
世界食料デーキャンペーンとは？ 

 10月16日の「世界食料デー」（世界中の人が食べ物について考える日。1981年より国連制定。）

を記念し、日本でヘルシーメニューを食べることで、アフリカの小学校に100万食の給食を届けるこ

とを目指すキャンペーンです。TABLE FOR TWO(TFT)のヘルシーメニューを１食いただくだけで、

飢餓に苦しむアフリカの小学校に給食１食が届きます。イベントやオンラインでの写真投稿などを通

じて、子供たちに温かい給食を届けることも出来ます。今年で4年目を迎えます。 

＊キャンペーン実施機関：2012年10月16日(火)〜11月30日(金) 

 

 

 

メディア掲載 
 

   テレビ 
   フジテレビ  FNNスピーク                              10月16日 
 

   ＷＥＢ 
   グルメぴあ 食べるしあわせクラブMAGAZINE    10月17日 
   池袋経済新聞                                           10月17日 
   オルタナ・オンライン                                    10月15日 
   Jpubb                                                    10月15日 

合計食数   1,403,522 食（注）相当  （注）：寄付金20円＝1食にて食数換算 

        

   コンビニエンスストア                               TFT UA                                   
   ファミリーマート         37,462      学園祭              29,129  
   NEWDAYS                   413,348          イベント                   3,341  
                       チャリティーグッズ              500  
   レストラン                                         
   カレッタ汐留                     2,247       海外                                       
   ビッグエコー                      7,556       USA                1,339  
                        Philippines             725  
   食品                                               
   Oisix                               86,411           その他                                   
   髙島屋                      9,573           楽天レシピ          17,838  
   かんばらいわしカレー       2,376           Facebookキャンペーン    2,320  
       

   事業所食堂                                      

   530団体 合計食数        789,358    

   世界食料デーキャンペーン2012 

100万人のいただきます！ 



様

全国の約9,100店舗にて、通

常の飴と比べカロリーが40％

オフになっている「カロリー

ひかえめのど飴」と甘酸っぱ

いカロリー控えめの「マイ

キューブガム」を販売いただ

きました。 

おにぎりやサンドイッチ、

パンなど計67品目を、493

店舗にて販売いただきまし

た。うち15品目は、栄養学

科などに通う、TFT大学連

合の学生約60名が商品開発

に携わりました。 

 
旬の食材「ぼっちゃんかぼ

ちゃ」を販売いただきました。

お客様に、楽しみながらTFT

についての理解を深めていた

だくために、ハロウィンシー

ルとすごろくがついています。 

人気急上昇中のパティシエ・ 

高木康裕さんがタカシマヤ通販

のために創作した「ガトゥ!

チャ」。生地に大豆を使用する

など、ヘルシーな素材にこだ

わった、新感覚の焼き菓子です。 

TFT大学連合に所属する栄養

学科の学生も開発に参加し

たメニューを、2012年秋か

らカラオケ ビッグエコーに

て提供いただいております。

お肉のようでお肉でない、

新感覚の「べジミート」を

使用したメニューとシー

ザーサラダが対象です。 

静岡県かんばら市特産の

「いわし削りぶし」を使用

した、ヘルシーな和風カ

レー「かんばらいわしカ

レー」を、寄付金つきで販

売いただきました。 

カレッタ汐留 館内レストラン
にて、今年もTFTメニューをご
提供いただきました。カフェダ
イニングでのチキンライスや、
宇治パフェ、沖縄料理のフー

チャンプル定食、ざる中華など、
幅広いバリエーションのあるヘ
ルシー料理を楽しみながら、
TFTにご参加いただけます。 



海外のイベント 

 
 

Philippines 
首都マニラのAsian Development Bankの食

堂にて、世界食料デーに合わせ10月15日から

19日にかけて期間限定で、TFTメニューを販

売いただきました。食堂ではTFTスナックの販

売に加え、Executive Dining RoomでもTFT

メニューが提供されました。地元で採れる材

料を多く取り入れ、野菜を豊富に使用したメ

ニューが、計725食販売されました。 

 
 
アメリカでも、食料デーに合わせて複数のイ
ベントが開催されました。 
サン・ディエゴでは、最近TFTに参加したレ
ストランCalifornia Kebabにて、イベントを
開催しました。クイズゲームや地産のビール
を楽しんだり、地元の学生によるアートの展
示を行いました。 
NYのコロンビア大学ではヘルシーな料理を
食べながら、ソーシャルビジネスについての
熱いディスカッションが行われました。 
またワシントンDCでは、三校からの学生が
アメリカ大学に集まり、ベトナムや日本の
TFT支部との中継を行ったりポショの試食を
するなど、内容が盛りだくさんのイベントを
開催しました。 

