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食の安心・安全を得るために学生
が方策を提案した食育弁当 



愛知学院大学心身科学部 

健康栄養学科の教育目標 

(1)本学の基本理念「行学一体・報恩感謝」に立脚した
職業倫理の育成 

(2)人間栄養学に基づく先端の専門知識と確かな技術力
の育成 

(3)グローバルな視点に立って総合的、複眼的に考え
EBN（Evidence-Based Nutrition）に基づいて 
問題解決ができる力の育成 

(4)人々の豊かな人生（QOL：Quality of Life）を  
支援できる力の育成 

(5)高度情報社会に対応したコミュニケーション力  
の育成  



大学
学生が推進する食

※食に関するヘルス・

プロモーション計画づ

くりのアドバイス

※調査・研究

※食育指導

※栄養教育

地域
市町村民が推進する

食育

※市町村：生涯教育

※学校：健康・食生活調

査と指導

※市民：食と健康づくり

運動への参加、ボラン

ティア活動など

健康増進への支援

学生への教育効果

「学生の学び」と 
「地域社会の活性化」をめざした協働 



科目（栄養教育分野）の位置づけ 

学 年 科  目 学 年 科  目 

１年次 
第1セメスター 

栄養学、食品学 

調理学、調理実習、
調理科学実験 

3年次 
第5セメスター 

栄養教育各論 
公衆栄養学 
応用栄養学実習 

１年次 
第2セメスター 

医科学、生化学 
栄養学実験 
食品学実験 
栄養教育論 

3年次 
第6セメスター 

臨床栄養学実験 
臨床栄養学実習 
栄養ケアマネジメント 
フードマーケティング論 

2年次 
第3セメスター 

食品安全学 
臨床栄養学 
栄養カウンセリング 
健康栄養情報演習 

４年次 
第7セメスター 

公衆栄養学実習 
公衆衛生学実習 

2年次 
第４セメスター 

栄養教育実習 
健康行動科学 
食品安全学実験 
病原微生物学 

4年次 
第8セメスター 

健康管理総合演習 
（歯学部付属病院 
 連携科目） 



授業テーマと目標（ねらい） 

授業テーマ：地域と連携した食育弁当づくり 
 食環境レベルでの取り組みとして、健康的な食べ物の選択を可能
にする食物へのアクセス（生産・加工・流通・提供など）および情
報へのアクセス（マスメディア、HP、学習・相談の場など）の両
面から食環境に関する理解を深め、地域における食育弁当づくりの
活動を通して、主体的に実践する力を習得する。 

授業のねらい 
 学生主体のフィールドワーク授業を通して、食と健康を取り巻く
さまざまな新しい問題について、①問題の本質を捉える力、②問題
解決のための創造力、③計画を立案し実行する力、④実践後の的確
な評価をする力、⑤成果を発信し、情報交換ができる力を培うこと
を目標とする。 



幅広い世代への食育推進 
（制度の普及、意識の啓発） 

消費者からの信頼獲得、 
幅広い世代への宣伝効果 

健康と栄養の専門知識に
基づいた食育推進 

地域連携(産官学共同事業)のメリット 

大学 行政 

産業 

適切な量を栄養バ
ランスよく食べる
ことができる食事
の提供とその食事
の選択も食育運動
のひとつ 

食料の生産者、
流通業者、消費
者が連携して食
育をすすめるこ
とが必要 



食育推進における 

地域連携(産官学共同事業)の意義 

 行政が推進する食育の目標 
●バランスのとれた食生活の実践 
●食品表示・食の安心への理解 
●食文化の継承 
●食べ物のむだの削減 
●地産地消の推進 

 産業が推進する食育の目標 
●保存料・合成着色料の撤廃 
●独自の厳格な基準に基づく、 
  衛生・品質管理 
●地産地消の推進 
●廃棄物処理「エコ物流」推進 

          大学がめざす食育推進の目標 
●栄養学、食品学、調理学などの専門知識と技術を生かした献立の提案 
●食育に関心をもち、しかもその対策に参画することにより実践力を育成 
●将来、管理栄養士をめざす学生が専門知識や技術を相手に押し付けるのでは 
 なく、食べる側（消費者ニーズ）に応じた食育を考える 
●弁当が販売されるまでのシステムを学ぶことで、健康と栄養の目標に加えて、 
 材料入手、生産ライン、販売価格なども踏まえて、より良い食環境づくりを 
 していくための地域連携（産官学の連携）の大切さを学ぶ 



授業計画（栄養教育分野） 
ワーク１：食育、弁当、食品の安全・安心等の情報収集 
 地域連携の取り組みの意義を考える 
 各グループで弁当の商品調査を行い、利点と問題点を学習する。 

ワーク２：地産地消を活かした食育弁当のコンセプトを考える 
 弁当に対する消費者ニーズの把握 
 食育弁当のねらいと消費者ニーズのギャップを埋めるための調整 

ワーク３：食育弁当の考案と評価 
 各グループで食育弁当を作成 
 食育弁当試食と学生の相互評価（コンクールにより採用決定） 

ワーク４：食育弁当の広報と販売 
 食育弁当の広報のためのプレゼンテーション、情報発信等 

ワーク５：地域連携の取り組みの評価 
 主観的評価(反省会での意見・感想)と客観的評価(フィードバック 
 テスト) 



