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参加
無料

オンラインと訪問でお届け

55月 2828日第2次締切

WEB からのご応募が

おすすめです！

33月 1010 日第1次締切 金

日

プログラム参加団体 募集中！

低学年～高学年まで楽しめる！

参加実績80008000人人以上！

クイズや

実験で

旬や栄養を

学ぶ！

見て、さ
わって、

味わって
！

体感で学
ぶ食育



楽しみながら野菜と接し、野菜への興味・関心を育む
子どもたちの野菜不足は、保護者・学校共通の「困りごと」。しかし、野菜に苦手意識を持つ子もいます。

そこで私たちは、子どもたちが楽しみながら、野菜について知ったり、接したりすることが
野菜への興味を育む第一歩になると考えました。

主体的に参加できる体験型授業を通して、子どもたちが野菜と仲良くなるきっかけをつくります。

おいしい！野菜チャレンジとは？
子どもたちが主体的に学ぶ体験型授業をお届けします！

クイズや実験、ジュースづくりなどを通して、楽しみながら野菜と仲良くなれる食育プログラムです。

3つの特徴

主体的に参加できる
体験型授業

野菜について謎解きを通して楽
しく学んだり、オリジナルジュー
スのレシピを考えて発表したり
するなど、主体的な学びの要素
を取り入れたプログラムです。

1 . 体感を通して
学ぶ食育

「さわる・見る・かぐ・知る」
子どもたちの感覚をフル稼働
し、体感を通じて野菜を立体的
に捉え、学びます。

2 . 食習慣を見直す
きっかけに

野菜と親しむことで、「野菜を
食べてみよう！」と意欲がわ
いたり、家庭でも食習慣を改
めて考えたりするきっかけに
なります。

3 .

3つのプログラム選べる
実施の様子は
WEB サイトで
公開中！

日本全国
野菜すごろくの旅編

多拠点オンライン型

● 放課後活動として
　 のみ実施可能

野菜のふしぎ
実験編

単独オンライン型

● 小学校授業・
　 放課後活動として
　 実施可能

最強のジュース
レシピ編

訪問対面型

● 小学校授業・
　 放課後活動として
　 実施可能

異なる地域の友だちとつなが
り、日本全国の野菜について学
びながら野菜への好奇心を育む
プログラムです。

謎解きや実験のワクワクを通じ
て、野菜が苦手なお子様も自然
に野菜と触れ・親しむことがで
きるプログラムです。

オリジナルジュースをつくるこ
とを通じて「苦手な野菜も気が
ついたら飲めちゃった！」と野
菜嫌い克服のきっかけをつかめ
るプログラムです。

　 放課後活動として

るプログラムです。

● 放課後活動として

プログラムです。

プラスワンチャレンジ

カゴメトマトジュース用トマト「凛々子 ®（りりこ）」の栽培活動を通して、
子どもたちが野菜と親しむ特別企画です。

凛々子®チャレンジ

※第 1 次募集時のみご応募いただけます。
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（５年生保護者）

野菜があまり好きではなかった娘が、オ
ンライン授業の日に帰宅してすぐ、「野
菜は 1 日 350g 食べるんだよ」と教えて
くれました。以前よりたくさん野菜を食
べてくれるようになりました。

子どもたちの声

保護者の声

実施小学校教員・学童スタッフの声

2022 年度プログラム実施後アンケート結果より
調査期間：2022 年 7 月〜 10 月　調査人数：39 団体　参加した子ども 1093 名　保護者 381 名　団体担当者 85 名

（２年生）

今まで、こんな授業を 
うけたことがないくらい
楽しかった。

（３年生）

野菜の話を聞いて、
なんだか野菜をむだに
したくないと感じた。

（５年生）

毎日がんばって、少し
ずつ野菜を食べられる
ようになった。

（２年生保護者）

1 日にとりたい野菜の目標量を
楽しく学べたと話していまし
た。野菜をいっぱい食べたいと
言っていました。 （２年生保護者）

自分の口に入る野菜がどのよう
な過程を歩んでいるか、興味が
湧いているようです。

（静岡県　放課後児童クラブ　ご担当者）

「今から何が始まるんだろう…」最初か
らワクワクの子どもたち。プログラムを
楽しむうちに、今までまったく野菜がダ
メだった生徒がジュースを口にしてくれ
ました！プログラムを通じ、新しいこと
にチャレンジすることが楽しいと感じら
れる第一歩になったのではないかと思い
ます。

（東京都　小学校　栄養士　A 先生）

プログラム後は、「この野菜の名前
は何？」「食べてみたらおいしかっ
た！」などと嬉しい声を多く聞くよ
うになりました。小学生の頃から野
菜を食べる理由を正しく理解し、苦
手を克服することは野菜不足が危惧
されている今、とても大切なことだ
と改めて実感しました。

（２年生保護者）

食事に並ぶ野菜を話題にした
り、野菜を使ったジュースの原
料を気にしたりしていました。
野菜に興味を持ついい機会に
なったと思います。

体験者の声をCHECK!CHECK!

