
72 

 

参考３ 
 

DATA-2.1）アンケート参加者のコメント ～ こども編 

 

（大田区立松仙小学校～千葉県館山の農業生産者と交流） 

ア‐No.129  おいしかったです。千葉にはこんなものがあるんだなと思いました。 

ア‐No.140  むずかしい問題でしたががんばりました。 

ア‐No.159  館山市産のイチゴがあまくてとてもおいしかったです。 

ア‐No.163  おもしろかった。おいしかった。とくにイチゴ。空気がきれいだった。自然があふれて

いた。 

ア‐No.166  千葉の食材のことが分かりました。 

ア‐No.167  私はとても和食が好きです。和食は体によいことが分かりました。また千葉の食を見

たいです。 

ア‐No.169  イチゴや野菜などをいただけてうれしいだけでなく、おいしかったです。 

ア‐No.170  野菜がとてもおいしかったです。 

ア‐No.171  とてもおいしいトン汁でよかった。 

ア‐No.172  イチゴがすごくおいしかったです。菜の花の料理にカラシを使いましたか。 

ア‐No.173  イチゴをいただけてよかったです。とても甘くておいしかったです。 

ア‐No.174  千葉の食材を使って作ってもらった。トン汁がとてもおいしかったです。 

ア‐No.186  カボチャの天ぷらやイチゴ、トン汁などはとてもおいしかったです。畑を見た時すごく

大きいしとてもびっくりしました。館野小のみんなはとても歌がうまかったです。遊ん

だ時はとても楽しかったです。 

ア‐No.191  和食についてあらためて知れてよかったです。 

ア‐No.192  野菜が私達の体のためになるということをくわしく知れてよかったです。 

ア‐No.193  ぼくは行ってないんです。 

ア‐No.194  千葉の食材はどれもすごくおいしかったです。食材の味がすごい出ていておいしか

ったです。 

ア‐No.195  野菜やイチゴなどいろいろな工夫や苦労があって自分たちのところに届いていると

いうのが分かった。イチゴが甘かった。黒いシートでかぶせるなどという工夫を知っ

た。 

ア‐No.196  トウガラシの天ぷらがとてもおいしくてはまってしまったため、うちでも作ってみました。

とても勉強になることが多いのでまた東京へ来て欲しいです。 

ア‐No.197  今まで知らなかった和食のことがよく分かりました。館山市の食材のことも分かり楽

しい産地ツアーでした。 

ア‐No.198  とても自然豊かでとても楽しかったです。イチゴなどもおいしかったです。 

ア‐No.199  和食を作っていただいておいしかったです。たくあんが一番おいしかったです。 

ア‐No.200  館山市の自然にふれあえたり、お昼ごはんに出たトン汁がとってもおいしかったです。

おじいちゃんの家が近くにあるので、行けたらまた行きたいです。 
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ア‐No.201  那覇や函館などの東京ではとれないものが沢山とれるところを調べたかった。 

ア‐No.202  私は洋食派だったのですが、このプロジェクトで和食が好きになりました。もっと食べ

たいです。 

ア‐No.203  和食の特徴や魚の消費量など、いろいろなことが知れておもしろかったです。 

ア‐No.204  とても楽しく授業ができました。和食を食べたらめっちゃうまかったです。 

ア‐No.205  和食がおいしかったです。 

ア‐No.206  イチゴがおいしかったです。館山の自然がすごかったです。 

ア‐No.207  現地で体験出来てよかったです。 

ア‐No.208  和食についてよく知れて、もっと知りたくなり興味を持ちました。もっと知りたいです。 

ア‐No.209  一つの県でもいろいろな食材があるということが分かりました。路地栽培の方が野

菜がおいしくなるということが分かりました。 

ア‐No.210  現地で体験出来てうれしかったです。 

ア‐No.211  現地で体験出来てよかったです。 

ア‐No.212  トン汁おいしかったです。また遊びに行きたいです。 

ア‐No.213  日本の和食の良さを知った。和食には多くのルールがあるのを知った。 

ア‐No.214  イチゴのあきひめがすごくおいしかったです。 

ア‐No.215  現地でとれた野菜などを食べておいしかったと思います。 

ア‐No.216  館山で和食を食べた時はすごくおいしかったです。 

ア‐No.217  トン汁がとてもおいしかったです。機会があったら館山にいきたいです。 

ア‐No.218  現地で体験してとてもよい勉強になりました。 

ア‐No.219  総合学習で、家ではどういう確率で和食を作っているのか調べた。また産地で取れ 

         るものが分かった。 

ア‐No220  いろいろと勉強になりました。トン汁とお漬物がおいしかったです。今ぼくは旬の和食 

を調べています。おいしそうなものがあって食べたくなります。 

ア‐No.221  和食を食べてみて、洋食はおいしくてみんな好きだけど和食も大事なんだなと思い 

ました。 

ア‐No.222  千葉はいなかで田んぼがあった。千葉の野菜はすごくおいしかったです。和食は長

生きが出来て、ずっと食べていこうと思った。 

ア‐No.223  和食の大切さを改めて感じた。館山の菜花もおいしかったので、また館山に行きた

いと思った。ぼくたちは今、和食のメニューを考えているけれどその参考になった。 

ア‐No.224  イチゴの育て方がよく分かった。千葉の野菜で作ったトン汁はとてもおいしかった。 

ア‐No.225  この勉強を通して和食がもっと好きになったし、和食についてくわしくなりました。な

ので、このことを将来に生かして大切な日本の和食を守っていきたいです。 

ア‐No.226  イチゴはハチで受粉することや、イチゴにとってとても怖い病気などが分かりました。

今度は他の野菜のことももっと学びたいと思います。そして、さらにもっと畑を増や

して食料自給率が上がって欲しいと思います。 
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ア‐No.227  けっこう沢山の野菜があることにびっくりした。トン汁やイチゴがおいしかった。和食

の勉強で栄養を考えるのが難しかった。 

ア‐No.228  千葉県のことが沢山分かって館山市の食材や農産物のことが館山のいろいろなこと

が分かってよかった。 

ア‐No.229  和食についてよく分かりました。この質問で思いだせたものもありました。よかったで

す。そして今は、どのようにやればバランスがよくなるかをやっています。よろしくお

願いします。 

ア‐No.230  野菜づくりは大変だと思った。トン汁や漬物は特においしかった。和食は健康的とい

うことが分かった。和食の材料はすべて国産ということも分かった。 

ア‐No.231  館野小でいただいたトン汁はいつも食べているトン汁と違って栄養がたっぷりでとて

もおいしかったです。これからは家でも、栄養たっぷりの食事を手作りしたいと思い

ます。 

ア‐No.232  いつもは洋食の方が多かったけど、和食は「危機」ということを知って、少しでも和食

を食べる機会を作れたらいいと思った。館山市のお母さんたちが作った「トン汁」は

とてもおいしくて和食はあらためておいしいということが分かった。 

ア‐No.233  館野小で食べたトン汁が野菜の味が出ていてとてもおいしかったです。わたしはあ

まり和食に興味がなかったけど、今回の授業で体によくておいしい食べ物だと分か

りました。 

ア‐No.234  イチゴの作っているところや、作る時の工夫が分かって勉強になった。和食のことが

今までの勉強でよく分かった。 

ア‐No.235  館野小で出していただいたトン汁や菜の花、たくあんはとてもおいしかったです。現

地の野菜（や他のところで作られたもの）はやはりいつもと少し違う感じがしました。 

ア‐No.236  和食は健康に良いことが分かった。農家の人は野菜を作るのに苦労していることが

分かった。これからも和食を食べていきたいと思った。 

ア‐No.237  千葉の食材がとてもおいしかったです。館野小の人はやさしかった。畑が多かった。

水が流れているところが多かった。イチゴの作り方や育て方がよく分かった。和食

の現状やレシピが分かった。 

ア‐No.238  館野小学校のみんなと遊べてよかったです。これから和食をたくさん食べて和食の

ことをもっと詳しく知りたいです。 

ア‐No.239  館山市に行ってイチゴのことや野菜のことなどを調べられたのでよかった。今の和

食プロジェクトもがんばってやりたい。 

ア‐No.240  館野小で出たトン汁や菜花、お漬物がすごくおいしかったです。また松仙小での授

業も分かりやすかったです。 

ア‐No241  今回、和食プロジェクトの勉強をしていろんなことが分かった。実際に館山市に行っ

て、トン汁や菜花の漬物などを作ってもらってとてもおいしかったので和食っていい

なと思いました。 

ア‐No.242  千葉県の館山に行って和食の大切さも分かったし、和食のおいしさも分かったので

よかったです。これからも和食プロジェクトをがんばっていきたいです。 
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ア‐No.243  野菜は体にいいと思いました。 

ア‐No.244  いろいろな郷土料理があるのが分かったし、和食の特色などが分かりました。和食

のある日本の日本人が和食を食べないのはあまりにも残念なので、今からでも和食

をもっと食べたいと思いました。 

ア‐No.245  いろいろ分かってよかったです。和食の大切さがいろいろと分かりました。 いろいろ

と分かったのでとても役に立ってよかったです。千葉ではイチゴは作り方が分かって

いろいろなびっくりがあってとてもためになりました。館山では、野菜が鳥に食べられ

ていて悲しかった。 

ア‐No.246  この学習をしてこれからも和食を食べたいと思いました。千葉で初めて菜花を食べ

ておいしかったです。和食は低カロリーで健康ということが分かりました。 

ア‐No.247  千葉県の館山市に行って館山は自然が豊かでいろいろなものを作っていると思いま

した。 

ア‐No.248  イチゴが甘くてすごくおいしかった。トン汁の味が濃くておいしかった。 

ア‐No.249  トン汁やたくあんがとってもおいしかったので、また食べたいです。これからも和食に

ついてもっと知りたいなと思いました。今、劇をやっているのでがんばって成功させた

いです。館山の食について調べたので、イチゴなどこれからはその調べたことを生

活に活かしていけたらいいなと思います。 

ア‐No.250  和食の大切さが分かりました。私の今までの食生活は洋食中心だったので和食も

中心で食べようと思いました。 

ア‐No.251  和食はすばらしいことが分かったのに食べていないので気を付けたいと思います。

野菜嫌いを館山の料理を食べて克服できたと思います。うれしいです。館山のイチ

ゴは今まで食べた中で一番おいしかったです。畑がそのへんにあるのはなんだか珍

しく思ったけどいいと思いました。 

 

