
子ども料理教室開講講座　・・・１・・・

　

＜料理を通して子どもたちに伝えたいことは？＞

どうして、子ども料理教室開講コースを始めようと思ったのか？

２００９年に子ども料理教室まざありいふ☆きっずを開講して、今までのレッスン回数、約１４００回。

参加延べ人数は、５１００名を越えました。（２０１６年１２月末現在）

　

子どもが、楽しくお料理できる場を創りたい。

そう思って、自宅で子どものための料理教室を始めました。

食べることは「生きること」に繋がっています。

食材を目で見て、手で触って、鼻で匂いを嗅いで、食材の焼ける音を聴く、そして最後は舌で味わう。

五感を使って、子どもの力だけでやり遂げる料理教室をモットーに、日々レッスンしています。

おかげさまで地域の子どもたちに支持され、また遠方からわざわざ来て下さる生徒さんも多くなっています。

しかし教室が狭いこと、大人数の子どもを一人でみるのは難しいこと、開催時間が限られていること・・・

などから、子どもたちが「料理体験」をする機会を十分に作れていません。

もっと、もっと・・・子どもたちが楽しく、自分らしく、あたたかい雰囲気の中でお料理できる環境を作りたい！

そのためには、どうすればいい？

じゃあ、子ども料理教室を増やせばいい！

子どもが好きな人、料理が好きな人、「場」を作るのが好きな人・・・

その中で、子ども料理教室を開きたい！って思っている方は、いらっしゃるはず。

そう思って、子ども料理教室開講コースを開くことにしました。

子どもの、子どもによる、子どものための料理教室。

出来ることから、小さなことから・・・まず初めの一歩を踏み出してみませんか？



・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

子ども料理教室を開講するにあたって、一番初めに決めておくこと。

「子ども料理教室」をすることによって、「何」を伝えたいのか？

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

例えば・・・・・・

・クリスマスやハロウィーンなどの「イベント」に合わせて、「楽しむ」ことを目的にする。

　※クリスマス＝クリスマスケーキ、ハロウィーン＝かぼちゃ料理、りんごを使ったお菓子など。

　イベントなので、料理以外にも「プレゼント交換」「ハロウィーン仮装」などイベント性がある内容も盛り込む。

　　

・子どもたちに「栄養のバランス」のとれた食事の重要性を知ってもらいたい。

　メニュー例：「まごはやさしい」の料理を作る。一汁二菜、一汁三菜。

　※豆、ゴマ、ワカメ（海藻）、野菜、椎茸（キノコ）、いも類を使った料理。

　

・昔から受け継がれている「日本の食」を伝えたい。

　※おせち料理、七夕そうめん、七草粥、郷土食など。
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・「食」を通して、環境問題や食にまつわる世界情勢を教えたい。

　※日本の食糧自給率の低下、現代の日本の農業事情、食品添加物についてなど。

　

