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はじめに
栄養士は食を通して人々の健康に貢献する専門職であり、人々においしく健康的な食事を提
供することが基本的な職務である。したがって、栄養士養成課程においては、栄養や食品衛生
の知識とともに基本的な調理の知識と技術の修得が必須である。
近年では生活環境の変化に伴い家庭での食のあり方も大きく変化しており、外食や中食・加
工食品利用の増加によって食の外部化が進み、家庭での調理時間は短くなっている 1）。家庭の
食生活の中で育っていく子どもたちは、家庭で調理に触れる機会が減少すると、子どもたちの
調理に対する関心や経験は低下すると考えられる。また、学校教育の中でも小学校から高等学
校までの家庭科の授業時間数は減少している 2,3）ため、大学生の調理に関する知識・技術の低
下が著しい 4）。栄養士養成課程や教員養成課程のある大学では、大学における調理実習教育の
効果的な教授法の開発が課題となっており、藤井ら 5）によって効果的な教授法が報告されて
いる。
本学の栄養士養成課程にも調理に関する基礎知識や技術をもたない学生が毎年入学し、計量
ができない、水加減や火加減がわからない・できない、包丁を使ったことがない、箸がうまく
使えない、揚げ物の経験者がほとんど無い、リンゴの皮がむけない、基本的調理用語を知らな
いなどは想定内であるが、調理の経験が無いため火や油を使う危険がわからず、水滴がついた
ままの鍋を火にかけて油を加えたために油がはねて大騒ぎした例もある。このように、従来は
常識として知っているであろうと思ってきたことが、ごく一部にせよ常識でない学生もあるた
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め、1 年前期開講の調理実習ではおいしい料理を作る以前の指導が必要であり、年々このよう
な指導が少しずつ増加してきている。一方、短期大学には多様な学生が入学してきており、調
理の知識と経験が豊富であろうと期待される調理師免許の取得者や、社会人入学生も少数では
あるがおり、一般学生とともに調理実習を受講している。
このような現状の中、安全で効果的な調理実習を行うために、授業の初回に調理に関する意
識と知識・経験を問うアンケート調査を実施しており、本研究ではこれをまとめ、学生の調理
や食材に対する意識、調理経験の現状について分析した。また、1 年前期終了時に再度アンケー
ト調査を行い、学生の食に関する行動の変化や実習で獲得した基本的調理操作の修得状況につ
いても分析した。

方法
（1）調査対象者と調査時期
2012 〜 2015 年の 4 年間に本学の栄養士養成課程に入学した学生 133 名を集計の対象とし、
日常的に家庭の調理を担っている社会人入学生は集計の対象外とした。内訳は男子学生 19 名、
女子学生 114 名で、調理免許取得者は 14 名（男子 5 名、女子 9 名）であった。男子学生の占
める割合は 14.3％と少ないが、男女別に集計した。居住形態は、ほとんどが自宅からの通学生
であった。
調査時期は、大学教育を受ける前の学生の状況を調査する目的から、4 月の大学入学直後に
行った。アンケート調査は、学生個々の調理経験を把握し調理実習に反映させるため記名式で
行った。一方、調理実習実施後の対象者は 124 名（男子 18 名、女子 106 名）で、調理実習の
最終日にアンケート用紙を配布し、成績に影響しない旨を通知した後、同様に記名式で行った。
（2）調査内容
入学当初に行った調査では、①調理の経験や調理への関心の強さ、②調理実習に対する不安、
③日常の食生活の様子の指標として好き嫌い、箸使い、緑茶の喫食状況について、④調理の経
験と基本的知識について調査を行った。
また、1 年前期の調理実習終了後には、⑤食に関する意識や行動の変化、⑥家庭での復習、
⑦基本的調理操作の修得に関して調査を行った。
調査結果は、Microsoft Excel 2013 を用いて単純集計およびクロス集計を行い、有意差の検
討は一元配置分散分析および
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検定により行った。

