
第Ⅳ章 各地域でのフードチェーンを通じた食育活動の実践報告 

１ 北海道標津町 

 （１）地域の概要 

標津町は、北海道の最東端、根室支庁管内の北東部に位置しており、北は斜里町、

羅臼町、南は別海町、西は中標津町に接し、中標津空港から車で約２０分のアクセ

スである。東の洋上わずか 24ｋｍ先には、北方領土の国後島を望むところに位置

している。また、世界自然遺産に指定された知床半島の付け根にあたる場所でもあ

り、地形は、知床連山から太平洋に緩慢な傾斜をもって広がる根釧原野と呼ばれる

土地で、標津町中央部には豊かな水量を誇る標津川が流れる風光明媚な土地です。

標津町の総面積は６２４．５４ 、気象は、一般的に夏季は低温多湿、秋から冬に

かけて好天が続きます。 

標津町の人口は

昭和 45 年は 8,000

人であったが減少

を続け平成 27 年 2

月現在   5,419

人、平成 52 年には

3,569 人と見込ん

でいる。古くからサ

ケを中心とする漁

業で開けた町であ

る一方、このような

気象条件から酪農

を基盤とする農業

が発展し、『漁業と酪農』を基幹産業とした町である。漁業は古くから盛んで、特

に鮭が多く獲れ、サケ・マスの年漁獲量は、約 17,000t（約 530 万尾）であり、秋

サケは日本有数の水揚げ量を誇っている。ホタテガイの漁獲も多い。農業は畜産が

ほとんどで、近隣の中標津町、別海町とともに一大酪農地帯を形成し、他にテンサ

イの栽培も行われている。また、豊富な森林資源を背景に林業も行われている。 

   今まで、こうした資源を交流ツールとして有効に活用するという発想や手法は難

しいと考えられていたが、取組みの端緒となった漁業の品質管理「地域 HACCP」の

活動をきっかけに漁業の加工の現場での見学・加工体験などの漁業体験。加えて、

それら活動に感化され活動が始まった酪農家の作業及び生活を資源ととらえた農

業体験。それらの産業が生み出す新鮮で豊かな食、鮭の遡上時期のサーモンフィッ

シング。他にも自然資源や北方領土などの歴史資源など、そのままでは活用出来な

い資源を交流型ツールにブラッシュアップし、魅力の向上化に努めている。 

 

北海道地図 
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 （２）食育プログラムの実施にあたっての協力者 
   本プロジェクトを標津町にて実施するにあたり、標津町観光商工課課長金田照男

氏に食育実施担当者と学習者の設定をご相談し、以下のとおりご紹介いただいた。 
 
（３）食育プログラム実施担当者について 

  （地元のフードチェーン関係者、相模女子大学栄養教育学研究室） 
   地元のフードチェーン関係者としては、鮭の加工業を営み、標津町の観光協会会

長でもある千葉元氏、標津町観光ガイド協会会長であり標津町でホテルを経営して

いる川畑喜美子氏、標津町観光ガイド協会会員で、標津で獲れる海産物の加工場に

勤務する松下恭子氏の 3 名を食育実施担当者とした。 
   相模女子大学栄養教育学研究室の吉岡有紀子准教授、齋藤沙織助手、研究生の外

山智美が上記食育実施担当者と協力し、食育プログラムを実施した。 
    

（４）学習者について 
  ①研修で訪れた大学生 
   Ｋ県にある栄養士・管理栄養士養成校に在籍する大学の 3，4 年生である。女性 

のみ 20 名で平均年齢は 21.2±0.6 歳である。 
   事前調査の結果は次のとおりである。 

ア）QOL について 
 QOL に関する項目は、「食事のおいしさ」、「食事の満足感」、「食事の楽しさ」 
の 3 項目で捉えた。 
 
 a.「食事のおいしさ」について 

「食事のおいしさ」では「とてもおいしい」9 人（45.0％）、「まあまあおい

しい」10 人（50.0％）、「あまりおいしくない」1 人（5.0％）で、「おいしくな

い」はいなかった。 
   すなわち、標津に研修で訪れた大学生の「食事のおいしさ」は比較的良好で

あった。 

 

(%)
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図Ⅳ-1-2 食事のおいしさ（標津：大学生） 

 
b.「食事の満足感」について 
 「食事の満足感」では「とても満足」1 人（5.0％）、「まあまあ満足」16 人

（80.0％）、「あまり満足していない」3 人（15.0％）で、「満足していない」は

いなかった。 
  「とても満足」、「まあまあ満足」合わせて 85.0％おり、比較的食事に満足し

てる現状であった。 

 
図Ⅳ-1-3 食事の満足度（標津：大学生） 

 
c.「食事の楽しさ」について 

  「食事の楽しさ」では「とても楽しい」9 人（45.0％）、「まあまあ楽しい」

10 人（50.0％）、「あまり楽しくない」1 人（5.0％）で、「楽しくない」はいな

かった。 
  「とても楽しい」、「まあまあ楽しい」という肯定的な意見が 95％を占めて

いることから、比較的食事が楽しいと感じている集団であった。 

 