↑低果汁オレンジジュースを作ろう。　　　　　　　　↑農園体験レッスン。

　（食品添加物についての実験）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

その他にも、多種多様な「テーマ」が浮かび上がります。

ただ、欲張って多くのことを伝えようとすると、結局は何を伝えたいのか分からないまま終わってしまいます。

そうならないように、伝えたいことを「ひとつ」に絞って、レッスンの組み立てをしていきます。

ワーク「誰に何を伝えたいか？？」

年齢、性別、住んでいる地域、価値観、生活レベル、指向などを趣味レーション

※子ども料理教室は「お母さん」から問い合わせがあるので、ここでは顧客層を「お母さん」に絞ります。

詳細 背景 ゴール

年齢

住んでいる地域

価値観

生活レベル

指向



では　例：栄養のバランスの良いメニューとは？？　をテーマにレッスンを組み立てていきます。

子どもにも分かりやすいよう、「まごはやさしい」を例にとって、考えていきます。

※『まごはやさしい』は食品研究家で医学博士の吉村裕之先生が提唱されている

　バランスの良い食事の覚え方です。

『まごはやさしい』の食材と、その特長・効果は？

 ま　　　：豆類。豆腐・大豆・納豆など。高たんぱく質、ビタミン・食物繊維が豊富。

 ご　　　：ごま。たんぱく質・食物繊維・カルシウム・ミネラルなど栄養豊富。

 は（わ）：わかめ。海藻類。たんぱく質・ビタミン・ミネラル・食物繊維が豊富。

 や　　　：野菜。ビタミン・ミネラルが豊富。

 さ 　　　：魚。たんぱく質や鉄分がたっぷり。

 し　　　 ：しいたけなどきのこ類。ビタミンや食物繊維が豊富。

 い　　　 ：いも類。炭水化物・糖質やビタミン C・食物繊維が豊富。

昔から日本人が食べている食材、旬の食材を使って「まごはやさしい」メニューを考えてみましょう。

　　

例：鮭と雑魚の混ぜご飯、豆腐とワカメとなめこのお味噌汁

　　白菜と人参の胡麻風あえ物、ポテトのお焼き

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・

ま・・・豆類＝豆腐、ご・・・ごま、は（わ）・・・ワカメ、や・・・野菜＝人参、白菜、大葉、さ・・・魚＝鮭、雑魚

し・・・しいたけ（キノコ）＝なめこ、い・・・イモ類＝じゃがいも

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・

次に、メニューのレシピ作り、作業行程について考えていきます。



私は、こんな感じで「ワード」で作業行程を考えながら、レシピを作っていきます。

合い間に画像やイラストを入れたら、よりいっそう分かりやすいでしょうね。

だいたいのレシピが出来上がったら、1回目の試作です。

試作をした時点で、調味料の量の調整、火加減、火を入れる時間など・・・調整します。

そして、もう一度、試作します。

※だいたい、２～３回の試作でレシピが完成することが多いです。

作業の流れが確定したら、次は、その作業の中で

子どもに体験して欲しいところ、学んで欲しいところをピックアップしていきます。

　　  

今回のレッスンのポイントは、「まごはやさしい」の食材を知ること。

豆腐は大豆から出来ているということ。

豆腐を手の平の上で切ってみること。

基本的に、レッスンで使う食材、調味料などは、子どもたちに「これ、な～～んだ？」と初めに問いかけるので

少しずつですが、食材の名前、調味料の名前、調理方法を覚えます。
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ただ、人間は「忘れる生き物」なので、何回もくり返し問いかける必要はありますね。

　 　 　

レッスンで使う食材は、こんな感じで「赤・緑・黄」の食材に分けて、並べています。

赤＝体を作る。　緑＝体の調子をととのえる。　黄＝体を動かすエネルギーになる。

この分け方は、小学校の給食の献立表に書かれていることも多いので、子どもたちにも理解しやすいです。　

※写真の食材は「まごはやさしい」レシピの食材ではありません。

まず、レッスンに入る前に「まごはやさしい」の説明をカンタンにします。

ま→豆類、ご→ごま、は（わ）→ワカメ（海藻）

や→野菜、さ→魚、し→しいたけ（キノコ）、い→いも類。

「まの食材はどれかな？？ご、は、や、さ、し、い・・・それぞれ探してみよう 」

豆腐が大豆から出来ていることを知らない子もいますが、こちらから一方的に答えを示すのではなく

出来るだけ、子ども自身が答えを導きだせるよう、声かけをします。

※豆腐（とうふ）は、大豆 の絞り汁（豆乳 ）を凝固剤（にがり ）により固めた食品である。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ウィキペディアより。

この時、大豆、豆乳、にがりを用意して、説明しても分かりやすいです。

手作り豆腐を作るレッスンを取り入れるのもいいですね。

　  

子どもに是非！体験してもらいたい「豆腐」を手の平の上で切ること。
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坂本廣子の台所育児―一歳から包丁を/坂本 廣子