結果及び考察
（1） 調理の経験、調理への関心の強さ
表 1 に示すように「調理の経験」については差が大きいことが明らかになった。主体的に調
理を行っている学生は、「日常的に家庭での調理を担当している」と「時々食事を自分で作る」
を合わせて 44.4％で、男女差は無かった。
「時々食事の支度の手伝いをする」学生は 39.1% で、
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家庭での手伝いは女子学生の比率が高かった。家庭でほとんど食事作りに関わっていない学生
は「家庭科の授業で行った程度」と「ほとんどない」を合わせて 16.5% で、男子学生の比率が
高かった。
「調理への関心」は、「強い関心がある」と「ある程度関心がある」を合わせて 94.0% で、大
多数の学生が調理に関心を持っており、男女差はなかった。
「食べ物への関心」は、「強い関心がある」、「ある程度関心がある」を合わせて 96.2% で男女
差はなく、大多数の学生が食べ物に関心を持っていた。
「料理をすることは好きですか」という質問に対して「好きである」
、「どちらかといえば好
きである」を合わせると好きと答えた学生は 88.7％と高く、いずれも女子の比率が男子より高
かった。この結果は、調理関係を専門としない学生を半数以上含む大学・専門学校の新入生を
対象にした平島らの研究 6）結果の 56.5% の約 1.6 倍であり、本学の栄養士養成課程の学生は一
般学生より調理の好きな学生達であることが示唆された。
以上の結果より、調理の経験には差があるが、幸い調理や食物に対する関心は高く、調理の
好きな学生がほとんどであった。女子の肯定率が男子を上回ることは予測できたことだが、主
体的に調理を行っている学生 59 名中、調理に対して非常に関心が高く、かつ非常に調理が好
きと回答した学生は男子 5 名（26.3％）、女子 22 名（19.3％）であり、性別に関係なく調理が
好きな学生は調理に関心が高く、自主的に調理をしていると考えられる。
表1

調理の経験，調理への関心の高さ
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（2）調理実習に対する不安
「調理実習を行うにあたっての不安

表2

調理実習を行うにあたっての不安

の有無」について質問したところ、表
2 のように男女ともほぼ半数が「不安
がある」と答えた。
不安に思う内容は表 3 に示すように

表3

不安の内容

（複数回答）

実習についていけるか不安であるが最
も多く、次いでうまく調理できるか、
知識・経験不足からの不安が続いた。
グループ内のコミュニケーションにつ
いての不安も 6 名があげており、グ
ループで調理することへの不安と、調
理技術や知識の不足に対する不安がほ
とんどであった。

（3）日常の食生活の様子
日常の食生活を覗うため、好き嫌いの有無と箸使いおよび緑茶の喫食状況について調査を
行った。（表 4）
表4

日常の食生活の様子

2/3 の学生に好き嫌いがあり、学生が好まない食品は図 1 に示すようにピーマン（パプリカ
を含む）の頻度が最も高く、15％の学生が好まなかった。トマト、セロリ､ ねぎと続き、大学
生においても香りの強い野菜類が好まれない傾向にあった。また、魚と貝類を合わせると
11.3% の学生が魚介類を好まず、香りの強い野菜が敬遠される傾向とともに嗜好に幼さが感じ
られた。
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持っている学生が約 1/3 であった。「箸は苦手」が 3.8%、「持ち方がおかしいといわれたこと
がある」学生が 21.8% で、これに「持ち方を教わったが正しく持てない」23.3% を合わせると
約半数の学生は箸を正しく持てないと推察された。
著者らが平成 16 年に行った箸使いに関する調査 7）では、学生の箸の持ち方は 6 パターンあり、
正確な持ち方ができた学生は 60％であった。今回の結果はあくまでも意識調査ではあるが、
10 年前よりきちんと箸を持てない学生が増加しているように思われる。男女を比較すると、
男子は持ち方を教えられた学生は約 40% に留まり、女子の約 70% に比較すると低い数値であっ
た。さらに「教わったことはないが自由に使える」が 10.5%、「適当に持っている」が 47.4%
と箸使いに対して男子は無頓着である傾向が見られた。栄養士は食育を指導・推進する要であ
るため、正しい箸の持ち方ができることが望ましく、箸使いの指導も必要とする結果となった。
毎年、調理実習が始まると試食の際に準備するお茶（番茶）について、
「水からですか、お
湯からですか」という質問があり、お茶を淹れる経験の希薄さを感じるため、
「お茶」につい
て自分に該当するものを回答させたところ、「自分でいれる」学生は約 1/3 で、お茶を淹れる
経験が少ないことが明らかになった。最近ではお茶もペットボトルが普及し、総務省「家計調
査年報」の 1 世帯あたり年間の飲料支出金額推移 8）によると、2000 年代に入った頃より緑茶
やウーロン茶に加えて様々なブレンド茶が加わり、いわゆる茶飲料が増大する一方で茶葉の緑
茶は大幅に減少している。本研究でも「ペットボトルの利用が多い」が 18%、「ほとんどお茶
を飲まない」が 4.5% と、1/4 弱の学生は日常的に茶葉を利用していないことが明らかになった。
「自分でいれて飲む」男子は少数で、ペットボトルの利用が高かった。