野菜をもっと食べようと
思いましたか？

プログラムは
楽しかったですか？

楽しかった・
まあまあ楽しかった

9797%%

おうちに帰って
プログラムの話を

お子様としましたか？

話をした・
少し話をした

9494%%

そう思う

8383%%

今回のプログラムを
他の学校や教育機関に

おすすめしたいと思いますか？

おすすめしたい

8585%%
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3つのプログラム選べる

野菜のふしぎ実験編
野菜トレジャーハンターとなってクイズや実験に挑戦するオンラインプロ
グラム。ナゾを解いて宝箱を開けるドキドキ感で夢中になり、自然に野菜
と仲良くなります。本物の野菜を使った実験が人気です。

野菜の「なぜ？」を実験で解明！

小学校授業・放課後活動
として実施可能

単独オンライン型

日本全国野菜すごろくの旅編
日本全国を舞台にした野菜すごろくの中で、野菜クイズや体験活動ができ
るオンラインプログラム。2 つの団体をつないで行うので異なる地域の友
だちと交流し、地域ならではの野菜や料理についても知ることができます。

野菜を通じて全国の友だちと仲良くなれる！

放課後活動としてのみ
実施可能

多拠点オンライン型
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小学校・幼保園に無償で
トマト苗を提供し、栽培から
調理までの一連の過程を
サポートする取り組みです。

お子様の興味・関心に合わせ、ご家庭での野菜についてのさらなる学びにご活用ください

野菜の栽培や収穫体験、
野菜を加工する工場見学等、
野菜へのわくわくを
育てる体験がいっぱい！

野菜を育む畑の世界を冒険
しながら、楽しく学べる
物語。ぜひご家族で
お楽しみください！

不思議の畑のアリス
カゴメオリジナルストーリー

最強のジュースレシピ編
クイズで野菜の旬や栄養について学び、野菜を使ったオリジナルジュース
をつくるプログラムです。
※感染症対策を考慮したプログラム内容となっています

野菜を知って、オリジナルジュースをつくろう！

第 1 次募集時のみの特別企画

小学校授業・放課後活動
として実施可能

訪問対面型

凛々子®チャレンジ
カゴメトマトジュース用トマト「凛々子 ®（りりこ）」を栽培する、収穫する、調理して
味わう、一連の “ 植育 ” 体験を通じ、子どもたちがより野菜と親しむ特別企画です。「お
いしい！野菜チャレンジ」プログラムとセットで体験することができます。プログラ
ム実施日までの間も、さらに野菜と仲良くなれるようぜひご参加ください。

チャレンジ
内容

凛々子®の苗が届く 5 月 GW 明け以降を予定／ 1 団体あたり 1 箱（4 苗 ×24 セット）が届きます1

2 栽培の絵日記を書く トマトが大きく育つ様子や変化を観察して絵日記にしよう！

3 先生には報告書とアンケートへのご協力をお願いします ※応募多数の場合は、
　抽選とさせていただきます。

品種登録番号第 12201 号、品種名：KGM993（海外持出禁止）

プ

ラスワンチャレンジ！
凛々子®は畑植え専用の

中玉トマトです。

推奨土量 20L 〜
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裏面にある「よくあるご質問」もご覧ください。

応募から実施までの流れ

20232023年度 募集要項

応募締切
第 1 次締切

第 2 次締切

年間 80 回（オンライン型 多拠点＋単独 50 回・訪問対面型 30 回　※予定）全てのプログラムに応募することが可能です。実施回数

小学校および学童保育・放課後活動団体など、小学生
を対象とした活動をしている団体募集対象 小学 1 〜 6 年生実施対象

日本全国実施地域 40 名／回最大参加人数 オンライン型（多拠点 / 単独）：45 〜 75 分
訪問対面型：90 分実施時間

当選団体にのみ各締め切り後およそ２カ月以内にご連絡いたします。第 1 次に応募された方は、第 2 次にも自動エントリーとなり
ます。結果通知

●実施校・団体は事務局で選出いたします。選考にあたり、確認書ならびに電話などで参加者や実施場所、準備物などについてヒ
アリングする場合があります。また、実施日時の調整をさせていただきます。●実施決定後のキャンセル、日程・会場変更などは
ご遠慮くださいますようお願いいたします。やむを得ない場合はご相談ください。●プログラム当日は、事前準備にお時間頂戴い
たします。実施決定確認時に、入り時間などのご相談をさせていただきますので、あらかじめご了承ください。● 1 団体につき 1
回の応募でお願いします。

