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「味覚の一週間」®とは 

 

「味覚の一週間」®は、1990年、ジャーナリストで料理評論家のジャン＝リュック・プティルノー氏を中心に、フランスで始まっ

た味覚の教育活動です。日本では、2011年より開催され、2016年、日本「味覚の一週間」®は6年目を迎えます。フ

ランス「味覚の一週間」®は2016年に 27周年を迎え、90％の高い認知度がある国民的食育活動です。フランス、日本

の両国で、「味覚の授業」®・「味覚の食卓」・「味覚のアトリエ」の 3つのプロジェクトにより、期間中は、五感を使って味わう

ことの大切さや楽しさを体験できる様々な食育活動を行います。 

 

 「味覚の一週間」®が掲げる 5 つの目的 

1 消費者、特に若者に対して味覚教育・学習を行う。 

2 できるだけ多くの国民に、味や風味を多様な摂取方法で提案することに力を注ぐ。 

3 安全な食べ物を生産・製造・加工するよう働きかける。 

4 食べ物のルーツ（原産地、生産方法、質など）の情報を透明性高く、かつ学問的に消費者に提供する。 

5 バランスのとれた生活スタイルの中で、食べ物の役割の重要性を追求する。 

 

2. 2016年度「味覚の一週間」® 

 

2-1．概要 
 

●テーマ    ：   「おいしく食べて健やかに」 

2016年は、「塩味」「酸味」「苦味」「甘味」「うま味」の五味を五感で味わいながら、 

健康への影響も訴求していきます。 

食の安全と私たちの健康を考慮し、食材の豊かさを守り、生産地、季節感などその多彩な世

界を知るように促します。 

 

●開催日程 ：  日本   ： 2016年10月17日(月）～10月23日（日） 

         （10月16日(日) / 第5回インターナショナルBENTOコンクール最終審査会） 

フランス ：   2016年10月10日（月）～10月 16日（日） 

 

●開催場所 ：  全国 

 

●後援    ：  「味覚の授業」：文部科学省、農林水産省、厚生労働省 

                            在日フランス大使館 

●協賛    ：  東京ガス株式会社、NTTタウンページ株式会社、築野食品工業株式会社、 

株式会社チエ・ロハス・スタイル、一般社団法人日本ソルトマイスター協会 、Sopexa Japon 

                                     （順不同） 
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2-2. 2016 年度招聘シェフ クリスチャン・ル＝スケール氏 

 
「味覚の一週間」®では、毎年フランスからシェフを招聘します。 
本年度は、『フォーシーズンズ・ジョルジュ・サンク・ホテル・パリ』内のメインダイニング『ル・サンク』のシェフを務める 

クリスチャン・ル＝スケール氏がボランティアで日本の子どもたちや学生に「味覚の授業」を行います。 

 

クリスチャン・ル＝スケール（Christian Le SQUER） 

1962年、フランス・ブルターニュ地方生まれ。パリの老舗レストラン『ルドワイヤン』のシェフとして、12年間、ミシュラン三

ツ星を獲得。2014年10月からはパリのパラスホテル『フォーシーズンズ・ジョルジュ・サンク・ホテル・パリ』の総料理長に

就任し、就任後、わずか1年以内でメインダイニング『ル・サンク』が三ツ星を獲得し、話題となりました。本物の風味と

ソースの伝統的なフランス料理の定番に、現代的な要素を加えた”再構築”の料理を得意としています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

クリスチャン・ル＝スケール氏 参加スケジュール 

10月20日(木） 
「味覚の授業」® 中央区立久松小学校 

「味覚のアトリエ」 東京ガス スタジオプラスジーギンザ 

10月21日(金) 
「味覚の授業」® 東京学芸大学附属世田谷小学校 

CLUB JAPON DU GOUT（「味覚のアトリエ」） 東京大学駒場キャンパス 

10月22日(土）  親子向け「味覚のアトリエ」 貝印 カイハウス 

  

 

＊上記の授業、アトリエはすべて取材可能ですので、ご希望の方は事務局までお申し込みください。 
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2-３. 「味覚の授業」®とは 

 

料理人やパティシエ、生産者などがボランティアで小学校を訪れ、子供たちに味の基本と食べる楽しさを教えます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●場所・対象：  

2013年度開催校：全国の小学校 76校、187クラス、5803名 

フランスでの味覚の授業 2013年：2000校、5000クラス、150,000名 

 

 

 

 

