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１．事業の目的と事業概要および今後の課題 

 

（１）目的 

 立命館大学びわこ・くさつキャンパス（以下 BKC）には 17,000 人余りの学生・院生・教職員

が教育研究活動を行っている。 

 立命館生協はそのキャンパス内の福利厚生を担う組織であり、食堂事業はその根幹である。安

価で安全な食事を提供するだけでなく、主な利用者である学生・院生の食の自立を目指し、取り

合わせ・食べ合わせの提案活動や、考えて食事が取れるようになることも事業目的としている。

そのため日常的にも「食生活相談会」なども企画し、学生の食事状況などの把握に努めているが、

「バランスのとれた食事」はなかなか取れていないのが実情である。一人暮らしの学生が多い

BKCでは「野菜が足りない」「取りたい」という声は食堂でもよく耳にする声である。 

その一方で、農産県である滋賀にある BKC の学生であっても地元産農産物に対する認知度や

知識は少なく、地元産農産物の消費量もきわめて少ないのが現状である。 

本事業では、滋賀にキャンパスがあることを活かし、BKCにおける学生・院生・教職員の地元

産農産物に対する認知度を高め、消費を促すことにより、一人暮らしの学生で不足がちとされる

野菜の摂取増進をはかることを目的として実施する。実施に際しては立命館グローバルイノベー

ション研究機構（以下 R-GIRO）食料研究拠点およびＪＡ草津、ＪＡおうみ冨士と協力して、

地元産農産物に対する認知度の向上と消費拡大をはかる。実施する方策の前と後に学生の食生活

調査を行い、地元産農産物に対する認知度と消費の変化を検証する。 

また同じ滋賀にある立命館守山中学校でも食育の取り組みが始まりつつあることと、今後の立

命館大学生になる層であることから、守山でも別途の取り組みや調査を行うこととした。 

事業の目標数値は以下の通りとした。 

 

①地元産農産物の認知度 30％増       ②地元産農産物の購入・調理経験 10％増 

③生協食堂での地元産野菜使用メニューの認知 10％増  

④野菜摂取の必要性意識向上 30％増 

 

（２）概要 

 上記の目的を踏まえ、またキャンパス内での活動であることも視野に、主に以下の活動を方策

取り組みとして計画し、実施した。また以下の取り組みに先立ち、学生の意見やアイデアをもと

にプレ企画を実施することで学生の反応や意見を確認し、本方策の実施に役立てた。 

 

・【プレ企画】地元産農産物のソースを使ったソフトアイスの販売とアンケート実施 

・学内で地元産野菜・農産物を知る・生産者を知る機会を提供する 

   →昼休みを使ったセミナーの開催 

   →農場見学・農業体験の実施 

・学内で地元産野菜・農産物を食べる機会を提供する 

   →地元産野菜を使った特別メニューの提供 

・食の豊かさや重要性全般を学ぶ機会を提供する 

  →シンポジウムの開催 

  

本方策については学内で一般の組合員への告知を行うことと合わせて、R-GIRO 食料研究拠点の
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教員に依頼し、特定の授業・ゼミ等で告知を行った。この特定の学生・院生集団に対し調査を実

施した。 

 告知は主に学内でのポスター掲示、特定の授業でのチラシ配布・アナウンス、学内メールでの

案内送信で行った。 

 

 本方策の事前・事後で行った意識調査および簡易型自記式食事歴法質問票（以下 BDHQ）で

食に関わる様々な質問・調査を行ったが、当初の目標数値との関係では以下の通りとなった。（大

学生は 4項目とも調査、守山中学は④のみ） 

 

 ①地元産農産物の認知度 30％増 

   地元（草津市）が野菜産地であること「知っている」（問 18） 

  事前 13.1％ → 事後 34.6％  21.5％増  

②地元産農産物の購入・調理経験 10％増 

  地元産（草津市産）の野菜を「積極的に購入」「見かけたらできるだけ」（問 20） 

  事前 7.4％ → 事後 10.3％  2.9％増 

③生協食堂での地元産野菜使用メニューの認知 10％増  

  「知っている」「知っているがどの料理か気にしていない」（問 21） 

  事前 18.7％ → 事後 24.2％ 5.5％増 

④野菜摂取の必要性意識向上 30％増 

（大学） 

  「必要で積極的に食べる」「必要だが積極的には食べていない」（問 16） 

  事前 98.3％ → 事後 96.4％ 1.9％減 

（中学） 

  「意識して食べる」「どちらかと言えば」（問 34） 

  事前 64％ → 事後 70.4％  6.4％増 

 