（4）調理の経験と基本知識
調理の経験と知識の指標として、炊飯について、煮だし汁について、お茶について、青菜の
ゆで方について、根菜のゆで方について、知っている切り方について、本等を見ないで作れる
料理について調査を行った。
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表5

調理の経験と基礎知識

表 5 に示すように、「炊飯の経験」については、「日常的に炊飯をしている」と「自分で炊飯
することができる」を合わせると 3/4 の学生は炊飯できるが、1/4 の学生は炊飯ができなかった。
男子については「できる」と「できない、経験がない」がほぼ半々であった。
「煮だし汁」については「鰹節だし汁を自分でとることができる」学生は 12.8％で、そのう
ちの 40％が調理師免許取得者であった。「教わってとったことがある」は 36.8％、
「粉末のだ
しの素しか使ったことがない」は 40.6%、「煮だし汁を知らない」学生は 13 名（9.8%）もあっ
た。この結果は、家庭においては簡便な粉末状のだしの素が一般に使われていることを反映し
ていると考えられる。大学調理教育研究グループは、栄養士養成系の大学の調理実習では和風
だしの素の利用が非常に少なく手作りが多いと報告している 4）が、本学の調理実習でも日本
料理のだし汁は、鰹節や昆布から必ずとっており、だしの旨みととり方を教えている。栄養士
の育成にだしの旨みを教えることは、食育の面からも必要であるとの考えは、共通であった。
「お茶のいれ方」については、正答の「沸かしたお湯の火を止めて茶葉を入れる」を選択した
学生は約 2/3 で、
（2）の調査結果と合わせると、自分ではお茶をいれないが、知識のある学生は
1/3 であることが明らかになった。最近では水出しと称して販売されている茶葉もあるために迷っ
た可能性もあるが、
「自分でお茶をいれたことがない」
、
「わからない」学生は、合わせて約 1/5 で
あった。男子では正答率が若干低く、
「自分でいれたことがない」
、
「わからない」学生が多かった。
「青菜の茹で方」については、正答の「沸騰水中に加えて茹でる」を選択した学生は約半数
に留まり、
「わからない」は 12％だった。男子の正答率は 42.1% と更に低く、
「わからない」
は 26.3% と高値であった。
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「根菜の茹で方」については、正答の「水から加え、沸騰させてゆでる」とした学生は
64.7% と青菜の茹で方よりも正答率が高く、「わからない」は 12% だった。男子の正答率は
42.1% と低く、「わからない」は 26.3% と高値であった。
お茶の淹れ方、青菜のゆで方、根菜のゆで方すべてが正答であった学生は 42 名 31.5％であり、
調理師免許取得者の 2/3 は全問正解であったが、1/3 はそうではなかった。3 問とも誤答であっ
た学生は 3 名であった。
以上の結果を概観すると、新入学時に炊飯ができない学生は 1/4、鰹節だし汁をとったこと
のない学生は 1/2、番茶が淹れられない学生は 1/3、青菜のゆで方がわからない学生は 1/2、根
菜のゆで方がわからない学生は 1/3 おり、日常の食生活でのごく基本的な調理の経験や、知識
が不足している学生は多数あることが明らかになった。
「知っている食材の切り方の名称」
は、図 2 に示すようにせん切り・みじ
ん切り・いちょう切りは 75％以上の学
生が挙げており、続いて短冊切り・輪
切り・乱切りは約 50％、半月切り・小
口切り・さいの目切りは約 30％と認知
度が高かった。挙がった切り方は 35
種類で、図 3 に示すように列挙した切
り方の種類が最も多い学生は 13 種類