 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5回目を迎えた昨年、東京都中央区立泰明小学校にて。 

五感を研ぎ澄ませ、味の基本について学ぶ 食べる楽しみを広げる 

味の基本となる5つまたは4つの味覚を子どもたちに説明。

しょっぱい、すっぱい、にがい、あまい、うまみの食材（塩、米

酢、チョコレート、砂糖、だし など）を子どもたちに渡し、匂い

を嗅がせたり、食感を確かめさせたり、実際に味わったりさせな

がら、味についての子どもたちの理解と関心を促す。感覚を研

ぎ澄ませることにより、味わうことの大切さや食べることの楽し

みを実感するための基礎を固める。 

味の基本や味わうことの大切さを学んだ後、料理人、パティシエ

が持参する味見用食品をクラスメイトと一緒に味わう。シェフや

パティシエが子どもたちとコミュニケーションをとり、料理に対する自

身の思いや意識して食べることの大切さ、食に携わる仕事など

について自らの言葉で伝える。また、子どもたち同士でも感想を

述べ合うなど、食べる楽しみを広げるに欠かせない表現力を養

う。 

 作る楽しみも体験 「味覚の授業」で得られること 

小学校5～6年生を対象にした授業では、「味覚の授業」

に 加えて調理実習も実施。 

上記2段階の学習の後、味の基本である「しょっぱい」、「す

っぱい」、「にがい」、「あまい」「うまみ」の 5味（または4味）

が全て味わえる一皿をシェフの指導のもとで作り、クラスメイト

と一緒に試食。 

「味覚の授業」を通じ、子どもたちは五感を使って5つの味覚を

学び、味わうことの楽しさと奥深さを体験します。また、味の違い

や食材の特徴などを認識し、味わった感想を自らの言葉で伝

えることにより、子どもたちは表現力も養うことができます。 

「味覚の授業」は、子どもたちが「味覚」と向き合う機会であり、

また味わう楽しみから文化の一端である「食」への関心を高める

きっかけでもあります。食文化の担い手である子どもたちが「食」

への正しい理解と高い関心を育むことは、日本の食文化のさら

なる発展や良質な作物の生産の一助となります。 
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2016年「味覚の授業」 主な開催日程と参加講師 
 
●開催地域：全国の小学校 188校、446クラス 講師 227名（2016年10月14日現在） 
●主な参加講師 (敬称略) 
【東京都】    クリスチャン・ル＝スケール（ル・サンク）、三國清三（オテル・ドゥ・ミクニ）、 

内坂芳美(日本味覚教育協会)、藤野真紀子（マキコフーズ・スタジオ）、マロン（料理研究家）、 

オリヴィエ・ロドリゲス（＆ éclé）、ドミニク・コルビ（フレンチ割烹ドミニク・コルビ）、 

風間泰（青山杏亭）、斉藤正敏（パレスホテル）、菊池美升（ル・ブルギニオン）、 

マーク・ボナー（ル・ブルターニュ バー ア シードル レストラン）、田中健一郎（帝国ホテル）、 

柳原尚之（近茶流嗣家 柳原料理教室副主宰）、生江史伸（レフェルヴェソンス）、 

ダヴィッド・ブラン (グランドハイアット東京ホテル)、フレデリック・マドレーヌ（パティスリー ル・ポミエ）、 

松本浩之(レストラン FEU)、島田進・島田徹（パティシエ シマ）、中嶋貞治 (新宿割烹 中嶋) 

坂田幹靖（GINZA kansei）、田村隆 (つきぢ田村) 、武井祐太（ピルエット）、 

祐成二葉（祐成陽子クッキングアートセミナー）、佐藤ゆかり（料理研究家） 

古屋賢介（FURUYA augastronome）、山下春幸(HALYAMASHITA) 、 

境智子(ヴァローナジャポン) 他 

【北海道】     小泉哲也（札幌グランドホテル）、 松永和之（ロワゾ―パーマツナガ）、関川裕哉(ル・クリマ函館) 

大西享典・真田大樹（四季海鮮旬花）、菊池隆大(炭火割烹菊川) 他 

【青森県】   伏見憲子（フードクリエイター） 

【岩手県】     狩野美紀雄(ホテルメトロポリタン盛岡)、宮秀太郎(盛岡グランドホテル) 他 

【宮城県】    渡邉隆 (ホテルメトロポリタン仙台)、三浦克仁（料理旅館三浦屋） 他 

【山形県】      阿部正幸 (ホテルメトロポリタン山形)、佐藤治樹 (出羽屋) 