（台東区立千束小学校～神奈川県三浦市の漁業・農業生産者と交流） 

ウ-No.1     楽しかったです。 

ウ-No.2     みんなでバーベキューした時に、みそ汁の中にまぐろが入っていたので、そのまぐ

ろはおいしいなぁと思いました。 

ウ-No.3     マグロがおいしかったです。 

 

（台東区立谷中小学校～神奈川県三浦市の漁業・農業生産者と交流） 

キ-No.1     私は、このプロジェクトに参加して、和食のいろいろなことが分かりました。例えば、

和食の形は一汁三菜だということ、野菜は１日に、にぎりこぶし５つ分だということな

どです。また、まぐろは焼いたり、にたりして食べた経験がなくて、最初に食べるとき

は、正直おいしいのかなと思ったけど、実際食べてみたら、とてもおいしくて、びっく

りしました。大根畑では、青首大根と三浦大根のちがいを知りました。青首大根は、

下に向かって細くなっていくけど、三浦大根は、下らへんが、丸くなっていることが

分かりました。三浦の町並みは、なんとなく谷中と似ていました。例えば、お寺や神
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社が身近にあるところや、路地が細く、入り組んでいるところが似ていたことなどで

す。このプロジェクトに参加して、いろいろなことを知り、理解できたので、とてもよか

ったです。これからは、野菜の量などにも気をつけたいと思いました。 

キ-No.2     バーベキューのまぐろがとてもおいしくて楽しかったです。 

キ-No.3     とても良い経験になりました。特に、あまり入れない－６０℃の部屋（冷凍室）に入る

ことが出来ました。マグロバーベキューもおいしかったです。まぐろの説明もところ

どころであってわかりやすかったです。農家の方も説明がわかりやすかったし大根

を抜かせてもらい、とてもよかったです。みかんも実が大きくておいしかったです。 

キ-No.4     鮪ステーキがおいしかった。鮪の解体がすごかった。大きい電ノコで切っていた。 

キ-No.5     まぐろのことがとても勉強になりました。冷蔵庫は前も後もすごく寒かったです。 

キ-No.6     まぐろバーベキューが楽しかったです。大根を抜けなかったのが残念です。－５０℃

の中に入れたのでよかったです。 

キ-No.7     まぐろの骨のまわりの所がおいしかった。友達ができた。 

キ-No.8     マグロのステーキがおいしかったです。あと神社の龍がかっこよかったです。 

キ-No.9     マグロはおいしかったです。どんなところがおいしいかと言うと、ちゃんとあつあつで、

焼いたらこんなに違うんだと思いました。マイナス５０～６０℃ぐらいは、とても寒か

ったです。また次回この機会があったら行きたいです。 

キ-No.10    ・まぐろは焼いているまぐろがすごくおいしかったです。  

・まぐろのバーベキューがすごくおいしかったです。 

・ぜんぶ美味しかったです！ 

キ-No.11    ・まぐろのおさかなと、バーベキューおいしかったです。 

         ・またたべたいです。 

キ-No.12    最初行く時は、不安だったのですが、とても楽しかったです。特に、いつもは体験で

きないこと、－６０℃の冷蔵庫や加工工場などの見学ができて良かったです。また、

まぐろのバーベキューはとてもおいしかったです。 

キ-No.13    思っていた以上に満足でした。和食の大切さも分かりました。一番心に残っている

のはやっぱりまぐろです。三崎で買ったまぐろを後で食べましたが、スーパーで買う

まぐろとまったく違くてびっくりしました。しょうゆなしでも甘味が感じられとてもおいし

かったです。 

キ-No.14    個人で出掛けたとしても見学できない所や色々なお話をうかがう事がとても楽しく、

素晴らしい１日を過ごさせて頂きました。また、マグロのバーベキューは初体験で、

このような楽しみ方もあるのだと新発見しました。海辺の景色も美しかったですが、

最後にうかがった大根の畑の美しさが頭から離れません。良い機会を頂き、ありが

とうございました。 

キ-No.15    マグロの冷凍庫はとても寒かったです。 

キ-No.16    魚の産地は、魚をとった船の国籍できまることを知らなかったので、意外でした。 
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（港区立赤坂小学校～千葉県千倉の漁業生産者と交流） 

エ‐No.69  1月 24日にサザエ・さんが焼き・カニ汁などをいただきました。おいしかったです。また

参加したいです。 

エ‐No.70   前より和食をくわしく知れてよかったです。 

エ‐No.83  千葉で見た伊勢エビの活きのよさが今も忘れられません。カニ汁の味も気に入りま 

した。 

エ‐No.84  千葉の普通は見られないところまで見れて楽しかったです。 

エ‐No.89  初めて水産業のところへ見学してみましたが魚は氷で冷やしたりしているのが分かり

ました。 

エ‐No.92  もうちょっと焦らずにゆっくりとみたかった。サザエをもうちょっと食べたかった。 

エ‐No.94  楽しい企画があって楽しかったです。 

エ‐No.95  和食は今まで食べて来たものとは少し違くて今まで食べて来たものよりもおいしかっ

たです。 

エ‐No.105 サザエの食べ方などを教えて欲しかった。花を入れる袋が欲しかった。 

エ‐No.106 良かったと思います。和食の良さを知れたと思いました。 

エ‐No.121 赤坂小で聞いた話ではなく、実際に足をはこんで漁師さんの話を聞いたり、さわったり 

という貴重な体験が出来勉強になりました。 

エ‐No.125 いろいろ漁港に行って珍しい魚や大きい魚など、ぼくの興味がある魚がありました。面 

白かったです。和食が減っていて文化がなくなってきていると感じました。 
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DATA-2.2）アンケート参加者のコメント ～ 大人編 

 

 (中央区の消費者～館山の生産者と交流) 

い-No.1    館山の昼食は菜っ葉をはじめとした野菜中心で蛋白質は地鶏タマゴと豚コマ(豚汁 

の)と味噌にして、魚、貝を入れなかったのは良かった。バスの窓からは白い水仙の 

花と柑橘類の黄色い実がきれいだった。山は杉林が少なめで広葉樹が多くほっとす 

る。長挟米のご飯はおいしかった。大根の 3種のタクアンもみんなおいしかった。ゆ 

ずの味噌漬けは初めて食べた。おかずに最高。 

い-No.2    安房の女性部の方の温かい交流に感謝いたします。食は大事なコミュニケーション

の場と思います。食べ方は生き方であり食育は心を育て、又最高の予防医学だと思

います。これからも楽しく和食を勉強していきたいと思います。帰りのバスから見た

夕日の素晴らしかったこと。富士山までも行きは行ってらっしゃい、帰りはおかえりな

さいと、楽しい 1日ありがとうございました。バスは好きではないのですが今日は薬も

飲まずに済みました。 

い-No.3    天気に恵まれ、もちまきにも参加し、楽しいスタートになりました。冬の畑は、なかな

か厳しいこと(実態)が分かり、改めて農業に従事する方に感謝しました。普段何気な

く購入している野菜、農家の方々の手間を知りました。農家の方々と交流し顔を見て、

安心と親しみを感じました。購入した野菜は大切に食したいと思いました。女性部の

おかげでおいしい料理を頂きました。おもてなしを頂き感謝します。こちらもいつまで

も元気で一緒に活動ができるようにしたいと思います。 

い-No.4    何気なく毎日食べていますが自然を相手にしている方は大変なご苦労がある事。新

鮮なお野菜を食べられてうらやましいけど、大変である。これからは工夫して美味し

く食べていきたいです。棚田など雑踏から離れていやされました。このような機会に

参加させて頂き、ありがとうございました。スタッフの皆さんご苦労様でした。 

い-No.5    青空に恵まれて、皆様と楽しいお食事をしながらバス旅ができましたこと、心から嬉

しく思いました。海のくに・日本とウーマンズフォーラム魚のおかげでございます。あ

りがとうございました。感謝申し上げます。 

い-No.6    大変楽しい 1 日を本当にありがとうございました。お料理もみんなおいしく頂きました。

ひと手間かけて心のこもったお料理でした。千枚田もすがすがしい空気の中で心が

洗われ景色が目に残りました。道の駅でもたくさん買いました。楽しい 1 日、本当に

ありがとうございました。 

い-No.7    少し工夫してみるだけで、和食中心の食事が食べられますね。自分は食べすぎだと

思いました。野菜を作るって大変ですね。豚汁薄味で野菜の味が良く出ていました。

みんなで食べる食事っていいですね。 

い-No.9    楽しい 1日でした。スタッフの皆様の笑顔が素晴らしくまた来たいと思いました。 

い-No.10   時間を気にせずに(ギチギチのスケジュールではなかったので)手作り感を味わえま

した。「自然」ありのまま…。新しいものや変わったもの日常的に仕掛けられているが
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変わらなくても良いものがある、守るのも大切なものがある、ということも覚えておき