￥1,330 

Amazon.co.jp 

幼児期からの食育を 30年以上前から提唱し、日本の食育実践の先駆け

ＮＨＫ教育テレビの「ひとりでできるもん」の産みの親でもある、坂本 廣子先生から教えて頂きました。

豆腐を手の平の上にのせて切る・・・！？

「手が切れちゃう！」「怖い～」「無理！」「やりたくない！」

そんな風に言ってる子も、きちんと説明をして、お手本を見せたら・・・？

「指をぴんと伸ばして、お豆腐を手の平にそーっと置いて、上からまーっすぐ包丁をおろして・・・

手の平の上に刃が当たったかな？と思ったら・・・そのまま、すっと包丁を上げてね。ほら切れた 」

「やってみたい！」「出来そう～」「僕からする～」「私から～～！！」

自分で体験するからこそ得られる「達成感」

豆腐を手の平の上にのせて切るだけで、「自分ってスゴイ！」

自尊感情が育てられます。

子ども料理教室のレッスンで大切なのは、子どもが主体になって学べるよう、サポートすることです。

子どもの「体験」の妨げにならないよう、講師自身は「黒子」に徹するよう心がけましょう。

http://click.affiliate.ameba.jp/affiliate.do?affiliateId=13630649
http://click.affiliate.ameba.jp/affiliate.do?affiliateId=13630649


子ども料理教室開講講座　・・・２・・・　＜子どもが調理しやすい環境を整えましょう＞

　

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

コンロ：IHコンロがより安全です。ガスを使う場合、火元が子どもの衣服に移らないよう、注意が必要です。

　　　　　子どもが適切な高さで調理できるよう、コンロの前に踏み台を置きましょう。

　　　　　少し上の方から調理した方が、安全です。

　　　　　※火を使うとき、必ず講師はそばについておきましょう。　　　　　

　

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

調理台：大人が使っている調理台は、子どもには高すぎます。

　　　　　教室では、昇降式のテーブルと踏み台、背が高い子どもにはキッチンカウンターを

　　　　　使って対応しています。

　

調理台は、前に立った子どもの腕が「く」の字に曲がるくらいの高さが適切です。

子どもの身長÷２＋５ｃｍがちょうどいい高さです。

ただ、異年齢の子どもが一緒にレッスンする場合、すべての子どもに合わせるのは難しいです。

その場合、調理台の高さを背の高い子に合わせ、背の小さい子は、踏み台を使う・・・という風に対応してい

ます。

キッチン：小さな子どもの背に合わせて、シンク前やガス台の前に踏み台を用意しておきましょう。



　　  

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

エプロン・上靴・三角巾：教室では上靴をはいて、レッスンすることにしています。

　　　　　　　　　　　　　　　スリッパでは、小さな子どもには大きすぎるのです。　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　料理していると、食材や調味料を床にこぼすこともあるので、上靴を履いています。

純国産上履き 上靴 バレーシューズビニールバレー 10P25jun10

￥397

楽天

エプロン、三角巾は教室に揃えていて、レンタル制にしています。

　　  

手ぶらでレッスンが出来るというのも、セールスポイントの一つになります。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

　　

スペースに余裕があれば、サイドテーブルとし

てワゴンがあれば便利です。

折りたたみキッチンワゴン ホワイト【SALE】

【smtb-k】【w3】

￥3,980

楽天
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子ども料理教室開講講座　・・・３・・・　＜子どもの手に合った調理器具＞

教室で使っている調理器具はこちら↓

子供のための料理道具　台所育児　包丁大　　

カバー付き　　

￥2,436

楽天

台所育児 子供用 小さな手のためのピーラー 　

カバー付 DI-57

￥892

楽天

台所育児 子供用 キッチンばさみ カバー付 DI-

56

￥1,470

楽天

台所育児　 おたま DI-03

￥997

楽天

台所育児　ナイロンフライ返し DI-04

￥787

楽天

「台所育児」シリーズは食育、料理研究家の坂本廣子先生の監修のもとに川嶋工業株式会社が製作しまし

た。

「台所育児」の製品以外にも、子ども向けの調理器具は沢山あります。

ボウルやざる、トレーなど１００均で買える物もあるので、必要なものを少しずつ揃えてもいいでしょう。
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子ども料理教室開講講座　・・・４・・・　＜食材・調味料について＞