【埼玉県】      毛塚智之（パレスホテル大宮）、中宇祢満也（浦和ロイヤルパインズホテル） 

鈴木将（ビストロ フジヤマ）他 

【千葉県】      凝地誠（イクスピアリ郷いのこ）、笹木孝信（株式会社イクスピアリ）他 

【神奈川県】  難波秀行（ペタル・ドゥ サクラ）椿直樹（株式会社よこはまグリーンピース）、 

 加藤英二 (HANZOYA) 他 

【茨城県】   堀裕子（料理教室講師）、西野正巳（京遊膳 花みやこ） 

【山梨県】   塘泰三・宮崎寛之（ホテルマウント富士）  

【長野県】     板花芳博（ホテルメトロポリタン長野）、中牧美郎（長野県調理師会大北支部）他 

【新潟県】  長谷川 信司 (古門)、  木村正晃（食の翻訳家）、山貝誠 (料亭 能登新) 、 

         丸山成子（スタジオSEIKO）、砂山和子（料理教室Mamma） 他 

【石川県】   川本紀男（プレミナンス）、尾崎信禎（学校法人国際ビジネス学検スーパースイーツ調理専門学校）、 

         髙木慎一朗（日本料理 銭屋）他 

【静岡県】     桐原直紀（ごはん食堂 桐家）、長澤信太郎（畑ごはんあぐり） 他 

【愛知県】  大鹿裕司、豊吉宏典（ホテルプラザ勝川）、今里武（ホテルアークリッシュ豊橋） 

今井昌人(ホテル名古屋ガーデンパレス)、片岡晃治（シェ松尾 名古屋松坂屋店） 他 

【三重県】   加藤一秀（ヴィラフェリスオルヴィエート） 

【滋賀県】   井上盛博（ホテルニューオウミ）、澤井健司（フランス料理 オペラ） 他 

【京都府】     宮澤政人（ごだん宮ざわ）、堀部努（祇園ほりべ）、石山仙宙(ホテルグランヴィア京都）他 

【大阪府】      太田高広 (ホテルニューオータニ 大阪)、 藤本義章（レストラン ディファランス）他 

【兵庫県】      高木一雄（京料理 たか木）、髙山英紀（メゾン・ド・タカ 芦屋）、 

浦上真一（元ホテル日航大阪レ・セレブリテ）他 

【奈良県】    梅崎正利（一般社団法人奈良県日本調理技能士会）、堀江純一郎（リストランテ イ・ルンガ） 

【島根県】   山口 雄三・山口 倭可子（フランス料理 ランコントレ）他 

【広島県】    高田展久（ナチュラル フレンチレストラン ヌーヴェルヴァーグ）他 

【山口県】   藤谷 幸司（レストラン キャプテン） 
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【香川県】     福本かよ（料理教室Ｋayoパン） 

【愛媛県】   久保田昌司（ふなや） 

【高知県】   青野摩周（BarBaffone） 

【福岡県】      篠原和夫（Restaurant Kazu）、秋吉雄一朗（パリOECD公邸料理人）、 

白木浩（イタリアンレストラン スタジオ―ネ）他 

【宮崎県】   ヒミオカジマ（NY HAKAT tonton） 

【沖縄県】   當山努（リザンシーパークホテル谷茶ベイ）                                                       (順不同) 