種類挙げた学生が最も多く、平均は 6.0
種類であった。性別に見ると、男子は 4.4
種類、女子は 6.3 種類と男女差があっ
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料理は延べ 68 名が挙げた。卵は常備されている食材で、これらの調理はごく簡単であること
が反映されている。カレー、シチュー、ハヤシといった洋風煮込み料理を挙げた学生は延べ
72 名であり、学校教育のなかでの調理経験と、ルーの普及が反映されている。
最も多くの料理を挙げた学生は 15 種類であったが、1 種類も挙げられなかった学生は 21 名
で 15.8％にも上り、うち 9 名（42.8％）が男子であった。1 種類が 13 名（10％）で、3 種類を
挙げた学生が最も多く 19 名、平均の料
理数は 4.0 種類であった（図 5）。性別
に見ると、男子は 2.0 種類、女子は 4.3
種類で、男子は作ることができる料理
が少なかった。この結果は、単に作れ
る料理が多いか少ないかだけでなく、
料理を思いつくことができたかどうか
も反映していると考えられ、1 種類も
挙げられなかった学生は、料理を発想することができなかったと考えられる。この結果からも
新入学生の調理経験の差が明らかになった。
大学や専門学校において新入学生が作ることのできる料理は、小学校から高等学校までの調
理実習で行われたものであるという平島らの報告 9）があり、今回上位に挙がった料理は、こ
れまで報告された作ることのできる料理 6,10）とほぼ一致している。今回の結果を平島らの報告
6）

と比較すると、料理を作ることができるとした学生の割合は、オムライスでは 2.1 倍、炒飯

では 1.7 倍、カレーでは 1.2 倍、作ることのできる料理の平均数は 1.4 倍今回の結果の方が高かっ
た。今回の調査では、料理をすることが好きと答えた学生は、一般学生を対象とした平島らの
研究の約 1.6 倍であり、栄養士養成課程への入学生の方が、一般学生より料理に関心があり、
作ることのできる料理数が多いことが示唆された。
これらの結果を調理経験の度合別に分析した。調理経験の「日常的に家庭での調理を担当し
ている」と「時々食事を自分で作る」を合わせて「自分で調理する」（59 名）、「調理の手伝い
をする」
（52 名）、「家庭科の授業で行った程度」と「ほとんどない」を合わせて「あまり調理
しない」（22 名）の 3 群に分類し、（4）調理の経験と基礎知識の項目について検証した。
炊飯とだし汁については図 6 に示すように、
「自分で調理する」、
「調理の手伝いをする」、
「あ
まり調理しない」の順に炊飯できた。
だしがとれる学生は少数であるが、
「あ

⮬ศ࡛ㄪ⌮ࡍࡿ

まり調理しない」群ではだしが取れる

ㄪ⌮ࡢᡭఏ࠸ࢆࡍࡿ

学生はいなかった。
図 7 に示すように、お茶のいれかた
は、「自分で調理する」と「調理の手
伝いをする」群の差は無く、
「あまり

࠶ࡲࡾㄪ⌮ࡋ࡞࠸
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調理しない」群は正答率が低かった。
青菜のゆで方については、
「自分で調

