
第Ⅴ章 事業効果の検証  

 １．学習者について 

  （１）5 地域全体での事業効果の検証 

    5 地域の学習者は、事前調査（アセスメント）の結果である第Ⅳ章の各地域の

「学習者について」述べたとおり、5地域の学習者間で大きな違いがみられなか

った。従って、本項では 5 地域まとめて検証する。 

    検証対象者数は、事前事後調査がそろった有効回答者で行った。有効回答者数

は 5 地域計 171 人（78.4％）であった。地域・学習者別の結果は以下の通りであ

る。（表Ⅴ-1-1） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ① QOL について 

 「食事のおいしさ」、「食事の満足感」（本宮のみ「食事は待ち遠しいか」）、「食

事の楽しさ」、の 3 項目で捉えた。本宮・小田原と金山の園児はさらに「日々

がたのしいか」の 1 項目を合わせた 4 項目で捉えた。 

 

 ア）「食事のおいしさ」について（n=161） 
    事前調査では「とてもおいしい」81 人（50.3％）、「まあまあおいしい」77 

   人（47.8％）、「あまりおいしいくない」3人（1.9％）で、「おいしくない」は 

いなかった。一方、事後調査では「とてもおいしい」78人（48.4％）、「まあま

あおいしい」76人（47.2％）、「あまりおいしくない」5人（3.1％）未記入 2

人（1.2％）であった。 

    性別にみると、男性は「とてもおいしい」が事前調査では 26 人（49.1％）

であったが、事後調査では 31 人（58.5％）となった。同様に「まあまあおい

表Ⅴ-1-1 食育プログラム参加者人数および調査提出者人数 

地域 本宮

大学生

（n=25)

高校生

(n=9)

留学生

(n=17)

保護者

（n=37)

園児

（n=37)

小学生

（n=28）

保護者

（n=35)

園児

（n=35)

大学生

（n=25)

地元の方

（n=7）

事前調査提出 20 9 17 35 35 28 29 30 19 7

20 9 - 37 27 - 35 15 -

20 9 11 37 28 22 22 7 7

事後調査提出 23 5 4 27 26 28 27 35 2 5

18 7 4 26 25 28 26 30 2 5

数字：人数

事前事後

解析対象者

食育プログラム

（２回目）参加

食育プログラム

（1回目）参加

小田原 京都

17

学習者

（在籍人数）

標津 金山
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しい」が事前調査 27 人（50.9％）から事後調査 21 人（39.6％）、「あまりおい

しくない」は事前調査ではいなかったものの、事後調査では 1 人（1.9％）で

あった。 

    女性では、「とてもおいしい」が、事前調査では 47 人（50.9％）であったが、

事後調査では 55人（43.5％）となった。同様に「まあまあおいしい」が事前

調査 55 人（46.3％）から事後調査 50 人（50.9％）、「あまりおいしくない」は

事前調査 4 人（2.8％）から事後調査 3人（3.7％）であった。 

    すなわち、「食事のおいしさ」では、プログラム前後であまり大きな変化は

みられなかった。性別では、男性では「とてもおいしい」と回答した者が増え

ていたものの、女性ではあまり大きな違いはなかった。 

 

図Ⅴ-1-1 食事のおいしさについて 

 
イ）食事の満足感（n=133） 

    事前調査では「とても満足」35人（26.3％）、「まあまあ満足」89 人 

（66.9％）、「あまり満足していない」9人（6.8％）で、「満足していない」 

はいなかった。一方、事後調査では「とても満足」33 人（24.8％）、「まあ    

まあ満足」89 人（66.2％）、「あまり満足していない」9 人（7.5％）で、 「満

足していない」はいなかった。 

    性別にみると、男性は「とても満足」が、事前調査では 8人（19.5％）であ

ったが、事後調査では 12 人（29.3％）となった。同様に「まあまあ満足」が

29 人（70.7％）から 27人（65.9％）、「あまり満足していない」は 4 人（9.8％）

から 2 人（4.9％）であった。 

    女性では、「とても満足」が、事前調査では 27 人（29.3％）であったが、事

後調査では 21 人（22.8％）となった。同様に「まあまあ満足」が 60人（65.2％）

から 61 人（66.3％）、「あまり満足していない」は 5 人（5.4％）から 8人（8.7％）

であった。 

    すなわち、「食事の満足感」では、プログラム前後であまり大きな変化はみ

(％) 
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られなかった。性別では、男性では良好な変化がみられたが、女性ではやや「あ

まり満足していない」を選択したものが増えていた。 

 

図Ⅴ-1-2 食事の満足感について 

 

ウ）食事の楽しさ（n=161） 

    事前調査では「とても楽しい」67 人（41.6％）、「まあまあ楽しい」81 人 

（50.3％）、「あまり楽しくない」13 人（8.1％）で、「楽しくない」はいなかっ

た。一方、事後調査では「とても楽しい」66 人（41.0％）、「まあまあ楽しい」

80 人（49.7％）、「あまり楽しくない」11人（6.8％）で、「楽しくない」2 人（1.2％）、

未記入 2人（1.2％）であった。 

    性別にみると、男性は「とても楽しい」が事前調査では 20 人（37.7％）で

あったが、事後調査では 25 人（47.2％）となった。同様に「まあまあ楽しい」

31 人（58.5％）から 25人（47.2％）、「あまり楽しくない」2 人（3.8％）、2

人（3.8％）であった。 

    女性では、「とても楽しい」が事前調査では 47 人（43.5％）であったが、事

後調査では 41 人（38.0％）となった。同様に「まあまあ楽しい」50人（46.3％）、

55 人（50.9％）、「あまり楽しくない」11人（10.2％）、9人（8.3％）であり、

「楽しくない」は事前調査ではいなかったものの、事後調査では 2 人（1.9％）

であった。 

    すなわち、「食事の楽しさ」では、全体でも性別でも、プログラム前後で大

きな違いはみられなかった。 
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図Ⅴ-1-3 食事の楽しさについて 

 

   エ）食事の待ち遠しさ（本宮市のみ n=28） 

    事前調査では「いつも待ち遠しい」17人（60.7％）、「待待ち遠しいときも

ある」18人（64.3％）、「あまり待ち遠しくない」7 人（25.0％）で、「待ち遠

しくない」はいなかった。一方、事後調査では「いつも待ち遠しい」17人（60.7％）、

「待ち遠しいときもある」10 人（35.7％）、「あまり待ち遠しくない」1 人（3.6％）

で、「待ち遠しくない」はいなく、有意に良好になった（p<0.01）。 

    性別にみると、男子児童は「いつも待ち遠しい」が事前調査では 1 人（8.3％）

であったが、事後調査では 8 人（66.7％）となった。同様に「待ち遠しいとき

もある」8人（66.7％）から3人（25.0％）、「あまり待ち遠しくない」3人（25.0％）、

1 人（8.3％）であり、有意に良好になった（p<0.05）。 

    女子児童は「いつも待ち遠しい」が事前調査では 2 人（12.5％）であったが、

事後調査では 9人（56.3％）となった。同様に「待ち遠しいときもある」10

人（62.5％）から 7 人（43.8％）、「あまり待ち遠しくない」は事前調査では 4

人（25.0％）であったが、事後調査ではおらず、有意に良好に変化していた

（p<0.05）。 

    すなわち、「食事の待ち遠しさ」では全体をみても、性別にみてもプログラ

ム前後で有意に良好になった。 

(％) 
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図Ⅴ-1-4 食事の待ち遠しさについて 

 