●主な開催小学校 

【北海道】    札幌市立 新琴似緑小学校、函館市立 八幡小学校、北星小学校、鍛神小学校 他 

【青森県】   三沢市立 上久保小学校 / 横浜町立 横浜小学校  

【岩手県】     盛岡市立 米内小学校 / 滝沢市立 滝沢第二小学校 / 一関市立 大東小学校 

【宮城県】     石巻市立 北村小学校 / 大崎市立 鹿島台小学校 / 仙台市立 東四郎丸小学校 他 

【山形県】   大江町町立 左沢小学校 / 寒河江市立 柴橋小学校 / 新庄市立 荻野小学校 

【埼玉県】     桶川市立 桶川東小学校 / 新座市立 石神小学校 / 行田市立 下忍小学校 他 

【千葉県】   市川市立 八幡小学校 / 富津市立 大貫小学校 

【東京都】     中央区立 久松小学校 / 新宿区立 四谷小学校 / 江東区立 豊洲北小学校 /  

中央区立明石小学校 /白百合学園小学校 /東洋英和女子学院小学校 / 

大田区立 田園調布小学校 / 聖心女子学院初等科 / 東京学芸大学附属世田谷小学校 / 

目黒区立 鷹番小学校 他 

【神奈川県】  横浜市立 上大岡小学校 / 横浜市立 いずみ野小学校、東中田小学校 

【茨城県】   守屋市立 松ヶ丘小学校  / 水戸市立 稲荷第一小学校 

【山梨県】     山中湖村立 山中小学校 / 富士吉田市立 下吉田第二小学校 他 

【長野県】   須坂市立 高甫小学校 / 安曇市立 堀金小学校 

【新潟県】     新潟市立 中野山小学校 / 新潟市立 東青山小学校 /村上市立 朝日みどり小学校 他 

【石川県】     白山市立 松陽小学校、北陽小学校、金沢市立 小立野小学校 他 

【静岡県】     清水町立 清水小学校 / 富士市立 広見小学校 / 浜松市立 初生小学校 他 

【愛知県】     春日井市立 勝川小学校 / 豊橋市立 福岡小学校 / 名古屋立 大宝小学校 他 

【三重県】   松阪市立 第四小学校 

【滋賀県】    大津市立 和邇小学校 

【京都府】     同志社小学校 / 京都市立 高倉小学校 他 

【大阪府 】    大阪市立 桃陽小学校 / 大阪市立 玉造小学校  / 寝屋川市立 北小学校 他 

【兵庫県】     芦屋市立 精道小学校 / 宮川小学校 / 山手小学校 / 岩園小学校 / 浜風小学校 他  

【奈良県】     奈良市立 伏見小学校 / 奈良女子大学附属小学校 

【島根県】     出雲市立 四絡小学校 

【岡山県】   西粟倉村立 西粟倉小学校 

【広島県】     福山市立 明王台小学校、南小学校 / 安田学園 安田小学校 

【山口県】     宇部市立 神原小学校 

【香川県】     高松市立 屋島東小学校 

【愛媛県】   松山市立 湯山小学校 / 松山市立 湯築小学校 

【高知県】   佐川町立 斗賀野小学校、高知市立 第四小学校 
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【福岡県】     福岡市立 千代小学校 / 飯塚市立 頴田小学校 / うきは市立 小塩小学校 

【宮崎県】   宮崎市立 潮見小学校 / 大淀小学校 / 三股町立 長田小学校 / 小林市立 須木小学校 他 

【沖縄県】   名護市立 大宮小学校 / 恩納村立 仲泊小中学校                                          (順不同) 

 
2-4. 「味覚の食卓」 とは 

 

「味覚の授業」に参加する料理人の店を中心に、五味がバランス良く取り入れられた料理が提供されます。また、今

年は各地のホテルで、お子さまを連れて楽しく味わえるビュッフェを開催する予定です。家族で「味わう」楽しみを体験

する機会を作ります。 

 

●協賛： 東京ガス株式会社、チエ・ロハス・スタイル 

●協力： 株式会社一休 

 

「家族で楽しむブッフェプラン」特集 

一休.com レストランでは、この機会にお子さまと食について語り合える企画として、ご家族でお楽しみいただけるブッフ

ェ特集を実施致します。 

 

来店期間：10月8日（土）～23日（日） 

参加店舗（一例）：東京 スカイ グリルブッフェ 武蔵（浅草ビューホテル）、シンフォニー（ロイヤルパークホテル） 
             マーブルラウンジ（ヒルトン東京） 

埼玉 ペストリーショップ ラ・モーラ（浦和ロイヤルパインズホテル） 

千葉 レストラン カフェ セレース（ANA九ランプラザホテル成田） 

愛知 シェフズライブキッチン（ストリングスホテル名古屋） 

大阪 花梨（ANAクラウンプラザホテル大阪） 

    スプレンディード（ザ・リッツカールトン大阪） 

 

「味覚の食卓」 

【参加店舗】  106軒（2016年10月10日現在） 

 

【愛知県】     ホテルプラザ勝川 「カフェレストラン ソレイユ」、RESTAU K YAMAUCHI、シェ・シュシュ、 

ホテルアークリッシュ豊橋、エルヴェラヴィ、グランファミーユ・シェ松尾 名古屋松坂屋店、 

レセプションハウス名古屋 逓信会館 

【石川県】    日本料理 銭屋、金澤プレミナンス 

【愛媛県】    ふなや 
【大阪府】    kyui、バルべラ、太庵、レストランディファランス、クッキングサロン エストレージャ、 

薬膳専門サイト「楽食 story」 

【香川県】    料理教室 Kayoパン 

【神奈川県】  大ど根性ホルモン 

【京都府】    ごだん 宮ざわ、lementia、祇園 つじ華 

【埼玉県】    パレスホテル大宮「クラウンレストラン」、浦和ロイヤルパインズホテル、Bistro Fujiyama 

【滋賀県】    フランス料理 オペラ 

【静岡県】    OPERA、恵季工房 ペルル、ダ・イケダ・ペル・Pコック、みなみ妙見、懐石いっ木、 

Restaurant Mitsu 、ホテルクラウンパレス浜松中国料理 鳳凰、和楽房 尚庵  他 

【島根県】    ランコントレ、ピノロッソ 

【東京都】    GINZA kansei、Ristorante Pellini Adagio、福和、FURUYA augastronome、 

愛縁喜宴、Restaurant MASA UEKI、日本料理 よし邑、ルアール東郷、 
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ル・ブルターニュ バー ア シードル レストラン、荒井商店、レストラン パッション、麻布 かどわき、 

