめんどうくさいな

そして当日。なんと、学年全体で 95％の子ども

あと思いましたが、メニューを考えていると、全

たちが完璧、もしくは親子で弁当コースで弁当を

部自分で作りたくなりました。前の日の夜から準

作ってきた。その日はバスで現地に行ったものの、

備を始めました。ダイコンとニンジンのなますも

あいにくの強風で公園に入れず、教室に戻るとい

お母さんに手伝ってもらわずに、ひとりでがんば

う最悪の展開。だが、子どもたちは、そんなこと

りました」

はおかまいなしに、互いの弁当を見せ合っては、
大興奮で弁当をほおばっていた。

彼の母親の証言。
「
『待ってろ、兄ちゃんが最高の弁当を作ってや
り

り

初めての 弁当の日 は大成功。だが、一生懸命

るから！』とエプロン姿も凜 々しく叫んでいまし

に作ったとしても、課題はあった。肉類が多いの

た。野菜嫌いの弟はメニューを聞いて青くなって

だ。できるだけ野菜を増やしたいと考えた私は、2

いましたが、
ちょっぴりうれしそうでした。妹は
『兄

学期、
「おかずの半分は野菜にしよう」と提案。す

ちゃんがお料理お料理 かっこいい！』と歌って踊

ると、メニューに野菜料理が増え、彩りも鮮やか

っていました。料理をしながらとてもうれしそう

になった。

でした。
『とうちゃん早く帰ってこないかな。僕の
ダウン症の児童も、自分で弁
当を作った。私の担任を離れ
た後も、弁当を作り続けてい
る。弁当は、成長していく子
どもの姿を映す鏡にもなった

子どもが自分が食べたい弁当を作る。最初からきれいな弁当を作る必
要はまったくなし。最初は、これくらい大胆な子どもらしい弁当を作っ
てほしい

上の弁当の子も、1 年に 5 回弁当を作ると、このとおり。成長が弁当か
ら見える
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（この子どもが作った弁当）
私に作ってくれた弁当。ど
れを自分で作ったか聞いて
み る と、「全 部！」。 子 ど も
が成長する姿は美しい

農家の方との交流。大学を卒業
して新規就農をした田中一平さ
んの話に子どもたちは、驚きと
感動を受けていた

『西日本新聞』の「食卓の向こう側」は、食の学習の教
材として効果的だった

3 年生の総合学習の時間で取り組んだ
「生活発
見プロジェクト 楽しく食べる 10 年計画」
。
子どもたちが考えた 24 の提案は、今でも色
あせることなく、私たち大人に訴える

生ゴミリサイクルに取り組み、野菜を育てた

おかわり券の取り組み。完食したら券を1枚もらい、 弁当の日 が作り出すもの。自分でやりたい
おかわりのときに、券を出した数が多い人がもらえ と思う自立の心。完成したときの充実感。そし
る。残食対策に効果てきめん（写真は翌年の 6 年生 て、笑顔。それらが、子どもたちの成長を支え、
の子どもたち。6 年生でも効果がありました）
次への意欲につながる

かっこいいとこ見せたいのに』
とつぶやきつつ。
『か

×

×

×

あちゃんいつもたいへんだったんだあ』という声が

「家庭科の学習」を前提にした元祖 弁当の日 と

聞こえたときは、心の中でちょっとガッツポーズ

は異なり、4 年生以下でも取り組めるようにした私

をしてしまいました」

のやり方は、のちに「イナマス方式」と名付けられ、

クラスでともに生活をしたダウン症の女の子も、
弁当づくりに取り組んだ。

弁当の日 に対するハードルを下げることになっ
た。

「いつもより1 時間の早起き……。どうするかな

そして、小・中学生のためのものと思われてい

と思いつつ、
『お弁当作るっちゃろ。どうする』と

た 弁当の日 は、さらなる進化を遂げる。その扉

声をかけると、すくっと起きて台所に直行し、真

を開けたのが、06 年 10 月、地元の九州大学で開

剣に作っていました。お弁当を作る機会がなけれ

かれた「九大食育ワークショップ─食卓の向こう

ば、できることの発見はずっと遅れていたかもし

側」だった。

れません」
（母親）
結局 4 年生では、給食を止めることもなく、竹
下和男校長同様、年間 5 回の 弁当の日 を実施で
きた。子どもたちは私の担任を離れ、5 年生になっ
ても運動会、遠足、課外学習と、ごくふつうに弁

稲益義宏

（いなます・よしひろ）
1966年生まれ。熊本県荒尾市
出身。東京学芸大学卒。福岡
市立愛宕小学校では、2008
年度から農林水産省の
「 教育

当づくりを継続。ときには親の代わりに夕飯の準

ファーム推進事業」
で校区外

備をする子どもも現れるなど、 弁当の日 は私の

に田んぼを借りて、稲作体験

クラスから学年、そして全校へと拡大した。

ージは
「地球にかける虹」
。

に取り組んでいる。ホームペ

子どもが成長していく姿は美しい。08 年、私は
あた ご

同じ市内の愛宕小学校に異動したが、そこでもま
た、子どもらと 弁当の日 を実践している。

この企画に関するご意見やお問い合わせは、
編集部
（gekkanja.s@zenchu-ja.or.jp）までお願いいたします。
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