オ）毎日の楽しさ（金山町園児、本宮市、小田原市園児 n=80） 

    事前調査では「とても楽しい」59 人（73.8％）、「まあまあ楽しい」19 人 

（23.8％）、「楽しくない」2 人（2.5％）で、「楽しくない」はいなかった。一

方、事後調査では「とても楽しい」63 人（78.8％）、「まあまあ楽しい」15 人

（18.8％）、「あまり楽しくない」1 人（1.3％）で、未記入 1 人（1.3％）であ

った。 

    性別にみると、男子は「とても楽しい」が事前調査では 25 人（75.8％）で

あったが、事後調査では 27 人（81.8％）となった。同様に「まあまあ楽しい」

8 人（5％）から 6 人（18.2％）と良好に変化した傾向がみられた。 

    女性では、「とても楽しい」が事前調査では 34 人（72.3％）であったが、事

後調査では 36 人（76.6％）となった。同様に「まあまあ楽しい」11人（23.4％）、

9 人（19.1％）、「あまり楽しくない」2 人（4.3％）、1 人（2.1％）であり、良

好に変化した傾向がみられた。 

    すなわち、「食事の楽しさ」では、プログラム前後全体としても性別にみて

も、良好になった。 

 

 

(％) 

-130-



 

図Ⅴ-1-5 毎日の楽しさについて 

 

 ② 食知識について 

     知識に関する項目は、「主食・主菜・副菜を知っているか」、「自分のからだ

の状態や健康、気持ちに適した食事の量（適量）やバランスを知っているか」、

「フードチェーンという言葉を知っているか」、「フードチェーンという言葉の

意味を知っているか」の 4 項目で捉えた。 
 

ア）「主食・主菜・副菜を知っているか」について（n=109） 
    事前調査では「よく知っている」40 人（36.7％）、「知っている」45 人（41.3％）、

「あまり知らない」15 人（13.8％）、「知らない」8 人（7.3％）、未記入はいな

かった。 

    一方、事後調査では「よく知っている」41 人（37.6％）、「知っている」57
人（52.3％）、「あまり知らない」6 人（5.5％）、「知らない」5 人（4.6％）で、

良好に変化した傾向がみられた。 

 性別にみると、男性は「よく知っている」が事前調査では 5 人（15.6％）で

あったが、事後調査では 11 人（34.4％）となった。同様に「知っている」18

人（56.3％）から 17 人（53.1％）、「あまり知らない」7 人（21.9％）、3人（9.4％）、

「知らない」2人（6.3％）、1 人（3.1％）であった。 

 女性はよく知っている」が事前調査では 35 人（45.5％）であったが、事後

調査では 30 人（39.0％）となった。同様に「知っている」27 人（35.1％）か

ら 40 人（51.9％）、「あまり知らない」8 人（10.4％）、3人（3.9％）、「知らな

い」6 人（7.8％）、4 人（5.2％）であった。 

    すなわち、「主食・主菜・副菜を知っているか」では、プログラム前後で全

体としても性別にみても、良好になった。 

 

(％) 
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図Ⅴ-1-6 主食・主菜・副菜を知っているか 

 
イ）「自分のからだの状態や健康、気持ちに適した食事の量（適量）やバラン

スを知っているか」について（n=81） 
    事前調査では「よく知っている」4 人（4.9％）、「知っている」42 人（51.9％）、

「あまり知らない」34 人（42.0％）、「知らない」1 人（1.2％）であった。    

一方、事後調査では「よく知っている」11 人（13.6％）、「知っている」38 人

（46.9％）、「あまり知らない」31 人（38.3％）、「知らない」1 人（1.2％）で、

良好に変化していた。 

 性別にみると、男性は「よく知っている」が事前調査では 8 人（40.0％）で

あったが、事後調査では 11 人（55.0％）となった。同様に「知っている」12
人（60.0％）から 9 人（45.0％）と良好に変化していた。 

 女性は「よく知っている」が事前調査では 4人（6.6％）であったが、事後

調査では 11 人（18.0％）となった。同様に「知っている」34 人（55.7％）か

ら 27 人（44.3％）、「あまり知らない」22 人（36.1％）、3 人（36.1％）、「知ら

ない」1人（1.6％）、1人（1.6％）であった。 

    すなわち、「自分のからだの状態や健康、気持ちに適した食事の量（適量）

やバランスを知っているか」では、男性ではプログラム後に良好に変化した傾

向がみられたものの全体としてはあまり大きな違いはみられなかった。 
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図Ⅴ-1-7 自分食事の量（適量）やバランスを知っているか 

 

 ウ）「フードチェーンという言葉を聞いたことがあるか」について 
   事前調査では「よく聞いたことがある」16 人（19.8％）、「聞いたことがあ

る」34 人（42.0％）、「あまり聞いたことがない」21 人（25.9％）、「聞いたこ

とがない」10 人（12.3％）であった。一方、事後調査では「よく聞いたこと

がある」34 人（42.0％）、「聞いたことがある」30 人（37.0％）、「あまり聞い

たことがない」14 人（29.6％）、「聞いたことがない」3 人（3.7％）であった。 
    性別でみると、男性は「よく聞いたことがある」と回答したものは事前調査

では 1 人（5.0％）だったのが、事後調査では 10 人（50.0％）となった。同様

に「聞いたことがある」3 人（15.0％）、6 人（30.0％）、「あまり聞いたことが

ない」13 人（65.0％）、4 人（20.0％）、「聞いたことがない」3 人（15.0％）

が事後調査ではいなくなり、事前調査にくらべ事後調査では有意に良好になっ

た（p<0.01）。 
    女性では、「よく聞いたことがある」と回答したものは事前調査で 9 人

（14.8％）だったのが、事後調査では 24 人（39.3％）となった。同様に「聞

いたことがある」18 人（29.5％）、24 人（39.3％）、「あまり聞いたことがない」

21 人（34.4％）、10 人（16.4％）、「聞いたことがない」13 人（21.3％）、3 人

（4.9％）と、男性同様、事前調査にくらべ事後調査では有意に良好になった

（p<0.01）。 
 
    すなわち、「フードチェーンという言葉を聞いたことがあるか」では、プロ

グラム実施前に比べプログラム実施後には有意に良好であった（p<0.01）。 

(％) 
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図Ⅴ-1-8 フードチェーンという言葉を聞いたことがあるか 

 

エ）「フードチェーンという言葉を知っているか」について 
    事前調査では「よく知っている」4 人（4.9％）、「知っている」15 人（18.5 

％）、「あまり知らない」35 人（43.2％）、「知らない」27 人（33.3％）であっ

た。一方、事後調査では「よく知っている」16 人（19.8％）、「知っている」

26 人（32.1％）、「あまり知らない」30 人（37.0％）、「知らない」9 人（11.9％）

となり、事前調査にくらべ事後調査は有意に良好となった（p<0.01）。 

 性別にみると、男性は「よく知っている」が事前調査ではいなかったが、事

後調査では 1 人（5.0％）となった。同様に「知っている」2 人（10.0％）から

9 人（45.0％）、「あまり知らない」12 人（60.0％）、8 人（40.0％）、「知らない」

6 人（30.0％）、2 人（10.0％）と良好に変化していた。 

 女性は「よく知っている」が事前調査では 4人（6.6％）であったが、事後

調査では 15 人（24.6％）となった。同様に「知っている」13 人（21.3％）か

ら 17 人（27.9％）、「あまり知らない」23 人（37.7％）、22 人（36.1％）、「知

らない」21 人（34.4％）、7 人（11.5％）と事前調査にくらべ事後調査は有意

に良好となった（p<0.01）。 

    すなわち、「フードチェーンという言葉を知っているか」では、性別でも全

体でもともにプログラム実施前にくらべ、プログラム実施後は有意に良好にな

った（p<0.01）。 

(％) 