レストラン リューズ、resonance、オステルリー スズキ、ルヴェ ソン ヴェール駒場、 

レストランKAIRADAアルポルト、Restaurant FEU、パティスリー・レザネ・フォール、アムール、 

 

みちば和食 たて野、パティスリール・ポミエ、ルヴェ ソン ヴェール本郷、HATAKE AOYAMA、 

Bistro Q、LA SCARPETTA、ル メルシマン オカモト、ピルエット、重慶飯店 麻布賓館、 

青山杏亭、セルリアンタワー東急ホテル、メゾンモンマルトル、イタリア料理GITA、新宿割烹中嶋 

祐成陽子クッキングアートセミナー、ルグドゥノムブションリヨネ、お好み焼き文字平、 おこん、他 

【長野県】    ヒカリヤニシ 

【新潟県】    Trattoria Azzurri、ブーランジェリー ラ・ターブル、Farm table SIZU、 

ホリスティックサロン ラ・クルール 、Restaurant uoni 

【兵庫県】    Matsushima、オステリア・オ・ジラソーレ、京料理 たか木 

【広島県】    レ・ザンバサドール 

【福島県】    旬彩レストラン 山ぼうし 

【宮城県】    ホテルメトロポリタン仙台 

【山形県】    出羽屋 

【和歌山県】   和歌山マリーナシティ ロイヤルパインズホテル「カーロ・エ・カーラ」 

【群馬県】   音羽倶楽部  

（順不同） 
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2-5. 「味覚のアトリエ」 とは 
 

「味覚の一週間」インターナショナルBENTOコンクール、「世界の巨匠との出会い」、また、協賛、協力企業が主導

による味覚に関する各種イベントを行います。子供のみならず、一般またはプロ向けの内容です。 

 

①  「味覚の一週間」®インターナショナル BENTO コンクール 
 

日本の“弁当”から世界の“BENTO”へ！ 

日本の食文化のお弁当が世界の共通語“BENTO”になりました。子どもの味覚教育活動に取り組む「味覚の一週

間」®は、世界中からレシピを募集して、第5回“「味覚の一週間」®インターナショナルBENTOコンクール”を開催いた

します。「おいしく食べて健やかに」をキーワードに、五味を取り入れ、栄養バランスを考えた、おいしいお弁当のレシピを

世界中から募集します。 

 

●テーマ    ： 『五味を取り入れ、栄養バランスを考えたお弁当』 

●募集期間： 2016年8月1日（月）～9月27日（火） 

（サイト上での締切り時間は9月28日（水）AM10：00まで) 

●応募方法： 「味覚の一週間」WEBサイト www.legout.jp （日本語・英語）より投稿 

 

●応募資格：①料理の専門家でないこと    

②10月16日(日)に横浜で開催される最終審査に参加できること 

③キッチンの熱源がガスの方(最終実技審査がガス火のため) 

 

●応募条件：①未発表のレシピ  

②食材費：500円程度（１個分） 

③調理時間60分以内（盛り付け含む） 

 

●審査方法： 一次審査：書類選考 

最終審査：ファイナリスト10名による実技審査 

        優勝・準優勝・3位を選出 

 

●最終審査：2016年10月16日（日） 

    @東京ガス横浜ショールーム クッキングスタジオ 

（神奈川県横浜市西区みなとみらい3-5-1、MARK IS みなとみらい４F） 

http://home.tokyo-gas.co.jp/showroom/tys/access/ 
 
 
 

http://www.legout.jp/
http://home.tokyo-gas.co.jp/showroom/tys/access/
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●審査委員 ：    江上 栄子  （江上料理学院 学院長） 
服部 幸應  （学校法人 服部学園 服部栄養専門学校 理事長・校長） 
田村 隆        (日本料理 つきぢ田村 三代目） 
藤野 真紀子（料理研究家・エッセイスト） 
髙山 英紀 （メゾン・ド・タカ 芦屋オーナーシェフ） 
高木 一雄 （京料理たか木オーナーシェフ） 
工藤 裕子 （東京ガス「食」情報センター所長） 