 BDHQにおいて摂取している野菜の定量把握も行うことができたが、大学では全体平均で方策

実施前よりも後の方が下がる結果となり、事前では女子学生が優位、事後では男子学生が優位と

なった。一方中学の調査では男子生徒の結果はほとんど変わらず、女子生徒の事後摂取量が少な

くなる結果となった。調査を行った時期の学事日程などにより生活サイクルが違っている可能性

があるのではないか。今後複合的、あるいは長期的に分析・調査を進めることで学生の食生活実

態や変化についてより詳しく見えてくるのではないかと考えられる。 

 

 大学の調査は食に関する意識のある程度高い層がいると思われる「食料研究拠点」関連の授業・

クラスへの案内を行ったため、学びに類する取り組みは、イベント的な取り組みに比べ認知度が

高かった（問 25）。同時に野菜摂取の必要性の意識も高く、地元（草津市）が野菜の産地である

ことの認知が進んだ。その半面、購入時の地元産野菜へのこだわりは微増にとどまった。自由記

述の価格面では「安く」、食べ方や提供方法としては「少量」「食べやすい加工」「カット野菜のセ

ット」など、学生生活の経済的な面や忙しさ、料理のわずらわしさなどを感じている様子も伺え

る。 

今回食にまつわる習慣や日常生活など幅広く調査した中学の調査では、野菜を意識して食べる

層の増加がみられた。その理由として事前では「好きだから」から「栄養バランスを考えて」が
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5.8ポイント増えており、今後食べ合わせ等を考えて食べることにつながるのではないかと期待さ

れる。 

一連の方策は実質 3 カ月間の間に集中実施することとなり、より一層目標数値の結果につなが

った側面があると思われる。「定期的」「連続・継続」な「仕掛け」は、実施すること自体が告知

にもつながり、様々な経験や体験を提供することができたと考えられる。 

 セミナーやシンポジウムは R-GIRO、JAの協力により、現在大学が実際に研究していることや、

生協単独で企画立案を行うのとは別の視点からの話題提供があり、より内容が深いものになった

と評価できる。また全体を通じて、BKCという滋賀に学ぶ学生には実際に聞いたり触れたりする

機会を設けることが可能であり、かつ有効と言える。 

 

（３）今後の課題 

 方策（取り組み）を継続して実施し、地元産農産物をはじめとして「食」に関わる様々な「機

会」を提供することが重要であるが、生協でより旺盛に取り組みを広げていくには以下のような

課題が残る。 

食堂のメニュー提供場面では、作業マニュアルや厨房内の設備制約の面から、即座に地産地消

を大々的・恒常的に推進できる状況にはない。学生の食そのものや食の知識・体験を豊かにする

観点からは、限定的であっても「定期的に」メニュー提供できるようになるための方策が今後検

討課題だろう。具体的にはカット・洗浄など事前処理の問題や、独自の準備になることから企画

推進力の必要性があげられる。 

 企画の面では、食生活相談や自炊教室などの既存企画の機会に、今の学生、特に一人暮らしの

学生の意識や生活スタイルにあった野菜摂取の方法を提案する必要があるだろう。先輩学生の知

恵などもヒアリングしながら、具体的な提案例を今後検討、増やしていく必要がある。また農業

体験は野菜の生育見込みを優先し、これに合わせて日程を決定したが、結果的に学事日程や学内

外のイベントと重なり、回によって参加者数に大きな開きが出る結果となった。日程の計画は諸々

の要素の検討が必要である。 

今回、調査活動で得ることができた様々な回答からは、より深い分析や、可能であれば継続調

査を行い、学生の食生活の現状把握を行いたい。 

中学の取り組みは、学校の食育活動自体がその緒についたばかりであり、今後の学校の取り組

みと並行して、生協で取り組めることの模索が必要である。 

いずれにせよ一連の活動は、店舗事業の側面もあるが「組合員活動」の側面も強い。実際には

食への関心や問題意識が薄い層も存在することは十分考え得る。消費・購入行動の変化を伴うに

は経済的な側面も大きく、この部分を直接解決することは容易ではない。組合員が「自らの食生

活や健康を大事にする」という視点で、学びや食の豊かさを涵養する取り組みに関わり、他の組

合員を巻き込むことができるような広がりを今後どのように作れるかが大きな課題である。 
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２．各方策の実践状況 

 

