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和泉申学校

よくかんで食事をしましょう｡

《よくかむことの効果〉
①食べ物の洪化､吸収をよくする｡

食べ物を噛み砕く時､唾液に含まれる消化を助ける成分が
食べ物と混ざり合って胃に送られるため､消化､吸収されや
すくなります｡

②虫歯の予防に役立つ｡

よく噛むと唾液が多く出て､口の中で虫歯菌が活動しにくい

状態になります｡

③肥溝を防ぐ｡
よく噛むと､脳の満腹中枢が刺激されて満腹感を感じるため､

食べ過ぎを防ぎます｡

④脳の働きを活性化させる｡
よく噛むと脳の血淀がよくなり､記憶力や集中力を高める

効果があると言われています｡

『よく噛むこと』は､単に食べ物を小さくするだけでなく,このようにさまざまな効果が

あると言われています｡

『食育』とは､生きる上での

基本であり､知育.億育･体育

の基礎になるものです｡

さまざまな経験を通して､ 『食』
に関する知識と『食』を選択す

る力を習得し､健全な食生活を
実践することができる人を育て
ることです｡
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