                                 （敬称略・順不同） 

                       

●賞品        :     優勝  ：東京ガス株式会社「かまどさん」 

                 おこめ券10,000円 

 

           準優勝：ストウブ社「ラ・ココット de GOHAN」  

 

３位    ：貝印「旬の包丁２本セット」 

            

特別賞：羅臼昆布 

 

           参加賞：日本のダシ・旨みセット 

 

●主催：「味覚の一週間」インターナショナルBENTOコンクール事務局 

●協賛：東京ガス株式会社、フランス農業・農産加工業・林業省、SOPEXA  JAPON(フランス食品振興会) 

●協力：TNC inc.、ツヴィリングJ.A.ヘンケルス ジャパン株式会社、貝印株式会社、 

羅臼漁業協同組合、八木長本店 

 

 
【2015年開催事例】 
 

 

 

  

優勝  

 

準優勝  

 

3位 
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② CLUB JAPON DU GOUT 
 

「味覚の一週間」ではCLUB JAPON DU GOUT（食のクラブ）という取組を始めました。食にかかわる問題に対し

テーマを決め、各専門家を集め討論を行い、各方面へ提言を行うという、日仏連動の取り組みです。 

 
●開催日時：10月21日（金） 17:15～20:15 二部構成 

●開催場所：駒場ファカルティハウスセミナー室 

（東京都目黒区駒場3-8-1 東京大学駒場ファカルティハウス1F） 

●対象：学生・一般 50名 

●参加費用：500円 

  

第一部   朝食摂取の意義・効果についてディスカッション   (17:15~18:30) 

第１回目のテーマは「朝食摂取の意義・効果について」のシンポジウムを行います。 

日本の朝食事情について、朝食欠食や健康、食文化、学力といった様々な切り口から討論を行います。 

内容は後日メディアに公開します。 

 

■第一部 

司 会       ：瀬古 篤子氏 「味覚の一週間」®事務局長 

パネリスト     ：服部 幸應氏    ： 学校法人服部学園理事長 医学博士 

青柳 恵子氏    ：東京ガス都市生活研究所 

早渕 仁美氏    ：福岡女子大学 大学院人間環境科学研究科教授 

藤野 真紀子氏   ：料理研究家 エッセイスト 

クリスチャン・ル＝スケール氏 ：ル・サンク シェフ 

村松 真理子氏   ：東京大学 大学院総合文化研究科教授 

シリル・シュワルツ氏：「味覚の一週間」®フランス事務局長 

 

                                                                                               （登壇順） 

 

第二部   フランスを中心としたヨーロッパの有機認証制度について   (18:45~20:15) 

 

<基調講演> 大澤隆氏：食文化研究者    

＊ 大澤氏の講演の後、実際に農業に従事する方々にお話を伺います 

 

新倉 大次郎氏:ニイクラファーム代表 東京都西東京市 

宮野 雄介氏   :アグロノーム農園主 長野県東御市 

 

〈試食〉 伊藤 文彰氏 ルヴェソンヴェール東京 オーナーシェフ 

 

大澤隆氏や生産者の方々の講演を受け、認証制度や日本の伝統野菜、栽培方法や、料理人からみた野菜の質

の違いなどについて、議論の幅を広げます。 

その後色々な野菜料理を説明を交えながらご試食いただきます。  

 

 

●主催：駒場友の会 

●共催：ルヴェソンヴェール駒場、「味覚の一週間」事務局 

●協力：東京ガス株式会社 
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③「味覚のアトリエ」 
 
東京ガス株式会社を中心に、著名料理人たちが様々なテーマを設けて、「味覚の授業」やデモンストレーションを各

開催場所で行います。 

 

エディション・コウジ シモムラ 下村浩司氏による「プラスジーセミナー」 

開催日時：10月18日（火）11:00～14:00 

開催場所：東京ガス スタジオ プラスジー ギンザ 

    （東京都中央区銀座7-9-15 ギンザジーキューブビル5・６階） 

対象：料理研究家等 24名 

参加費用：5,000円 

講師：下村浩司（エディション・コウジ シモムラ シェフ） 

内容：「フランス料理と健康志向 ～油脂を科学する～」をテーマに調理実演・調理実習 

主催：東京ガス株式会社 

共催：「味覚の一週間」事務局 

 

