
●ワークショップ実施前にこれまで「和食」および「和食文化」について誰かに教えた経験があった人も無かった人も、
これから誰かに伝えようという意向が見られた 
●和食について周りに伝えている事もワークショップ実施までは作りかたを中心に教えていた人が多くみられたが、ワー
クショップ後には和食の精神性も一緒に伝えようとするひとが多く見られた 

資料２ 

①実施前後の対象者の意識変化 

ワークショップ実施前後の和食文化継承の意向変化 

12/18人 

Q.あなたが、誰かに、「和食」
および「和食文化」について、
教えたり、伝えていることは
ありますか？ 

Q.(事後)これから和食文
化を周りの人に伝えようと
思いますか？ 

※実態値 ※意向値 

出典：ワークショップ時実施のアンケート調査 

和食について周りに伝えている事 

16/16人 

事前（抜粋） 事後(抜粋) 

一般的な和食
(家庭料理） 

出汁の取り方や
みそ汁の作り方 

和食が低カロ
リーで良いこと 

出汁 

和食のエッセンス
マナー 

素材の生かし方
旬 

だしの取り方 

マナー、旬、 
日本食の良さ 

作り方をメイン 
に伝える 

和食の精神性 
も一緒に伝える 

□和食文化の継承策の試行・検証 ―【子育て家庭ワークショップ速報】 



●全項目において、「そう思う」「ややそう思う」の回答であった 
●特に「和食をもっと知りたいと思った」の項目においては、ほとんどの人が「そう思う」と答えており、WS参加者の「和
食」に関する興味喚起を図ることができた 

②ワークショップに参加しての感想 

出典：ワークショップ時実施のアンケート調査 
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0% 20% 40% 60% 80% 100% 

和食の正しい知識を得る

ことができた 

和食をもっと知りたいと

思った 

和食を日常の食事でもっ

と楽しみたいと思った 

和食を日常の食事でもっ

と作りたいと思った 

和食を日常の食事でもっ

と食べたいと思った 

そう思う やや思う どちらでもない あまり思わない 思わない 

(人) 

※1名未回答 

□和食文化の継承策の試行・検証 ―【子育て家庭ワークショップ速報】 資料２ 



●全体を通して不満点が少なく、円滑なワークショップ運営が行えた 
●特にワークショップの「回数」「興和の長さ・難易度」「テーブルでの意見交換」に関してはほとんどが高評価で、適切
であったと考えられる 

③ワークショップのプログラムについての感想 

出典：ワークショップ時実施のアンケート調査 

11 

9 

6 

11 

11 

5 

5 

6 

5 

6 

1 

4 

3 

1 

1 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

回数 

１回の時間 

自宅課題の難易度 

講話の長さ・難易度 

デーブルでの意見交換 

適当 やや適当 どちらでもない やや不適当 不適当 

(人) 

※1名未回答 

□和食文化の継承策の試行・検証 ―【子育て家庭ワークショップ速報】 資料２ 
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知る・ 
気づく 

試す 
「壁」の克服 
ポイントを 

共有する 

 自宅課題① 

実践する 
記録する 
振り返る 

 自宅課題② 

和食を意識し、受け
継がれた姿を学び、
自分の食卓を振り返
る。 

原点のおいしさを
覚え、苦手意識を
超えてやってみよ
うと思う。 

【狙い】 【狙い】 

【インプット】 【インプット】 

・和食の歴史や意味 
・旬との向き合い 

・出汁の味 
・下ごしらえの基本 
・流通の試み 

【気づきへの工程】 【気付きへの工程】 

・和食のイメージ 
・できてること、で
きていないこと 

・味見する 
・挑戦したいこと 

『和食を家庭でもっと楽しもうワークショップ』	
　＜日常の食事記録＞　	

食事	 写真	 献立	

１２・２４	 朝	

オレンジピールとホワイトチョコのココアグラ
ノーラ、 
フォレストクラッカー、 
ゆで卵（亜麻仁油、海藻塩、しょうゆ）、 
苺、 
ヤクルト、 
バニラヨーグルト 
（パンを買い忘れていました）	

１２・２４	 昼	

卵焼き、キャベツとチキンソーセージのソテー、
五分づき米のごはん、たまり漬けたくあん、み
そ汁（豆腐、長ネギ、えのき茸、油揚げ、ワカ
メ）	

１２・２４	 夕	

タイのレッドチキンカレー（レトルトのハラル）五
分づき米のごはん、みそ汁（豆腐、長ネギ、え
のき茸、油揚げ、ワカメ） 
	

１２・２５	 朝	

紅茶（有機砂糖入り）、 
食パン（バター、メープルシロップ）、 
ゆで卵（亜麻仁油、海藻塩、しょうゆ）、 
みかん、バニラヨーグルト、 
みそ汁（長ネギ、えのき茸、ワカメ、豆腐、油揚
げ） 

１２・２６	 朝	

コーヒー（有機砂糖入り）、 
食パン（オリーブオイル、柿ジャム）、 
ゆで卵（亜麻仁油、海藻塩、しょうゆ）、 
みかん、ヨーグルト（ブルーベリージャム） 
みそ汁（あさげ）	