たいと思った。 

い-No.11   初めて参加させていただきました。次回も参加したく、よろしくお願いします。良い体

験ができました。お世話になりありがとうございました。 

い-No.12   千葉で思いがけない処ばかりでとても良かったです。晴天だし、山も田も美しく、満腹

だし、和食なので苦しくないし、ありがとうございました。 

い-No.13   切り干し大根をオムレツ風にして食べるとは思いつきませんでした。何から何まで手

作り野菜とは大変なことだと思う。とてもおいしい料理を頂き感謝です。ありがとうご

ざいました。 

い-No.14   思いがけなく楽しく、有意義な 1日でした。畑に田んぼ、そこに植えられた作物、郷土

食にタンポポコーヒーどれも勉強になりました。和食を是非、若い方達へ伝えて頂き

たいと思います。 

い-No.15   千葉の女性部の皆さんの地域を守る、農業を守り育てるという心と活動に感動しまし

た。都会に暮らす人々はもっと感謝の心を持つべきです。 

い-No.16   1年 365日当家は全部和食です。年ですので少量で栄養の摂取できるものを食べて

います。私は肉が NG なので魚を多く摂取します。私が高菜を好むのは戦時中給食

のおかずが二年程高菜ばかりでしたので、食べながら死んでしまった友人知人など

を思い出すためぜひ食べたいと思っています。今日は本当に勉強になりました。本

当にありがとうございました。 

い-No.17   JA の皆さま、ありがとうございました。都会で生まれ、都会で育ち、都会で暮らす自

分には、田舎生活はたぶんできないだろうと思われますが、時々はこんな豊かな生

活にふれリセットして、生命力を上げたいと思います。畑の土の柔らかさ、棚田の美

しさ、食べ物の自然の味、感動しました。手作りの食事には自信を持っていましたが、

お味噌のみならず、お漬物はもちろん、味噌漬、こんにゃくまで手作りの手料理には

適いません。農家の生活はきっと忙しいのだろうなと想像がつきます。次から次へと

やることがたくさんあって、どれも食べること＝生きることに直結されていることばか

り。祖父が死ぬ日まで元気だった理由が分かります。都会での生活ですが、少しで

もこういう豊かな食生活だけは伝えたいです。最後に、スタッフの皆さんお世話にな

りました。ありがとうございました。 

い-No.18   とれたての野菜を初めてかじりとても甘くておいしかったです。日本の畑はとても美し

く、世界に誇る風景だなと感じました。 

い-No.19   旬を丸ごと味わえるような体験ができてとても貴重な1日となりました。ありがとうござ

いました。千葉の食材をふんだんに、また野菜もたっぷりのお食事をいただき、心も

お腹もいっぱいになりました。小さな子供にも安心して食べさせたいものばかりでし

た。柚子の味噌漬けなど珍しいものも味わえ、本当に感動したお食事でした。ご馳走

様でした。 

い-No.20   やさしい家庭料理をご馳走になりました。ありがとうございました。 
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い-No.21   本日は大変お世話になりました。ありがとうございました。初めて紅菜苔（こうさいた

い）という野菜を畑でいただき、甘さに驚きました。スーパーでは知らないものが多く

てもいただき方がわからず困っています。 

 

（大田区の消費者～三浦の生産者と交流） 

お-No.4    貴重な体験をさせていただきありがとうございました。マグロの美味しい食べ方、大

漁旗づくり、大根の収穫どれも初めてでした。今度は家族で行きたいと思いました。

いただいた大根はとても甘く、葉もおいしくいただきました。 

お-No.5    マグロの解体作業の現場や－60 度の冷凍庫等、初めて体験することができ、マグロ

のバーベキューも初めて口にした部位ばかりでしたが、とてもおいしかったです。脂

と思っていたものがタンパク質のコラーゲンと知り勉強になりました。一緒にいただ

いたごった汁も野菜がたくさん入っていて、マグロもたべやすくおいしかったです。海

南神社や大漁旗のお店の見学、畑での大根を摂る作業も初めての体験でしたがと

ても良かったです。理事長さんの和食を食べ続けて虫歯ゼロには驚かされましたが、

日本人にはやはり和食が一番合っており、食事の大切さをあらためて知ることがで

きて良かったです。子供たちにも和食の大切さを伝えていきたいと思います。どうも

ありがとうございました。 

お-No.6    マグロの工場での－60 度の冷凍庫では、なかなか入る機会がないので貴重な体験

でした。マグロのBBQも、とっても美味しくいただき、ごった汁もおいしかったです。大

根取りは息子も喜んでおり、お土産までいただきありがとうございました。次の日に、

ダシで煮て食べました。とてもおいしかったです。三浦大根がもっと安く購入出来たら

よいのですが。またこのような企画があれば参加したいと思います。主人も「こういう

企画はいいね」と言っておりました。ありがとうございました。 

お-No.7    今まで見たことない大きな冷凍まぐろや－60 度の世界など新発見でした。テレビなど

で見るより、実物を見て、感じて思うことはやはり違うので、本物を見分ける力が必

要だとつくづく思いました。 

お-No.8    とても有意義で楽しい体験をさせていただきました。あまり入れないところや、気が付

いても通り過ごしてしまっていたところに行けて良い経験をしました。これから少しで

も食に関して意識を持って食したいと思います。またこのような機会があれば参加し

たいと思います。 

 

（北区の消費者～千葉県千倉の生産者と交流） 

か-No.1    漁協のみなさんありがとうございました。スタッフの皆様お疲れ様でした。漁協で食べ

た鰯の(梅、しょうゆ)煮が一番おいしかった。 

か-No.2    太巻きまつり寿司、さんが焼き、赤カブのお漬物、菜花のおひたし、ネギの味噌汁等

大変おいしくいただきました。作り方も参考になりました。ありがとうございました。 

か-No.3    自物の材料を使って郷土の料理をいただき、浜の皆さんに感謝。 
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か-No.4    あわび、さざえなどの育てる漁業についてとても興味を持った。千葉の太巻き寿司は

テレビで見ていたが、実際に切るのを見るのは初めてでやってみたい。久しぶり(45

年前)にクジラの解体を和田浦で見たのを思いだし、また昔給食にクジラの煮たのが

出たことを思いだし、本日買って帰りました。あわびとさざえの殻をペーパーで磨い

た美しい貝を見たが、その後その貝がどう利用されるのか聞きたい。 

か-No.5    祝い寿司はテレビで作り方は知っていたが、実際にデモを見て子供と一緒に作って

も(親子のコミュニケーションにもなるし)楽しみながら食に関する話題も提供できてい

いと感じた。 

か-No.6    本日は美しいお料理ありがとうございました。アワビ、サザエ、伊勢えびなどの養殖

など見学させていただき、また港での施設などめったに体験できないところでお勉強

させていただきました。日本はまわりが海に囲まれ、食材の宝庫です。これからも和

食を作っていきたいと思います。 

か-No.7    1 日お世話になりありがとうございました。漁港では魚は取ってくるだけではなく保存

(氷まで作る)養殖等根気のいる色々な作業があり大変さが分かりました。今後も感

謝しながら和食(1汁 3菜)を頂きたいと思います。 

か-No.9    中国のものはなるべく買いませんが、外食の時は信用できません。 

か-No.10   漁港センターでの交流昼食会の食事とてもおいしくいただきました。太巻きの作り方

参考になります。漁港の見学初めてだったので興味深く見学させていただきました。 

か-No.11   楽しい 1日でした。 

か-No.14   主催者、協力者、講師の皆様のおもてなしいただき感謝申し上げます。有意義な産

地ツアーでした。 

か-No.16   楽しかった。女房が旅行社の募集でよくバスの日帰り旅行をするが、その感想を聞

いていると、そんな旅行より、ずっと中身が濃かったように思う。特に「料理」をテーマ

にして、大筋でどのポイントにも目的を外れなかった点が良かった。千倉漁協の説

明役の渡辺参事の対応も素晴らしく。多少目的から外れた質問にもよく答え、漁協

や「漁村」についての社会勉強にもなった。 

か-No.17   1 月 28 日産地バスツアーに参加させていただき、ありがとうございました。和食つい

て色々勉強できたことうれしく思いました。今後の食生活に生かしていきたいと思い

ます。 

か-No.19   地元(千倉)の食材を使い、永年継承されている郷土料理をご用意いただき、感謝で

す。そんなに美味とは申せませんが、魚の臭みなどよく抜かれていたように思いまし

た。さすがに素材は新鮮でした。 

か-No.22   全体としては楽しかった。また機会があれば参加したい。もうちょっと時間的余裕が

欲しかった。お疲れ様でした。 

か-No.23   今回参加させて頂き大変勉強になりました。次回またあれば参加させて頂きたいと

思います。 
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か-No.24   千倉には 15 年ぶりぐらいに来たのですが、建物の様子がだいぶ変わっていました。

人情の深さは変わりませんでした。次には孫を連れてきたいと思います。高家神社

は知りませんでしたので、勉強になりました。 

か-No.25   漁協の方々のお料理がおいしく参考になりました。 

か-No.26   漁港等を見学説明され、現地の漁業関係者の工夫、努力、苦労が分かりました。出

荷し、消費地で魚貝類を買う時に今日のことを思い浮かべ、国内のものを買うように

したいと思いました。昼に出された地元の魚、野菜の郷土食、素晴らしい食文化でし

た。東京ではああした婦人たちが、特に近所の人が作って食べることがほとんどあり

ません。グループまたは社会等で親子で作って食べることができればと思います。

今は核家族で集まって食べること、みんなが同じものを食べるのが難しい時代です。

同じものを作って食べるには公民館、町会等で食べることの方が、食の在り方、作り

方を共有、理解できていいと思います。日本はもっと身近な漁業圏からの魚貝類を

食べるようにすると欧米食より体にいいと思います。そのためにも、子供の時より肉

だけでなく魚料理が多く出ることを願います。 

か-No.27   Eの「健康のために野菜は１日に 5皿」は勉強になりました。C（各地でとれる農産物・

水産物）もあまり知らなくて、今後スーパーなどに行ったとき気を付けながら買い物も

したいと思います。本日は皆々様方と海のくに日本の先生方共に本当に楽しく学べ

た 1日をありがとうございました。 

か-No.30   自分の知らなかった食べ方を知ることができました。 

か-No.31   今回初めて参加をしました。漁港などとても参考になりました。 

か-No.32   郷土料理を見直しました。ごちそうさまでした。 

か-No.33   現場で地元の人と、体験することの素晴らしさを実感しました。 

 

（台東区立千束小学校の保護者～神奈川県三浦市の漁業者・農業者と交流） 

う-No.1     三浦のいろいろな所を見学できてとても楽しかったです、ありがとうございました。い

つもは見れない場所への見学、体験、すごく良かったです。ただ、歩きすぎてつか

れました…。あと、年齢は３年生以上くらいがいいのかな？１年生くらいの子がけっ

こう来ていましたが、いたずらしたり、海の方へ行ってしまったりと見ててヒヤヒヤし

ていました。 

 

（台東区立谷中小学校～神奈川県三浦市の漁業者・農業者と交流） 

き-No.1     切り身でしか見たことのないマグロを丸ごとから柵にする過程を子供に見せることが

でき、自分たちの食べる物には多くの人がかかわっていることを教えられました。

区内には畑もありませんので、農作物がどうできるのかもみせられたことも有意義

でした。このような企画があればまた参加させたいと思います。 

き-No.2     今までは、とり肉料理が多かったので、今後、魚も多く食卓に出すよう心掛けていこ

うと思いました。野菜はけっこう食べているつもりでしたが、まだまだ足りない事に

驚きました。 
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き-No.3     とても楽しく参加させて頂きました。色々な企画があり、貴重な経験となりました。親

