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   教育学の視点から 

「イギリスはおいしい」とも言われるが、イギリス

の学校給食は、やっぱりそんなにおいしくないらしい。

本作品に登場する 2005 年当時のメニューは、フライ

ドポテトやピザなどのジャンクフードばかりだった。 

イギリスで 1979 年に発足したサッチャー保守政権

が「小さな政府」を目指して大幅な公的予算削減に乗

り出したことはよく知られている。教育の分野でもさ

まざまな改革が行われ、その改革は学校給食にも及ん

だ。ほぼ公費で賄われていた学校給食は、1986 年に

完全に民営化された。 

学校給食民営化のキャッチフレーズは、「サービスの効率化を図り、メニューの選

択肢を広げる」ことだったという。しかし、実際に起きたのは食事の質の急激な低下

だった。低価格で子どもが喜ぶ食事を作る業者が好まれた結果、学校給食のメニュー

にはジャンクフードや加工食品が多く取り入れられることとなった。 

 こうした状況の中で子どもたちの健康を守るため、イギリスの人気シェフ、ジェイ

ミー・オリヴァーが学校給食改革に立ち上がった。ジェイミーはまず、ある中学校で

野菜をふんだんに取り入れた手作りの給食を提供しようとした。材料費 1 食 80 円と

いう予算の壁、作業の手間が大幅に増えることへの調理員の反発を乗り越え、子ども

たちに手作りの給食を出す。 

しかし、そうして苦労して出された給食を子どもたちはまったく食べようとしない。

すでにジャンクフードに慣れてしまった子どもたちは、健康的な食事よりもジャンク

フードを好んだのである。1980 年代の教育改革が図らずも子どもたちに与えた影響

は、決して小さなものではなかった。 

中学校段階ではすでに手遅れだと感じたジェイミーは闘いの場を小学校に変える。

そこで、野菜の名前すら知らない子どもたちに、食育の授業を通して健康的な食事の

おいしさ、その大切さを教えていく。 

 日本では 2005（平成 17）年より栄養教諭制度が設けられ、食育の推進が今日的な

課題となっている。なぜ子どもの頃からの食育が必要なのか、日本にいる私たちにも

改めて考えさせる作品である。 

 

加工食品中心の食事イメージ 

（筆者撮影） 

 

I n f o r m a t i o n 

【DVD】中学生はジェイミーの給食を食べるようになるのか。続編はDVD 第 2 巻で。 

・ 『ジェイミー・オリヴァーのスクール・ディナー Vol.2』には「ジェイミー流調理訓

練」、「給食が子供を変える！」の 2 話を所収。 

【参考文献】イギリスの学校給食改革に関する詳細は以下の文献を参照。 

・ 阿部菜穂子「イギリスで巻き起こる『給食革命』 はたして『民営化の失敗』から立

ち直ることはできるのか」『世界』第 745 号、岩波書店、2005 年 11 月、pp.274-280. 
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