図Ⅳ-1-4 食事の楽しさ（標津：大学生） 
 

(%)

(%)
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以上の結果から、標津に研修で訪れた大学生の食に関する QOL は比較的良

好であった。 
    

イ）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。 
 
 a. 「主食・主菜・副菜を知っているか」について 
  「主食・主菜・副菜を知っているか」では、「よく知っている」19 人（95.0％）、

「知っている」1 人（5.0％）で、「あまり知らない」、「知らない」はともにい

なかった。 
  すなわち、全員が知っているという結果であった。 

 

図Ⅳ-1-5 主食・主菜・副菜を知っているか（標津：大学生） 

 

b．「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 
 「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、「よく知っている」3 人（15.0％）、「知っている」15
人（75.0％）、「あまり知らない」2 人（10.0％）で、「知らない」はいなかった。 

  すなわち、90％の学生が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ことがわかった。 
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図Ⅳ-1-6 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（標津：大学生） 

 
c. 「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 
  「フードチェーンという言葉を聞いたことがあるか」では、「よく聞いたこと

がある」7 人（35.0％）、「聞いたことがある」7 人（35.0％）、「あまり聞いた

ことがない」6 人（30.0％）で「聞いたことがない」と回答した学生はいなか

った。 
  すなわち、70.％の学生がプログラム参加前から「フードチェーン」という

言葉を聞いたことがあった、ということがわかった。 

 

図Ⅳ-1-7 フードチェーンという言葉を聞いたことがあるか（標津：大学生） 

 
d. 「フードチェーンという言葉を知っているか」について 

    「フードチェーンという言葉を知っているか」では、「よく知っている」4 人

（20.0％）、「少し知っている」7 人（35.0％）、「あまり知らない」6 人（30.0％）

で、「知らない」3 人（15.0％）であった。 
    すなわち、「知っている」と回答した学生は 55％であった。 

(%)

(%)
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図Ⅳ-1-8 フードチェーンという言葉を知っているか（標津：大学生） 
 

   以上のことから、標津に研修に訪れた大学生の知識は、主食主菜副菜という言葉

の意味や適量についての理解はほとんどの学生が「知っている」ものの、「フード

チェーン」という言葉の意味について「知っている」学生は半数であることがわか

った。 
 

ウ）態度について 
    態度に関する項目は、「健康のためにさかなを食べることは重要だと思うか」

「さかなの生産者への感謝の気持ちを持つことがあるか」の 2 項目で捉えた。 
  

a. 「健康のためにさかなを食べることは重要だと思うか」について 
  「健康のためにさかなを食べることは重要だと思うか」では、「とても思う」

17 人（85.0％）、「思う」3 人（15.0％）で、「あまり思わない」、「思わない」

はともにいなかった。 
  すなわち、学生全員が「健康のためにさかなを食べることは重要である」と

考えていることがわかった。 

 

(%)

(%)
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図Ⅳ-1-9 健康のためにさなかを食べることは重要か（標津：大学生） 
 

b．「さかなの生産者への感謝の気持ちを持つことがあるか」について 
 「さかなの生産者への感謝の気持ちを持つことがあるか」では、「よくある」

3 人（15.0％）、「ときどきある」10 人（50.0％）、「あまりない」7 人（35.0％）

で、「まったくない」はいなかった。 
  すなわち、75％の学生がさかなの生産者への感謝の気持ちを持つことがある

ことがわかった。 

 

図Ⅳ-1-10 さかなの生産者への感謝の気持ちを持つことがあるか（標津：大学生） 

 
    以上のことから、標津を研修で訪れた大学生の食態度は良好であることが分か

った。 
 

エ）行動について 
    行動に関する項目は、「朝食喫食状況」、「主食・主菜・副菜のそろう食事の回

数（朝食）・（昼食）・（夕食）」、「さかな・さかな料理を食べる頻度」「さかなの総

喫食量」の 4 項目で捉えた。 
 

 a. 「朝食喫食状況」について 
  朝食を食べている状況をみると「ほとんど毎日食べる」15 人（75.0％）、「週

に 2～3 日食べない」3 人（15.0％）「週に 4～5 日食べない」1 人（5.0％）、「ほ

とんど食べない」1 人（5.0％）であった。 
  すなわち、75％の学生はほとんど毎日朝食を食べているが、25％の学生は朝

食を欠食することもあるということがわかった。 

(%)

-16-



 

図Ⅳ-1-11 朝食の喫食状況（標津：大学生） 
 

b．「主食・主菜・副菜のそろう回数」について 
 「主食・主菜・副菜がそろう回数」は、朝食では「毎日」2 人（10.0％）、「週

に 4～5 日」1 人（5.0％）、「週に 2～3 日」6 人（30.0％）で、「週に 1 日程度」

4 人（20.0％）、「ほとんどない」7 人（35.0％）であった。 
同様に昼食では、「毎日」4 人（20.0％）、「週に 4～5 日」6 人（30.0％）、「週