１２・２８	 朝	

インスタントコーヒー（有機砂糖入り）、 
食パン（オリーブオイル、シナモンリンゴジャ
ム）、 
ゆで卵（亜麻仁油、海藻塩、しょうゆ）、 
ヨーグルト（柚子ジャム）	

１２・２８	 夕	
赤カブとサニーレタスのサラダ、五分づき米の
ごはん、納豆、みそ汁（豆腐、長ネギ、白菜、油
揚げ）	

参加者：E-2	

「挑戦」してよかったこと、出来な
かったことを共有し、振り返る。 ① 

子ども・家族の反応や変化を振り返
る。 ② 

伝えいこと、経験させたいこと、 
つづけたいことを明確にする。 ③ 

もっとやってみたいことを「社会へ
のアイデア」として言葉にする。 ④ 

●プログラム全体の流れ、及び第三回ワークショップの狙い 

□和食文化の継承策の試行・検証 ―【子育て家庭ワークショップ速報】 
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●「挑戦」カード（実践課題）を通した和食への苦手意識の克服 

旬がわか
らない 

素材より
メニュー
優先 

和食は何
かと面倒 

地味で 
茶色 

カード提示 苦手意識 

 “いつもは価格かボリュームで選んでいたが、意識して旬に挑

戦するとやっぱり旬のものは美味しい！” 

「挑戦」へのポジティブな感想 

 “母の食材に対する姿勢が伝わった。” 

 “忘れていた食材を使えた。” 

 “JAは意外といい。” 

 “難しく考えず、旬の野菜を使ったそのままの味を楽しめばよ

いと分かった。” 

 “（型があると）明日、明後日のことも考えて準備できた。” 

 “もっとおいしくする忘れていたコツを思い出しました。” 

 “ちょっとした工夫で、実は何とかなることを思い出した。” 

 “作法や型として決まりきっているものと思うことが「難し

い」「面倒」なイメージにしていた。” 

 “いつもの料理だが「お！今日は豪勢だねー。」「なんか幸せ

だねー。」と息子との会話が弾んだ。” 

 “箸使いも丁寧になりそう。” 

□和食文化の継承策の試行・検証 ―【子育て家庭ワークショップ速報】 
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□和食文化の継承策試行・検証 ― 第三回ワークショップ振り返り 

●「挑戦」カード（実践課題）を通した子ども・家族の反応 

＜ポジティブな反応＞ 

＜ネガティブな反応＞ 

（お出汁が） 

おいしいね！ 

今までに無い豪華
な夕食に目を輝か

せていた 

これなに？ 
今日のご飯何？ 
（と初めて聞かれた） 

（華やかなしつらえを見
て） 

外で食べるご飯み
たい！キレイ！ 

がんばってるね。 

（下ごしらえを） 

ゲーム感覚で楽し
んでいた。 

色がいっぱいで 
キレイだね！ 

（玄関に置いた産直野菜を） 

自分で探して 
取って来てくれた 

（苦手なものは） 

味を想像して 
食べてくれない 

（敢えてやらせる
のは無理。拒否さ

れた。） 

（千切りの意味を
知らなかった。） 

（味の良さが） 

あまり分から
ない。 
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□和食文化の継承策試行・検証 ― 第三回ワークショップ振り返り 

●和食の捉え方への変化の兆し 

面倒・地味は 
思い込み。 

「手間」と思うかど
うかは考え様。 

子どもの無関心・苦
手意識は、接点を増
やすことから。 

• 「ちょっとした工夫」で意外と簡単。 
• 一点を華やかにすると地味さは無くなる。 

• 本当に美味しいと思えることのためなら「手間」ではない。 
• 味だけでなく、「目で楽しむ食」への工夫は子どもにも受けがいい。 

• 「スーパーから冷蔵庫」に直接入る食材のブラックボックスを子どもに
解放すると、自然と会話が増え、食への関心・自主性も芽生えそう。 

●ワークショップ手法を介した和食継承の限界 

意識の低い層には届かない。 
 
• 「安く売っているのに、なんで
食事作るの？」と言われてしま
う。 

• 食事を作る大切さよりも、効率
／ラクチンを優先する価値観の
変革は難しい。 

社会的要因に起因する課題に
は対応しきれない。 
 

【経済の課題】 
• よい食材をと思うとお金が掛か
る。 

【生活時間の課題】 
• 作りおき品など、時間をかけら
れない。 

【子どもとの関わり方】 
• 子どもも忙しい。 
• 強制できない。 

積極的に守りたい文化や技の
継承はより深く伝える必要。 
 

【行事食・郷土料理など】 
• 面倒、堅苦しさの克服には、
ワークショップだけでなく、も
う一歩深く意味を知り、体験す
る場が必要。 

• 味の濃さや食材など変化させな
がら継承させる柔軟さも。 
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●家庭の「和食度」を高めるための５つのポイント 