＊＊ 

＊＊：ｐ＜0.01
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図Ⅴ-1-9 フードチェーンという言葉を知っているか 

 

③ 態度について 

    態度については、「健康のためにさかな／野菜を食べることは重要だと思う

か」と「生産者への感謝の気持ち」と標津町と金山町にでは「さかな・さかな

生産者」について、本宮市・小田原市・京都市では「野菜・野菜生産者」につ

いて検討した。 

 

ァ）「健康のためにはさかな／野菜を食べることは重要だと思うか」について 
（n=100）（本宮市は除く） 

    事前調査では「とても思う」32 人（64.0％）、「少し思う」16 人（32.0％）、

「あまり思わない」2 人（4.0％）で、「思わない」はいなかった。 
一方、事後調査では「とても思う」30 人（60.0％）、「少し思う」17 人（34.0％）、

「あまり思わない」3 人（6.0％）とあまり大きな違いはみられなかった。 

 性別にみると男性は、「とても思う」は事前調査では 3 人（27.3％）、事後調

査 4 人（36.4％）、同様に「少し思う」8 人（72.7％）、6人（54.5％）、「あま

り思わない」はいなかったが、1 人（9.1％）であった。 

 女性は、「とても思う」が事前調査では 29人（74.4％）、事後調査26人（66.7％）、

同様に「少し思う」8 人（20.5％）、11人（28.2％）、「あまり思わない」2 人

（5.1％）、2 人（5.1％）であった。 

すなわち、「健康のためにはさかな／野菜を食べることは重要だと思うか」

では、全体としても性別にみても、プログラム前後で大きな違いはみられなか

った。 

(％) 

＊＊ 

＊＊：ｐ＜0.01
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図Ⅴ-1-10 健康のためにはさかな／野菜を食べることは重要だと思うか 

 

   イ）「生産者への感謝の気持ちをもつことがあるか」について（n=100） 
    事前調査では「よくある」24 人（22.0％）、「ときどきある」52 人（47.7％）、

「あまりない」30 人（27.5％）、「まったくない」3 人（2.8％）であった。 
一方、事後調査では「よくある」34 人（31.1％）、「ときどきある」56 人（51.4％）、

「あまりない」14 人（13.1％）、「まったくない」3 人（2.8％）、未記入 2 人（1.8％）

と事前調査に比べ事後調査の方が良好であった。 

 性別にみると男性は、「よくある」が事前調査 8 人（25.0％）、事後調査 9 人

（28.1％）、同様に「ときどきある」15 人（46.9％）、18人（56.3％）、「あま

りない」8 人（25.0％）、4 人（12.5％）、「まったくない」1 人（3.1％）、1 人

（3.1％）であった。 

 女性は「よくある」が事前調査 16 人（20.8％）、事後調査 25 人（32.5％）、

同様に「ときどきある」37 人（48.1％）、38 人（49.3％）、「あまりない」22
人（28.6％）、10 人（13.0％）、「まったくない」2 人（2.6％）、2人（2.6％）

であった。 

すなわち、「生産者への感謝の気持ちをもつことがあるか」では、全体とし

ても性別にみても、プログラム前に比べプログラム後に良好な傾向がみられた。 

(％) 
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図Ⅴ-1-11 生産者への感謝の気持ちをもつことがあるか 

 

    ④ 行動について 

     「主食主菜副菜が 1 日に 1 食でも揃うか」と「朝食喫食状況」の 2 項目で捉 

えた。 

 
ァ）「主食主菜副菜が 1日に 1 食でも揃うか」について（n=81） 

    事前調査では「毎日 1 食は揃っている」41 人（50.6％）、「揃っていない」

40 人（49.4％）であった。一方、事後調査では「毎日 1 食は揃っている」45
人（55.6％）、「揃っていない」35 人（43.2％）、未記入 1人（1.6％）であっ

た。 

    性別にみると、男性は「毎日 1 食は揃っている」が事前調査 12 人（60.0％）、

事後調査 15 人（75.0％）で、「揃っていない」は同様に 8 人（40.0％）、5 人

（25.0％）であった。また、女性は「毎日 1 食は揃っている」が事前調査 29
人（47.5％）、事後調査30人（49.2％）で、「揃っていない」は同様に32人（52.5％）、

30 人（49.2％）であった。 

    すなわち、全体でみても、性別でもプログラム後の方がプログラム前よりも

良好であった。 

(％) 
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図Ⅴ-1-12 主食主菜副菜が 1 日に 1 食でも揃うか 

 

   イ）「朝食喫食」について （n=133 、本宮 n=28） 

        事前調査では「ほとんど毎日食べる」116 人（87.2％）、「週に 2～3 日食べ

ない」12 人（9.0％）、「週に 4～5 日食べない」3 人（2.3％）、「ほとんど食べ

ない」2 人（1.5％）であった。 
一方、事後調査では「ほとんど毎日食べる」111 人（84.7％）、「週に 2～3

日食べない」15 人（11.5％）、「週に 4～5 日食べない」3 人（2.3％）、「ほとん

ど食べない」2 人（1.5％）、未記入 2 人（1.5％）であった。 

性別にみると、男性は「ほとんど毎日食べる」が事前調査 38 人（92.7％）、

事後調査 38 人（92.7％）で、「週に 2～3 日食べない」が同様に 2 人（4.9％）、

1 人（2.4％）、「週に 4～5 日食べない」1 人（2.4％）、2人（4.9％）であった。 

また、女性は「ほとんど毎日食べる」が事前調査 78 人（84.8％）、事後調査

73人（79.3％）で、「週に 2～3日食べない」が同様に 10人（10.9％）、1人（15.2％）、

「週に 4～5 日食べない」2 人（2.2％）、1人（1.1％）、「ほとんど食べない」2
人（2.2％）、2 人（2.2％）であった。 

 

本宮市の結果は、事前調査では「毎日食べる」25人（89.3％）、「食べる日の

方が多い」2 人（7.1％）、「食べない日の方が多い」はおらず、「ほとんど毎日

食べない」1 人（3.6％）であった。一方、事後調査では「毎日食べる」24 人

（85.7％）、「食べる日の方が多い」2人（7.1％）、「食べない日の方が多い」は

おらず、「ほとんど毎日食べない」2 人（7.1％）であった。 

性別でみると、男子では「毎日食べる」が事前調査 10 人（83.3％）、事後調

査 2 人（16.7％）、「食べる日の方が多い」は事前調査では 2 人（16.7％）だっ

たが、事後調査ではいなかった。 

女子は「毎日食べる」が事前調査 15 人（93.8％）、事後調査 12人（75.0％）、

「食べる日の方が多い」は事前調査ではいなかったが、事後調査では 2人

(％) 
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（15.5％）、「ほとんど食べない」は同様に 1人（6.3％）、2 人（7.1％）であっ