に 2～3 日」4 人（20.0％）で、「週に 1 日程度」6 人（30.0％）、「ほとんどな

い」はいなかった。夕食では、「毎日」4 人（20.0％）、「週に 4～5 日」7 人（35.0％）、

「週に 2～3 日」3 人（15.0％）で、「週に 1 日程度」3 人（15.0％）、「ほとん

どない」3 人（15.0％）であった。 
朝食・昼食・夕食のうち、毎日 1 食でも「主食・主菜・副菜がそろった食事」

を毎日している学生は 5 人（25.0％）であった。 

 

図Ⅳ-1-12 朝食の主食・主菜・副菜の揃う頻度（標津：大学生） 

 

(%)

(%)
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図Ⅳ-1-13 昼食の主食・主菜・副菜の揃う頻度（標津：大学生） 

 

 
図Ⅳ-1-14 夕食の主食・主菜・副菜の揃う頻度（標津：大学生） 

 

 

c. 「さかなやさかな料理を食べる頻度」について 
 1 週間のうちどのくらいの頻度で「さかなやさかな料理を食べているか」そ

の頻度を確認したところ、「週に 4～5 日食べない」11 人（55.0％）、「ほとん

ど食べない」9 人（45.0％）とほぼ全員が「さかなやさかな料理」を週に 1 回

ほどしか食べていなかった。 

(%)

(%)
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図Ⅳ-1-15 さかなやさかな料理を食べる頻度（標津：大学生） 

 
ｄ. 「さかなやさかな料理の総喫食量」について 
 直近 1 ヵ月の喫食量を食事調査にて実施、解析したところ、標津を研修で訪

れた大学生の 1 日あたりの「さかなやさかな料理」の喫食量の平均値は 30.4
±19.3g であった。 

 
     以上、標津を研修で訪れた大学生の QOL、知識、態度、行動の結果、QOL、

食知識、食態度は良好であったが、食行動をみると「さかなやさかな料理」を

ほとんど食べていない集団であった。 
     栄養系の大学に所属しているため、食知識はあるが、食行動の結果をみると、

本プログラムの必要性があり、効果が期待できると考える。 
 

②地元在住の高校生 
   北海道立 S 高校のボランティア部に在籍する高校生を対象に実施した。男子生徒

4 人、女子生徒 5 人の計 9 人で平均年齢は 16.7±1.1 歳である。 
   事前調査の結果は次のとおりである。 

ア）QOL について 
 QOL に関する項目は、「食事のおいしさ」、「食事の満足感」、「食事の楽しさ」 
の 3 項目で捉えた。 
 
 a.「食事のおいしさ」について 

「食事のおいしさ」では「とてもおいしい」5 人（55.6％）、「まあまあおい

しい」4 人（44.4％）、「あまりおいしくない」、「おいしくない」はいなかった。 
性別にみると、男子生徒は「とてもおいしい」2 人（50.0％）、「まあまあお

いしい」2 人（50.0％）に対し女子学生はとてもおいしい」3 人（60.0％）、「ま

あまあおいしい」2 人（40.0％）と割合でみると女子生徒の方が多かったが、

人数が少なかったため、あまり違いがないともいえる。 

(%)
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   すなわち、標津在住の高校生の「食事のおいしさ」は比較的良好であった。 

 
図Ⅳ-1-16 食事のおいしさ（標津：高校生） 

 
b.「食事の満足感」について 
 「食事の満足感」では「とても満足」6 人（66.7％）、「まあまあ満足」3 人

（33.3％）で、「あまり満足していない」、「満足していない」はいなかった。 
性別にみると、男子生徒は「とても満足」2 人（50.0％）、「まあまあ満足」2

人（50.0％）に対し女子生徒は「とても満足」4 人（80.0％）、「まあまあ満足」

1 人（20.0％）であった。 
   すなわち、標津在住の高校生の「食事の満足感」は良好であり、男女別にみ

ると女子がより良好であった。 

 
図Ⅳ-1-17 食事の満足度（標津：高校生） 

 
c.「食事の楽しさ」について 

  「食事の楽しさ」では「とても楽しい」6 人（66.7％）、「まあまあ楽しい」

3 人（33.3％）で、「あまり楽しくない」、「楽しくない」はいなかった。 
  性別にみると、男子生徒は「とても楽しい」2 人（50.0％）、「まあまあ楽し

い」2 人（50.0％）、女子生徒は「とても楽しい」4 人（80.0％）、「まあまあ楽

しい」1 人（20.0％）であった。 

(%)

(%)
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  すなわち、標津在住の高校生の「食事の楽しさ」は良好であり、男女別にみ