（１）地元産農産物を使ったソフトアイス（プレ企画） 

【実施日】平成 25年 7月 1日（月）～5日（金） 

【内容】 

・ＪＡ草津市の協力で、農産物を使ったトッピング用のソースを生協食堂で加工・製造し、ソ

フトアイスにかけて 120円で限定提供。 

・月曜以降 日替わりで 

 「草津メロン」「近江米「潮彩菜」「トマト」「あおばな」を使ったソースで展開。 

【結果】1日 200個×5日間 1000個完売 

【アンケート】 

.その場で協力可能な方のみ、シール投票によるアンケートを行った。農産物を「スイーツ」で

提供することに好感が持たれたことと、農産物や企画への興味関心も一定あることがわかった。 

 ・味の評価 「おいしい」300 「まずい」9 

 ・草津産農産物への興味 「ある」248 「ない」32 

 ・農業体験等の企画への参加意向 「参加してみたい」189 「したくない」94 

 

         

2日目「近江米」             3日目「潮彩菜」は葉自体も 

                     飾りに使用した。 

 

   

初日、経済学部長 松原先生から挨拶。大学広報課の案内で一般からの取材があった。 
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（２）農業体験と野菜鍋（「鍋畑プロジェクト」） 

【実施日】 

以下 4 日程で実施した。その後の調査活動との関わりで、R-GIRO の食料研究拠点グループの

教員メンバーに協力をお願いし、院生・学部ゼミ生・担当クラスの学部生に企画の紹介と参加呼

びかけをしてもらった。また学生組合員には一般でも参加公募を行った。 

 

 平成 25年 10月 12日（土） ＪＡ草津市 

 平成 25年 10月 13日（日） ＪＡおうみ冨士 

 平成 25年 11月 23日（土） ＪＡおうみ冨士 

 平成 25年 12月 7日（土） ＪＡ草津市 

 

 

【内容】 

 ＜平成 25年 10月 12日（土） ＪＡ草津市＞ 

 参加者は 7 名。草津市ブランドのわさび菜「愛彩菜」の栽培グループのハウス栽培の様子の見

学と、種まき体験。また白菜などの栽培状況を通じて生産者の方のお話を伺った。 

   

 

 

 

  

種まき後の生育段階などの説明を受けながら見学。 

 

 ＜平成 25年 10月 13日（日） ＪＡおうみ冨士＞ 

 参加者は 2 名。今後の地元産野菜提供のための野菜作り（1 か所で鍋の材料になり得る複数の

種まき用の機械の説明を受けてまっす

ぐ動かすのに苦戦しながら挑戦。 

 

キャンパスの近くに一大ビニルハウス

団地があるのを見たのは皆初めて。 
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野菜を育てて学内で提供する「鍋畑プロジェクト」）の育成状況を見学し、作業の手伝いを行った。

また隣接の直売所も見学した。 

 

   

    

 

 

 

 

 

 

 

 ＜平成 25年 11月 23日（土） ＪＡおうみ冨士＞ 

 参加者は 19名。野菜の見分け方や、収穫時のコツ、商品として出荷するための工夫や苦労など

をＪＡ職員の方に説明をしてもらいながら分担して収穫作業に取り組んだ。収穫の一部は特別に

その場で試食の機会を設けていただいたが、参加者には好評であり、12月に学内でもそのまま「野

菜鍋」として提供を行うこととした。 

ＪＡですでにある程度生育するよ

う準備を進めてもらっていたが、当

日はネットをかける支柱立て作業

を実施。土壌の説明などもあり、Ｊ

Ａの取り組みとして直売所の様子

も見学した。 
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 ＜平成 25年 12月 7日（土） ＪＡ草津市＞ 

 参加者は 14 名。10 月と同じ畑を訪ね、愛彩菜等の収穫作業を行った。収穫した野菜はＪＡの

婦人部の協力で野菜の調理法などの指導をしてもらった。愛彩菜（わさび菜）は初めて食べる参

加者がほとんどであったが好評だった。 

 

収穫の方法のほか、鮮度の良い野菜

の見分け方や、買った後の保存方

法、調理方法などたくさんのことを

教えてもらった。 
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 収穫体験のその場で味見。ＪＡの婦人部の方から野菜の取り扱いや調理の実演、交流も行った。     

 

＜平成 25年 12月 10日（火） 野菜鍋の提供＞ 

 農業体験を通じて育成された野菜をキャンパス内で学生に提供する機会として「野菜鍋」の企

画を行った。1 日のみで食材がなくなり次第終了の条件であったが 11：30～13：30 までで 124

杯の利用があった。また使い切れなかった野菜については格安の均一価格で即売会とし、立命館

の震災復興支援募金とした（11,115円）。 

 鍋は野菜のほか、滋賀名産の赤こんにゃくなども入っていたが、食べたことも聞いたこともな

い学生もおり、その都度説明を行った。 

 

 