食材

・出来るだけ、そのままの形で見せる。

・見て、触って、時には匂いを嗅いでみる。

・食材の名前を子どもたちに「クイズ形式」で確認してもらう。

・一人ひとりが、全ての食材を扱えるよう気を付ける。

・切りにくい野菜は、子どもの手の大きさに合わせて切り分けておく。

調味料

・本物の調味料を使いましょう。

・脱脂加工大豆を使ったしょうゆではなく、丸大豆しょうゆ。

・速醸ではなく天然醸造の「味噌」 

・「みりん風」ではなく「みりん」

・昆布とかつおで出汁をとる。

・市販の○○の素を使わない。

本物の調味料を使ったら、シンプルにカンタンに美味しい料理が出来ます。



子ども料理教室開講講座　・・・５・・・　＜包丁と火の扱いについて＞包丁と火の扱いについて

レッスン中、一番、気を付けているのは「安全に調理する」ということです。

子どもたちが「安全」に調理出来る環境を整えた上で、子ども料理教室は成り立ちます。

その中で子どもたちに「少しハードルの高い」体験をする機会を提供すること。

扱いようによっては「怪我をする」包丁を使うこと、火を扱って調理すること。

これらは一歩間違えれば、危険な事故に結びつくこともあります。

教室では、基本的に子どもたちだけで全ての作業を行ってもらいます。

その理由は、子どもたちが料理をするときに一番大切なのは「自分でやりとげた」と思えることだからです。

料理教室ですので、もちろん包丁を使います。

火の取り扱いについては、IHコンロを使うのでガスよりは安全です。

しかし、IHコンロといっても直火がないだけで、熱を使って調理をするわけですから

本人はもちろん、周りの大人も充分に注意して扱うことが必要です。

※今はガスコンロを使っています。

※ガスであっても、火の危険性を理解して注意すれば大丈夫です。

しかし、包丁も火も子どもにとっては危険なもので、出来るだけ遠ざけたいと考えておられる保護者の方も多

いかと思います。

でも、危険だからといって遠ざけているばかりでは・・・「危険」を分からない子どもになってしまいます。

「危険」に対して無知である方が、よほど「危険」ではないでしょうか？

周りの大人が安全に配慮した環境を整え、包丁や火の安全な扱い方を伝えれば

子どもたちは大人が思う以上に、上手に包丁や火を扱えるようになります。

もちろん、周りの大人や子ども自身が気を付けていても、包丁で怪我をしたりコンロの熱で火傷することはあ

るでしょう。　

だけど包丁や火の危険性を理解し、どのようにすれば安全に調理出来るか・・・

基本的なことをきちんと分かっていれば、大きな怪我にはならないと思います。　　　　　　　　　　　　　　　　　　

包丁や火の危険性を理解した上で、安全に楽しく料理できる環境を、子ども料理教室まざありいふ☆きっず　

は提供します。

※万が一、通院しなければならないような怪我をされた場合に備えて

子ども料理教室まざありいふ☆きっず　は、施設倍賞責任保険 に入っています。

メモ：



子ども料理教室開講講座　・・・６・・・ど＜子どもが怪我をする危険な場面＞な場面

子ども料理教室のレッスン中、「あっ、危ない！」と思う場面がいくつかあります。

その多くは、実は、包丁を使っているとき、火を扱っているときではなく・・・・・・・・

レッスンに飽きて、余計なことをしているときに起こります。

レッスン中、することを見つけられず、調理以外のことに気がむいているとき

気が散っているとき、ふざけているときに起こることが多いのです。

包丁で野菜や肉を切っているとき、子どもの神経は、「食材」と「包丁を握っている手」に向いています。

火を使って調理しているとき、子どもの神経は、「フライパン」と「調理している手」に向いています。

調味料を量っているとき、材料を混ぜているとき、材料をこねているとき・・・何か「作業」しているときは