選考に
あたっての
留意事項

「おいしい！野菜チャレンジ」WEB サイト応募フォームからご入力、または P6 の応募用紙にご記入の上、FAX もしくはメールにて
ご応募ください。第１次の締め切りまでにご応募いただいた場合、第 2 次募集分に自動エントリーされます。複数回ご応募いただ
く必要はございません。

応募方法 WEB からの
ご応募が
おすすめ
です！

https://npoafterschool.org/yasai-challenge/#contacthttps://npoafterschool.org/yasai-challenge/#contact

プログラムは全て無料でお届けいたしますが、実施校・団体様には準備や当日の進行をお手伝いいただきますので、ご協力をお願
いいたします。費用

机、椅子、手を洗える水場（※使用食器の洗浄や子どもたちの手洗いで水場をお借りします）
できれば　プロジェクタ、スクリーンご用意いただくもの

0303 - 6634- 5596- 6634- 5596FAXFAX

yasai@npoafterschool.orgyasai@npoafterschool.orgメール

（実施 2023 年 7 月〜翌年 3 月）20232023 年 33 月 1010 日 金

（実施 2023 年 9 月〜翌年 3 月）20232023 年 55 月 2828 日 日

WEB サイト応募
フォームよりご応
募ください。FAX、
メールでのご応募
も可能です。

応募

1
step

締め切り日からお
よそ 2 カ月以内に
当選団体にのみご
連絡いたします。

事務局からの
ご連絡

2
step

実施校・団体には、
実施１カ月前まで
に、お電話または
メールにて詳細の
ご連絡をいたしま
す。

事前
打ち合わせ

3
step

実施日に合わせ
て、当日必要な備
品をお送りしま
す。中身の確認・
保管をお願いしま
す。

備品発送

4
step

インターネットの
接 続 や、Zoom ア
プリでの通話テス
トを行います。放
課後 NPO アフター
スクールのスタッ
フが接続のサポー
トをいたします。

接続テスト
（オンライン型のみ）

5
step

当日の進行は放課
後 NPO アフター
スクールのスタッ
フが行います。参
加団体の皆様は子
どもたちのサポー
トをお願いいたし
ます。

プログラム
実施

6
step

第 1 次締切までにご応募
いただいた場合、第 2 次締切分にも

自動エントリーされます
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キ
リ
ト
リ

応募用紙

おいしい！野菜チャレンジ

▼ FAX またはメールでご応募の場合は、以下を全てご記入ください。

ご応募は WEB がおすすめ（この用紙の記入は不要です）

yasai@npoafterschool.orgyasai@npoafterschool.org0303-6634-5596-6634-5596FAXFAX

https://npoafterschool.org/yasai-challenge/#contacthttps://npoafterschool.org/yasai-challenge/#contactWEBWEB2 0 2 32 0 2 3

いただきました個人情報は適切に管理し、「おいしい！野菜チャレンジ」プログラムの審査・実施、および当法人が実施する他活動プログラムや教育情報のご案内のために使用させていただきます。
なお、お客様の同意がある場合、または法令に基づく場合を除き、第三者に個人情報を公開・提供することはございません。ただし、プログラム実施にあたり共催・協働する法人に対してのみ、個人情報の取り扱いを確認した上で、プロ
グラムの審査・実施に必要な範囲で、個人情報の全部または一部を共同利用する場合があります。当法人のプライバシーポリシーは WEB サイト（https://npoafterschool.org/privacypolicy/）よりご確認いただけます。

キ
リ
ト
リ

フリガナ

※自治体からの応募の場合　例：〇〇市教育委員会〇〇課

※基本的にメールでご連絡・ご調整いたしますので必ずご記入ください。

プログラム
実施希望団体の

団体名

団体の種類

住所

担当者氏名

メールアドレス

プログラム
実施希望団体の 運営主体

小学校 放課後児童クラブ 放課後子ども教室 一体型 児童館 その他（　　　　）

公設公営 公設民営 民設民営（民間学童） その他（　　　　　　　　　　　　　　 　）

社会福祉法人 NPO 法人 株式会社 その他（　　　　　）運営団体の種別を
お選びください。

お電話可能な
曜日・時間帯電話 FAX

応募者情報
※こちらに受付確定の
ご連絡をさせて
いただきますので
必ずご記入ください。
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フリガナ