子で一緒に出来る事も、あまりないのでさらに楽しかったです。また参加させていた

だきたいです。家族で遊びに行かせていただきたいと思っています。 

き-No.4     三崎恵水産の見学が大変楽しかったです。子供たちも、鮪の解体や－６０℃の世界

を体験しますます興味を持ったことと思います。ぜひまた参加したいと思います。  

・参加有料にされてはいかがでしょうか。  

・現地集合ではどうでしょう(バスが苦手の子供が結構います)。 

き-No.5     市場のセリのみでなく、マグロについての学習や、実際に目のあたりにしたマグロの

尾の身をバーベキューで食べられたことはとても良い体験になりました(でもお刺身

も食べたかった)。昼食後の三崎観光も、古い街並みを歩き、海南神社、そして大漁

旗の染め付け見学と大変充実していてとてもためになりました。三浦大根見学も三

浦半島といえども実は青首の生産量のほうがだんぜん多いということにはびっくり

しました(できれば子供みんなに大根を抜かせてあげたかった)。 

き-No.6     まぐろの加工の様子、保存(－５５℃)庫の様子等マグロを身近に感じました。三浦大

根、青首大根の立派なこと！掘りたての大根は欲しかったです(買いたかった！！)。

毎日の食事もお肉にかたよりがちになっているので野菜、魚、だしを多く使いたいと

思います。 

き-No.7     大変興味深く、楽しく過ごさせて頂きました。マグロの冷凍庫で－６０℃を体験し凍り

つく感覚も珍しいものでした。バーベキューも美味しく、子供達もステーキ！と言い、

おかわりをしていました。大漁旗を染める場も見られ、２００年続く伝統を守る職人

さんの気持ちにふれられ感動しました。大根畑も美しく、青首大根との違いもわかり、

大変ためになる１日でした。 

き-No.8     スーパーでは売っていない部位の調理方法を知れたのはとてもいい体験でした。日

本人が失いつつある“もったいない”和食も共通していると思いますので子供たちに

伝えていきたいですね。次回の企画がありましたら保護者だけではなく先生方も同

行していただけますでしょうか。話に集中していない子供を指導していただければ

助かります。貴重なお時間いただいているのに失礼でした。 

き-No.9     まぐろのセリも少し見れて、おいしいまぐろも食べられて、小旅行という感じで(子供

ができてから、あまり行けなかったので)うれしかったです。工場の見学もとても印

象に残りました。冷凍まぐろ、まぐろの切っているところも初めて見て、おいしいまぐ

ろはこうやって食べられているんだなあと勉強になりました。大根畑や神社の見学

も子ども達の目がとてもキラキラしていました。ありがとうございました。 

き-No.10    とても楽しい勉強になるツアーでした。冷凍マグロの解体も見事でしたが、魚をさば

いている所も見せてあげられればと思いました。農家の方の苦労、あの畑の大根

を人力ですべて収穫するなんて…。ありがとうございました。 

き-No.11    三崎がまぐろの産地として昔から特別な町だったということが大変よくわかりました。

まぐろとともに生活する地元の方々の知恵や工夫をたくさん教えていただき、感激

しました。まぐろに対して深く幅広い知識を知ることができ大変よかったです。三浦
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の大根の産地の見学も感激しました。三浦の町があれほど畑や果樹園だらけとは

知りませんでした。延々と続く大根畑の緑の美しさに感動しました。明るい日差しを

浴びて丹精込めて作られた美しい野菜をありがたく頂ける喜びを感じました。子供

のころから産地とつながるという体験は絶対に必要だと思います。今後も、もっとこ

のような活動が行われることを望みます。三崎恵水産、三富染物店、海南神社、吉

田農園の方々へくれぐれもお礼をお伝え頂けると幸いです。本当にありがとうござ

いました。 

き-No.12    楽しかったです。あと、まぐろがすっごくおいしかったです。 

き-No.13    とてもテンポよい流れで漁をしてから各家庭に届くまでのシステムがわかりました。

実際にさわり、においも感じられて良かったです。 

き-No.14    魚の産地は水揚げした船の国籍によって決まるということを知って驚きました。また、

同じ種類の魚(例えばマグロなど)も種類によって旬が違い、旬のものをとるために

産地(漁場)を変えているため、三崎港でとれる魚はすべて旬のものだということが

わかり、勉強になりました。これからのお買い物に生かしていこうと思いました。 

き-No,15    普段、訪れる事のない三浦半島に行く機会をいただきありがとうございました。色々

な港町がある中、特徴のある産物をもっている場所は、活気があり、何よりも地元

で働いている方々が誇りを持っているなぁと強く印象に残りました。子供にとっては、

お刺身で食べる以外にも、おいしいまぐろの食べ方がある事がわかったのはとても

良かったと思っています。天気もよく、有意義な一日をすごせました。ありがとうござ

いました。 

 

(大田区立松仙小学校・保護者のコメント) 

Ｆ‐No.1    和食の授業が始まってから、子どもたちが毎日のように和食の話をします。私も、今 

までになく和食について考えるようになりました。一汁三菜、魚をたくさん食べる。け 

っして難しいことではないのに、おろそかになっていたかなと反省しました。最近は皿 

数もお魚の登場回数も増やしています。 

一度意識すると、色々な媒体で和食について発信していることにも気づきました。世 

界遺産に選ばれた関係だと思いますが授業との相乗効果でいい勉強になりました。 

フォーラムでは、練習のあとが見える、ひきしまった良い発表ができていて、感心し 

ました。興味深かったのは、いくつかの班が発表した「理想の和食」です。 

「理想の和食」がいわゆる究極のメニューなどと違う点は、日常性、継続性ではない 

かと思います。ということは、ぜいたくなものや希少な限定生産品などではなく、その 

地域でその季節に普通にとれるものを使ったメニュー。やはり「地産地消」や「旬」は 

大切なのだと思いました。「子どもたちはまだ季節感がわからないのかな…」と思うメ 

ニューもありましたが、それこそ家庭で教えていく、身につけていくところなのだろうと 

感じます。 

ところで、海に囲まれた日本は、一方で山国でもあります。「海に接していない地域 

では、どのような工夫で魚を食べてきたのか？」そんなテーマを研究した班があって 
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もよかったかも…と、発表を聞きながら思いました。子どもたちと一緒にちょっと調べ 

てみようと思います。 

Ｆ‐No.2    「和食フォーラム」の感想についてですが、お友達と協力して調べた事をわかりやす 

         く伝える工夫をする中で和食への理解も深まったと思います。他の方の発表を聞く 

事で、よい点や改善すべき点も見えたのではと思います。         

           授業に関しては子供達のために安房から沢山の方にお越し頂き感謝しております。 

 JA安房の方には地元のお野菜を持ってきて下さったり、お料理を作って下さり、試 

食もさせて頂き、子供も大変おいしかったと感激しておりました。実際目で見て食べ 

たりした事でより興味がわいたように思います。色々ご準備下さいましてありがとうご 

さいました。貴重な経験となりました。 

Ｆ‐No.3     わが家は、海外で３年半過ごして１年程前に帰国しました。海外で「和食」と言うと 

「寿司」がとても有名ですが、日本程ネタの種類も多くないしカリフォルニアロールな 

どのアレンジされたのり巻きなどのお寿司などがメジャーです。でも思ったことは、ど 

の国においても日本食と言うものが美味しい物・ヘルシーな物だと認識されているこ 

とです。「和食」は、素材の味を活かした調理法をしたり、季節の行事によって旬の食 

材を使って祝い事を表現したりします。海外生活中はほとんど自炊でしたので、子ど 

もたちも日本食に触れる機会も多かったですが、やはり日本に帰国してからの方が 

本物の「和食」に触れることが出来るので、今はとても充実した毎日です。そんな中 

で、館山での体験学習で学んできたことを生き生きと話したり、和食フォーラムでクラ 

スメイトと話し合ったことを発表する子どもを見て「和食っていいな」と思いました。子 

どもに聞いても「館山で食べたイチゴが美味しかった」「よかった」としか答えてくれま 

せんが、しっかりと実になっていることと思います。家庭でも一緒に和食作りを楽しみ 

たいと思います。 

Ｆ‐No.4     ・出汁に興味を持つようになった。きちんと出汁を取った方が風味が良くなることに気 

が付いた 

・お魚の産地、季節の魚を食べることの美味しさを知った 

・和食フォーラムでは、子どもたちの発表がとても良く出来ていて、時間がない中でも 

良くまとまっていたと思いました。和食に興味を持ち、自分たちの食べている物を気 

にするようになった 

Ｆ-No.5     ・今回の体験がきっかけで、野菜やお魚の種類に興味を持ち、食事中に食材の話を 

良くするようになりました。 

Ｆ‐No.6     ・「和食プロジェクト」で大変お世話になり、有難うございました。子どもが日常、なん 

となく興味を持っていた和食について、関心を素直に高め育んで下さったプロジェク 

トでした。中でも館山で体験させていただいたことは大きかったようです。どんな思 

いでイチゴや野菜が大切に育てられているのか、農園の方と関わりなど、見て感じ 

取ることが新鮮だったのだと思います。食へ感謝の源を見つけることが出来たよう 

です。 

赤坂小での発表会は、各学校の子どもたち、それから各団体の皆様方が和食の魅 
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力・価値の大きさを伝えて下さった貴重な会でした。私も和食の大切さをあらためて 

感じながら楽しく参加させていただきました。早速、娘と家での実践を心掛けており 

ます。 

「日常の食育や和食の気付きなど」 

         和食は旬の美味しさを活かした体にやさしい食事というイメージがあります。家庭 

料理から割烹料理まで思い浮かびますが、その土地ならではの郷土料理は、今と 

昔、家族や地域を結ぶ縦にも横にも繋がる心を豊かにする食事だと考えます。 

例えば、栃木のしもつかれは、同時に初午まつりの楽しい思い出が蘇り、祖母が大 

豆を煎る芳ばしい香り、ギャーギャー言いながら見せて貰った鮭の頭なども思い出 

され、単なる料理を超えたその家の文化だと思っています。 

土地ならではの食事、今の時代だからこそ大切にしていきたいと思っています。日 

常の食育としては、まず、子どもの成長や自然に感謝するという季節の行事を中心 

に、大切にしていきたいと思っています。 

 

「和食フォーラム」を見て (保護者・参加者のコメント) 