「作業」していることに、神経が向いています。集中しています。

ただ、ずっと同じ作業を淡々とこなしていると「集中力」は途切れてしまいます。 

レッスン中、異なった「作業」を連続して行うことで、子どもの好奇心を刺激し、途切れがちな「集中力」を繋い

でいるのかもしれません。

まざありいふ☆きっずでは、１回のレッスンで３～４品の料理を作るので、常に「何か」している状況になりま

す。

子ども自身が調理中に、自分のすべきことを自分で見つけられるとベターなのですが、なかなか・・・大人でも

難しいことです。

ですので、レッスン中は「手が空いて暇そうにしている子」がいないよう、講師が声かけして行動を促します。

子ども一人ひとりが、全ての調理行程に関われるよう、バランスをみて声をかけていきます。

目の前の事に集中して取り組んでいるとき、調理しているときには、大きな事故は起こりにくいです。

子どもが退屈そうにしているとき、集中力が途切れているとき

調理以外のことに気が散っているときこそ、事故が起きる可能性があります。

レッスン中は、子どもの様子をよく観察し「失業状態」になっている子どもがいないよう、気を付けましょう。

そして、「危険な場面」になりそうだったら、すぐに「注意する」

もしその時、子どもがふざけていたら、しっかり「叱る」

子ども料理教室で一番大事なことは、「安全に調理すること」

調理中に、包丁で指を切ったり、フライパンで火傷することは、料理をする中で「通過儀礼」のようなものです。

でも、ふざけていることが原因で、自分自身が怪我をしたり、友達に怪我をさせてしまう事は、絶対に避けなく

てはいけません。



子ども料理教室開講講座　・・・７・・・　＜レッスンの流れ＞

レッスン時間は、平日は 16：００～１６：３０の間に入室して開始、土、日曜日は１１：００～開始です。

教室に入ると・・・

まず、手を洗います。

(c) Lathty ｜写真素材 PIXTA 

次にエプロン、三角巾を着け、上靴に履き替えます。

　

アルコール消毒をして、レッスンに備えます。

挨拶。「お料理教室を始めます。宜しくお願いします 」「宜しくお願いします 」

http://pixta.jp/
http://pixta.jp/@takannse/
http://ameblo.jp/motherleaf-kids/image-10777076091-11000324346.html


レッスンで使う食材を確認します。食材の名前を質問して、名前を覚えるよう働きかけます。

　 　 　

レッスンで使う食材は、こんな感じで「赤・緑・黄」の食材に分けて、並べています。

赤＝体を作る。　緑＝体の調子をととのえる。　黄＝体を動かすエネルギーになる。

この分け方は、小学校の給食の献立表に書かれていることも多いので、子どもたちにも理解しやすいです。

作るメニューの説明をします。

例１：「まごはやさしい」昔から日本で食べられている食材とは？バランスの良い食事とは？

「まの食材はどれかな？？ご、は、や、さ、し、い・・・それぞれ探してみよう 」 

　　　ま→豆類、ご→ごま、は（わ）→ワカメ（海藻）

　や→野菜、さ→魚、し→しいたけ（キノコ）、い→いも類。

例２：手打ちうどんを作ってみよう！

　　　「うどんって何から出来ているか知ってる？？」

うどんの原材料（小麦粉、塩、水）を知ること。

「だし」の種類を「匂い」で当てよう！煮干、干し椎茸、かつお、昆布・・・分かるかな？

　  

http://ameblo.jp/motherleaf-kids/image-10609544078-10674334154.html
http://ameblo.jp/motherleaf-kids/image-10614594282-10683890838.html


