
別紙

種類 № 内容 （テーマ等） 備考

①-1 （食育レッド）
①-2 （食育イエロー）
①-3 （食育グリーン）
①-4 （食育レッド）
①-5 （食育イエロー）
①-6 （食育グリーン）

②-1 スタッフ用エプロン（赤・黄・緑・青：各９枚）
胸当て部に広島市食育推進

マスコットキャラクター

②-2 スタッフ用ジャンパー（Ｌサイズ・Ｍサイズ：各20着） 背中に「わ食の日」のロゴ

③のぼり旗 ③
(大)縦180cm×横45cm
(小)縦30cm×横10cm

(ﾀﾍﾟｽﾄﾘｰ)90cm×60cm

こども包丁（りす）（１５丁） 刃先・刃元に刃付け無し

こども包丁（うさぎ）（２５丁） 刃先・刃元が丸くカット

こどものためのまな板シート（３０枚） 約43cm×27cm

⑤-1 毎月１９日は「わ食の日」
⑤-2･3･4 「和食」「輪食」「環食」

⑤-5 １日のスタートは朝ごはんから

⑤-6 親子で一緒に使おう「食事バランスガイド」

⑤-7 子育て世代の食事のポイント
⑤-8･9･10

⑥-1

⑥-2 味覚を育てる食育エプロン

⑥-3

⑥-4

⑥-5

⑥-6

⑦‐1 縦39cm×横38cm：３２頁

⑦‐2 縦37cm×横37cm：３２頁

⑦‐3 縦36cm×横50cm：２６頁

⑦‐4 縦36cm×横36cm：３８頁

⑦‐5 縦52cm×横37cm：３２頁

⑦‐6 縦50cm×横45cm：２０頁

⑧紙芝居 ⑧-1 だんごとだいふく なにからできてるの？ おだんご、だいふくのもと

⑧-2 アイスくん アイスのもと

⑧-3 へんしんおでん おでんのもと

⑧-4 とうふこぞうとなっとうむすめ とうふのもと

⑧-5 きんいろのおくりもの パンのもと

⑧-6 じゃがいもコロコロ コロッケのもと

⑧-7 たべものランドのおまつりだ！ たべもののはたらき

⑧-8 あさごはんでもりもりげんき 朝ごはんのたいせつさ

⑧-9 きんぴらたろう よくかんで味わう

⑧-10 おひめさまのカレーライス すききらい

⑧-11 がいこつめがね 丈夫なほねをつくる

⑧-12 ジュンペイのウンチ うんちのはなし

⑧-13 おうちでレストラン 食生活の改善

⑧-14 そらまめ おいしい！ 自然の恵み

⑧-15 まことくんとおかし 偏食

⑧-16 おいしいとびらを とんとんとん 食べ物に親しむ

⑧-17 つるつるシャキシャキもーぐもぐ 食べものの音

⑧-18 ごちそうなにができるかな 食材と料理

⑧-19 ごはんですよーっ 朝食の重要性

⑧-20 ちぎってトントンいただきます みんなで作る

⑧-21 たうえにいったよ 食育 年中～年長向け

⑧-22 おひさまなっとう　たまごでげんき しっかり朝ごはん 年少向け

（次頁に続く） ⑧-23 おやつのまえに 手洗い 年少向け

食育啓発用貸出物品　一覧
令和4年11月現在

①着ぐるみ

広島市食育推進マスコットキャラクター
着ぐるみ

バルーンタイプ
縦225cm×横203cm（最大）

※人が中に入るタイプ

自立式
広島市食育推進マスコットキャラクター
バルーン

バルーンタイプ
縦150cm×横135cm（最大）

※据え置きタイプ

②スタッフ用
　エプロン

毎月１９日はわ食の日、「朝ごはん」キャンペーン実施中

④子ども用
　包丁セット

④

⑤食育パネル
縦100cm×横60cm
ターポリン製（布地）
（上下パイプ紐付き）

幼児の食事の心配ごと「好き嫌い」「遊び食べ・むら食い」「太りすぎ・食べすぎ」

⑥食育
　エプロン

「早ね早おき朝ごはん」　～生活習慣からはじめる食育～

なんでも食べて元気いっぱい！

げんきいっぱい　健康エプロン

３色エプロン（食材パーツセット含む）

おいしく食べよう！　おばけのぱっくん

⑦大型絵本

しょくいくランドのたんけん　たからものは なあに？

うんこダスマン（うんこのえほん）

ぐりとぐら

やさいさん

もったいないばあさんのいただきます

おべんとうばこの うた

「おいしいたべもの
なにでできているの？」

（全６巻）

「たべるこ そだつこ
げんきなこ」

（全６巻）

食育かみしばい
「おいしいね、 うれしいね！」

（全４巻）