（３）学内セミナー 

【実施日】以下の 3 日程で開催した。時間はいずれも昼休みを利用し、12：15～12：55 までを

目安とした。農業体験同様、関係教員のクラスでの案内のほか、学内でのポスター掲示を行い、

他の学内からの参加も呼び掛けた。 
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 平成 25年 10月 8日（火） 

 平成 25年 10月 22日（火） 

 平成 25年 11月 14日（木）  いずれもプリズムハウス内教室 

 

＜平成 25年 10月 8日（火）：伝統野菜「なばな」を現代に生かす 

             講師：なばなおうみの会 林浩太郎氏 三品誠氏＞ 

参加者 37 人（学生・院生 26 人、教員 4 人、その他 7 人）。前段としてなばなの生育に関わって

生命科学部の研究室から土壌改良の実践状況の報告があり、生産者の方から大学の研究と連携す

ることで改善されたことや、農業への思いや期待等のお話を聞くことが出来た。 

 

 

 

＜平成 25年 10月 22日（火）：愛彩菜を草津の新たな名産品へ          

講師：愛彩菜生産農家 中島春樹氏＞ 

参加者 44 人（学生・院生 17 人、教員 12 人、その他 15 人）。もともと「わさび菜」と言い、あ

まり知られなくなっているが、自分で食してみてぜひ広めたいというところからグループで生産、

ＪＡの協力で「ブランド」として確立しようという経緯を直接お聞きする機会となった。セミナ

ーの中で生のままで試食する機会も設けられた。 

    

 

 

＜平成 25年 11月 14日（木）：スムージー講座        

講師：健康生活コンサルタント Marry(マリー)氏＞ 

参加者 約 30名。はやりのスムージーがなぜ人気なのか、実際にどんなことに気をつけて作れば

良いか、学生や若い年齢層向けにお話をしていただいた。実践したり興味を持っていたりする学

生の参加があり、終了後に講師に質問をする様子も見られた。また講座後には、限定で草津「愛

彩菜」を使ったスムージーの実演販売があり、「思ったより青臭くなかった」「野菜が取れる」な
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どの声が聞かれた。 

 

   

 

 

（４）シンポジウム 

【実施日】平成 25年 12月 17日（火）12：15～12：55 プリズムハウス内教室 

     および平成 25年 12月 19日（木）13：00～16：50 エポック立命 21 

 

【内容】 

＜平成 25年 12月 17日（火）：プレセミナー 

           講師：イタリア食科学大学 教授 ミルコ・マルコーニ氏＞ 

 シンポジウムでの内容をダイジェストにし、昼休みを利用したセミナーを開催し、約 50名の参

加があった。チョコレートを素材に、成分比の異なるものの味の違いや、原材料の種類やつくら

れる場所の違いなどが話された。 

 

 

＜平成 25年 12月 19日（木）：シンポジウム 

           講師：イタリア食科学大学 教授 ガブリエラ・モリーニ 氏 

              「味わいの科学」 

           講師：イタリア食科学大学 教授 ミルコ・マルコーニ氏 

              「極上のチョコレートとは何か」 

           講師：イタリア食科学大学 教授 アンドレア・ピエローニ氏 

              「歩き知る、植物学的地域の発見」 

           講師：スローフードジャパン 副会長 石田 雅芳氏 

              「スローフードと教育」               ＞ 
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当日は 91名（内訳 一般：51名、教員：10名、職員：6名、学生：24名）の参加があった。モ

リーニ教授は科学的な視点や脳の働きの面などからみたうまみについて、ピエローニ教授は人間

がどのように植物を食したり利用したりするようになったか、またイタリアと日本の食用植物の

共通点についての考察等の講義を行った。マルコーニ教授はチョコの試食も交え、17日のプレセ

ミナーを詳細に渡っての講義を行った。またスローフードジャパンの石田副会長からは生産者と

つながること以外にも、自分達が食べているものについてリアリティを持って正しく理解する食

教育が重要という指摘のお話があった。 

休憩時間にはＪＡ草津市「愛潮菜」のキャンペーンソング紹介や、立命館大生が参加している

「食の 6次産業化担い手育成プログラム」からドライフルーツ化した梨の試食も行われた。 

               

 

 

 

（５）守山での取り組み 

【実施日】平成 25年 10月 15日（火）～23日（水）  

【内容】 

・守山中学 1年生「総合学習・田植え」で育てたコメ「秋の詩」を学内食堂で出食した。（200

Ｋｇを使用） 

・店頭ポスター等で告知したり、各クラスでも紹介されたりした。取り組み自体は好評だった。 

 

 

 

 


