
◇ 食卓のいやしを演出する 「テ ー ブ ル コ ー デ ィネ ー ト講 座 」

[目　 　 的]

　現在、各家庭 での食生活 は多様化 し、多 くの家庭 での食事 が、多忙な 日常生活の 中では簡易

化 され、外食 や中食な どが増 えお り、家族揃 って食事 をす る回数 も減少傾向 にある。 また、食

材 の季節 や食 べ物 が作 られ る過程 も見 えに く くな っている。 そんな環境下で、食べ物 と しっか

り向き合 い、五感 を刺激 した楽 しい、美 味 しい食事 ができれば、体 だけでな くメ ンタル面 に も

よい影響 を与 え る。 日常 の食卓 でのち ょっとした一・工夫 で、 ゆ った りとした気持 ちで、 お い し

くお茶 を飲 んだ り食事 をす ることができ る食空 間の演習、食卓 で季節 を感 じた り、 日本の伝統

あ る食文化 に触 れ る食空 間の演 出、 あ るいは家族 に とってのテーマ性 のある食空間の演出がで

きれば、心豊 かな食生 活が実現 される。家族 の心 の健康面 に役立つ ことを目的 に、食卓での演

出で癒 しの空 間を共有 し、食生 活の向上 に役立 ていただけ るよ う、本u座 を開講 してい る。

[内　　容]

　本学 の食物栄養 学科 と他学科 および コンソー シアムの他大学 の学生へのオ ープ ン科 目と して

開講 してい る 「テー ブル コーデ ィネー ト論」 と 「食空 間プ ロジュース論」 の非常勤講 師をお願

い してい るフー ドアー トの中野久美子 先生 を栄養 ク リニ ックにお招 き して、家庭での食卓 の癒

しを演 出す るテー ブル コーデ ィネー ト教 室を開催 した。季節毎 に4回 開催 の予定だ ったが、本

年度 は都合 によ り夏、秋、冬 の3期 に下記 のテーマで教室 を開催 した。

　夏 の教 室　～初夏 の食卓 とお皿 の上 のデザイ ン～

　 食べ物 が腐敗 しやすい季節 を考慮 し、市販 の ドライ フルーツ ・野菜、缶詰 め ・瓶詰め製品を

使用 し、 ガ ラスの器 を中心 に使用 して、初夏 の清 々 しいテーブルの演 出方法 を学んだ。
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　秋 の教室　～秋の果物 を使 った食卓演出～

　秋 の代表 的な果物、 リンゴ、 ブ ドウ、柿 な どを用 いて、実 り豊 かな 自然への感謝 の気持 ちを

演 出 したテーブルで、心地 よい時 間を共有 し、果物 のカ ッ ト法、色 や器な どとの組み合 わせ と

ア レンジ法 を学 んだ。 また、 この 日はホ ッ トワイ ンの豊潤 な香 りと晩秋のな ご りを楽 しんだ。

　冬 の教 室　～あたたか くて美 味 しい食卓 ～

　寒 さ厳 しいこの季 節、 ココロとカラダの温 ま る、冬 の テー ブルの演出法 を学 び、癒 しのひ と

ときを過 ご した。 お客様 か らご寄贈 の ピンクゴール ド・グラスの大皿 と花器 を使用 し、写真 に

示す よ うに、色を使 い過 ぎず に配色 し、市販品の スナ ック ・菓子 と飲 み物な どで格調 の高い コー

デ ィネー トの演出を楽 しんだ。

[成 　　果]

　 この教室 に参加 された方 は、楽 しい癒 しのひ とときを過 ごせた ことに満足 してお帰 りにな る。

そ して、次 の教室へ の期待 が大 きい。家庭 でち ょっと した一工夫 で実現 できる食空間の演 出、

ほんの少 しの ヒン トで、誰 で も実行 でき る洗練 された プロの手技 が学 べる とい うところが、 こ

の教室 の魅力 だ と思 われ る。 時には、珍 しい食材 の紹 介や食器 の使 い方 な ども喜 ばれ る。 この

教室 に参加 した 日は、 とて も幸 せな気分 で満 た され、 帰宅後の家族 との会話 も弾 み、 日常か ら

非 日常 的な幸 せな時間を もつ ことがで きるな どの好評を いただて いる。具体 的には下記 のよ う

な感想 が寄 せ られた。
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・ア ッ トホームな雰 囲気 のなかで、楽 しい時間を過 ごしなが ら学 ばせて いただ いた。参加者 や

スタ ッフとの楽 しい交流 ができ、次 回 も楽 しみに しています。

・日頃、使 った ことのない食材 な どの知識 や使 い方 が学べて よか ったです。家族や友人を招い

て、 学んだ演出方法 を使 ってみます。 ワクワクして今か ら楽 しみです。

・フルー ツの ヨー グル トと生 ク リームでの食べ方 が新鮮 で した。市販 の冷凍パ イで、簡単 なお

もてな し方法 を習得 できま した。 とて も楽 しか ったです。早速、試 してみ ます。

・この講 座 はお花 を使 って、 テー ブル コーデ ィネー トをす るもの と思 って いま したが、 食べ る

果物 や食品で季節感 の出 し方 や初 めて体験す る素敵 な演 出、新 しい食べ方 を学ぶ ことがで き、

とて も感謝 して います。

・普通 の食品で、 こんなに素敵 な コーデ ィネー トができ ることに驚 きま した。特 に、色彩 の組

み合 わせが勉 強 にな りま した。 とて も楽 しか ったです。家族 の特別 な 日や お もてな しの時 に

絶対 に活用 します。

・いつ も素敵な食材 の紹介 があ り、楽 しみ に しています。 また、 テーブルで の コーデ ィネー ト

が個 性的で、素敵 で、参加者 と楽 しくお しゃべ りができ るのが何 よ りです。

　　　 　　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　　 (木戸詔 子)
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