America 



世界食料Dayトークイベント 
Share with FIAT SYMPOSIUM 2012 
J-WAVE SPECIAL FEED THE WORLD 

Share with FIAT 
FIATの社会貢献活動「Share with FIAT」がコラ

ボレーションしている、各NPOおよび非営利団体

によるイベント。ブース出展そしてメインステー

ジでは様々なイベントを企画しました。当日はJ-

WAVEで放送中の番組「FIAT. SHARE WITH...」

の公開録音も行いました。スペシャルゲストとし

て平原綾香さん、つるの剛士さんをお招きし、ラ

イブパフォーマンスやトークセッションをお届け

しました。 

 

世界食料Day 

トークイベント 
TABLE FOR TWOが主催する、世界食料デー記念

イベント。10月18日(木)玉川高島屋S・CにてTFT

の親善大使をつとめるキャスターの内田恭子さん

と代表の小暮が、仕事に育児に忙しい女性が楽し

く、カッコよく社会貢献に参加する方法について

お話しました。当日は、約100名の方にお越しい

ただきました。 

 

FEED THE WORLD 
10月15日の世界手洗いの日と、10月16日の世界食料

デーに合わせて実現された、内田恭子さんとTFT代表の

小暮によるラジオ番組。日本と世界をつなぐグローバル

な視点で食の事。衛星の事。いのちのこと。世界のこと。

そして今私たちができることをテーマに、様々なゲスト

を迎えてのトークが繰り広げられました。 



Facebook 
楽天レシピ 
iPhoneアプリ 

iPhoneアプリ 

「Table for Two」 
毎日の食事の写真をiPhoneでアップするだけで、カロリーと

栄養バランスを自動解説する、東京大学発の技術による食事

バランス診断アプリです。食事のバランスは気になるけれど、

いちいちカロリーを調べたり測ったりするのは面倒という人

でも、簡単に健康管理ができるツールです。さらに、ヘル

シーな食事をアップした場合、協賛企業からアフリカの子ど

もたちに学校給食が寄付される仕組みになってます。 

協賛企業：日本たばこ産業株式会社 

株式会社電通レイザーフィッシュ 

株式会社ユーキャンパス 

株式会社アルプロンラボ 

共同開発：foo.log株式会社 

株式会社電通 

株式会社電通レイザーフィッシュ 

 

楽天レシピで 

TABLE FOR TWO 
レシパーさんが投稿した25万以上のレシピを簡

単に検索できるサイト、楽天レシピ。２レシピ

が投稿されるごとに、給食1食分に相当する20

円が、楽天からTABLE FOR TWOへ寄付される

キャンペーンを開催いただいております。 

Facebook 
ヘルシーな食事を写真に撮ってFacebookに投

稿すると、皆様に代わってフィアットから10

食分の学校給食が寄付される、という仕組み。

食料デーキャンペーン期間中に、フィアットの

展開する社会貢献活動「Share with FIAT」の

一環として開催されました。 

 

協賛企業：フィアットクライスラージャパン 



 
 

  
 