た。 

 

以上のことから、朝食喫食に関してはプログラム前後で欠食者が数人増えて

いた。 

 

図Ⅴ-1-13 朝食喫食について 

 

ウ）さかなを食べた量について（標津町・金山町 n=48） 
  1 日にさかなを食べた量の平均をみると事前調査が 47.6g であったが、事後

調査では 62.3g となり、プログラム前後で有意に増加した（p<0.05）。 

 
図Ⅴ-1-14 さかなを食べた量 

 
 

(g) 

(％) 

＊ 

＊：ｐ＜0.05 
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エ）野菜を食べた量について（本宮市・京都市 n=35） 
 1 日に野菜を食べた量の平均をみると事前調査が 197.7g であったが、事後

調査では 243.7g となり、プログラム前後で有意に増加した（p<0.05）。 

 
図Ⅴ-1-15 野菜を食べた量 

 
オ）果物を食べた量について（小田原 n=18） 
 1 日に果物を食べた量の平均をみると事前調査が 66.4g であったが、事後調

査では 102.7g と増加傾向があった。 

 
  図Ⅴ-1-16 果物を食べた量 

 

(g) 

(g) 

＊ 

＊：ｐ＜0.05 
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（２）地域ごと（学習者ごと）の検証 

  ① 北海道標津町 

    ァ）研修で訪れた大学生（n=17） 

a.「さかなやさかな料理を食べる回数の変化」について 

     プログラム実施後に「さかなやさかな料理を食べる回数が増えたか」では、

「さかなやさかな料理を食べる回数が増えた」5人（29.4％）、「多いまま変

わらない」5 人（29.4％）、「少ないまま変わらない」7 人（41.2％）であっ

た。 

  すなわち、プログラム後にさかなやさかな料理を食べる回数が多い学生が

増えた。 

 

図Ⅴ-2-1 さかなやさかな料理を食べる回数の変化 

 

     b．「食べたさかなの種類の変化」について 

     プログラム実施後に「食べたさかなの種類が増えたか」では、「食べたさ

かなの種類が増えた」5人（29.4％）、「多いまま変わらない」5 人（29.4％）、

「少ないまま変わらない」7 人（41.2％）であった。 

  すなわち、プログラム後に食べたさかなの種類が多い学生が増えた。 

 

(％) 

(％) 
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図Ⅴ-2-2 食べたさかなの種類の変化 

 

以上のことから、標津を研修で訪れた大学生はプログラム後に「さかなやさか

な料理を食べる回数」が多い学生が増えるとともに、「食べたさかなの種類」

が多い学生も増えたことがわかった。 

 

   イ）標津在住の高校生（n=7） 

a.「鮭を使った料理を食べたいと思うか」について 

     プログラム実施後に「鮭を使った料理を食べたいと思うか」の問に対し、

「とても思う」3 人（42.9％）、「少し思う」2人（28.6％）、「あまり思わな

い」2 人（28.6％）であった。 

     すなわち、7割の生徒が肯定的な回答であった。 

 

図Ⅴ-2-3 鮭を使った料理を食べたいと思うか 

 

    b．「鮭を使った料理を作りたいと思うか」について 

     プログラム実施後に「鮭を使った料理を作りたいと思うか」の問いに対し、

「とても思う」2 人（28.6％）、「少し思う」2人（28.6％）、「あまり思わな

い」2 人（28.6％）、「思わない」1 人（14.3％）であった。 

     すなわち、6割の生徒が肯定的な回答であった 

(％) 
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図Ⅴ-2-4 鮭を使った料理を作りたいと思うか 

 

c.「鮭を使った料理を食べる回数の変化」について 

     プログラム実施後に「鮭を使った料理を食べる回数が増えたか」では「鮭

を使った料理を食べる回数が増えた」1 人（20.0％）、「多いまま変わらない」

1 人（20.0％）、「少ないまま変わらない」3 人（60.0％）であった。 

  すなわち、プログラム後に「鮭を使った料理」を食べる機会が多い生徒が

増えた。 

 

図Ⅴ-2-5 鮭を使った料理を食べる回数の変化 

 

     d．「さかなやさかな料理を食べる回数の変化」について 

     プログラム実施後に「食べたさかなの種類が増えたか」では、「食べたさ

かなの種類が増えた」2人（28.6％）、「多いまま変わらない」3 人（42.9％）、

「少ないまま変わらない」1 人（14.3％）、「少なくなった」1 人（14.3％）

であった。 

  すなわち、プログラム後にさかなやさかな料理を食べる回数が多い生徒が

増えた。 

(％) 

(％) 
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      以上の結果から、標津在住の高校生は「鮭を使った料理を食べたい」、「鮭

を使った料理を作りたい」という食態度は良好であった。また、「鮭を使っ

た料理を食べる回数の変化」と「さかなやさかな料理を食べる回数の変化」

でも多い生徒が増えていた。 

 

ウ）標津に研修で訪れた留学生（n=4） 

a.「 鮭を使った料理を食べる回数の変化」について（n=18） 

     プログラム実施後に「鮭を使った料理を食べる回数が増えたか」では「鮭

を使った料理を食べる回数が増えた」1 人（20.0％）、「少ないまま変わらな

い」2 人（66.7％）であった。 

  すなわち、プログラム後に「鮭を使った料理」を食べる機会が多い生徒が

増えた。 

 

図Ⅴ-2-6 鮭を使った料理を食べる回数の変化 

 

b．「和食の配膳を意識することがあったか」について 

     プログラム実施後に「和食の配膳を意識することがあったか」では、「あ

った」1人（25.0％）、「少しあった」2人（50.0％）、「あまりなかった」1

人（25.0％）であった。 

 

 

c.「和食をもっと食べたいと思うか」について 

     プログラム実施後に「和食をもっと食べたいと思うか」という問に対し、

「とても思う」2 人（50.0％）、「少し思う」2人（50.0％）であった。 

     すなわち、全員肯定的な回答だった。 
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図Ⅴ-2-7 和食をもっと食べたいと思うか 

     

ｄ．「和食の料理を食べる回数の変化」について 

     プログラム実施後に「和食の料理を食べる回数が増えたか」では「和食の

料理を食べる回数が増えた」1 人（25.0％）、「少ないまま変わらない」3人

（75.0％）であった。 

 

図Ⅴ-2-8 和食の料理を食べる回数の変化 

   

      以上の結果から、標津を訪れた留学生は、「鮭を使った料理を食べる回数」 

は増えていた。また、和食についても「配膳する意識」や「和食を食べたい」

という態度は高まっていたものの、実際に和食を食べる回数は増えていなか

った。 

 

   ② 山形県金山町 子ども園の園児とその保護者 

ァ）「鯉を使った料理を食べたいと思うか」について（保護者のみ n=25） 

    プログラム実施後、保護者が「鯉を使った料理を食べたいと思うか」という 

問に対し、「とても思う」4 人（16.0％）、「少し思う」14人（56.0％）、「あま

(％) 
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り思わない」6人（24.0％）、「思わない」1 人（4.0％）であった。 

    すなわち、7割の保護者が肯定的な回答であった。 

 

図Ⅴ-2-9 鯉を使った料理を食べたいと思うか 

 

