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前号で募集した「Kid-Eyeのお友だち」のなまえが決まりました!

ぼくのな
まえは、

「たくち
ゃん」

『Kids-Eye』発行にあたって

私たち、（公社）東京都宅地建物取引業協会 港区支部では、“子どもたちを健やか
に育むこと”と、“自然環境の保全と整備”、この2つの公益事業に取り組んでおり、
その一環として、このたび『Kids-Eye』を創刊致しました。
『Kids-Eye』では、日常のどこにでもある小さなテーマを通じて、子どもたちに
自然の大切さを伝え、子どもたち育成の一助となれるような媒体を目指すとともに、
子どもの目線を通じて、大人としてどのようにふるまうことが良いのか、どのように
子どもと接していくのが最良なのかを共に考えて参りたいと思います。

みなさんが日ごろ使っているえんぴつは、どのようにして生まれたのでしょう。
えんぴつは、今から400年以上前のイギリスで誕生したとされています。イギリス
のある山で、「白い紙にこすりつけると、黒く書ける石（黒鉛）」が発見されました。そ
こで人々は、この黒鉛をペンの代わりにすることを思いつきます。黒鉛をぼうのよう
にして木ではさみ、布で巻いたりして持ちやすくし、それを使って文字を紙に書き
始めました。これがえんぴつの始まりです。
それまではインクが使われていましたが、インクを使わなくてもいい、えんぴつは
大好評になりました。しかし、それが原因で黒鉛が取れなくなってしまいました。そ
こで、残った黒鉛のかけらや粉をかたまりにすることをフランスのニコラス・コンテ
という人が発明しました。現在のえんぴつの芯の原型を作ったのが、このニコラス
さんです。
日本にえんぴつが渡ってきた時期は正確にはわかっていませんが、日本でえんぴ
つを最初に使ったのは徳川家康だとされています。明治時代になると、ヨーロッパ
などからたくさん輸入されるようになり、そのあと、えんぴつは長い年月をかけて
進歩していきます。
みなさんが使っている色えんぴつやロケットえんぴつ、シャープペンシルなどの
みなもとは、400年前のイギリスにあったんですね。

一度開封したものは、表示されている期限にかかわらず早めに食べるようにしましょう。表示されている期限は、開封後も保証されているわけではありません。
また、保存方法が書いてない食品は、常温で保存できます。直射日光のあたらない、湿気の少ない場所で保存しましょう。 

出展：農林水産省のHPより

消費期限：サンドウィッチやお豆腐、和菓子にお弁当やケーキなど長くは保存がきかない食品。
賞味期限：ハム・ソーセージやスナック菓子、缶詰など冷蔵や常温で保存がきく食品
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『Kids-Eye』発行にあたって
4コマまんが-01
消費期限と賞味期限の巻
文房具ができるまで-01
えんぴつ誕生ものがたり

※小さいお子さんは、お父さんやお母さんといっしょによんでくださいね。

えんぴつ誕生ものがたり 文房具ができるまで

みんな、ありがとう！　みんなのおかげで、ぼくのなまえが決まったよ！！
ぼくのなまえは、「たくちゃん」。
これからもたのしくて、少しおりこうになるようなお話をたくさんしていきます。

たくさんのご応募ありがとうございました。
これからも「たくちゃん」をよろしくお願いします。
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“子どもは、大人の言葉に敏感”
 言葉をきちんと使うことを心がけたい。

私たちにできること 教育現場の方に突撃インタビュー

歩行者の間を
すり抜けるのは止めよう

取材協力：WFP “子どもは 大人の言

子どもたちに伝えたいこと 子どもたちが教えてくれること

吉原ひろこ先生著書
『吉原ひろこの学校給食食べ歩記』
1～４
1,600円（税込）/サテマガBI刊  
※シリーズ1は完売。現在、電子書籍のみ販売中

詳しくはサテマガBIホームページへ→ 
http://satemaga.co.jp/keserabooks.html

WFPは、食糧難に苦しむ途上国の人たちに食糧を配給
する国連の食糧支援機関です。貧しい暮らしを余儀なく
されている人たちを対象に、毎年平均75カ国以上、およ
そ1億人に食糧支援を行なっています。