食育かみしばい
「おいしくたべて、

げんきな子」
（全３巻）
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別紙

種類 № 内容 （テーマ等） 備考

食育啓発用貸出物品　一覧
令和4年11月現在

⑧紙芝居(続き) ⑧-24 きょうの ばんごはん なあーに？ 料理・こんだて

⑧-25 どんなあじ？ 味覚

⑧-26 たべたいの　なーに

⑧-27 むきむき　おいしい！

⑧-28 できたかな　まーだかな １歳すぎから

⑧-29 おいしぃ　おいしぃ！ １歳から

⑧-30 まめっこぽりぽり　おにはそと！ 節分

⑧-31 としがみさまとおもち お正月

⑧-32 むかーしむかしのひなあられ ひなまつり

⑧-33 げんきがでるよ　かしわもち こどもの日

⑧-34 つきみだんごとまほうのぼうし お月見

⑧-35 いちばんはじめのクリスマスケーキ クリスマス

⑧-36 きこえたね！ いただきます 感謝・マナー・楽しく食べる

⑧-37 おふくちゃんの おいしいごはん クッキング指導

⑧-38 おやおや もったいない！ 残さず食べる・食べ物の育ちを知る

⑧-39 はなたろうとあかべえ 選食力・好き嫌い

⑧-40 おいしいランドのたんけんたい 味覚を育てる

⑧-41 ありがとう！はやねはやおきあさごはんマン 食と健康

⑧-42 いっしょが いいね 食と人間関係

⑧-43 なかよし おはしの はーちゃんと しーちゃん 食と文化

⑧-44 ひみつの あかいジュース いのちの育ちと食

⑧-45 ころり おにぎり できあがり 料理と食

⑧-46 くいしんぼうの バークバク 私たちのからだ

⑧-47 ゆっくり よくかみ おおかみくん よく噛んで、味わって

⑧-48 これ なあに？ 私たちの食べ物はどこから？

⑧-49 たのしいおまつり、なに たべる？ 季節や地域の「食」をみつけよう

⑧-50 ごはんでげんき げんき ぴん みんなで食べたらおいしいね

⑧-51 ありがとう ごちそうさま 食べものへの感謝

⑧-52 おうちは どこだ？ 食べものの中身

⑧-53 めざましごはん 朝ごはん

⑧-54 ごっくん！なにを のもうかな 飲み物

⑧-55 スプーンとフォーク つかえるよ 食事のお道具

⑧-56 ちゃんと ちゃんとで おいしいね 食事のマナー

⑧-57 ころころころ くるりん！ 楽しいお弁当

⑧-58 もぐもぐ どうぶつえん よく噛んで食べる

⑧-59 くまちゃん ねこちゃん たべようね 年少向け

⑧-60 おむすびくん

⑧-61 たけのこ　ほりほり

⑧-62 ほしがき　ぺろぺろ

⑧-63 よもぎだんご　ぺったん

⑧-64 さといも　ゆさゆさ

⑧-65 おはぎ　ぺたぺた

⑨-1 食べ物クイズ なにがはいっているのかな？

⑨-2 いわしのひらき

⑨-3 ワン太くんのお弁当づくり

⑨-4 カレーライス号

⑨-5 となりのおべんとう

まめつかみゲーム おはしｄｅまめつかみ＜マナー豆＞

カルタ 食育ジャンボかるた 絵札サイズ：23.3×16.5cm

野菜フードモデル 野菜はたいせつ♪フードモデル（全１１種）
実際重量・触感に
近いフードモデル

｢和｣｢輪｣｢環｣　浸透印 印面サイズ：直径９cm

｢毎｣｢月｣｢19｣｢日｣｢は｣｢わ｣｢食｣｢の｣｢日｣｢和食｣｢輪食｣｢環食｣　ゴム印
印面サイズ：10mm×10mm、

10mm×15mm

CD 食育の歌「食べよう！」｛いただきまーす」 作詞・作曲・うた：TE@CHERS

あかちゃんからの
食育かみしばい

「ぱくぱく　もぐもぐ」

「行事・たべものの由来
紙芝居」
（全６巻）

わ食スタンプ

生きる力をはぐくむ
食育紙芝居

（全５巻）

生きる力をはぐくむ
食育紙芝居２

（全５巻）

食育紙芝居
「みんなで たべると

おいしいね！」
（全５巻）

年少向 食育かみしばい
「たべるの だーいすき！」

（全８巻）

食育かみしばい
「にほんの食をあじわお

う！」
（全５巻）

⑨食育パネル
　シアター
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