ると女子がより良好であった。 

 

図Ⅳ-1-18 食事の楽しさ（標津：高校生） 
 

以上の結果から、標津在住高校生の食に関する QOL は比較的良好であった。 
    

イ）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。 
 
 a. 「主食・主菜・副菜を知っているか」について 
  「主食・主菜・副菜を知っているか」では、「よく知っている」3 人（33.3％）、

「知っている」4 人（44.4％）で、「あまり知らない」2 人（22.2％）、「知らな

い」はいなかった。 
  性別にみると、男子生徒は「よく知っている」1 人（25.0％）、「知っている」

2 人（50.0％）、「あまり知らない」1 人（25.0％）、女子生徒は「よく知ってい

る」2 人（40.0％）、「知っている」2 人（40.0％）、「あまり知らない」1 人（20.0％）、

であった。 
  すなわち、多くの生徒が「主食・主菜・副菜」について知っており、男女で

の差もみられなかった。 

(%)
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図Ⅳ-1-19 主食・主菜・副菜を知っているか（標津：高校生） 
 

b．「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 
 「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、「よく知っている」1 人（11.1％）、「知っている」4 人

（44.4％）、「あまり知らない」3 人（33.3％）、「知らない」1 人（11.1％）だ

った。 
 性別にみると、男子生徒は「よく知っている」1 人（25.0％）、「知っている」

1 人（25.0％）、「あまり知らない」1 人（25.0％）、「知らない」1 人（25.0％）、

女子生徒は「知っている」3 人（60.0％）、「あまり知らない」2 人（40.0％）

で「よく知っている」、「知らない」はいなかった。 
  すなわち、男女ともに約半数が自分のからの状態や健康、気持ちに適した食

事の量やバランスを知っていた。 

 

図Ⅳ-1-20 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（標津：高校生） 
 

(%)
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c. 「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 
  「フードチェーンという言葉を聞いたことがあるか」では、「よく聞いたこと

がある」1 人（11.1％）、「聞いたことがある」4 人（44.4％）、「あまり聞いた

ことがない」2 人（22.2％）、「聞いたことがない」2 人（22.2％）であった。 
 性別にみると、男子生徒は「よく聞いたことがある」はおらず、「聞いたこ

とがある」1 人（25.0％）、「あまり聞いたことがない」1 人（25.0％）、「聞い

たことがない」2人（50.0％）、女子生徒は「よく聞いたことがある」1人（20.0％）、

「聞いたことがある」3 人（63.0％）、「あまり聞いたことがない」1 人（20.0％）、

「聞いたことがない」はいなかった。 
  すなわち、半数の生徒がプログラム参加前から「フードチェーン」という言

葉を聞いたことがあり、男子生徒より女子生徒の方がより「知っている」と回

答した者が多かった。 

 

図Ⅳ-1-21 フードチェーンという言葉を聞いたことがあるか（標津：高校生） 
 

d. 「フードチェーンという言葉を知っているか」について 
    「フードチェーンという言葉を知っているか」では、「よく知っている」はお

らず、「少し知っている」1 人（11.1％）、「あまり知らない」3 人（33.3％）、「知

らない」6 人（30.0％）であった。 
性別にみると、男子生徒は「あまり知らない」1 人（25.0％）、「知らない」3 

人（75.0％）、女子生徒は「少し知っている」1 人（20.0％）、「あまり知らない」

2 人（40.0％）、「知らない」2 人（40.0％）だった。 
すなわち、約 9 割の生徒が知らないと回答していた。 

(%)
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図Ⅳ-1-22 フードチェーンという言葉を知っているか（標津：高校生） 
 
   以上のことから、標津の高校生の知識は、主食主菜副菜についてはほとんどの学

生がしっているものの、適量についての理解は約半数で、「フードチェーン」とい

う言葉の意味についてはほとんどの生徒が知らなかった。 
 

ウ）態度について 
    態度に関する項目は、「健康のためにさかなを食べることは重要だと思うか」

「さかなの生産者への感謝の気持ちを持つことがあるか」の 2 項目で捉えた。 
 

 a. 「健康のためにさかなを食べることは重要だと思うか」について 
  「健康のためにさかなを食べることは重要だと思うか」では、「とても思う」

3 人（33.3％）、「思う」5 人（55.6％）、「あまり思わない」はおらず、「思わな

い」1 人（11.1％）であった。 
 性別にみると、男子生徒は「とても思う」1 人（25.0％）、「思う」2 人（50.0％）、

「あまり思わない」はおらず、「思わない」1 人（25.0％）であった。女子生徒

は「とても思う」2 人（40.0％）、「思う」3 人（60.0％）、「あまり思わない」、

「思わない」はいなかった。 
  すなわち、多くの学生が肯定的であったが、男子生徒 1 名のみ否定的な回答

であった。 

(%)
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図Ⅳ-1-23 健康のためにさかなを食べることは重要だと思うか（標津：高校生） 

 
b．「さかなの生産者への感謝の気持ちを持つことがあるか」について 
 「さかなの生産者への感謝の気持ちを持つことがあるか」では、「よくある」

3 人（33.3％）、「ときどきある」4 人（44.4％）、「あまりない」1 人（11.1％）

で、「まったくない」1 人（11.1％）であった。 
 性別にみると、男子生徒は「よくある」2 人（50.0％）、「ときどきある」1
人（25.0％）で「あまりない」はいなかったものの、「まったくない」1 人（25.0％）