国連WFPの最新情報などはHPを参照下さい。
www.wfp.org/jp
お問い合わせ・資料請求は0120-496-819（通話無料）

Column子どもは見ている大人の非常識 02

Column知っておきたい環境のこと 02

「自転車も交通ルールを守らくちゃ」

ぼくも自転車に乗れるようになりました。嬉しいな、今度ちょっと冒険してみようかな。でも、
チョットこわい…かな。
だって、まちの中を見ていると、横断歩道をすごいスピードで、歩いている人たちの間を
すりぬけていく自転車を何台も見かけるし、歩道をすりぬけて行く人たちがとても多いから
…。この間も、お母さんと一緒に横断歩道を歩いていたら、ぼくたちの目の前をお兄さんが
けいたい電話で話しながら横切っていきました。思わず、お母さんにこわくて抱きついちゃ
いました。自転車を運転する時には、「左右をよく見て運転しましょう」「信号を守りましょう」っ
て、教わったけどな。しかも、そのお兄ちゃん、「大丈夫でしたか」とか「ごめんなさい」も
言わないで行っちゃいました。ぼくたちとぶつかりそうになっことわかっていたのに。人にめ
いわくをかけた時は、あやまらないといけないのにね。うちのおばあちゃんは足が悪くて歩
くのが遅いから心配だな。
なんで、大人なのに交通ルールを守れないんだろう。きっと、お父さん、お母さんに叱ら
れたことがないんだね。ぼくたち、子どもが大人のお手本にならなくちゃ！！

私は全国各地の小・中学校を訪問して給食をいただく時、必ず
教室で、子どもたちと机を並べて食べさせてもらっています。
見ず知らずの大人がいきなり隣に座って、『一緒に給食を食べま
しょう！』なんて、ちょっと面食らうと思うんですけどね（笑）。
でも、子どもたちは、“突然の訪問者”に好奇心いっぱい、『この
給食、おいしいね』などと言っているうちに、自然とおしゃべりも
弾みます。
そんなふうにして出会った、小学校1年生の女の子（A子ちゃん）
から打ち明けられたお話です。
A子ちゃんは幼稚園の頃、お弁当にフルーツが入っていると、
まず机の上にお弁当箱のふたを置いて、そこにフルーツをのせて
から、お弁当を食べ進め、最後にその大好きなフルーツを食べる
のが楽しみだったそうです。ある日、いつものようにA子ちゃんが
ふたの上にフルーツをのせていると、先生から『きたなくなるから、
やめなさい』と注意されたそうです。きっと先生は、ふたに付いた
おかずやご飯とフルーツが混じって、まずくなるのを心配して、
そのように注意したんだと思いますが、A子ちゃんにとっては、「き
たない」と言われたことがショックだったんでしょう。その話をし
ながら目を潤ませていました。
私が『きっと先生は味が混じることを心配して、フルーツはふ
たにのせないほうがいいよって、言いたかったんじゃないかしら』
と言うと、しばらくじっと考えてから、ニコッとして『じゃあ、“きた

ない”じゃなくて、“まずくなるから”って意味だったのかな』、と。
私たち大人は日常会話の中で、言葉の本当の意味をきちんと

考えずに使うことがありますし、大人同士それを許し合うことも
あります。でも、子どもたちは、日々新しい言葉と出会い、理解し、
吸収していく過程にいます。それだけに、大人が発する何気ない
言葉に、敏感に反応していることを忘れないようにしたいですね。
こんなふうに、時折、小さな子どもからの打ち明け話を聞くと、