調理スタート。大体は切るお仕事から始めます。

　 

切る順番は、生で使う野菜・食材 加熱する野菜 肉・魚類です。

　  

調味料も自分たちで量ります。

　

火を扱うのも、全て子どもがします。

レッスン中は、参加している子ども全員が「全ての調理行程」に関わることに気を配ります。

全員が全ての行程に関わることで、調理の流れを理解し、自分で作った「達成感」を味わうことが出来ます。

調理中は「失業している子ども」がいないよう様子を観察し、講師が声をかけていくことが必要です。

http://ameblo.jp/motherleaf-kids/image-10787567426-11020988352.html
http://ameblo.jp/motherleaf-kids/image-10787567426-11020990676.html


調理完成。

　

盛り付けも子ども自身でします。

「自分の食べられる分だけ、盛り付けてね。入れた分は残さないでね」

初めてレッスンした子は、自分が初めて作った料理ということで、多く盛り付けがちです。

量が多いかな？と思ったら「おかわりしていいから、少し減らそうか～。」と声をかけてください。

またレッスンでは色々な食材を使うので、子どもが苦手な食材があることもあります。

その場合「すこーーしだけでいいから、盛り付けようね 一かけらでいいから、食べようね」

と、ほんの少しでもいいので、食べさせましょう。

ほんの少しずつの体験の積み重ねで、偏食が少なくなる場合もあります。

試食開始。 

　  

「手を合わせて、いただきます！」の挨拶と共に試食タイムの始まりです。

調理時間は、説明する時間も含めて約１時間～１時間３０分くらい。試食時間は、約３０分～４５分。

平日は大体、１７：３０過ぎから試食タイムです。（進行状況により、遅くなることも。）

土、日曜日は１２：３０過ぎから試食タイムです。（こちらも進行状況により、遅くなることもあります。）

友達同士のレッスン参加だと、どうしてもおしゃべりが多くなりがち・・・。

おしゃべりしながらでも、きちんと食べていたら良いのですが、おしゃべりに夢中でなかなか食が進まない場

合は

きちんと注意します。

http://ameblo.jp/motherleaf-kids/image-10672434820-10791712520.html


後片付け。

試食が終わったら、自分が使った食器は自分で洗います。

　  

洗い物まで完了したら、レッスン終了。

終わりの挨拶。

「お料理教室を終わります。ありがとうございました」「ありがとうございました」

平日は１８：００～１８：３０終了。土、日曜日は１３：００～１３：３０終了です。

レッスンの流れ（まとめ）

まず、手を洗います。

　　　　　

次にエプロン、三角巾を着け、上靴に履き替えます。

アルコール消毒をして、レッスンに備えます。

挨拶。「お料理教室を始めます。宜しくお願いします」「宜しくお願いします」

レッスンで使う食材を見せます。食材の名前を質問して、名前を覚えるよう働きかけます。

作るメニューの説明をします。

調理スタート。

調理完成。

試食開始。

試食終了後、後片付け。

http://ameblo.jp/motherleaf-kids/image-10788571467-11023033606.html
http://ameblo.jp/chad-n/image-10687169659-10818846268.html


終わりの挨拶。

「お料理教室を終わります。ありがとうございました」「ありがとうございました」

子ども料理教室開講講座　・・・８・・・　＜集客について＞

□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■ 

子ども料理教室まざありいふ☆きっずでは、現在、新規会員様の募集を積極的に行っていません。

※現在、会員様：約７０名、（２０１５年４月時点）の子どもたちがレッスンに参加しています。

そもそも、開講してから約半年くらいで会員様は満席状態になりました。（約８０名）

満席になるために私がしたことと言えば・・・・・・・実はほとんどないのです。

実は、まざありいふ☆きっずでの集客は、「口コミ」がほとんどですので、私自身は熱心に勧誘していません。

ただ、これは「阿倍野」という立地条件の良さが大きな要因の一つだと思います。

１．昔からの「文教地区」で、教育熱心な親御さんが多いこと。（習い事に熱心）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