G-No.1     ・和食のことが分かりました。ありがとうございます。１ばんの金八師匠のおはな 

しで分かりました。ありがとうございました。 

G-No.2     ・あらためて和食を見直すきっかけとなりました。 

G-No.3     ・いい機会を与えていただいたと思っております。調べる事、見学する事、発表す 

る事、全てのプロセスが勉強となりました。 

G-No.4    ・学校給食に米飯が多く出ていて、子どもたちもおいしく食べているようで、これ 

からこの子たちが大きくなってくれば現在の状況が改善することを期待します。 

G-No.5    ・和食を大切にしたい 

G-No.6    ・体験発表どのグループもしっかりと出来ていました。おしえて頂くことも多く、参 

考になりました。本当に良かったです。また出席したいです。 

G-No.7    ・この様な会があることを初めて知りました。小生 83歳ですが 20年前地域の公 

民館講座で「男の食事学」で一年食事造りをしてきたもので(1回／月)、現在つ 

れ合いをなくし一人ですが 3食とも自分で作っています。考え方は 1日 30食材、 

1か月 100食材を従う。メインディッシュは 1日交替で肉食・魚を交替。 

G-No.8    ・子供達の堂々とした体験発表に感激。もう少し言葉遣いを（発言）きっちりすると 

もっとよかったですね。早口すぎるのも気になりました。子供達が魚に興味を持 

ったこと、すごく印象的でした。 

・子供達は時間をキッチリと発表したのですが大人の方達は時間が長かった。千 

束小のビデオの音声がよくありませんでした。 

G-No.9    ・子供達は家の人にきちんと話しそれなりにつくったりしているようすが大でした。 

和食は受け継がれると確信しています。 
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「世界に誇る“和食”体験プロジェクト」に消費者グループとして参加 

 

喜納愛子さん（中央区の消費者グループリーダー～千葉県館山の農業生産者と交流） 

昨年１０月、館山の JA 安房・女性部の皆さんから地元の郷土食を学び、味わい深い野菜料理

を堪能しました。今年１月、生産地を見学し郷土食をご馳走になり意見交換しました。その土地土

地の美味しい雑煮が全国にあるように、昔からその土地でとれた食材を使って美味しく料理してき

た事が分かりました。“からなます”と“切干大根オムレツ”は自宅でも美味しくできました。２月の

赤坂小学校のフォーラムでは、子供たちは和食の素晴らしさをあの手この手を使って、おとな顔

負けの発表をしました。私たちは“今日発表したことをずうっと憶えていて下さい”と子供たちに呼

びかけました。発表のあと、大人と子供が一緒のテーブルでおうちの和食について話し合いました。

お母さんが煮干しでだしを取っていることや、和食の素晴らしさを世界の人に伝えたいといった意

見が出て、和食が次世代につながっているのを目の当たりにし、このプロジェクトの成功を実感し

ました。 

 

澤田和子さん（北区の消費者グループリーダー～千葉県千倉の農業生産者と交流） 

「和食体験プロジェクトに参加して」 

私達の会「お米にありがとうの会」は、東京都北区王子で始めた結「狐々路（こころ）」の「王子狐

の里」事おこしの活動です。王子には、「食」の神様と崇められている「御食津神（みつけ神）」を奉

る王子稲荷神社があり、王子稲荷神社の教えを原点にした「食」と「生業」を私たちの暮らしと地域

につなぎ、研鑽する「結」活動として始めました。今回開催された「和食体験」プロジェクトには、会

が発足して初めての活動として取り組ませていただき、白石ユリ子先生に多々アドバイスいただき

ました。ありがとうございました。 

これまで試行錯誤にあった私達の活動に指針を頂き、ようやく私たちは、第一歩を踏み出すこ

とができました。特に、房総半島千倉でのワークショップで、身土不二が生きている郷土に出会え

たことはなによりのことでした。房総千倉港での、魚河岸、浜のお母さん方の「働く姿」。そして「ミ

カン園」での大自然界と人間が育んできた「恵み」と「営み」の関係に、生命を繋いできた「和の食」

の奥深さを知りました。漁の技術を引き継ぎ、伝えていく漁師達、海の幸に感謝し、保存調理して

いく営みが感じられる「カニ汁」や発酵の知恵を活かした「御塩から」「花やの卵巻寿司」等々脱帽

でした。 

豊かな海、山、田畑の大自然の恵みある郷土、千倉に祭られている「高家神社」を参拝させて

いただいた時、この謎が解けたように思われ、震えるほど感動いたしました。王子稲荷神社は、東

国３３か国の稲荷信仰の総司といわれています。御食津神は、稲作を中心にした、庶民の命と暮

らしと生業を千年の昔から見守り続けてこられました。混迷している現代の食を懐かしい昔に、御

食津神にお導きをいただきながら未来への命をつないで行きたいと思わずにはいられません。 
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参考４ 

推進委員のコメント・提言 

このたびの推進委員をつとめていただいた委員各位から、現状認識と課題、その対応・提案に

ついて、前向きなコメントを寄せていただいた。以下に記し、先述の「４．まとめー政策的提言」を

補足するものとしたい。 

 

【教育サイドから】 

長野泰紀先生（前渋谷区立千駄谷小学校校長、現渋谷区教育委員会教育調査研究員） 

「食育への関心」 

【現状認識】  

 食は豊かな人間を育み、生きる力を身につけていくために何より重要な活動であり、生きる上で

の基本である。また、食は命と健康を維持するだけでなく、共に味わい賞味することで互いの感性

を認め、心通わせるという人の繫がりを豊かにする側面をもっている。 

特に食の基本である家庭の食事は、食の習慣や食文化を伝えていく基本となっている。 

しかしながら、現在の状況は 食ベ物の大切にすることを見失った飽食と言われた時代から家

庭の食事の時間も内容もばらばらの放食へ、さらには食事を単なる栄養補給と考える亡食へと進

んでいる。 

このような状況の中で、子育て世代を中心に漠然とした危機感が広がっている。また、輸入食

品の増加とともに食の安全性に対する意識、東日本大震災以降の生産地に対する消費者の関

心が高まっている。 

 

【課題】 

① 家庭の食事が軽視され、食習慣や食文化の継承がされていない。 

② 食の安全に対する意識、食に関する知識と食を選択する力の育成が図られていない。 

 

【提案】 

①  家庭食の基本を１汁３菜として、食事の見直し提唱し、外食産業においてもこの表記で「１

汁○菜メニュー」を用意する。 

   ○学校給食の献立にもこの表記を取り入れ生徒児童を介して、家庭の意識化をすすめ家庭

への浸透を図る。 

   ○行事食・伝統食について授業で取り入れる学校に対しての学習支援を行い、給食に取り

入れる学校や団体に対しては産地や調理法などの支援を行う。 

   ○旬の食材を用いた、季節食運動を提唱する。旬の食材の提供や献立例を配布するととも

に特定の日を設定し浸透をはかる。 

例 都内のすべての学校で同じ季節献立の日を設ける 

②  産地の表記が定着しつつある中、生産 流通 消費の過程での安全確保に向けて相互信

頼関係を築くために、表示は当然であるがそれぞれの思いや姿を直接体験できる機会を設

ける。 
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○学校や団体等が見学体験できる制度や案内窓口の設置。 

※今回の取り組みでも産地を訪れ、郷土食を食べた子供からは、「初めて食べたが

美味しかった。家でも作ってみたい。和食は健康に良いことが分かった。農家の人

は野菜を作るのに苦労していることが分かった。これからも和食を食べていきたい

と思った」など、食に対する興味関心が増した感想がよせられた。 

 

「食に対する知識が向上」 

【現状認識】 

 食に対する関心は、昨今のグルメブームに乗ってメディアが取り上げる機会も多く食にたい

する知識も社会全体に高まっているかのように思われる。しかしながら、内容のほとんどは

出かけて味わう、旅とグルメという形のものが主流となっている。その一方で日常の食である、

家庭食に関しては内容も個食化、食の形態も孤食化が進んでいる。 

 

【課題】 

① 和みの食であるべき和食の形が崩れ、食料を選び、調理し、味わう、家庭での食生活の

基本が崩れ、健康食である日本型食習慣が危機的状況にある。 

② 食材に対する知識や基本的な調理技術、食に関する礼儀作法の継承 

 

【提案】 

 ○毎月、家庭料理の日を設定し、家族の共同作業として食料選びから調理、味わうまでを

行う。 

学校教育においては、小学校高学年の家庭科で食生活の礼儀作法や調理の仕方、食品

栄養について、体系的に学んではいる。また、幼稚園などでも調理の初歩的なことは学び、「

作って食べる」経験をさせることも多い。 

 食材の産地についても、小学校 5 年生の社会科で学んではいる。しかしながら、実際の生

活と結びついた、いきて働く学習とはなっていない現状がある。 

○生産者と消費者を結び、旬の食材を使った食の交流をはかり、伝統や地域性を踏まえた

食の多様性の理解を図る。未来の食文化の後継者である子供たちの交流体験を進める。 

 今回の取り組みの結果、生産地での調理の仕方や食べ方、食材の選び方などが都市での

消費者との差異が明らかになり参加者からは、「作ってみたい。食材選びの参考にしたい。」

などの感想がよせられている。 

 

【教育サイドから】 

内野美恵先生（東京家政大学ヒューマンライフ支援センター准教授・管理栄養士） 

「食育への関心」 

食育への関心の有無は、実際の食生活において食行動に影響することが示唆されている。平

成 25年度の内閣府が実施した成人を対象とした「食育に関する意識調査」の結果からも、食育に

関心があると回答した群では、「（朝食を）ほとんど毎日食べる」や、「（食品の選択や調理につい
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ての知識が）あると思う」「メタボリックシンドローム予防や改善のための食事や運動を実践し半年