   イ）「鯉を使った料理を作りたいと思うか」について（保護者のみ n=25） 

    プログラム実施後、保護者が「鯉を使った料理を作りたいと思うか」という 

    問いに対し、「とても思う」2人（8.0％）、「少し思う」6 人（24.0％）、「あま

り思わない」16人（64.0％）、「思わない」1 人（4.0％）であった。 

    すなわち、肯定的な回答をした保護者は 3 割にとどまった。 

 

図Ⅴ-2-10 鯉を使った料理を作りたいと思うかについて 

    

ウ）「鯉を使った料理を作ることができそうか」について（保護者のみ n=25） 

    プログラム実施後、保護者が「鯉を使った料理を作ることができそうだと思 

うか」という問いでは、「とても思う」がおらず、「少し思う」4人（16.7％） 

「あまり思わない」17人（70.8％）、「思わない」3 人（12.5％）であった。 

    すなわち、肯定的な回答をした保護者は 2 割にとどまった。 

 

(％) 

(％) 
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図Ⅴ-2-11 鯉を使った料理を作ることができそうか 

 

   エ）「鯉について話す回数について」（園児のみ n=23） 

    プログラム実施後、園児が「鯉について話す回数が増えたか」では、「増え 

た」10 人（43.5％）、「多いまま変わらない」2人（8.7％）、「少ないまま変わ 

らない」10 人（43.5％）、「少なくなった」1 人（4.3％）であった。 

    すなわち、プログラム実施後、家庭で鯉について話す園児が増えた。 

 

図Ⅴ-2-12 園児が家族に鯉について話す回数 

   

オ）「鯉を使った料理を食べる回数の変化」について（園児・保護者 n=44） 

    プログラム実施後に「鯉を使った料理を食べる回数が増えたか」では「鯉を 

使った料理を食べる回数が増えた」2 人（4.5％）、「多いまま変わらない」6 人

（13.6％）、「少ないまま変わらない」35人（79.5％）、「少なくなった」1人（2.3％） 

であった。 

 すなわち、プログラム後に「鯉を使った料理」を食べる機会が多い家庭が若 

干増えた。 

 

(％) 

(％) 
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図Ⅴ-2-13 鯉を使った料理を食べる回数の変化 

 

以上のことから、園児についてはプログラム前に比べプログラム実施後に家庭 

の中で「鯉について」の会話をする機会が増えていることがわかった。 

また、保護者については食態度のうち「鯉を使った料理が食べたい」について 

は 7 割の保護者が肯定的な回答をしていたものの、「鯉を使った料理を作りたい・

作ることができそうと思うか」では肯定的な回答は 2 割程に減り、食行動である、

「鯉を使った料理を食べる回数が増える」までは多くが至らなかったことがわか

った。 

 

  ③ 福島県本宮市 小学生（n=28） 

ァ）「野菜や野菜料理を食べる回数の変化」について 

    プログラム実施後に「野菜や野菜料理を食べる回数が増えたか」では、 

「野菜や野菜料理を食べる回数が増えた」21 人（75.0％）、「多いまま変わらな

い」5 人（17.9％）、「少ないまま変わらない」2人（7.1％）であった。 

 すなわち、プログラム後に野菜や野菜料理を食べる回数が多い児童が増えた。 

 

図Ⅴ-2-14 野菜や野菜料理を食べる回数の変化 
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    イ）「食べた野菜の種類の変化」について 

     プログラム実施後に「食べた野菜の種類が増えたか」では、「食べた野菜

の種類が増えた」17 人（60.7％）、「多いまま変わらない」6 人（21.4％）、

「少ないまま変わらない」4 人（14.3％）、「少なくなった」1人（3.6％）で

あった。 

  すなわち、プログラム後に食べた野菜の種類が多い児童が増えた。 

 

図Ⅴ-2-15 食べた野菜の種類の変化 

 

ウ）「嫌いな野菜は食べるようになったか」について 

    プログラム実施後に「嫌いな野菜は食べるようになったか」では、「嫌いな 

野菜を食べるようになった」19 人（67.9％）、「変わらない」8 人（28.6％）、「前

から嫌いな野菜はない」1 人（3.6％）であった。 

 すなわち、プログラム後に嫌いな野菜も食べるようになった児童が増えた。 

 

図Ⅴ-2-16 嫌いな野菜は食べるようになったか 

 

   以上のことから、本宮市の小学生はプログラム実施後、野菜や野菜料理を食べ

る回数も増え、野菜の種類も多くなり、嫌いな野菜を食べる用になった児童も増

(％) 

(％) 
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えていたことがわかった。 

 

  ④ 神奈川県小田原市 保育園園児とその保護者 

ァ）「小田原産みかんを食べたいと思うか」について（保護者のみ n=20） 

    プログラム実施後、保護者が「鯉を使った料理を食べたいと思うか」という 

問に対し、「とても思う」3 人（15.0％）、「少し思う」14人（70.0％）、「あま

り思わない」3人（15.0％）、「思わない」3 人（15.0％）であった。 

    すなわち、85％の保護者が肯定的な回答であった。 

 

図Ⅴ-2-17 小田原産みかんを食べたいと思うか 

 

イ）「小田原産みかんを購入したいと思うか」について（保護者のみ n=20） 

    プログラム実施後、保護者が「鯉を使った料理を食べたいと思うか」という 

問に対し、「とても思う」4 人（20.0％）、「少し思う」12人（60.0％）、「あま

り思わない」3人（15.0％）、「思わない」1 人（5.0％）であった。 

    すなわち、8割の保護者が肯定的な回答であった。 

 

図Ⅴ-2-18 小田原産みかんを購入したいと思うか 

 

(％) 

(％) 
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ウ）「みかんについて話す回数について」（園児のみ n=23） 

    プログラム実施後、園児が「みかんについて話す回数が増えたか」では、「増 

   えた」5人（21.7％）、「多いまま変わらない」5 人（21.7％）、「少ないまま変 

   わらない」13 人（56.5％）で、「少なくなった」はいなかった。 

    すなわち、プログラム実施後、家庭でみかんについて話す園児が増えた。 

 

図Ⅴ-2-19 園児が家族にみかんについて話す回数の変化 

   

エ）「みかんを食べる回数の変化」について（園児・保護者 n=42） 

    プログラム実施後に「みかんを食べる回数が増えたか」では「みかんを食べ 

る回数が増えた」7人（16.7％）、「多いまま変わらない」26人（61.9％）、「少 

ないまま変わらない」9人（21.4％）、であった。 

 すなわち、プログラム実施後にみかんを食べる機会が多い家庭が全体の 6 割 

に増えた。 

 

図Ⅴ-2-20 みかんを食べる回数の変化 

 

以上のことから、プログラム前に比べプログラム実施後に家庭の中で「みかん 

について」の会話をする機会が増えた児童は 2割であった 

(％) 

(％) 
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また、保護者はプログラム実施後「小田原産みかんを食べたい」と「小田原産 

みかんを購入したいと思うか」では、8割の保護者が肯定的な回答をしていたこ

とから、プログラム実施により食態度が高まったことがわかった。 

さらに、「みかんを食べる回数」でも「増えた」と回答した保護者、つまり食

行動まで良好に変化した保護者が 2 割いたことがわかった。 

    