要望・連絡事項など1212

日55月 2828日第2次締切
実施 2023 年 9 月〜翌年 3 月

実施 2023 年 7 月〜翌年 3 月

金33月 1010 日第1次締切

7/12（水）15:30 7/25（火）10:30 8/7（月）13:30 8/24（木）13:30 9/7（木）15:30

9/22（金）15:30 9/27（水）15:30 10/3（火）15:30 10/19（木）15:30 10/30（月）15:30

11/1（水）15:30 11/14（火）15:30 11/30（木）15:30 12/8（金）15:30 12/13（水）15:30

12/21（木）15:30 1/22（月）15:30 1/30（火）15:30 2/7（水）15:30 2/22（木）15:30

A. 日本全国
野菜すごろくの旅編
希望日程
実現可能な日程すべてに
チェックをつけてください。

44

実施可能な曜日すべてにチェックをしてください。 月 火 水 木 金 土

A. 日本全国野菜すごろくの旅編（多拠点オンライン型）

B. 野菜のふしぎ実験編（単独オンライン型）

C. 最強のジュースレシピ編（訪問対面型）

第1希望 第2 希望 第3 希望

実施形式 放課後活動として
（長期休みを含む）

学校の授業としてご希望のプログラム
第 1 希望から第 3 希望をA,B,C よ
り選択してご記入ください。なる
べく第 3 希望までご記入ください。

22

B. 野菜のふしぎ実験編
C. 最強のジュース
　レシピ編
希望時期

55

33

第 1 希望
【　　　　　　　　　　　　　】

第 2 希望
【　　　　　　　　　　　　　】

第 3 希望
【　　　　　　　　　　　　　】

最大参加人数は 40 名 / 回です。参加人数についての詳細は P7 の「よくあるご質問Ｑ.2」をご覧ください。また、原則 1 団体 1 回実施を想定していますが、
小学校授業では 2 回実施の例もございます。2 回実施をご希望の場合は、1　要望・連絡事項欄にその旨をご記入ください。

合計
（　　　　　　）名

内訳
わかる範囲で結構です。

おおよその
参加予定人数

66

（複数回答）

この募集を知った
きっかけ

凛々子®チャレンジの
ご参加（第 1 次募集時のみ）

野菜チャレンジの成果をさらに深めるために、トマト苗を育てる「凛々子®チャレンジ」に
参加を希望されますか？（第 2 次募集ではご参加いただけません） ご参加 希望する 希望しない

1.1. 行政からのご案内（部署名：　　　　　　　　　　　　　　　）
2.2. 放課後 NPO アフタースクールからのご案内
3.3. プロジェクト WEB サイト 4.4. SNS 5.5. その他（　　　　　）

1. または 2. を選択の場合、ご案内方法をお選びください

その他（　　　　　　　　　　　　　　）
勉強会・研修会など（　　　　　　　　）
パンフレット メール 電話

77

88

写真・映像等の
使用許諾

当日、マスメディアの取材が入る場合がございます。また、当法人でも写真、映像を撮影し、編集・加工の上、当法人及び共催・協働
法人の WEB サイト、広報活動、プログラム実施報告等に使用する場合がございます。当プログラムの実施にあたり、参加される全て
のお子様の保護者様に、事前に写真・映像等の使用可否を確認していただくようお願いいたします。なお、許諾を得られていない方が
当日参加される場合は、どの方がそれに該当するかを当法人スタッフまで必ずお知らせください。

保険加入の有無 参加者 ( 子どもたち）が対象の
保険に加入されていますか？

「アレルギーありの参加者がいる」を選択された場合のみ、アレルギーについて詳細をご記入ください（例）ジュースなら可能など

※アレルギーのあるお子様がいらっしゃる場合のご参加可否について、安全に実施するため、いただいた情報をもとに検討させていただきます。

（どちらかにチェックしてください）

「おいしい ! 野菜チャレンジ」で使用するアレルギー表示対象原料 ●りんご　●オレンジ　●バナナ　●もも
上記以外にも野菜や果実（みかん、レモン、パイナップル、ぶどう、グレープフルーツ、マンゴー、パッションフルーツ、アセロラ、ブルーベリー、ラズベリー、クラン
ベリー）を原料にしたジュースを使用します。参加いただくお子様の食物アレルギーの有無についてご確認いただき、下記にご記入お願いいたします。当選後に改めてア
レルギーについては確認させていただきます。