以上継続している」「家族で食事を食べる」等の設問に対して、食育への関心が低い群より、肯定

的な回答が得られている。また、食育に関心がないとの回答は男女共に 20～29歳台で最も多く

なっている。 

食育により得られる好ましい食行動は、生涯の健康だけでなく、社会的、文化的にもプラスの作

用を及ぼすものであり、子どもの頃からの食育の重要性が指摘されている。食育基本法の制定に

より、幼稚園、保育園、小中学校において食育の授業が実施されてきているが、食育の実践は、

本来家庭と地域と学校が三位一体となって日常的に行われるべきものであり、味覚、触覚、嗅覚、

知覚、聴覚といった五感で感じて身に付くものであるとされている。核家族、両親共働き等の事情

で、家庭での実践的経験的基盤のない子供たちにとっては、いくら学校で教科書やインターネット

などの映像資料を駆使して食育を伝えても、実感の伴わない絵空事になってしまうケースがある

ことが危惧される。とはいえ、学校の教育プログラムの中に五感に訴える実践を伴う食育手法を

投じることには、時間的、予算的、労力的に限界がある。 

学校を介して、生産者と都心部の親子を交流させるという今回のような取り組みは、限られた参

加人数に対し、事前の段取りと準備に相当な手間と時間をかける必要がある。しかし、このような

丁寧な取り組みこそが、人々の意識を変え、行動を変容させる確かな機会となり得ることが、本事

業の実践によって認められた。 

食育への関心を高め、好ましい食行動を知り実践するまでのプロセスにおいて、本事業が参加

者にもたらした五感を刺激する体験と、生産者や地域の方々とのコミュニケーションは、感動と共

感を伴う経験であり、老若男女を問わず多くの参加者に、意識と行動の変化をもたらしたのでは

ないかと考えられる。 

 

【提案】 

＊学校や PTA、栄養教諭の相互理解を図り、食育を視点とした取り組みをカリキュラムとして

取り入れる。（既存の媒体物としては、給食、家庭教育学級、林間学校、修学旅行等） 

＊海のくに・日本のような団体が仲介となり、生産者と学校を結びつけて、双方の研修旅行や

生産者の出前出張講座をパッケージ化できるとよい。 

 

「栄養バランスへ配慮した食生活」 

本事業の参加者からの感想をみると、「おいしかった」というキーワードが最も多く使われていた。

本事業が提供した「おいしさ」は、地産地消をベースとした新鮮な素材と、素材の旨味を引き出す

ための伝統的な調理法により料理された日本型食生活としての和食のおいしさである。 

栄養教育が実施され、どのような食材や食べ方が栄養的によいかという情報や知識はインター

ネットの普及と共に容易に入手できるようになってきている。しかし、何をどのように食べるかとい

う、日々の食事選択の基準は、とかく忙しい現代人にとっては、「うまい、はやい、やすい」のファー

ストフードのキャッチコピーに表されるように、簡便性、適応価格、「そこそこおいしい」の 3 点が揃

っていればニーズを満たす食事とされてしまう傾向にある。このような食事は、得てして甘味、塩

味、油脂、スパイスといった調味料の味がベースであり、エネルギー過多、高脂質低栄養である
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場合が多い。基本的な味覚が形成される幼少期に、大人の都合により上記のような簡易的画一

的な食事で味覚を形成してしまうことで、将来的な肥満、高血圧、心臓病のリスクが増すことは、

西洋諸国が証明している。 

米を主食とした一汁三菜の食形態は、日本型食生活として、おいしさと栄養バランスを兼ね備

えた食事として世界に評価されている。幼少期より食事の形態を米を主食とした一汁三菜を基本

として、作り手が見える食事や手作りの食事のおいしさを理解することは、栄養バランスの良い食

事を選択する基礎力となる。栄養を整えるために、食事を選ぶ力を教育することが重要とされて

いるが、食事を選ぶ力は何を食べるかを選ぶ力である。多種多様な食材を味わい味覚の幅を広

げる経験と栄養的な知識が結び付き、さらに食材を選び自分で調理できるスキルが身につくなら

ば、栄養とおいしさを両立した食事を日常化することが可能となる。 

本取り組みのように、日本型食生活の和食のおいしさを知り、手作りの味を経験する機会を増

やすことは、食への関心を惹起させ、栄養とおいしさを兼ね備えた世界に誇れる日本食を継承す

る上で大いに意義がある。 

 

【提案】 

＊本取り組みの中に味覚の教育（フランスが発祥）を加える 

＊本取り組みを発展させ、調理実習や自分でつくる弁当（竹下和男先生提案）の実施 

 

【生産・流通サイドから】 

渡辺徹啓先生（東安房漁協総括参事） 

「食や農林漁業への理解の浸透」 

【現状認識】  

 「和食のふるさとを訪ねる会」に参加した方々のコメントに“こんなものを作っているんだ。”“こん

な食材があるんだ。”また、“産地の苦労が分かった。”“とても美味しかった。”等の意見が多いよ

うに感じた。 

このコメントから産地に行く体験の機会がないこと。また、産地から都市住民への情報発信の

機会・手段がないこと。消費者と産地との交流の機会がないこと等があると感じました。 

 

【課題】 

① 受入産地の情報が少ない 

都市住民個人で産地に出向いても、どこに行ったらよいか情報が少ないし、受け入れ側に

しても個々に対応も出来ない。 

② 受け入れ産地の態勢の不備 

受入態勢を整えている産地が少なく、継続的な取り組みが難しい。 

受け入れ側の経費負担への対応。 

 

【提案】 

① 旬の食材生産地見学ツアーの企画 
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旅行会社等に提案できる産地もあるだろうが、農水省等の公共機関が積極的に受け入

れ産地を募集したうえで、旅行会社に提案する。 

② 受入産地への助成 

交流施設への助成制度はあると思うが、イベントではなく継続的な取り組みをする産地に

対して参加人数に応じた（手続き容易な）助成制度の確立 

③ 学校活動の活用 

現地に行かなければ分からないことが多いので、いろいろな学校行事を通じて体験しても

らう。体験したことを親に報告する。 

 

「食に関する知識の向上」 

【現状】 

「和食のふるさとを訪ねる会」に参加した方々のコメントに“こんなものを作っているんだ。”“こん

な食材があるんだ。”また、“産地の苦労が分かった。”“とても美味しかった。”等の意見が多い

ように感じた。 

今回、産地に行く機会があって初めて感じる意見だと思うが、以外と食材購入時には産地を

気にするものの、それぞれの産地でどのような食材があるのか分からない消費者が多いと改

めて感じました（私自身も同じ、興味・好物な食材に対しては、異常なほど知識過剰な面もある）。

食材の生産から店舗に並ぶまでの流れを知る機会も手段も少ないと思う。 

 

【課題】 

① 産地からの情報発信不足 

産地と消費者の結びつきが点と点での情報発信が中心となっているので、全体的な理解

が薄いように思える。  

② 消費者意識・必要性の希薄 

仕事に追われる消費者の増大から惣菜中心の献立になりやすく、知識の向上の必要性が

少なくなると思う。 

 

【提案】 

海軍では、忘れがちな曜日を思い出させるために「金曜日にはカレーライスを出す」と、聞いた

ことがある。それぞれの家族で、１汁３菜を食べる曜日を決め、家族で炊事するようにし、話題も

食に関するとする。 

農村・漁村の産地側では、商品開発の中で簡単に１汁３菜が食卓に乗れるよう努める。それら

の商品の消費が拡大しそれが利益につながれば、産地での後継者不足の解消し、産地と消費地

が好循環で結ばれる。 

 

【生産・流通サイドから】 

羽田百合子先生（ＪＡ安房 女性部長） 

「食や農林漁業への理解の浸透」 

都会のこどもも消費者も、食料生産そのものを知らない。 
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野菜の新鮮さや緑色の美しさ。畑でとれたての野菜の甘さ。落花生が土の中で育っているとい

うことに、都会のこどもたちは驚いている。「枝豆が大豆になり、味噌ができたり豆腐になるんだよ」

という話しをしたら、こどもたちは「栄養満点だね、だからおいしいんだ」と笑顔を見せた。 

和食プロジェクトに協力させていただき、私たちが毎日ごく自然に作っている野菜が甘くておい

しいと皆さまに感激され、子どもさんたちだけではなく消費者との交流もできたことはうれしいこと

でした。これを励みにこれからもがんばっていきます。 

素材の次は調理法。ひとつの野菜でも料理の工夫次第で違う一皿になり、おいしく食べられる。

このことを実践的に伝えることが大切。料理を知ること、自分でつくってみること、味わいを知るこ

とで、毎日元気で楽しく過ごせる。 

種まきや田植えなどがこれから始まる。今後は農業体験などの交流ができたらより一層意義深

いと思っている。 

 

【生産・流通サイドから】 

石橋匡光先生（三崎恵水産常務取締役） 

「食や農林漁業への理解の浸透」 

【現状認識】 

 生産現場が近い地方よりも、都心での生活は農林漁業への理解は薄いと考える。身近に生産

現場が無い分、あえて生産現場を体験出来る物事を作っていく必要がある。また購買・消費行動

において農林漁業におけるモノのスタートラインが伝わらないと、モノの価値が値段だけになって

しまい、再生産価格を割り込むような流通が多くなってきている。 

 農林漁業の生産においてもまだまだ消費の現場でのボトムアップの声が届いていない事が多い

のではないかとも考える。実際にどの農林漁業者も自分の生産物が一番だと思っている事も多い。

マーケットニーズをしっかりと捉えた価値ある生産ができているかも検証が必要。 

 

【課題】 

 農・漁業体験をさせるようなツアーが人気とのことだが、実際受け入れができる農・漁業者は多く

ない。また現状流通において特定希望の生産物の継続的購入ができるスキームもない。 

 

【提案】 

 農林漁業者の理解を深める為には、体験を主としたツアーを組み、しっかりと「儲ける」仕組みを

作ることだと考える。流通などがしっかりと消費者を囲い、体験→ファン化→選択購入の流れを作

っ上でもっと消費者と生産者を近づける策を考えていくことを提案する。 

 

【生産・流通サイドから】 

長島秀和先生（㈱長島代表取締役、関東給食会理事＝給食等の食品流通会社） 

「和食文化に関する理解が深まった割合」 

今回、事前と事後のアンケート結果を見てわかる事は、和食の基本形、旬の食材に対する関心、

産地への配慮、地域性などの和食文化に関する「知識」の向上は顕著に見受けられたものの、共
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同炊飯の回数や家族との食事同伴回数、米飯の割合等の「実行」の向上はさほど見受けられな