⑤ 京都府京都市 京都市の大学生と地元の方 

ァ）「京北産野菜を食べたいと思うか」について（n=7） 

    プログラム実施後、「京北産野菜を食べたいと思うか」という問では、「とて 

も思う」5人（71.4％）、「少し思う」1 人（14.3％）、「あまり思わない」1 人（14.3％） 

であった。 

    すなわち、8割の学習者が肯定的な回答であった。 

 

図Ⅴ-2-21 京北産野菜を食べたいと思うか 

 

イ）「京北産野菜を購入したいと思うか」について（n=7） 

    プログラム実施後、「京北産野菜を購入したいと思うか」では、「とても思う」 

5 人（71.4％）、「少し思う」1 人（14.3％）、「あまり思わない」1 人（14.3％） 

であった。 

    すなわち、8割の学習者が肯定的な回答であった。 

(％) 
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図Ⅴ-2-22 京北産野菜を購入したいと思うか 

 

ウ）「京北産野菜食べる回数の変化」について（n=7） 

    プログラム実施後に「京北産野菜を食べる回数が増えたか」では「京北産野 

菜を食べる回数が増えた」2 人（28.6％）、「多いまま変わらない」3 人（42.9％） 

「少ないまま変わらない」2 人（28.6％）であった。 

 すなわち、プログラム実施後に京北産野菜を食べる機会が多い学習者は 7 割 

と増えた。 

 

図Ⅴ-2-23 京北産野菜食べる回数の変化 

 

エ）「野菜や野菜料理を食べる回数の変化」について 

    プログラム実施後に「野菜や野菜料理を食べる回数が増えたか」では、「野 

菜や野菜料理を食べる回数が増えた」3 人（42.9％）、「多いまま変わらない」4 

人（57.1％）であった。 

 すなわち、プログラム後に野菜や野菜料理を食べる回数が多い学習者が増え 

た。 

(％) 

(％) 
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図Ⅴ-2-24 野菜や野菜料理を食べる回数の変化について 

 

以上のことから、京北で学習者はプログラム実施後、食態度である「京北産野

菜を食べたい」「京北産野菜を購入したい」という食態度も高まっており、さら

に「京北産野菜を食べる回数」や「野菜や野菜料理を食べる回数」でも良好に変

化した学習者が 3 割いたことがわかった。 

 

(％) 
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２．地元のフードチェーン関係者について 
（１）対象者 
  地元のフードチェーン関係者は、標津 3 名、金山 1 名、本宮 3 名、小田原 1 名、京都 2

名の計 10 名であった。 
  調査は事前、1 回目食育直後、第 1 回事業推進会議、第 3 回事業推進会議の後に実施し

た。 
 
（２）結果 
 ①生産している農水産物について 
  「生産している農水産物について消費者や地域の人々に伝えたいと思うか」という問

に対して事前では「ある、少しある」と答えた者が 10 名中 8 名であったが事後では答え

た 9 名全員が「ある、少しある」と答えており、事前で伝えたいことがあると答えてい

なかった 1 名が事後では伝えたいことがあるに良好に変化していた。 
  また、過去に「生産している農水産物について消費者や地域の人々に伝えたことがあ

るか」では、過去に伝えたことのあるものはいなかった。 
  伝えたい内容、伝えたい理由を自由記述にて回答をえた。自由回答の内容について分

類したところ、事前調査では大きく 3 種類の内容があった。具体的には、「食品の安心、

安全」、「食品のおいしさ」、「地域で行っている取り組みについて」、「地域で作られてい

る作物について」、「正しい知識に」に関する事であった。これらを伝えたい理由としえ

ては、「地域への経済効果」、「地域のことを知ってもらいたい」などであった。 
次に、直後調査、事後調査においても事前調査と同様に自由記述により回答を得、記

述内容について分類したところ、伝えたい内容は「食品の安心、安全」、地域で行ってい

る取り組みについて」、「地域で作られている作物」のこと等、事前調査の大きな違いは

みられなかったが、これらを伝えたい理由において変化が見られた。すなわち、その理

由は、「学習者や消費者の喜ぶ顔が見える」、「笑顔につながることが分かった」など、地

域の事のみでなく、伝える相手である学習者や消費者を具体的に想定した理由が出現し

た。 
すなわち、フードチェーン関係者は、食育プログラムの授業者を担当し、発信者とな

ることで、その発信の先にある学習者、消費者を具体的にイメージしできるようになっ

たと考えられる。 
 

②計画・作成した食育プログラムの授業について  
 フードチェーン関係者自身が、「第 1 回フードチェーン食育事業推進会議において計

画・作成した食育プログラムの授業を実施したいと思うか」の問について「思う、少し

思う」と全員が回答した。さらに「第 1 回食育事業推進会議において計画・作成した食

育プログラムの授業を実施できそうと思うか」という、実行への自己効力感（セルフエ

フィカシー）を問う設問において、10 名中 9 名が「思う、少し思う」と回答していた。 
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 実施したいと思う理由について自由記述を確認したところ「安心、安全な食べもの、

食事の大切さについて」、「学習者位に伝えたいから」や「食育が為になった」「自分に気

づきがあった」、「楽しかったから」など授業者となって食育を行って感じた事と、食育

内容にかんすることの大きく 2 種類に分かれた。 
 
 
③自分の仕事に対する思いについて 
 「自分の仕事に対する思いは変わったか」では 1 回目の食育を終えた直後にでは 
「かわった、少しかわった」と答えた者が 10 名中 6 名（1 名無記入）であったが、第 3
回フードチェーン食育事業推進会直後に行った事後アンケートにおいて会議を欠席した

1 名を除く回答者 9 名中 8 名（1 名無記入）が「かわった、少しかわった」と答えており、

1回の食育だけでは変わらなかった仕事に対する思いも2回食育授業を行うことで全員に

良好な変化が確認された。さらに「自分の仕事の内容について伝えていくことは大切だ

と思ったか」では全員が「思った」と回答していた。 
 仕事に対する思いについて自習記述での回答を見ると、食育実施前では「自分の仕事

を誇りに思う」、「農業のイメージアップ」、「地域活性をめざしたい」などがあげられた。

食育実施後は、仕事に対する思いがどのように変わったかでは「前向きに頑張る」、「自

分の仕事の大切さを考えた」など仕事への意欲につながる記述と自分自身だけでなく「人

びとの興味を高める」、「消費者に喜んでもらえるといい」など消費者への思いが記述さ

れていた。さらに事後調査では、「仕事についてもっと勉強した」「行っていることのグ

レードアップしていきたい」といった記述がみられ、さらなる意欲に変化していること

が分かった。 
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３．食育プログラム直後調査について 

 （１）北海道標津町 

   ① 研修で訪れた大学生 

   ァ）食育プログラム 1 回目 

    食育プログラムに使用したワークシートの自由記述欄より確認した。（複数

回答） 

    a．これから「さかな（料理）」をどう食べていきたいか」（n=20）   

・道のりに関わった人への感謝の気持ちを持って食べる  8 人（40.0％） 

・道のりを考えながら食べる  6 人（30.0％） 

      ・食べる頻度・種類を増やす  6 人（30.0％） 

          ・おいしく食べられるよう調理法を考える   4 人（20.0％） 

      ・旬や産地、食文化を考える  2 人（10.0％） 

     ・その他（残さず食べる、新鮮なうちに食べる）  3 人 

 

       b．「おさかな探検隊」になって思ったこと（n=20） 

     ・口に入るまで多くの人が関わっていることが分かり、感謝したい 6人 

     ・フードチェーンについて、魚についてもっと知りたいと思った  5 人 

     ・残さず大切に食べたい、もっと食べたい  3 人 

     ・日本で漁獲されるさかなの種類や量が豊富だと思った 2人 

      ・生産者のつながりを感じた 1人 

      ・産地は限られていると思った 1人 

   