２．特に小学生が多いこと。（大阪市内でも１、２のマンモス校）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

３．電車のアクセスが良く、通いやすいこと。（教室は、各線天王寺駅から徒歩 5分のところにあります。）

などの理由があると思います。

それに加え、レッスンを受講した子どもたちが、「昨日、お料理教室に行ってん！めっちゃ楽しかったわ♪」

幼稚園や小学校で話したら「え、なに？お料理教室って？？」「どこでやってるの！？行きたい！！」

子どもから子どもへ、そして保護者の方々へ・・・次々に「口コミ」で会員様が増えていったのです。

ですので、平日の１６：００～１８：３０のレッスン、土、日曜日の１１：００～１３：００のレッスン。

おかげさまで、ほぼ満席状態になっているのです。

このように、子どもの数も多く、習い事に関心の高い地域だと「子ども料理教室」の需要があります。

そもそも、私は「子ども料理教室」を始めるにあたって、「阿倍野」という「場」には子ども料理教室の「需要」が

あると確信して始めました。

「場」を見極めてから、始めたこと。それが「勧誘しなくても集客できる料理教室」になった要因の一つかもしれ

ません。

自分が「子ども料理教室」を始めようとしている「場」がどんな「場」か？

そもそも、「子ども料理教室」が必要とされている「土壌」があるのか？

それを見極めるのは、とても重要なことです。

元々ニーズがないところに、「サービス」を提供しても、成果は出にくいです。



では、子どもの少ない地域で、習い事も盛んではなく、駅から教室へのアクセスも良くない・・・

そのような場合は、どういった風に集客すれば良いでしょうか？

１．レッスン日を幼稚園や学校の休日に設定する。

　　例：土曜日、日曜日。夏休みや春休みの長期休暇の期間だと遠方からでも受講しやすくなります。

２．交通のアクセスの良い場所で行う。

　　例：調理実習室の貸室をしている公共の機関（区民センター、公民館など）を利用する。

　　

いずれにしても、「子どもが参加しやすい＝親が連れて行きやすい」ということです。

次は、既に「集客出来る場所」がある場合の集客を考えていきます。

例１：大人の「料理教室」で、子どものための料理教室を開講したい場合。

　　この場合は、料理教室という「出来上がった場」があるので、開講しやすいです。

　　教室に通っている生徒様のお子様向けに開講するのが、始めやすいです。

　　子どものための器具や踏み台などが必要ですが、揃えるものは最小限で済むと思います。

例２：料理教室ではないが「カフェ」や「レストラン」などの「飲食スペース」がある場合。

　　レストランでしたら、ランチタイムのあと、ディナータイムに入るまでに「空き時間」があります。

　　その時間を利用したり、定休日に「イベント」として行うのも良いでしょう。

　　お店に来られるお客様のお子様や、地域の子どもたち向けに開講することが出来ます。

例３：「子どもが集まる場」がある場合。

　　　子ども向けの習い事や託児施設、親子サロン、子育てサロンなど「子どもが集まる場」がある場合。

　　　既に「子ども」が存在しているので、集客は比較的カンタンかもしれません。

　　　ただ、「調理施設」が備わっていない場合は、「子ども料理教室」向けに「場」を整える必要があります。

　　　「場」が無い場合は、公共の「調理実習室」を借りて、イベントとして「料理教室」を行ってもいいでしょう。

　　　

　　

既に子どもが調理出来る「場」があったり、集客出来る場合は「子ども料理教室」が始めやすいと思います。

子どもの、子どもによる、子どものための料理教室。

通いたい！って思っているお子様は、たくさんいるはず♪

私は、もっと、もっと・・・子どもが楽しく、自分らしく過ごせる「場」が増えればいいなぁと思っています。

そして・・・私と同じように考えている「大人」を応援していきたいと想っています！！