かった点だ。確かに、塾に通う子供達、共働きでなければ生活できない都会の物価、異なる時間

帯で生活する核家族等、現代社会の実状を考慮すると仕方のないことかもしれない。そして、これ

は社会環境に起因するものが大きく、社会そのものの仕組みを変えることは非常に困難である。

しかしながら、このような中でも理解を深めるための有効な手段となるヒントが今事業の取り組み

にはあったと考える。 

戦中戦後、満足にモノが食べられない時代は「おなかいっぱい、食べたい」という欲求があった。

おなかいっぱい食べられるようになると、「おいしいものが食べたい」という欲求が、おいしいもの

が食べられるようになると「楽しくたべたい」という欲求が高まる。そして、おなかいっぱいおいしい

ものを楽しく食べられるようになった近年、皮肉にも生活習慣病や食文化に対する知識の衰退か

ら「知って食べる」時代になった。物を「知ってから食べる」時代に。 

ここで大切なのは「どう知るか」である。今回の事業の最大のポイントは「体験を通じて食べ物

や文化を知る」ことにあった。産地に出向く、産業を知る、昔から食べられている料理を食す、一日

にも満たない時間の中で自ら体験することによって、心が動き、記憶の中に宿り、機会があれば

思い出し、ゆとりがあるときに実行に移す。更に言うなれば消費者が産地に出向くだけでなく、生

産者が消費地を訪れたことも大きな効果を生んでいる。 

作った人の顔写真が貼ってある、とれた場所の画像が画面に映し出されている程度では人の

心は本気で動かないだろう。どのような思いで、どのような苦労をして、ものを作ったり、食べても

らいたいかが伝わらないと、或いはどのような理由で和食が昔から食されていたのかが伝わらな

いと和食文化が根付いた、理解したとは言えないだろう。 

まぐろの解体ショー後の購買意欲の効果やイチゴ狩り等に訪れる観光客の存在はまさに「擬似

体験」によるものだ。都会の真ん中で「マルシェ」が開かれ賑わいを見せるのは生産者と消費者が

直接言葉を交わせる数少ない体験の機会だからだ。すべての食材を消費者が体験して知って食

べることは出来ずとも、単に知って食べるのではなく、「擬似体験を通じて知って食べる場」を生産

者と消費者の間に位置する流通業者の立場として、今後提供する努力をしていきたいと考える。 

 

「栄養バランスに配慮した食生活」 

今回の取り組みを通じ、実施前に比べ、一日に必要な野菜の摂取量の目安や、一汁三菜とい

った和食の基本形に関する正しい知識の取得割合は増加した。特に児童の意識が事後大きく変

化している点から、幼少期からの教育の必要性と未来への可能性を感じる。 

また、健康な身体を維持するために「栄養バランスの良い食生活」を送ることが必要なことも皆

知っている。 

問題は「知っている」からそれをいかに「実践」につなげられるかである。その動機づけとしては

個々の健康意識や家族への配慮によるところが大きい考えるが、実践するために、わかりやすい、

手軽な、栄養バランスの良し悪しを測る指針の提示と活用方法を示すのが社会としての役割と考

える。 

ひとつの例として厚労省が提示した「食事バランスガイド」は精巧なツールではあるが実際に意

識してカウント計算している人をあまり知らない。もっと広く国民が実践しやすいツールを開発、啓
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蒙すべきだろう。その中で、食べ物の中に「ま・ご・は・や・さ・し・い」食材が入っているかという標

語はわかりやすい。「早寝早起き朝ごはん」というのもわかりやすい。子供から大人まで誰もが手

軽に簡単に活用できる事を一般社会に広めるべきだ。 

個人的に活用してほしいのは「学校給食の献立表」だ。プロの管理栄養士が、旬のものを取り

入れ、主食がパンであろうと米であろうと麺であろうとバランスのとれた主菜・副菜・デザートに至

るまで組み合せが示されている。もし、晩御飯のメニューに悩んだら冷蔵庫の前に貼ってる「献立」

を丸ごと採用したら、栄養バランスの良い組み合わせに直結する。児童は配布されている献立表

を丁寧に読み、意識して食べることで、将来自分が食べたいものが決まった時、何を組み合わせ

れば栄養バランスが良いのか思い出すだろう。 

肝心なことは、自分自身で「食を選ぶ力」を養う方法を容易に手に入れ、実行することにあると

考える。 

 

【ジャーナリズムから】 

明珍美紀先生（毎日新聞記者） 

「世界に誇る“和食”体験プロジェクト」視察リポート 

現状認識 ～ 課題 ～ 提案 

●食の担い手との交流で「学び」を実践 

 農や漁業などの生産者、食の担い手との交流から、消費者や子どもたちの食に対する関心がよ

り強くなる。そして普段、自分たちが食べているものが、どこでどのようにつくられているかを知る。

それは、もっとも基本的な「学び」の実践だ。 

 「和食」が国連教育科学文化機関（ユネスコ）の無形文化遺産に登録されたことは、それだけ、

日本の食生活の形が崩れてきたことにほかならない。今回のプロジェクトでは、「和食とは何か」と

いう問いを投げかけ、特に子どもたちからは、栄養バランスや食糧自給率の問題などまで踏み込

んだ「答え」が返ってきた。このことは、一つの成果だ。 

 

●東日本大震災後をみすえ 

 未曽有の被害をもたらした東日本大震災から４年。プロジェクトでは被災地の生産者を訪ねる機

会がなかったが、東北は首都圏の食を支えてきた面がある。そこがいま、どんな状況になってい

るのか、今後は震災や原発事故で大きな打撃を受けた生産者がいることを踏まえたうえで、食の

問題を考えていかなければならない。 

  

●次のステップへ 

 言うまでもなく日本の農業や漁業を支えるのは消費者だ。食の選択には価格だけではない基準

がある。田んぼや畑の生き物たちの生態系をなるべく壊さない農業、水産資源をきちんと管理す

る漁業など、持続可能な食の生産に取り組む人々を応援することが、「買い物で世界を変える」と

いうことだろう。 

 このプロジェクトでの経験をその後の行動にどうつなげるか。それをフォローするプログラムも必

要ではないかと思われる。「和食」というキーワードから次の段階へ。大事なのはこれからだ。 
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【有識者から】 

長谷川元先生（前コスモピーアール社長、マーケティング専門家） 

「世界に誇る“和食”体験プロジェクト」視察リポート 

現状認識  

・和食とは何か 

・消費者にとっては「家でよく食べる」、「季節感・旬がある」、「体に良い・ヘルシー」、「自然な感じ」、

「安心・信頼できる」、「素材の味わいを生かせる」食事である。 

・食文化として「残したい」のは、「いただきますのマナー」、「郷土料理」、「一汁三菜」、「うま味」で

ある。 

・「和食」が好きで、頻度が高い、または必ずしも好きではないが、頻度は高いとする消費者は約 

３／５。 

・しかし、和食派で、それがふだんの食事は肉より魚と限定すると、消費者全体のなかでは極めて

少数になる（１／２０または１／２５） 

 

課題 

・狭義の「和食」では「私ごと」にされない可能性、すなわち態度・行動変容につながらないリスクが

高い。 

・「日本食」に基づいた、より包括的な「和食」の定義が必要である。 

例）日本の「ハンバーグ」－合いびき肉を使う、野菜込み、しょうゆベースのソースなどから「和食 

（日本食）」である。 

・「郷土料理」の代表は「お雑煮・まぜごはん・おせち」である。一汁三菜ではない。 

・カレーライス－１００年の歴史がある。 

 

提案 

１）「点づくり」をすすめる 

・ミニコミ、口込み 

 ～食育の強化 

    学習・体験・発表など一連のプロジェクト作り 

    体験は生産現場 

２）「面づくり」をすすめる 

・マスコミ・購買 

 ～「和食」のシンボル・アイコン作り 

   定食屋に「和食」の看板 

   スーパーで「和食食材」表記 

 ～マスコミの食事番組 

   単品から一汁三菜へ 

   和食屋の紹介 

  ～和食マイスターづくり 
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【有識者から】 

白石ユリ子理事長 

「和食文化に関する理解」について 

現状認識  

今回のテーマである「和食を食べよう」と言ったときに、いったいぜんたい「和食とはなにか」が

問われることは当然のことと考える。なぜなら、いまや「誰にとっても共通の和食」など存在しない

からだ。現在の日本人の食卓は、選択肢がこの上ないほど広がっている。その結果、何が和食で

あるかが見えなくなっている。 

 

子どもの好きな料理ベストテンの推移 

順位 1995年度 2000年度 2005年度 2010年度 

1 カレーライス カレーライス 寿司 寿司 

2 ハンバーグ ラーメン カレーライス カレーライス 

3 ラーメン 焼き肉 ラーメン デザート 

4 パスタ 寿司 オムライス オムライス 

5 ステーキ ハンバーグ ステーキ ラーメン 

6 焼き肉 パスタ デザート ハンバーガー 

7 寿司 ステーキ ピザ ピザ 

8 グラタン グラタン チャーハン ステーキ 

9 シチュー サラダ パスタ パスタ 

10 サラダ チャーハン 焼き肉 さしみ 

備考 

（10位 

以下） 

ピザ 16位 

チャーハン 12位 

サラダ 14位 

オムライス 21位 

ハンバーガー30位 

（デザート、さしみ 

 の選択肢なし） 

オムライス 13位 

ピザ 17位 

シチュー18位 

ハンバーガー26位 

デザート 29位 

（さしみの選択肢 

 なし） 

ハンバーガー11位 

さしみ 12位 

グラタン 14位 

ハンバーグ 19位 

サラダ 26位 

シチュー27位 

グラタン 11位 

焼き肉 12位 

ハンバーグ 14位 

チャーハン 16位 

サラダ 20位 

シチュー26位 

（注）1995 年度のスパゲッティを 2005 年度に合わせパスタとするなど料理名の表示の変更あり。

複数回答の回答数上限は、1995年なし、2000年度 5つ以内、2005・10年度 3つ以内なので厳密

には比較できないが順位には大きな差は出ないと考えられる。 

（資料）日本スポーツ振興センター「児童生徒の食生活実態調査報告書」 
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「和食」が現在のように幅広いものとなるまでの経緯を、私の現状認識として以下に記したい。 

 現在のこどもから高齢者まで（幼児～８０代）の食卓を考えるとき、 

【戦前＝１９４５（昭和２０）年以前の時期】 

【戦後の１９４５（昭和２０）～１９６５（昭和４０）年】 

【経済成長期の１９６５（昭和４０）年以降】 

という時間の流れに沿って日本の食が多様化したことを考えないわけにはいかない。それは食材、

調味料、調理方法のすべてにおいてなされており、各家庭でつくられる家庭料理においてもレパ

ートリーが急激に増えることになった。戦前には都会のハイカラな家庭でしか作られなかったカレ

ーライスやハンバーグがいまやあたり前の定番になり、「こどもの好きな料理ベスト１０」の顔ぶれ

もいわゆる洋食がほとんどを占めている。 

 