 以上の結果より、大学生への学習目標である、「これからさかな料理を意識 

して食べること」、「自分が食べ物を食べられる貴重性がわかり、感謝の気持 

ちをもつ →生きていくために多くの人や物に支えられていることがわかる 

など豊かな心を育むこと」が達成できたと考える。 

 

    イ）食育プログラム 2 回目 

     食育プログラムのまとめで行った「探検報告カード」にて確認した。 

a．これからも標津の農産物（鮭）を食べたいと思うか。(n=19) 

      「とてもそう思う」、「少しそう思う」、「あまり思わない」、「思わない」の 

4 肢択一で確認した。 

           その結果、19 人全員が「そう思う」と回答した。  

   

     b．これからも鮭を使った料理を作りたいと思うか。(n=19) 

      「とてもそう思う」、「少しそう思う」、「あまり思わない」、「思わない」の 

4 肢択一で確認した。 
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            その結果、「とてもそう思う」17 人（89.5％）、「少しそう思う」2 人（10.5％） 

と回答した。  

      

以上の結果より、食育プログラム実施により「これからも鮭を食べたい」、「鮭 

を使った料理を作りたい」という食態度が高まったことがわかった。 

 

    ② 標津在住高校生 

  ァ）食育プログラム 1 回目 

   食育プログラムに使用したワークシートの自由記述欄より確認した。（複数回

答） 

   a．これから「さかな（料理）」をどう食べていきたいか」（n=9）   

・道のりに関わった人への感謝の気持ちを持って食べる  3 人（33.3％） 

・地元のさかなを安心して食べたい、積極的に食べたい 3 人（33.3％） 

・道のりを考えながら食べる  1 人（11.1％） 

・おいしく食べる    1 人（11.1％） 

・もっとたくさんの人にたべてほしい  1 人（11.1％） 

        

b．「おさかな探検隊」になって思ったこと（n=20） 

       ・地域 HACCP について改めて知ることができてよかった 5人（55.5％） 

     ・フードチェーンやさかなについてもっと勉強したい 2 人（22.2％） 

 ・もっと食べたい  1 人（11.1％） 

     ・標津のまわりの海にはたくさんのおいしい魚があることは素晴らしいと 

思う  1 人（11.1％） 

 

 以上の結果より、地元の高校生への学習目標である、「これからさかな料理 

を意識して食べること」、「自分が食べ物を食べられる貴重性がわかり、感謝 

の気持ちをもつこと、生きていくために多くの人や物に支えられていること

がわかるなど豊かな心を育むこと」が達成できたと考える。 

 

   イ）食育プログラム 2 回目 

    食育プログラムのまとめで行った「探検報告カード」にて確認した。 

a．これからも標津の農産物（鮭）を食べたいと思うか。(n=5) 

     「とてもそう思う」、「少しそう思う」、「あまり思わない」、「思わない」の 

    4 肢択一で確認した。  

その結果、「とても思う」4 人（80.0％）、「少しそう思う」1 人（20.0％） 

    と、全員が肯定的な回答であった。 
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    b．これからも鮭を使った料理を作りたいと思うか。(n=5) 

     「とてもそう思う」、「少しそう思う」、「あまり思わない」、「思わない」の 

4 肢択一で確認した。 

          その結果、「とてもそう思う」3 人（75.0％）、「少しそう思う」1 人（25.0％） 

と回答した。  

      

    以上の結果より、食育プログラム実施により「これからも鮭を食べたい」、 

「鮭を使った料理を作りたい」という食態度が高まったことがわかった。 

 すなわち、本食育プログラムの学習目標が達成できた。 

 

    ③ 研修で訪れた留学生 

食育プログラムのまとめで行った「探検報告カード」にて確認した。 

ァ）これからも標津の農産物（鮭）を食べたいと思うか。(n=14) 

     「とてもそう思う」、「少しそう思う」、「あまり思わない」、「思わない」の 4 

肢択一で確認した。  

その結果、「とてもそう思う」5 人（29.4％）、「少しそう思う」8 人（47.1％）、

「あまり思わない」3人（17.6％）、「思わない」1 人（3.7％）であった。 

  

イ）これからも鮭使った料理を作りたいたいと思うか。(n=14) 

「とてもそう思う」、「少しそう思う」、「あまり思わない」、「思わない」の 4 

肢択一で確認した。  

その結果、「とてもそう思う」5 人（29.4％）、「少しそう思う」9 人（52.9％）、

「あまり思わない」2人（11.8％）、「思わない」1 人（3.7％）であった。 

 

以上の結果より、食育プログラム実施により 「これからも鮭を食べたい」、 

「鮭を使った料理を作りたい」という食態度が高まったことがわかった。 

 すなわち、本食育プログラムの学習目標が達成できた。 

 

 （２）山形県金山町 

   ① 食育プログラム 1 回目 

 食育プログラム実施後のインタビューで確認した。 

 ア）今日の探検はどうだったか（n=37、複数回答） 

  ・鯉料理がおいしかった  32 人（86.5％） 

  ・次の探検が楽しみ   23 人（62.2％） 

  ・鯉を使った料理やお弁当を作りたい  7 人（18.9％） 

  ・鯉料理食べたい  1 人（2.7％） 
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 イ）鯉博士のお仕事を知ってどう思ったか（n=37、複数回答） 

  ・すごい、大変そう、忙しそう、頑張ってるなー  20 人（50.1％） 

  ・育てるところを見ることができてよかった、うれしかった 9 人（24.3％） 

  ・また博士に会いたい、お仕事を見たい  7 人（18.9％） 

・鯉料理を食べたい   2 人（5.4％） 

  ・「鯉を育ててくれてありがとう」を言いたい  1 人（2.7％） 

  ・博士のお仕事を知らなかった  1 人（2.7％） 

  ・博士のお仕事をしたい   1 人（2.7％） 

   

  以上の結果から、探検により、フードチェーン関係者の仕事内容を理解する

とともに、次回の探検への期待が高まったことがわかった。 

  すなわち、本食育プログラムの学習目標を達成することができた。 

 

② 食育プログラム２回目（n=31） 

食育プログラム実施後のインタビューで確認した。 

 ア）これからも鯉料理を食べたいと思うか。（どんな気持ちで食べたいか） 

  ・食べたいと思う  9 人(29.0%) 

  ・命をくれてありがとう／感謝のきもち／命をいただきます 10 人(32.0%) 

  ・おいしいと思いながら  9 人(29.0%) 

  ・うれしい気持ち  1 人(3.2%) 

  ・あまり食べたいと思わない  1 人(3.2%) 

   

 イ）今日の探検の感想 

  ・鯉を育ててくれてありがとう  4 人（12.8％） 

  ・楽しかった    5 人（16.0％） 

  ・お家でも鯉バーグ作れそう／お母さんに教えてあげる 4人（12.8％） 

  ・また鯉バーグ作りたい 1人（3.2％） 

  ・お弁当つめること簡単だった  1 人（3.2％） 

・全部食べた／おいしかった  2 人（6.4％） 

 