⮬ศ࡛ㄪ⌮ࡍࡿ

理する」群の正答率が高く、
「調理の
ㄪ⌮ࡢᡭఏ࠸ࢆࡍࡿ

手伝いをする」と「あまり調理しない」
࠶ࡲࡾㄪ⌮ࡋ࡞࠸

群の差は無かった。根菜のゆで方につ
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いては、「自分で調理する」と「調理
の手伝いをする」群で差は無く、
「あ

᰿⳯ࡢࡺ࡛᪉

まり調理しない」群は正答率が低かっ
た。
⮬ศ࡛ㄪ⌮ࡍࡿ

図 8 の知っている切り方数について
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は、
「自分で調理する」と「調理の手伝
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いをする」群の有意差はなかったが、
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「あまり調理しない」群は有意に低かっ
た（ p < 0.05）。作れる料理数について
も「自分で調理する」と「調理の手伝

いをする」群の有意差はなかったが、「あまり調理しない」群は有意に低かった（ p < 0.05）。
これらの結果より、自分で調理する学生は手伝いをする学生より調理はできる傾向はあるが、
青菜のゆで方以外知識には両群に差は無いことが明らかになった。あまり調理しない学生は調
理・知識いずれも低かった。久保ら 10）は日常の調理経験が調理技術のレベルに関係している
と報告しているが、今回の調査でも同様の結果が得られ、手伝いの経験も重要であることが明
らかになった。
以上の調理実習を行う前の調査結果より、本学栄養士養成課程の新入生は調理経験不足の学
生が多く、経験がある学生とそうでない学生の調理技術や知識に差があることが明らかになっ
た。これらの現状は、本学に限ったことではなく、教員の把握する学生の知識および技術力の
低下は具体的に報告 4）されており、調理実習教育を行う教員の共通の認識であると考えられる。
また今回の研究では、男子学生にこの傾向が顕著であり、これらの改善が調理実習を行う上で
の課題であることが明らかになった。

（5）食に関する意識や行動の変化
大学調理研究グループ北九州の報告 4）では、九州の栄養士養成校の調理実習の平均必修単位
数は 2.2 単位であり、本学は 3 単位であることから、調理実習に力を入れていると考えられる。
更に、前述の課題を少しでも克服すべく、実習グループの編成に心を配り、箸の持ち方や食事
の基本マナーを教え、調理の基礎から順を追って調理実習を行い、調理技術の向上を図っている。
1 年前期の調理実習終了後の調査では、食に関する行動の変化と家庭での復習の程度をきき、
獲得すべき基本的調理操作の達成度の自己評価を行った。
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「実習を行って自分に変化があった

表6

実習後の変化

か」に対して 55.6% の学生はプラス
の変化があったと回答し、大学にお
ける専門教育の成果が示唆された。
変化の内容を自由記述してもらった
ところ、表 6 に示すように、
「家で料
理をするようになった」が最も多く、
次いで「嫌いなものでも食べるよう
になった」であった。実習を行った
ことにより調理の機会が増え、自分
で調理した料理は、嫌いなものがあっ
ても食べるようになったと考えられ
る。また、
「食品表示に注意するよう
になった」
、「スーパーに行って食品を見るようになった」等、食品について関心を持つように
なったことも覗える。

（6）家庭での復習
「実習した献立を家庭等で調理した回数」をきくと、表 7 のように 1 回以上家庭で作った学
生 は 68.5 ％ で、 女 子 で は 73.6%、 男
子では 38.9％と女子に多かった。学
生の実習ノートの感想欄には、かな
りの頻度で ｢家でも作ってみたい｣
と記述されているが、家庭での調理
はそれほど行われていないのが実体
のようである。

（7）基本的調理操作の修得
1 年前期の調理実習で獲得すべ
き基本的調理操作として、｢計量｣、
｢野菜のせん切り｣、｢魚の三枚おろ
し｣、「基本的調理操作の理解」の達
成度の自己評価を「できる」、「だい
たいできる」
、「 ど ち ら と も い え な
い」、
「あまりできない」、
「できない」
の 5 段階で行った。（図 9）