であった。女子生徒は「よくある」1 人（20.0％）、「ときどきある」3 人（60.0％）、

「あまりない」1 人（20.0％）、「まったくない」はいなかった。 
 すなわち、8 割の生徒は感謝の気持ちを持っていると回答した。 

 

図Ⅳ-1-24 さかなの生産者への感謝の気持ちを持つことがあるか（標津：高校生） 
 

     以上のことから、標津の高校生の食態度は良好であることが分かった。 
 

エ）行動について 
    行動に関する項目は、「朝食喫食状況」、「主食・主菜・副菜のそろう食事の回

(%)

(%)
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数（朝食）・（昼食）・（夕食）」、「さかな・さかな料理を食べる頻度」「さかなの総

喫食量」の 4 項目で捉えた。 
 a. 「朝食喫食状況」について 
  朝食を食べている状況をみると「ほとんど毎日食べる」7 人（77.8％）、「週

に 2～3 日食べない」2 人（22.2％）で「週に 4～5 日食べない」、「ほとんど食

べない」ともにいなかった。 
 性別にみると、男子生徒は 4 人全員が「ほとんど毎日食べる」と回答した。

女子生徒は「ほとんど毎日食べる」3 人（60.0％）、「週に 2～3 日食べない」2
人（40.0％）であった。 

  すなわち、約 8 割の生徒は「ほとんど毎日朝食を食べている」と回答してお

り、男子生徒は朝食欠食がないと回答していた。 

 

図Ⅳ-1-25 朝食の喫食状況（標津：高校生） 
 

b．「主食・主菜・副菜のそろう回数」について 
 「主食・主菜・副菜がそろう回数」は、朝食では「毎日」1 人（11.1％）、「週

に 4～5 日」3 人（33.3％）、「週に 2～3 日」2 人（22.2％）で、「週に 1 日程度」

はおらず、「ほとんどない」3 人（33.3％）であった。 
同様に昼食では、「毎日」1 人（11.1％）、「週に 4～5 日」3 人（33.3％）、「週

に 2～3 日」4 人（44.4％）、「週に 1 日程度」はおらず、「ほとんどない」1 人

（11.1％）であった。また、夕食では、「毎日」2 人（22.2％）、「週に 4～5 日」

4 人（44.4％）、「週に 2～3 日」2 人（22.2％）、「週に 1 日程度」1 人（11.1％）、

で「ほとんどない」はいなかった。 
朝食・昼食・夕食のうち、毎日 1 食でも「主食・主菜・副菜がそろった食事」

を毎日している生徒は 2 人（22.2％）で、すなわち 8 割の学生は 1 食も主食・

主菜・副菜が揃わない日であることがわかった。 

(%)
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図Ⅳ-1-26 朝食の主食・主菜・副菜の揃う頻度（標津：高校生） 

 

 
図Ⅳ-1-27 昼食の主食・主菜・副菜の揃う頻度（標津：高校生） 

 

 
図Ⅳ-1-28 夕食の主食・主菜・副菜の揃う頻度（標津：高校生） 

 
 

(%)

(%)

(%)
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c. 「さかなやさかな料理を食べる頻度」について 
 1 週間のうちどのくらいの頻度で「さかなやさかな料理を食べているか」そ

の頻度を確認したところ、「週に 2～3 日食べない」2 人（22.2％）「週に 4～5
日食べない」6 人（66.7％）、「ほとんど食べない」1 人（11.1％）であった。 

性別にみると、男子生徒は「週に 4～5 日食べない」3 人（75.0％）、「ほと

んど食べない」1人（25.0％）で、女子生徒は「週に2～3日食べない」2人（40.0％）

「週に 4～5 日食べない」3 人（60.0％）で「ほとんど食べない」と回答した

者はいなかった。 
すなわち、標津の高校生のさかなやさかな料理を食べる頻度は半数が週に 2

日ほどで、女子生徒の方が男子生徒にくらべ「さかなやさかな料理」を食べる

頻度が高かった。 

 

図Ⅳ-1-29 さかなやさかな料理を食べる頻度（標津：高校生） 
 

ｄ. 「さかなやさかな料理の総喫食量」について 
 直近 1 ヵ月の喫食量を食事調査にて実施、解析した結果、標津の高校生の 1
日あたりの「さかなやさかな料理」の喫食量の平均値は男子生徒 60.3±58.6g、
女子生徒 44.6±33.6g、合わせて 51.6±43.8g であった。 
 すなわち、男子生徒の方が女子生徒にくらべ、喫食量が多かった。 