ルグドゥノム ・ブション・ リヨネ クリストフ・ポコ氏による「シェフ in キャンパス」 

開催日時：10月1９日（水）15:10～17:00 

開催場所：お茶の水女子大学（東京都文京区大塚2-1-1） 

講師：クリストフ・ポコ（ルグドゥノム・ブション・リヨネ シェフ） 

内容：フランス産栗スープカルダモン風味 フォアグラポワレと共に 

対象：大学生 

主催：東京ガス株式会社 

共催：「味覚の一週間」事務局 

 

クリスチャン・ル＝スケール氏による学生向け「味覚のアトリエ」 

開催日時：10月20日（木）15:30～17:30 

開催場所：東京ガス スタジオ プラスジー ギンザ 

    （東京都中央区銀座7-9-15 ギンザジーキューブビル5・６階） 

対象：食や栄養を学ぶ大学生および専門学生 

内容：スズキのポワレ、レリボソース 

講師：クリスチャン・ル＝スケール（ル・サンク シェフ） 

主催：東京ガス株式会社 

共催：「味覚の一週間」事務局 

 

帝国ホテル 田中総料理長による「味覚のアトリエ」 

開催日時：10月22日（土）10:30～12:30 

開催場所：東京ガス スタジオ プラスジー ギンザ 

    （東京都中央区銀座7-9-15 ギンザジーキューブビル5・６階） 

対象：小学校3～6年生 24名 

参加費用：2,000円（税込） 

講師：田中健一郎（帝国ホテル総料理長） 

内容：第一部 味覚の授業 五感とは何かの解説と５つの味をテイスティングで確認 

     第二部 調理実習 「ドライカレーのナッツ風味 ポーチドエッグ添え」 

主催：東京ガス株式会社 

共催：「味覚の一週間」事務局 
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パティシエ エス コヤマ 小山進氏による「味覚のアトリエ」『ロールケーキのおいしさを徹底解剖！』 

開催日時：10月22日（土）14:00～16:00 

開催場所：パティシエ エス コヤマ お菓子教室 

    （兵庫県三田市ゆりのき台5丁目32-1パティシ エス コヤマ敷地内） 

対象：小学校3～6年生 20名 

講師：小山進（パティシエ エス コヤマ シェフ） 

内容：ロールケーキ 

主催：パティシエ エス コヤマ 

共催：「味覚の一週間」事務局 

 

レストラン パッション アンドレ・パッション氏による「味覚のアトリエ」 

開催日時：10月23日（日）10:30～13:00 

開催場所：東京ガス スタジオ プラスジー ギンザ 

    （東京都中央区銀座7-9-15 ギンザジーキューブビル5・６階） 

対象：J:COM視聴者親子 18組36名 

講師：アンドレ・パッション（レストラン パッション シェフ） 

主催：J:COM、フランス国際放送TV5MONDE 

共催：「味覚の一週間」事務局 

協力：東京ガス株式会社 

 

 

フランス人三ツ星シェフ クリスチャン・ル＝スケールの親子料理教室 

会 場 『Kai House（カイハウス）』 

（東京都千代田区岩本町3-9-5 K.A.I.ビル１・２階） 

開催日時10月22日（土）11:00-13:00 

定 員 16組32名 

内容：そば粉のガレット 

参加費：2,000円（親子で） 

主 催： 「味覚の一週間」®事務局 

協 力： 貝印株式会社 
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著名シェフによる「味覚のアトリエ」 

＜各教室の講師とメニュー＞ 

開催日時：2016年10月22日（土）、23日（日）10:30～13:00 

対象   ：小学校1～6年生とその保護者 2人1組             

参加費用：3,000円（材料費、税込） 

内容   ：第一部 味覚セミナー 

第二部 調理実習「カラフルおすし」他  ※実習メニューは、講師によって異なります。 

開催場所：東京ガスキッチンランド、ショールーム料理教室 

開催日１０月２２日（土）  

料理教室名 店名 講師（敬称略） 定員 

キッチンランド江東 HATAKE AOYAMA 神保 佳永 12組24名 

キッチンランド世田谷 セルリアンタワー東急ホテル 福田 順彦 12組24名 

キッチンランド調布 みちば和食たて野 舘野 雄二 12組24名 

キッチンランド八王子 ルヴェソンヴェール東京 伊藤 文彰 9組18名  

キッチンランド川崎 銀座レカン 高良 康之 12組24名 

キッチンランド千葉 料理研究家 きじまりゅうた 12組24名 

ガスの科学館  料理研究家 藤野真紀子 12組24名 

横浜ショールーム 江戸懐石近茶流嗣家 柳原 尚之 15組30名 

 