戦争が終わった直後は、とにかく食べられること、毎日食べられることが大切だったが、米国を

中心に欧米諸国から圧倒的な物量の食料が日本に流れ込んだことから、日本の食卓は大きく変

わることになった。食料のみならず、欧米の文化・芸術やライフスタイルそのものが「良きもの、理

想とする暮らし」として広く紹介されたことから、世の中が落ち着いた１９５５（昭和３０）年頃には、 

「欧米の食卓こそ健康な食卓、理想の食卓、憧れの食卓」とする空気感に日本中が包まれた。映

画を見ても、雑誌の特集でも、朝食にはパンと卵料理と紅茶、昼食にはスパゲティやサンドイッチ、

夕食には肉料理、といったこれまでとは見た目も雰囲気もちがう食事をダイニングキッチンで味わ

うことが理想のように語られ、主婦たちはこぞって欧米食＝洋食を目指した。１９６０年代から雑誌

社で編集をしていた私自身、この時代の空気をつくる側にいたのだと、あらためて思う。 

 

また、１９５６（１９５６）年から「フライパン運動」が提唱されたことも、洋食が全国区となる大きな

きっかけとなった。日本人の栄養改善指導を目的にアメリカ農務省が資金援助を行い、日本全国

の農村をキッチンカーが走り回った。そしてまだ肉食が一般化していない田舎の村の一般家庭に

も肉食と油脂摂取を知ってもらおう、洋食の献立の条件は「必ず小麦粉を使った料理を入れる事

にある」ということが伝えられ、日本人の意識にも、日々手にとる食材や調味料にも大きな影響を

あたえた。 

 

こうしたことから、食用油を使った料理が日本全国で急激に食卓にのぼるようになり１９５５年と

現在を比べると、食用油の使用量は３倍に増えた。それまでの日本の家庭料理といえば、「鍋で

煮る、網で焼く、蒸し器で蒸す」ということが主流で「油を使って素材を焼く」ということはほとんどな

されていなかった。天ぷら、さつま揚げのように油で揚げる料理も江戸時代から広く行われていた

が、家庭料理の定番というよりも、特別な日のご馳走であった。日本の家庭の台所にフライパンが

登場し、目玉焼きやボークソテーなどのフライパン料理が毎日の食卓に次々と提供されたことが、

現在につながる食卓の大転換だったといえる。 
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 以上が家庭料理についての私の現状認識であるが、そのうえに「中食・外食の広がり、日常化」

が加わり、日本人の食卓の多様化にはさらに拍車がかかったといえる。 

 １９６０（昭和３５）年頃までは、朝ご飯と夕ご飯は主婦が手作りして家族が一緒に食べる、お昼

は手作り弁当をそれぞれの仕事先や学校で食べる、ということが一般的であった。レストランでの

食事や江戸時代からのファーストフードである蕎麦屋での昼食、握り飯を買って食べるということ

もなされてはいたが、外食は時々のことであって、大方の日本人にとっては「食事は手作り」が基

本であった。そして小売店の主流も食材そのものを売る八百屋、魚屋、肉屋、乾物屋であった。 

 それが、１９６０（昭和３５）年頃から世の中の変化とともに急激にかわっていく。新興産業や企業

の立ち上げにより日本中で産業化が進み、労働者が求められた。その結果、都市住民の急増、

日本中のサラリーマン化、主婦のパート労働が国策として進められ、大方の日本人が食料生産を

担う立場から、食料を買う側＝消費者になった。そして、消費者となった都市住民はより効率のよ

い食事準備を求めるようになり、それに添う形で小売業も小売店から総合スーパーマーケットへ

移行、弁当屋や持ち帰り寿司屋など現在につながるテイクアウト商品の店が急増した。そして１９

７０年代にはマクドナルドに代表される欧米型のファーストフードという手軽な外食店や家族そろっ

て手軽に食べられるファミリーレストランが急増し、一挙に日本中を席巻した。同時にコンビニエン

スストアの登場、安売りスーパーの登場により、簡単で手軽な中食買いや外食が一般化し、大人

のみならずこどもまでがその享受に浴しているのが現在といえる。 

 

 このような状況のなかで、日本人の食卓がどのように変わってきたのかというと、一言でいえば 

「食の選択肢が広がった」ということに尽きる。 

 これまで述べてきたのは 

・食材、調味料、調理方法の多様化（欧米化） 

・中食の一般化 

・外食の一般化 

であるが、その結果、日本人の食卓は世界の食材と調理法によって彩られるようになった。インド

発祥のカレー料理は元より、トマトやチーズをふんだんに使いオリーブ油で調理されるイタリア料

理、一品一品を順に味わうフランス料理、ハムやソーセージ等の加工肉に特色があるドイツ料理、

肉と野菜を煮込むロシア料理など、世界の料理を味わえるレストランが次々に開店している。戦

前は中華そばと餃子ぐらいだった中華料理も今や四川料理、広東料理、上海料理等、地方ごとの

店が林立している。そしてわが日本人は、各国料理を食べ歩き、そのエッセンスをどんどんと自分

の食卓にのせつづけている。イタリア風のお刺身や魚の水煮、スペイン風オムレツ、タイ風雑煮、

キムチ風味のてっちり、・・・・・・ 

 こうしたなかで、「和食を食べよう」と言ったときに、「和食とはなにか」が問われることは当然のこ

とで、いまや誰にとっても共通の和食など、どこにも存在しない。日本人の食卓の選択肢が広がっ

た結果、日本人自身、何が和食であるかが見えなくなってしまっている。 
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課題 

 １．和食とはなにか（和の食材、和の調理法、和の味わい）を広く語り合うこと 

私たちが今回「和食」をテーマにしたのは、和食がユネスコの無形文化遺産に登録されたことが

きっかけであるが、今次事業を始めなければ！、と強く考えたのは、「和食」が私たちの日常の暮

らしのなかで生かされていない、という現状に危機感を持ったからだ。日常で「和食」が生かされて

こそ、和食がユネスコに登録されたことに意味があると考えた。 

この活動を行うにあたり、私たちは「和食」を以下のように考え、活動メッセージとした。 

・「和食」とは、日本人の健康長寿な人生と、四季折々の食材を味わう豊かな暮らしを実現さ 

せてきたすばらしい民族の財産である。（＝和食は健康・長寿食） 

・「和食」とは、日本の風土が育てた食材を生かした食卓である。四方を海に囲まれた島国で 

あり、かつ山がちな国土を先人が生かし、持てる能力を存分に発揮して育くんできた見事な 

芸術作品のような食材の数々が、和食をつくっている。（＝和食は風土食） 

・全国の産地で受け継がれてきた郷土料理、家庭で食べ継がれてきた手作りの味わいが 

和食である。（＝和食の基本は郷土料理） 

この３つのメッセージを授業で、産地ツアーで、和食フォーラムで参加者に伝えることに努めて

きた。そして９カ月を終えたいま、参加者アンケートに書いていただいたように大きな成果があった

と思う一方、新たにやるべきことがでてきたことも実感している。その第一が、「和食とはなにか」と

いうことだ。 

今次事業で「和食とはなにか」について、推進委員の先生方と議論を重ねてきたが、答えを求

めるよりも、この議論自体を広く行うことに意味があると私は考えている。だれでもが和食を「自分

のこと」として考え、和食を「私を元気にしてくれる食事指針」ととらえ、毎日の食事を「私の和食」と

とらえて前向きな気もちで味わうことが大切だと考えている。 

 

２．「食べ方」も含めた食文化が「和食」であると認識すること（和の食空間、和の食事態度） 

旧世代にとってこれまで当然であったことが激変しているのは「食事」の中身だけではない。食

べ方にも如実に表れている。一粒のお米を大切にする気持ち、生産者や食事の作り手に「いただ

きます」と感謝する気持ちはこれまでもいわれてきたことであるが、「電車やバスのなかでの食事」、

「人ごみのなかでの立ち食い」などが、なぜ変なのか。「家族が料理をしていても手伝わない」「親

子や友人同士で食事しているのにスマホばかりしていて顔を会わせない」などが、なぜ変なのか。

その意味を自ら気付いてもらうこと、和食とは食べ方や食事態度、人との関わり方も含めた「私と

人とのコミュニケーション」だと伝えることも「和食」の文化である。 

 

３．和食の持つ健康・長寿食としての意味合いを広く伝えること 

２０１３（平成２５）年度は、「野菜を食べよう」というテーマのもと、食育活動を行った。野菜をテ

ーマに私たちの食事を見直し、野菜を食べて健康になろう、というもので、メッセージとしてはわか

りやすかった。今次事業でテーマとした「和食」は、言葉の意味会いが広いため、活動においても

メッセージ発信においても伝えたいことが多く、参加者には伝わりづらい点もあったと思われるが、
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一番伝えたいメッセージは、「和食は健康・長寿食」だということ。このことは年齢や性別に関わら

ず誰にとっても大切なことであるからだ。 

 

提案 

 １．和食とはなにか（和の食材、和の調理法、和の味わい）を広く語り合うこと 

２．「食べ方」も含めた食文化が「和食」であると認識すること（和の食空間、和の食事態度） 

３．和食の持つ健康・長寿食としての意味合いを広く伝えること 

 

  以上を伝えるために、 

１．方向性をはっきりさせる・・・・・・誰に向かって、何を伝えるか（層ごとに取り組む） 

◎誰→実験的に大学生男子を対象にする。 

（和食から一番遠いところにいる） 

                        ◎何→社会の健康問題（成人病の激増等）とあなたの健 

                             康はつながっている 

２．日本の農林水産業の応援・・・・毎回、参加者の層を変えて授業と産地ツアーを実施する 

◎安心・安全を求める、継続的な食料供給を求める 

                       ◎第一次生産者と都市部の住民の語らいの場を増やす 

３．自分の健康な人生のために・・・和食が健康食であることを「諸外国との比較」、「日本の昔と 

                       今」を比較してデータ化し、実践しやすい形で紹介する。 

                       授業や産地ツアーのなかで具体的に実施する。 

 

長く書かせてもらったが、以上が今次事業をとおして私自身が考え続け、これからも「解」をみつ

けるために取り組みたい問題意識である。これからも食育活動をつづけられるのであれば、この

問題意識のもとで、課題解決のために提案したことを実施し、努力を続けたいと考えている。 
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