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食べものの安全
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Ⅰ．食べものの安全

　みんなはどんな食べものが好きかな？　

今、みんなが食べているもののほとんどは、

人々が長い年月をかけて自然の中から見つ

け、育て、食べられるように工夫してきた

ものだよ。

　でも、食べものだからといって、“絶対に

安全”とは言えないんだ。

食べものを
安全に食べるには

みんなが食べてるもの

食べものは、みんなが生きていくために必要なものだよね。でも、
すべての食べものが絶対に安全とは限らないよ。安全に食べるために
大切な考え方を学んでみよう。

食べものを
安全に食べるには

くなる可能性はあるんだ。

　それは、食べものの中の、体に悪い影響

を与えるものが、「どのくらい悪いか」と、

それを「どのくらい食べたか」で決まるよ。

食べても安全な量をきちんと知って、体の

具合が悪くならないようにしていくことが、

とても大切なんだ。

　そのためにも、主食、主菜、副菜を基本に、

色々な食べものを組み合わせて、バランス

よく食べることが必要なんだよ。

　絶対に安全な食べものがあればいいよね。

でも、どんな食べものでも、体の具合が悪

食べものを安全に食べるには
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Ⅰ．食べものの安全

　「食品添加物」は、味を良く

したり、色や香りをつけたり、

菌やカビの発生を防いで長持ち

させたりするために、食べもの

に使われているんだ。

食品添加物ってどんなもの？

何のために使うの？

食品添加物ってどんなものか、知っているかな？
役割や種類、安全性について説明します。

食品添加物ってどんなもの？
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　食品添加物にはたくさんの種

類があるんだ。どれが使われて

いるかは、食べもののパッケー

ジに書いてあるよ。

どんなものがあるの？
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Ⅰ．食べものの安全

　自然界には、穀物や野菜などの作物にくっ

ついて、作物をダメにしてしまう虫や作物

の病気のもとになるかびなどがいます。

　また、田んぼや畑に雑草がしげって、作

物に栄養が回らなくなることもあります。

　農薬はそれらを退治

する薬で、作物をちゃん

と育てたり、十分な量を

とるために使います。

農薬って、
使っても安全なの？

1. どうして農薬を使うの？

人間が化学的に作り出した食品添加物や農薬も、
使い方をまちがえれば、毒となります。
今回は、農薬について考えます。

農薬って、
使っても安全なの？

食品安全委員会季刊誌「食品安全」
Vol.21（2010 年 1月発行）一部改正

　農家の人は決められたルールを守って農薬

を使い、たくさんの野菜を作ります。

　農薬を使って育てた野菜も、きちんとルー

ルが守られていれば安全です。

　こうした、たくさんの人の努力によって、

野菜は安全でおい

しいみんなの毎日

の食事の材料にな

ります。

4. じゃあ、野菜は食べても大丈夫？
　一つ一つの農薬について、どのくらい食べ

てしまったらどんな害があって、どのくらい

までだったら影響がないのか、食品安全委員

会で科学者が集まって専門的に調べます。

　そして、その農薬は一日あたりこのくらい

までなら食べ物といっしょに食べてしまった

としても体に害がないという量を決めます。

　次にその結果をもとに、安全を守るにはど

のくらいの量をどのように

使えばいいかというルール

を、厚生労働省や農林水産

省などが決めます 。

3. 安全を守るために…

　農薬をまったく使わ

ないで、きれいなキャ

ベツを一度にたくさん作ることはむずかしい

ことです。

2. 農薬を使わないとどうなるの？
（キャベツの例）

農薬を使わないとどうなるか、
試してみた例です

キッズボックスキッズボックス
農薬は、科学的に
調べて、人間の害に
ならないように、
使うルールが決めら
れているんだ！

ルールを守って
いれば安全。
もちろん、まわりの
生き物や環境のことも
考えてルールを
決めているのよ！
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Ⅰ．食べものの安全

　「安全に食べられます」という

期限を示しています。

　おもに、お弁当やおかずなど、

いたみやすい食品につけられます。

消費期限と賞味期限は、
どうちがう？

消費期限とは？

お店で買った食品の袋や容器などに書かれている「消費期限」、
「賞味期限」という日付。どちらも食品をつくった人などが期限を示した
ものですが、意味はちょっとちがいます。そのちがいをきちんと知って、
健康を守り、また、食べ物をムダにしないように心がけましょう。

消費期限と賞味期限は、
どうちがう？

食品安全委員会季刊誌「食品安全」
Vol.12（2007 年 3月発行）一部改正

　「品質が保たれ、おいしく、安

全に食べられます」という期限を

示しています。

　消費期限に比べ、いたみにくい

食品につけられます。つくられた

日から３ヵ月以内のものは年月日

で表示します。３ヵ月をこえるも

のについては、年月で表示することも認められています。日付を過ぎると、すぐに食べられな

くなる、というわけではありませんが、早いうちに食べましょう。

賞味期限とは？

　消費期限も賞味期限も「袋や容器を開けないで」「書かれた保存方法を守って

保存している」場合の、安全やおいしさを約束したものです。一度開けたものは、

早く食べましょう！

ここに
注意 !!

期限表示も大事だけれ
ど、見た目やにおい、

味などでチェックする
ことも大事ね！

食べ物を安全に、おいしく食べるためには、保存方法を守って、期限のうちに食べよう！

キッズボックスキッズボックス

たとえば
、こんな食品に表示されます

お弁当やおそうざい 調理パンや
サンドイッチ

パック入りの食肉 生めん

たとえば
、こんな食品に表示されます
カップめん

缶詰、缶ジュース、
ペットボトル飲料

バター、
ヨーグルト、チーズ

レトルト食品

スナック
菓子
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Ⅰ．食べものの安全

食品安全委員会季刊誌「食品安全」
Vol.45（2016 年 1月発行）

食物アレルギーって
どういうこと？

食物アレルギーは子どもの頃に多く見られます。毎日の食事にかかわる
身近なこととして、誰もが正しく知ることが大事です。

食物アレルギーって
どういうこと？

キッズボックスキッズボックス

食物アレルギーは
「好き嫌い」とは違うよ。
少ない量でも症状が
出ることがあるので

注意！

神経
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消化器

お腹が痛い
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呼吸器
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呼吸が苦しい

食物アレルギーのおもな症状
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