 
図Ⅳ-1-30 さかなやさかな料理の総喫食量（標津：高校生） 

 
     以上、標津の高校生の QOL、知識、態度、行動の結果、QOL や食態度は良

好であり、さかなやさかな料理も食べている生徒がいたが、地元であっても頻

度が高いわけでなく、食知識をみると半数の生徒が「知らない」と回答してい

る傾向がみられた。 
 
   

(%)
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③研修で訪れた留学生 
   標津町に研修で訪れた留学生は男性 3 人、女性 14 人、計 17 人で、平均年齢は

24.5±2.1 歳であった。全員アジア圏の出身で、最も多い出身国はだった。 
 

ア）QOL について 
 QOL に関する項目は、「食事のおいしさ」、「食事の満足感」、「食事の楽しさ」 
の 3 項目で捉えた。 
 
 a.「食事のおいしさ」について 

「食事のおいしさ」では「とてもおいしい」4 人（23.5％）、「まあまあおい

しい」11 人（64.7％）、「あまりおいしくない」2 人（11.8％）で、「おいしく

ない」はいなかった。 
性別にみると、男子学生は「とてもおいしい」1 人（33.3％）、「まあまあお

いしい」2 人（66.7％）に対し女子学生は「とてもおいしい」3 人（21.4％）、

「まあまあおいしい」9 人（64.3％）、「あまりおいしくない」2 人（14.3％）

と男子学生の方がやや良好な傾向がみられた。 
   すなわち、研修で訪れた留学生の「食事のおいしさ」は比較的良好だった。 

 
図Ⅳ-1-30 食事のおいしさ（標津：留学生） 

 
b.「食事の満足感」について 
 「食事の満足感」では「とても満足」4 人（23.5％）、「まあまあ満足」11 人

（64.7％）、「あまり満足していない」2 人（11.8％）で、「満足していない」は

いなかった。 
性別にみると、男子学生は「とても満足」1 人（33.3％）、「まあまあ満足」2

人（66.7％）に対し、女子学生は「とても満足」3 人（21.4％）、「まあまあ満

足」9 人（64.3％）、「あまり満足していない」2 人（14.3％）と、男子学生の

方が良好な傾向であった。 
   すなわち、研修で訪れた留学生の「食事の満足感」は比較的良好だった。 
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図Ⅳ-1-31 食事の満足度（標津：留学生） 

 
c.「食事の楽しさ」について 

  「食事の楽しさ」では「とても楽しい」4 人（23.5％）、「まあまあ楽しい」

13 人（76.5％）で、「あまり楽しくない」、「楽しくない」はいなかった。 
  性別にみると、男子学生は「とても楽しい」1 人（33.3％）、「まあまあ楽し

い」2 人（66.7％）、女子学生は「とても楽しい」3 人（21.4％）、「まあまあ楽

しい」11 人（78.6％）と性別による大きな差はみられなかった。 

 

図Ⅳ-1-32 食事の楽しさ（標津：留学生） 

 
  すなわち、研修で訪れた留学生の「食事の楽しさ」は良好であった。 
 

以上の結果から、研修で訪れた留学生の食に関する QOL は全体的にみても

比較的良好であった。また、性別にみると QOL 合計の平均点より男子学生の

方が女子学生に比べ良好な傾向であった。 
    

イ）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
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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。 
 
 a. 「主食・主菜・副菜を知っているか」について 
  「主食・主菜・副菜を知っているか」では、「よく知っている」2 人（11.8％）、

「知っている」14 人（82.4％）、「あまり知らない」1 人（5.9％）で、「知らな

い」はいなかった。 
  性別にみると、男子学生は 3 人全員「知っている」と回答していた。女子学

生は「よく知っている」2 人（14.3％）、「知っている」11 人（78.6％）、「あま

り知らない」1 人（7.1％）であった。 
  すなわち、多くの学生が「主食・主菜・副菜」について知っていた。 

 

図Ⅳ-1-33 主食・主菜・副菜を知っているか（標津：留学生） 
  

b．「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 
 「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、「よく知っている」と回答した者はおらず、「知ってい

る」6 人（35.3％）、「あまり知らない」10 人（58.8％）、「知らない」1 人（5.9％）

だった。 
 性別にみると、男子学生は「知っている」1 人（33.3％）、「あまり知らない」

2 人（66.7％）に対し、女子学生は「知っている」5 人（35.7％）、「あまり知

らない」8 人（57.1％）、「知らない」1 人（7.1％）はいなかったであった。 
  すなわち、男女ともに自分のからの状態や健康、気持ちに適した食事の量や

バランスに関する知識はあまりなかった。 
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図Ⅳ-1-34 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（標津：留学生） 
 

c. 「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 
  「フードチェーンという言葉を聞いたことがあるか」では、「よく聞いたこと