日本とアメリカのそれぞれを代表する、ちょっとメタボ

気味なChallengerのお二方による食事日記投稿。 

お二人がFacebookに投稿する、日々の食事や運動、体

重の変化に対し、TFT管理栄養士によるアドバイスや、

多くの友人たちからの応援が寄せられました。 

① ChallengerはFacebook
に食べたものを投稿 

② 投稿に対し、TFT管理栄養士
がアドバイスやコメントを投稿 

 日本代表 TORU 
  開始時：98.8kg 
  終了時：92.6kg（－6.2kg）  

 U.S. 代表 AKI 
  開始時：107kg 
  終了時：97.4kg（－9.6kg） 

③停滞期に直面しても、 
友人たちやTFT栄養管理士による

多くのサポートがありました 

④期間終了時にはなんと、
－6キロの減量に成功！ 

TFT 2  
Facebook 画 



Let’s Cook 
 Let‘s Cookは「健康」と「感謝」それぞれに  

フォーカスしたTFT大学連合主催の料理教室です。

11月25日(日)に江東区青少年センターにて行ない

ました。「健康」企画は、簡単かつボリューム満点

のごはんを紹介し、「感謝」企画ではカップルや友

人同士で参加していただき、ペアで料理作っていた

だきました。栄養学生による健康レクチャーも行い、

作った料理１食につき20円をアフリカの子どもた

ちの給食費に充てました。 

FARM FOR TWO 
  農業体験から食の大切さを実感しようという 

 想いから農業体験やワークショップなどを通し 

 て、学生の食生活をより良いものにしていく、 

 TFT大学連合主催のイベント・FARM FOR  

TWO。10月27日(土)に千葉県東金市あいお農場 

 にて開催しました。有機栽培の野菜収穫から 

 調理までを体験し、食材、食事、農業の大切 

  さを考えました。 

CLUB OF 

AGRICULTURE 
TFT大学連合が食や農に興味のなかった学生に送

る、敷居の低い農業ナイト。CLUBと農業という２

つのファクターを融合させたクラブイベント、

CLUB OF AGRICULTUREを10月28 日(日)に六本

木クラブCUBEにて開催しました。お笑い芸人のコ

ントや大学のミス・ミスターによるファッション

ショーを行い、イベントを通して300食の給食を

アフリカの子ども達に届けることが出来ました。 

University Association 

栄 学 学 専 学
関



学学

グローバルフェスタ2012 
10月6日(土)・7日(日)に日比谷公園にて開催される国内最大の国

際協力イベント、グローバルフェスタにTFTも参加しました。今

年度の出展団体数は250団体で、約10万人以上の来場がありまし

た。今年のテーマは「Think Global, Think Green：世界を変え

よう。未来をつくろう。」。TFTの大学連合も、展示ブースと飲

食ブースに出展し、飲食ブースでは豆腐を使用した白玉とかぼ

ちゃとずんだで作った野菜あんをかけたヘルシーシースイーツ

「緑黄色だんご」を販売しました。当日はあいにくの雨にもかか

わらず、2日間で計382食もの黄緑色だんごを販売することができ

ました。 

また、展示ブースではTFT-UAのリストバンドを販売しました。 

 

 

 

 

 

 

      各大学学園祭 
キャンペーン期間中は大学の学園祭シーズンと重なり、TFT学

生連合に所属する各大学もTFTイベントを実施しました。TFT

ヘルシーメニューの販売や、TFTイベントの実施など、様々な

企画を行い、多くの人々にやアフリカについて知ってもらうこ

とができました。 

【学園祭実施大学】 

 大妻女子大学 

 学習院大学 

 埼玉大学 

 甲南女子学院 

 城西国際大学 

 大阪市立大学 

 中央大学 

 東洋大学 

 神奈川大学 

 京都外国語大学 

 上智大学 

千葉大学 

名城大学 

関西外語大学 

一橋大学 

早稲田大学 

山口県立大学 

京都大学 

東京大学 

東京外国語大学 

法政大学 

 

    計 21大学 

University Association 



FUTSAL FOR TWO 
フットサルをプレーすることで消費したカロリーを、

アフリカの子どもたちへカロリーオンしよう！とい

うコンセプトの下、10月11日（月）ラダ―スポー

ツ（さいたま）、若宮フットサルパーク（名古屋）

にてチャリティーフットサルイベントを開催しまし

た。参加費の中から、1人が1試合プレーすると1食

が、1ゴール決めると10食がアフリカに届けられま

す。135名にご参加いただき、2,560食分の給食を

アフリカの子どもたちへ送ることができました。 

 

協力：カメイ・プロアクト株式会社、日本コカ・

コーラ株式会社、ソーラーフロンティア株式会社 

UkiSpo 
UkiA×Sports=UkiSpo。 

2010年から都内の小中学生を対象に行われている出

張授業プロジェクト”UkiA”をアレンジしたTFT大学

連合のイベントです。11月21日(水)世田谷区立若林

小学校にて開催し、当日は約40人の小学1年から3年

までの子どもたちに参加していただきました。クイ

ズやダンスを通して、教室で椅子に座って受ける授

業ではなく体を動かしながら、食の大切さについて

うきうき楽しく学んでもらいました。 

University Association 



KNOCT 
 TFTの大学連合が主催する、ワークショップ形式の学生

限定イベント。支援する国、される国の垣根を越えて、

食について楽しく真剣に学びました。2日間に分けて行

い、1日目は新たな視点で日本の食を見つめ直し、2日目

はアフリカの方との交流しながら実際にアフリカ料理を

食べることで、アフリカの食文化に触れ合いました。こ

のイベントの参加費は寄付金に回され、75食分の寄付金

を集めることが出来ました。 

University Association 

全国同時に 

いただきます！イベント 
10月14日(日) 、JICA地球広場にて全国7か所の支部をつなぎ、

世界食料デーのスタートを切ったTFT UA（大学連合）主催の

イベント。北海道、東北、関東、東海、関西、四国、中国、

九州のUAメンバーが、WEB電話 Googleハングアウト越しに

繋がり、互いの活動状況をシェア。その後、12:00ぴったり

に一斉にご当地TFTメニューを「いただきます」しました。 

福岡県では同日、「ふくおか共助社会づくりフェスタ」にて

ランチ付イベントを実施した他、屋外の飲食ブース4店舗で

TFTメニューを提供しました。 

 