私たち大人は、普段から言葉をきちんと使う、言葉をないがしろ
にしない、そんなあたりまえのことを心がけたいと、あらためて思
うのです。

今世界人口は約68億人と言われていて、同じ人数の人たちが食
べるのに十分な食料があると言われています。それなのに、飢えで
多くの人が亡くなっています。しかも、ひんぱんに起きる自然災害
や紛争などのため、世界の飢餓人口はなかなか減りません。
世界には、食べ物を満足に食べられないために栄養不良になっ
てしまった人たちが、8億7,000万人もいるとされています。世界
の8人に1人は健康な暮らしをするための栄養が得ら
れない状態なのです。このうち、私たち日本があるアジ
ア・太平洋地域の途上国では5億6,300万人もの人が、
遠く離れたアフリカでは2億3,900万人の人たちが、
飢えで苦しんでいます。
生きていくためには、エネルギーが必要ですよね。そ

のエネルギーは、食べ物から取っています。必要なエネ
ルギーを取れないと、体や脳の働きが悪くなり、そのた
め活動ができなくなりますし、病気から体を守ることも
できなくなります。特に、体の小さな子どもたちは、飢え
が原因で命を落としてしまうケースが多くなります。

飢餓の主な原因は、地震や津波、洪水や干ばつなどの自然災害
によって農作物が被害を受け、仕事や家等を失ってしまったため
であったり、貧しい農民は農業を行うための土地や水、種を買う
お金がありません。そのため、自給自足できずに、貧しい暮らしや
飢えから抜け出せなかったり、子どもたちに教育を受けさせられ
ないため、いつまでも貧しいままの暮らしが続いてしまうことな

どがあります。
このように自然による影響で飢餓が起こる

こと以外にも、私たち人間自身が原因を作っ
てもいます。それは、戦争やテロなどによる治
安の悪化であったり、自然や生態系を守らな
いために環境が悪化してしまったために、農
業などができずに苦しんでいる人たちもたく
さんいます。特に近年は、国の財政や経済危機
によって苦しむ人々の数も多くいます。
左の図を見て下さい。これは各国の人口に

対して飢餓人口の割合を色分けしたもので
す。茶色に近い色ほど、飢餓が深刻な状態で
あることを示します。茶色で塗られた国では
3人に１人以上が飢餓に苦しんでいます。
逆に黄緑色に分類された国には、飢えてい

る人がほとんどいません。私たちが住む日本
や、アメリカ、そしてヨーロッパなどの先進国
は飢えで苦しんでいる人はほとんどいません。
一つの地球でも、ここまで違うのです。皆さん
は、どう思いますか。

料理研究家・食育（給食育）研究家の吉原ひろこさんは、かつて小学校で16年間教師を務めた経験を
生かし、食と教育、クッキングセラピー（料理を通して親子の心をつなぐ方法）等を提案。講演や番組
出演、執筆活動、料理教室や新商品開発等を通じて、「食べること」の大切さを発信している。
また、10年にわたって全国各地の400校以上を訪問して、学校給食を食べ歩き、その楽しいエピソード
や給食への提案・提言を新聞のコラムや本にまとめて発表し、話題を呼んでいる。
そんな吉原さんが触れ合った子どもたちから、教えられたこととは…。

子どもは、日々新しい言葉に出会っています

「学校給食が子どもたちを救う」

日本で学校給食が始まったのは明治時代です。開始された理由は、子どもたちを飢えから
救うためでした。今、当然のように食べている学校給食には、そんな歴史があったんですね。
途上国では、学校で食事をとることができない子どもが6,600万人います。さらに6,700万

人の子どもが、家庭のために働いているなどの理由のため、学校に通うことができません。
国連WFP は過去40年以上にわたって、途上国の子どもたちの健全な成長を促し、教育の
機会を広げるため学校給食を提供する活動を行なっています。
学校で給食が出ると、親が子どもたちを学校に通わせるきっかけになります。そして、学校
で勉強することで、子どもたちの未来がより明るいものになります。当然、子どもたちは少なく
とも一日に一度はお腹を満たすことができるようになります。給食のおかげで、学校に通える
ようになった子どもたちは増えています。
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子どもたちの
未来のために

食べ物は十分にあるのに
飢餓に苦しんでいる人がいます。
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