お子様の安全に関わる質問事項 下記項目はプログラム実施・運営にあたり重要な質問項目になります。ご記入いただいた内容と当日の状況が異なる場合は、プログラムを中止させていただく場合がございますので、ご確認の上、必ずご記入ください。

了承して、
参加を希望します

加入していない加入済み 　 保険の種類と内容（　　　　　　　　　　　　　　）

参加者全員アレルギーなし アレルギーありの参加者がいる　

1111

6 年生
（　　　　）名

5 年生
（　　　　）名

4 年生
（　　　　）名

3 年生
（　　　　）名

2 年生
（　　　　）名

1 年生
（　　　　）名

1212

食物アレルギー
わかる範囲で結構です。
正確な情報は正式決定後に
確認させていただきます。

99

1010

（例：10 月 11 〜 13 日、秋休み）
実施希望時期

実施可能曜日

2024年
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お問い合わせ時は「おいしい！野菜チャレンジ」と
一言いただければ幸いです。

https://npoafterschool.org/yasai-challenge/#contact
● 受付時間  平日 10 時〜17 時

yasai@npoafterschool.org

おいしい！野菜チャレンジ

よくあるご質問

お気軽にお問い合わせください！

「おいしい！野菜チャレンジ」は 2 社の協働プロジェクトです

QQ11 対象学年はありますか？
主に小学 2 〜 3 年生のお子様を想定してプログラムを
作成していますが、それ以外の学年のお子様もお楽し
みいただけるよう、実施先様の状況に応じて一部内容
や難易度を調整させていただいています。

QQ55 行政より指示があった場合、
延期などはできますか？
新型コロナウイルス感染症の状況で実施が難しくなっ
てしまった場合には、ご相談いただけます。

QQ66 当選するにはどうすればよいですか？
長期休みの時期は、実施のご希望が集中します。幅広
い日程をご提示いただけますとありがたいです。

QQ77 事情があり、参加者全員からは
写真・映像等の使用可否の確認を
とれないのですが、
その場合応募できませんか？
ご応募いただけます。使用可否の確認がとれていない
方、および、使用を許諾されない方は撮影しないなど
の配慮をいたします。（事前の確認がとれていない方が
当日参加される場合も配慮しますのでお知らせください）

QQ88 オンラインに使用する
機材がないのですが…
プログラム実施に必要な機材は全て無料でお貸ししま
す。（モバイル Wi-Fi/ パソコン / ケーブル等）機材の
接続サポートもしますので、インターネット環境や通
信機材のない団体様も安心してご応募ください。

QQ22 最大の参加人数は何名ですか？
本プログラムは 40 名が最大参加人数です。基本的に
1 団体 1 回の実施ですので、40 名を超える場合は、学
年で区切ったり申込制にしていただくなどのご対応を
お願いしています。ただし、小学校授業の場合は、複
数回実施などの例もございます。

QQ33 日本全国野菜すごろくの旅編、
野菜のふしぎ実験編、
最強のジュースレシピ編の全てに
応募することはできますか？
ご応募いただけます。応募時に第 1 〜第３希望の欄 
全てにご記入いただくと、当選確率が上がりますので、
ぜひご検討ください。（「日本全国野菜すごろくの旅編」
は放課後活動限定となります）

QQ44 当日のスタッフは必要ですか？
お子様対応で数名のスタッフの方にご協力いただけ
れば助かります。進行は当法人スタッフが全て行い
ます。

  オンライン

カゴメは食に携わる企業として、企業活動を通じた健康 
長寿への貢献を目指し、1964 年以来さまざまな食育の取
り組みを積極的に行っています。「おいしい！野菜チャレ
ンジ」はカゴメの持つ野菜の知見や野菜をおいしく加工す
る技術を活用したプログラムです。楽しみながら野菜に接
する体験を通じ、野菜の魅力を知ることで、子どもたちの
野菜への興味を育んでいきたいと考えています。

カゴメ株式会社

全国の放課後を “ ゴールデンタイム ” にし、子どもたちのチャレン
ジ意欲や自己肯定感を育むことを目指して、放課後の居場所「アフ
タースクール」の展開と多種多様な企業・団体と連携した子育て・
教育プログラムを各地で実施しています。カゴメとの協働によって
実現した本プロジェクトを通じて、野菜と仲良くなるきっかけづく
りに貢献できたらと考えています。ぜひ、学校や放課後の居場所で
の食育につなげていただけますと幸いです。

放課後 NPO アフタースクール

お気軽にお問い合わせください！

WEB から
お問い合わせ・

ご応募
いただけます！ 050- 1741- 3912050- 1741- 3912
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