がある」1 人（5.9％）、「聞いたことがある」6 人（35.3％）、「あまり聞いたこ

とがない」7 人（41.2％）、「聞いたことがない」3 人（17.6％）であった。 
 性別にみると、男子学生は「よく聞いたことがある」はおらず、「聞いたこ

とがある」1 人（33.3％）、「あまり聞いたことがない」1 人（33.3％）、「聞い

たことがない」1 人（33.3％）であった。女子生徒は「よく聞いたことがある」

1 人（7.1％）、「聞いたことがある」5 人（35.7％）、「あまり聞いたことがない」

6 人（42.9％）、「聞いたことがない」2 人（14.3％）であった。 
  すなわち、プログラム参加前に「フードチェーン」という言葉を聞いたこと

がある学生は約 4 割ほどであり、男子学生より女子学生の方が「知っている」

と回答した者が多かった。 

 

図Ⅳ-1-35 フードチェーンという言葉を聞いたことがあるか（標津：留学生） 
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d. 「フードチェーンという言葉を知っているか」について 
    「フードチェーンという言葉を知っているか」では、「よく知っている」2 人

（11.8％）、「少し知っている」4 人（23.5％）、「あまり知らない」7 人（41.2％）

「知らない」4 人（23.5％）であった。 
    性別にみると、男子学生は「よく知っている」1 人（33.3％）、「少し知ってい

る」はおらず、「あまり知らない」1 人（33.3％）、「知らない」1 人（33.3％）だ

った。女子学生は「よく知っている」1 人（7.1％）、「少し知っている」4 人（28.6％）、

「あまり知らない」6 人（42.9％）、「知らない」3 人（21.4％）だった。 
すなわち、約 6 割の学生が知らないと回答していた。 

 

図Ⅳ-1-36 フードチェーンという言葉を知っているか（標津：留学生） 

 
 
   以上のことから、研修で訪れた留学生の知識は、主食主菜副菜についてはほとん

どの学生が理解していると回答したが、適量や「フードチェーンという言葉」に理

解があると回答した学生は 4 割にとどまった。 
 

ウ）態度について 
    態度に関する項目は、「さかなの生産者への感謝の気持ちを持つことがあるか」

の 1 項目で捉えた。 
 「さかなの生産者への感謝の気持ちを持つことがあるか」について 
 「さかなの生産者への感謝の気持ちを持つことがあるか」では、「よくある」

4 人（23.5％）、「ときどきある」7 人（41..2％）、「あまりない」5 人（29.4％）、

「まったくない」1 人（5.9％）であった。 
 性別にみると、男子学生は「よくある」1 人（33.3％）、「ときどきある」2
人（66.7％）で「あまりない」、「まったくない」はともにいなかった。女子学

生は「よくある」3 人（21.4％）、「ときどきある」5 人（35.7％）、「あまりな

い」5 人（35.7％）、「まったくない」1 人（7.1％）だった。 
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 すなわち、65％の学生は感謝の気持ちを持っていると回答しており、男子学

生の方が女子学生に比べより良好な回答であった。 

 

図Ⅳ-1-37 さかなの生産者への感謝の気持ちを持つことがあるか（標津：留学生） 
 

エ）行動について 
    行動に関する項目は、「朝食喫食状況」、「主食・主菜・副菜のそろう食事の回

数（朝食）・（昼食）・（夕食）」、「さかな・さかな料理を食べる頻度」「さかなの総

喫食量」の 4 項目で捉えた。 
 a. 「朝食喫食状況」について 
  朝食を食べている状況をみると「ほとんど毎日食べる」9 人（52.9％）、「週

に 2～3 日食べない」3 人（17.6％）で、「週に 4～5 日食べない」はいなかっ

たものの、「ほとんど食べない」は 5 人（29.4％）であった。 
 性別にみると、男子学生は「ほとんど毎日食べる」1 人（33.3％）、「週に 2
～3 日食べない」1 人（33.3％）、「ほとんど食べない」1 人（33.3％）だった。 
女子学生は「ほとんど毎日食べる」8 人（57.1％）、「週に 2～3 日食べない」2
人（14.3％）、「ほとんど食べない」4 人（28.6％）と女子学生の方が良好であ

った。 

 
図Ⅳ-1-38 朝食の喫食状況（標津：留学生） 
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b．「主食・主菜・副菜のそろう回数」について 
 「主食・主菜・副菜がそろう回数」は、朝食では「毎日」3 人（17.6％）、「週

に 4～5 日」1 人（5.9％）、「週に 2～3 日」2 人（11.8％）、「週に 1 日程度」2
人（11.8％）、「ほとんどない」9 人（52.9％）であった。 