知 

触 

覚 探 

話 「和食」 
を 

「我が家の食」 
 

決まりきったことが多く堅苦しい、調理が面倒などの 
マイナスなイメージを超えて、 

今日の食卓を家族で楽しむことから 
概念的な「和食｣を｢我が家の食｣とする意識を。 

和食の型、作法などの意味を知ろう。 

型に込められた先人の知恵を知ると納

得。知ると実は後が楽に。 

旬の野菜、地域独特の

産物などに触れてみよ

う。 

食材に触れることによ

り素材を活かす工夫が
自然と浮かぶ。 

昆布からひいた出汁、天然もの

の魚など、原点に近い味覚の体

験は大人にも子どもにも大切。 

覚えた味は後の食生活を豊かに

する。 

食材、器、味、季節の探求。幅

広い和食文化の中から自分がや

りたいこと、楽しめることを探
そう。 

買物、料理、食卓。様々な場面で、家族
とお店の人と地域の人たちと思ったこ

と、感じたことを話してみよう。 

生活に根付いた「和食文化」の話材に触

れると、「我が家の味」にも 
更に深さと楽しさが。 

□和食文化の継承策の試行・検証 ―【子育て家庭ワークショップ速報】 
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●和食伝承ワークショップの成功ポイント 

講師も参加者も、食を楽しみた
いと思う人たちの集まりだっ

た。 

●汎用プログラム案 

臨場感ある情報インプットや 
やる気を刺激するの感動体験

が用意されていた。 

気づきを自分の言葉に置
くことによる自分ゴト化

がなされた。 

参加者の食背景が 
分かること 

共感性を意識した 
臨場感・双方向対話 

があること 

自分ゴトに捉え直す 
きっかけがあること 

食事情のバラ付きを主催者が把握できると、
伝える内容、伝え方を生きたものにできる。 

「苦手」を前提とした際に、関心の引きやす
さ、圧迫感を低減を意識するとよい。 

例えば「和食＝日本の心」のような、正しい
が抽象的な表現ではなく、「和食＝お出汁の
味を上手に取り入れたい」など具体的に実現
したい言葉を引き出す工夫を。 

事前情報取得 イメージ共有 インプット 
明日から 

できることを 
発表共有 

• アンケートや普段の食事
写真を送ってもらう。  

⇒事前に参加者の課題や背
景を知る。 

• 和食文化のプラス・マイ
ナスイメージをグループ
で話し合い、発表する。 

⇒和食文化を客観的にとら
える。 

• 講演・実演等  
⇒和食文化への新しい気付
きを得る。 
＊講演は、参加者が自分と
重ね合わせて聞ける内容
に。 

• 講演・実演を通して見つけた
「やりたいこと」を発表 

⇒自分で見つけ、言葉にし、発表
することで実行力を高める。 

□和食文化の継承策の試行・検証 ―【子育て家庭ワークショップ速報】 
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【参考】参加者からの「もっと楽しむためのアイデア」 

素材発見ツアー 
 

和食の素材がどこでどう
育って、とらえているの
か、見学ツアーで訪ね
る。 

味付けレシピ 
 

味付けの基本の割合を単
語帳くらいの大きさに書
いて、いつでも見れるよ
うに。 
例）醤油３：酢２：砂糖 

「和」を楽しむ 
離乳食講座 

 

「和」の素材を活かした
た、簡単に作れる離乳
食。「出汁」の取り方、
素材の活かし方。 

親子高級懐石料理
体験日 

 

「スーパー料理人」の調
理を見て、本場の店で食
べる。 
子どもに料理の美味し
さ・マナーを教える。 

一気のみ出来る 
出汁 

 

赤ちゃんからシニアま
で、いつでも冷蔵庫にお
出汁のボトルを備えられ
るような、「出汁ボト
ル」。 

学校区毎に 
和食子ども食堂を 

 

地域の人と交流しなが
ら、旬・素材・出汁・下
ごしらえ・型・作法・
器・彩、すべてに大人も
子供も触れる。 

出汁ツアー 
 

 
それぞれの産地の昆布や
鰹節などの味比べツ
アー。今まで使っていた
出汁との違い、ありがた
みを発見！ 

食器も料理も 
作ろう体験 

 

食器から作って、料理も
作って、すべて手作りを
とことん楽しむことで食
卓を大切にする心を育
む。 

味覚の義務教育 
 

「０歳からはじめる和
食」教育。出汁、マ
ナー、素材の活かし方、
発酵調味料について、本
物の味。男女関係無くま
ずは知ること。 

誰でも盛り付け上
手になれる皿 

 

盛り付け方、位置、パ
ターンなどがビジュアル
で分かる大皿。一枚で住
むので洗い物が少なく、
海外に向けての発信に
も。 

保存食をみんなで
作る会 

 

地域のおばあちゃんなど
に今のうちに教わろう！
一人で挑戦は難しくても
みんなでならできる。味
噌、梅干し、漬物。 

学校給食 
和食ランキング 

 

最近おいしい学校給食。
敢えて和食に注目し、子
どもたちが好きなメ
ニューを家庭に取り入れ
る。 

□和食文化の継承策の試行・検証 ―【子育て家庭ワークショップ速報】 