表7

家庭での調理回数
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「できる」
、「だいた

表8

新入学時の調理経験と実習後の技術の修得

（n=124）

いできる」と答えた
学生が、
「計量」では
83%、
「野菜のせん 切
り」では 68%、「魚の
三枚おろし」では
71% で、 計 量 に つ い
ては自己評価は高
か っ た が、 包 丁 を 使
う野菜のせん切りと魚の三枚おろしでは、できたと感じた学生は約 70％に留まり、包丁の技
術に自信が持てない学生は約 30％であった。
「基本的調理操作の理解」については約 85% の
学生が肯定的であった。男女別では、総じて男子学生の自己評価が低く、
「計量」では 6%、
「野
菜のせん切り」では 14%、「魚の三枚おろし」では 12%、「基本的調理操作の理解」では 21%
女子学生より肯定率が低かった。
この結果を新入学時の調理経験と関連づけて分析した（表 8）
。（4）の結果より、手伝いも
調理経験として有効であることが明らかになったので、
「日常的に家庭での調理を担当してい
る」、「時々食事を自分で作る」、「時々食事の支度の手伝いをする」を調理経験が「ある程度あ
る」群とし、
「家庭科の授業で行った程度」、
「ほとんどない」を「あまりない」群として「計量」、
「せん切り」、「三枚おろし」、「基本的調理操作」の達成度をみた。調理経験が「ある程度ある」
群は、「あまりない」群より三枚おろし以外は有意に「できる」「だいたいできる」と自己評価
。調理経験が「あまりない」群では、せん切りと三枚おろし
した学生が多かった（ p < 0.05）
ができたとする学生はそれぞれ 45％、55％であり、調理経験が「あまりない」群では包丁が
使えるようになったと感じている学生が半数程度であることが示唆された。調理経験と調理技
術のレベルには関係があり、特に習熟を必要とする包丁の技術に自己評価の差が顕著に表れる
ことが明らかになった。
以上の結果より、半年間の調理実習教育で学生の食生活に関わる意識や行動にプラスの変化
が見られた事例が多く、ほとんど調理をしてこなかった学生も 70％は基本的な調理操作を理
解し、包丁の技術も約 50％はできるようになったと自己評価しており、一定の教育成果が認
められた。しかし、週 1 回の大学での実習のみで調理技術を向上させることは難しく、高等学
校までに調理経験が少なかった学生、特に男子学生には家庭での調理の機会を増やすよう更に
促す必要がある。今後とも今回の調査結果を踏まえ、調理のできる栄養士の育成を目指して努
力したい。

まとめ
2012 〜 2015 年の 4 年間に本学の栄養士養成課程に入学した学生 133 名を対象として、入学
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直後と 1 年前期の調理実習終了後に、調理に関する意識と知識・経験、実習後の食に関する行
動の変化や、実習で獲得した基本的調理操作の修得状況についてアンケート調査を行った。
入学直後の調査結果では、調理の経験には差が認められたが、調理や食物に対する関心は高
く、調理の好きな学生がほとんどであった。調理実習を行うにあたって男女ともほぼ半数が経
験不足から来る不安を持ち、食べ物に好き嫌いのある学生が多く、箸を正しく持てないと推察
される学生も多かった。本等を見ずに自分一人で作ることができる料理は一般学生を対象とし
た調査よりも料理数が多く、栄養士養成課程への入学生のほうが一般学生より料理に関心があ
り、作ることのできる料理数が多いことがわかった。日常の食生活でのごく基本的な調理の経
験や知識が不足している新入学生が多く、経験がある学生とそうでない学生の調理技術や知識
に差があることが明らかになった。あまり調理しない学生は調理技術・知識ともに低く、日常
的に調理する大切さが示唆された。
半年間の実習後の調査では、半数以上の学生に、料理をするようになった等のプラスの変化
があり、大学での教育効果が示唆された。また、高等学校までの調理経験の多少によって差は
あるものの、基本的な調理操作の理解や包丁の技術の向上は自己評価から明らかであり、導入
部分の調理実習の一定の成果は認められた。栄養士に必要な調理技術の修得に向けて、更なる
調理の経験と研鑽が必要であると考える。
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