同様に昼食では、「毎日」5 人（24.9％）、「週に 4～5 日」6 人（35.3％）、「週

に 2～3 日」3 人（17.6％）、「週に 1 日程度」1 人（5.9％）、「ほとんどない」2
人（11.8％）であった。 

夕食では、「毎日」2 人（11.8％）、「週に 4～5 日」7 人（41.2％）、「週に 2
～3 日」3 人（17.6％）、「週に 1 日程度」3 人（17.6％）、で「ほとんどない」

2 人（11.8％）であった。 
朝食・昼食・夕食のうち、毎日 1 食でも「主食・主菜・副菜がそろった食事」

を毎日している学生は 6 人（35.3％）でった。 

 
図Ⅳ-1-39 朝食の主食・主菜・副菜の揃う頻度（標津：留学生） 

 

 
図Ⅳ-1-40 昼食の主食・主菜・副菜の揃う頻度（標津：留学生） 
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図Ⅳ-1-41 夕食の主食・主菜・副菜の揃う頻度（標津：留学生） 

 
すなわち、6 割の学生は 1 日 1 食も主食・主菜・副菜が揃わない日もあるこ

とがわかった。 
 

c. 「さかなやさかな料理を食べる頻度」について 
 1 週間のうちどのくらいの頻度で「さかなやさかな料理を食べているか」を

確認したところ、「ほとんど毎日食べる」1 人（5.9％）、「週に 2～3 日食べない」

2 人（11.8％）「週に 4～5 日食べない」5 人（29.4％）、「ほとんど食べない」9
人（52.9％）であった。 

性別にみると、男子学生は「週に 4～5 日食べない」2 人（66.7％）、「ほと

んど食べない」1 人（33.3％）で、女子学生は「ほとんど毎日食べる」1 人（7.1％）、

「週に 2～3 日食べない」2 人（14.3％）、「週に 4～5 日食べない」3 人（21.4％）

で「ほとんど食べない」8 人（57.1％）であった。 
すなわち、標津を研修で訪れた留学生の 8 割はさかなをほとんど食べていな

い状況であった。 

 

図Ⅳ-1-42 さかなやさかな料理を食べる頻度（標津：留学生） 
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ｄ. 「さかなやさかな料理の総喫食量」について 
 直近 1 ヵ月の喫食量を食事調査にて実施、解析した結果、標津を研修で訪れ

た留学生の 1 日あたりの「さかなやさかな料理」の喫食量の平均値は男子学生

79.3±61.9g、女子生徒 42.5±36.8g、合わせて 49.0±42.3g であった。 
 すなわち、男子学生の方が女子学生にくらべ、喫食量が多かった。 

 
     以上、標津の高校生の QOL、知識、態度、行動の結果、QOL はおおむね良

好であったが、食知識や食態度は 6 割ほどにとどまり、さかなの喫食量も個人

差が大きく、8 割の学生がほとんど食べていないことがわかった。 
 
（５）食育活動の実践について 

①研修で訪れた大学生 
   ア）第 1 回食育活動について 
    a．実施日・実施場所 

6 月 28 日（土）と 7 月 22 日（火）の 2 回に分けて、相模女子大学にて実施

した。 
    

b．テーマ 
「おさかな探検隊になろう part1 ～海から食卓までの道のり～」 

      「おさかな探検隊になろう part2 ～さかなを料理にして、そして・・・ 
のり」 

    
c．食育プログラムの学習目標 
＜part1> 
1.日常的に食べるさかなの種類と名前とその産地がわかる 

2.さかなを具体例に、自然から食卓までの食べ物の流れ（フードシステム）

がわかり、自分のフードマップが書ける 

3.以上より、さかなやさかな料理についての興味が高まり、これからさかな

料理を意識して食べたり、食べることができる気持ちが高まる 

4.さらに、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 

5.標津町について知る 

6.HACCP について復習する 

7.HACCP の 7 つの原則を思い出す 
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8.大量調理でのHACCP対応と比較しながら標津町ではフードチェーンにそっ

て地域で HACCP 対応を行っていることがわかる 

          

＜part2＞ 

9.自分にぴったりなバランスや自分にぴったりな食事量（適量）がわかり、

調理したさかなが自分の口に入るまでの道のりを理解する。 

 
食育プログラムは次のながれで行った。  

     
 
 
    
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
  【使用教材】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

学習内容 教材

導入 ○本時のテーマを知る

○日常的にたべられているさかなの名前や産地を知る

○自分のフードマップを作る 探検ノート

○HACCP・地域HACCPとは 探検シート

○ぴったり弁当を作るための5つのルールがあることを知る 探検シート

まとめ ○まとめを探検シートに記入する

展開

「おさかな探検隊になろうpart1 ～海から食卓までの道のり～」

「おさかな探検隊になろうpart2 ～さかなを料理にして、そして・・・道のり～」

＜探検シート１標津：大学生版＞ ＜探検シート 2 標津：大学生版＞

図Ⅳ-1-43 食育プログラムのながれ（標津大学生 1 回目） 
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