開催日１０月２3日（日）  

料理教室名 店名 講師（敬称略） 定員 

キッチンランド足立 日本橋ゆかり 野永 喜三夫 9組18名 

キッチンランド葛飾 アルポルト 片岡 宏之 12組24名 

キッチンランド石神井 アクアパッツア 日高 良実 12組24名 

キッチンランド目黒 パッソアパッソ 有馬 邦明 9組18名 

キッチンランド湘南 横濱元町・霧笛楼 

ウィンドジャマー 

今平茂 

福士誠 

 

12組24名 

キッチンランド浦和 浦和ロイヤルパインズホテル 中宇祢満也 9組18名 

キッチンランド大宮 パレスホテル大宮 毛塚智之 12組24名 

新宿ショールーム 料理研究家 

フードスタイリスト 

藤野真紀子 

マロン 

 

18組36名 

主催：東京ガス株式会社 

共催：「味覚の一週間」事務局 

【2015年開催事例】  

 

 

 
 

                                                                                                     

 

「帝国ホテル」田中総料理長 
藤野 真紀子氏 
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3. 「味覚の一週間」に関する数字 

 

  

 

●「味覚の授業」 

実施小学校  32都道府県 約188校 

          講師 227名  

児童 約13,445名 

    ●「味覚の食卓」 

        参加レストラン     106軒 

●「味覚のアトリエ」  25件 

2016年10月10日現在 
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4. 「味覚の一週間」 呼びかけ人  

磯村 尚徳  （いそむら ひさのり）     : 日仏メディア交流協会会長 、パリ日本文化会館初代館長 

元NHK報道局長  

服部 幸應  （はっとり ゆきお）       ： 学校法人服部学園 服部栄養専門学校 理事長・校長 

医学博士、健康大使  

三國 清三  （みくに きよみ）         ： オテル・ドゥ・ミクニ オーナーシェフ  

柳原 一成  （やなぎはら かずなり）： 江戸懐石近茶流「柳原料理教室」 主宰  

藤野 真紀子（ふじの まきこ）        ： 料理研究家/エッセイスト  

内坂 芳美  （うちさか よしみ）      ： 日本味覚教育協会会長、料理研究家  

 

 
主催 
 

「味覚の一週間」実行委員会 

事務局（企画運営）： 株式会社ヴィジョン・エイ 

事務局長：  瀬古 篤子 

住所   ： 〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷2-7-9-301 

電話   ： 03-3402-5616 / FAX ： 03-3402-5452 

E-mail  ： info@legout.jp   WEBサイト ： http://www.legout.jp 

 
 
後援 
 

「味覚の授業」:文部科学省、農林水産省、厚生労働省 
在日フランス大使館 
 
 
協賛 
 

東京ガス株式会社   

NTTタウンページ株式会社 

築野食品工業株式会社 

株式会社チエ・ロハス・スタイル 

一般社団法人日本ソルトマイスター協会 

フランス農業・農産加工業・林業省、SOPEXA  JAPON(フランス食品振興会) 

 (順不同) 

mailto:info@legout.jp
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協力 

 

日本フランス料理技術組合    

フランス農事功労章受章者協会（MOMAJ）  

学校法人 服部学園 服部栄養専門学校 

クラブガストロノミック・プロスペール・モンタニェ 

フランス料理文化センター 

日本味覚教育協会 

ヴァローナ ジャポン株式会社 

伯方塩業株式会社   

株式会社八木長本店 

貝印株式会社 

ツヴェリング J.A.ヘンケルス ジャパン株式会社 

羅臼漁業協同組合 

ライフスタイル・リサーチャー（TNC inc.） 

株式会社一休 

J:com 

オルビメディア 

長野県調理士会 

JA全農長野 

公益財団法人 春日井市食育推進給食会 

全日本司厨士協会 東海地方本部 

名古屋フランス料理研究会 

新潟市農林水産部食育・花育センター 

静岡県庁「食の都仕事人」 

みやざきの食と農を考える県民会議 

京都府日本調理師技能士会 

奈良県日本調理技能士会 

函館市教育委員会 

株式会社オブジェクティフ  

 

 

（順不同） 

 

 

「味覚の一週間」® 「味覚の授業」®およびそのロゴは商標登録されています。 

 

●●●● 

 

 
本件に関するお問い合わせ先  

「味覚の一週間」事務局 
担当： 瀬古 篤子・三上奈緒   

TEL: :  03-3402-5616 / FAX :  03-3402-5452 
E-mail : info@legout.jp 

       WEBサイト： http://www.legout.jp 

 