  以上の結果から、鯉が食卓にあがるまでには生産者（鯉博士）が大切に育て

ていることの理解と、鯉料理を食べたいという気持ちや生産者（鯉博士）への

感謝の気持ちをもって食べることができたことがわかった。 

  すなわち、本食育プログラムの学習目標を達成することができた。 
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 （３）福島県本宮市 

   ① 食育プログラム 1 回目 

 食育プログラムのまとめで行った「探検報告カード」にて確認した。 

ア）これからもアスパラガスを食べたいと思うか（n=24） 

 「とても食べたいと思う」22人（81.5％）、「少し思う」4 人（14.8％）、「あ

まり思わない」2 人（3.7％）であった。 

   

 イ）どういう気持ちで食べたいか（複数回答） 

  ・作ってくれた人を思って／感謝して／ありがとうの気持ちで 19 人 

  ・大事に食べる／残さないで食べる  7 人 

  ・笑顔で食べる／楽しい・おいしい・うれしい気持ちで食べる 7人 

  ・いっぱい食べる  1 人 

  ・今日の探検を思い出して食べる 1 人    

   

  以上の結果から、プログラム実施により、生産者の苦労や口に入るまでの道

のりを理解し、食べ物を大切に感謝の気持ちをもつことができたと考える。 

  すなわち、本食育プログラムの学習目標を達成することができた。 

 

② 食育プログラム２回目 

 食育プログラムのまとめで行った「探検報告カード」にて確認した。 

ア）これからもアスパラガスを食べたいと思うか（n=28） 

「とてもそう思う」、「少しそう思う」、「あまり思わない」、「思わない」の    

4 肢択一で確認した。 

     その結果、「とてもそう思う」21 人（77.8％）、「少しそう思う」5 人（18.5％） 

    「あまりそう思わない」1人（3.7％）と、ほぼ全員が肯定的な回答であった。 

  

 イ）探検の感想（n=28） 

  ・探検が楽しかった／おもしろかった／うれしかった 10 人（35.7％） 

  ・アスパラガス料理やぴったり弁当がおいしかった  10 人（35.7％） 

  ・アスパラガスや野菜をもっと・たくさん食べたい／もっと食べて大きくな 

りたい  8 人（28.6％） 

・アスパラガスをまた食べたい／ぴったり弁当を作りたい 6 人（21.4％） 

・探検がよかった／勉強になった  3 人（21.4％） 

・もっといろいろな野菜のことを知りたい  1 人（3.6％） 

・アスパラガス畑にまた行きたい 1 人（3.6％） 

・野菜がすきになった  1 人（3.6％） 
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     以上の結果から、プログラム実施によりほぼ全員が「アスパラガスを食べた 

い」という肯定的な回答をしていた。 

     すなわち、本食育プログラムの学習目標である「アスパラガスに愛着がわき、

食べたいという気持ちが高まる」ことを達成することができた。 

  

 （４）神奈川県小田原市 

   ① 食育プログラム 1 回目（n=35） 

食育プログラム実施後のインタビューで確認した。 

 ア）今日見た青みかんを 11 月に食べたいと思うか 

  ・食べたいと思う  23 人（65.7％） 

  ・楽しみ   18 人（51.4％） 

  ・甘そう／すっぱそう  2 人（5.7％） 

  ・今日のみかんの感想（おいしかった・甘かった・オレンジの匂い）13 人

（37.1％） 

  ・特にない  3 人（8.8％） 

 

 イ）みかん王子のお仕事を知って、どう思ったか 

  ・楽しかった／おもしろかった  18 人（51.4％） 

  ・王子に甘い、おいしいみかんを作ってほしい 6 人（17.1％） 

・家族に伝えたい 5人（14.3％） 

・みかん食べるときに王子を思い出す 3 人（8.6％） 

・すごかった／えらいと思った  2 人（5.7％） 

  ・みかん王子に会えてうれしかった 1 人（2.9％） 

  ・蔵をみてみたい 1 人（2.9％） 

 

以上の結果から、探検によりフードチェーン関係者がどのような思いで仕事を 

しているか、やその苦労を理解し、次回の探検への期待が高まったことがわかっ

た。 

すなわち、本食育プログラムの学習目標を達成することができた。 

 

② 食育プログラム２回目（n=22） 

食育プログラム実施後のインタビューで確認した。 

 ア）これからご飯食べるときにはどんな気持ちで食べたいか 

  ・おいしい気持ち  3 人（13.6％） 

  ・味わって／感謝して  2 人（9.1％） 

  ・うきうきして  1 人（4.5％） 

  ・自分の適量を食べたい  1 人（4.5％） 
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  ・わからない、特にない  13 人（59.1％） 

 

 イ）みかん王子に伝えたいことはあるか（複数回答） 

・みかん育ててくれてありがとう   8 人（36.4％） 

・みかんおいしかったよ／甘かったよ  8 人（36.4％） 

     ・探検が楽しかった   2 人（9.1％） 

     ・王子優しかった  1 人（4.5％） 

     ・特にない   4 人（18.1％） 

    

以上の結果から、みかん王子（生産者）への感謝の気持ちと、食材に対して

のありがたみや大切においしく食べたいという気持ちが高まったことが明ら

かになった。 

すなわち、本食育プログラムの学習目標を達成することができた。 

 

（５）京都府京都市 

   ① 食育プログラム 1 回目 

食育プログラムのまとめで行った「探検報告カード」にて確認した。 

 ア）これからも京北野菜を食べたいと思うか 

「とてもそう思う」、「少しそう思う」、「あまり思わない」、「思わない」の 

    4 肢択一で確認した。 

     その結果、「とてもそう思う」14 人（93.3％）、「少しそう思う」1 人（6.7％）    

    と全員が肯定的な回答であった。 

  

 イ）これからも京北野菜を使い料理したいと思うか 

「とてもそう思う」、「少しそう思う」、「あまり思わない」、「思わない」の 

    4 肢択一で確認した。 

その結果、「とてもそう思う」10 人（66.7％）、「少しそう思う」5 人（33.3％）    

    と全員が肯定的な回答であった。 

 

    以上の結果から、本食育プログラムにより、京北野菜を食べたい、調理したい

という食態度が高まり、本食育プログラムの学習目標を達成することができた。 

 

② 食育プログラム２回目 

食育プログラムのまとめで行った「探検報告カード」にて確認した。 

 ア）これからも京北野菜を食べたいと思うか 

「とてもそう思う」、「少しそう思う」、「あまり思わない」、「思わない」の 

    4 肢択一で確認した。 
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     その結果、「とてもそう思う」13 人（92.9％）、「少しそう思う」1 人（7.1％）    

    と全員が肯定的な回答であった。 

  

 イ）これからも京北野菜を使い料理したいと思うか 

「とてもそう思う」、「少しそう思う」、「あまり思わない」、「思わない」の 

    4 肢択一で確認した。 

     その結果、「とてもそう思う」11 人（84.6％）、「少しそう思う」2 人（15.4％）    

    と全員が肯定的な回答であった。 

 

以上の結果から、本食育プログラムにより、京北野菜を食べたい、調理したい

という食態度が高まり、本食育プログラムの学習目標を達成することができた。 
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