商品開発については産官学の３者で継続的な打合せを実施 

第一回打合せ  

第二回打合せ  

※キックオフミーティング（愛知県、セブンイレブン、担当教員） 
・産官のこれまでの取組み経緯と今後の方向性についての説明・質疑応答 
・セブンイレブンより他地区の事例の紹介 
・愛知学院大学の学生の授業の一環としての取組みとしての意義の説明 

※学生を交えてのディスカッション 
・セブンイレブンとして食育の取組みの背景と経緯について説明 
・学生と開発コンセプトのディスカッション 
 「バランス」「健康」＋「美味しさ」の追求 

第三回打合せ   第四回打合せ   第五回打合せ  

※学生が提案する弁当の試作品（４グループ活動での提案）についてコンセプト・味・製品化への確認 
・全体のバランス等を議論しながら、弁当に取り入れる具材選定を実施 
・料理1品1品の具材の味・彩り・栄養バランスを打ち合わせ 

学生が提案する弁当（４グループ） 



弁当製造業「わらべや東海㈱」の工場見学 
   
 学生が提案した食育弁当の調理工程等の確認を通して再度、取り組
みの共通認識（コンセプトに適った安心・安全な商品の提供）を深め
ることを目的とする。 

高野豆腐のそぼろ煮工程 蓮根ハンバーグ焼成工程 

・わらべや東海（株）製造工場における711商品の「衛生管理」 
 「原材料の管理・こだわり」「ひとつひとつ丁寧な製造」等の説明 
 と確認 →安心・安全に十分配慮した製造体制の実際を理解する 
 
・最終打ち合わせ会（産官学＋製造業者） 
  食育弁当の「掛け紙」デザイン・文言等の確認 

最終打ち合わせ風景 



とんとうの 学生が考案した食育弁当のラベル 
～食べ方にも留意～ 

そぼろごはんを箸で食べる！！ 
消費者からの要望が高かったスプーンを付けな

かったことも食育弁当のこだわり 



高野豆腐のそぼろ 
の３色御飯 
高野豆腐は、大豆たん白
でメタボ予防。豊富なア
ミノ酸を含み、夏バテに
も効果有り。 

蓮根ハンバーグ 
ミネラル、ビタミンＣ，食感の良い蓮根と鶏
肉のヘルシーハンバーグ。梅ソースでさっぱ
りと食べられる。 

ころころ根菜と蒟蒻の金平 

歯ごたえを残し、箸をよく使ってよく噛
む事で満腹中枢を刺激 

鯖の生姜焼 
食欲増進の働きを持つシ
ネオールを含む生姜焼き
で夏バテ予防。 

ほうれん草入り 
蒸し卵 
余分な油を使用しない蒸し
玉子。ビタミン、鉄分が豊
富なほうれん草を入れた手
作り感のある仕上げ。 

豚肉と野菜の 
オイスターマヨ炒め 
1品は欲しい男性でも満足
できるおかず。ビタミン
Ｂが豊富な豚肉は、玉葱
やにんにくに含まれるア
リシンと一緒に摂取する
ことで疲労回復、体力維
持効果ＵＰ。 

料理のアピールポイントの考案 



学生が考案した食育弁当 
（家庭で食べる場合の盛り付けも考案） 



①地域の新鮮野菜たっぷりの弁当 
   （1日目標摂取量の１/３＝１３０ｇ、地産地消の安心できる食材） 

②栄養素をバランスよく摂取できる弁当 
  （植物性たんぱく質や夏バテ予防にビタミン・ミネラルを多くする等） 

③よく噛みゆっくり食べる弁当 
 （根菜の利用、具材を小さめにカット、そぼろにする等の形態にも配慮し、 
  スプーンではなく箸でゆっくり食べる工夫） 

食育弁当の３つのコンセプト 

 名称：あいち愛彩味菜 
  （あいさいあじさい）弁当 
      
 販売価格：580円 
 販売期間；6/11～ 
 販売地区：愛知県限定推奨 

調理実習室でグループごとに記念写真 



愛知県庁における食育弁当の記者発表 

愛知県庁にて今回の取組み趣旨・商品説明等の記者発表を産官学の共同で実施 
 
 出席報道機関 
  毎日新聞・朝日新聞・中日新聞・読売新聞・日本経済新聞・ 
  東愛知新聞・時事通信・共同通信・テレビ愛知（合計９社） 
 
 ①ＳＥＪオペレーション部 伊藤ＭＤ：取組み趣旨説明 
 ②愛知学院大学 酒井：挨拶，大学側の取り組み状況の説明  
 ③ＳＥＪ商品部 結城ＭＤ：商品コンセプト，内容説明 
 ④愛知学院大学学生  渡部，石原，山中：商品説明 
 ⑤質疑応答・試食 

記者発表における取材風景 



食育弁当の主観的評価法としての販売応援 

発売初日には、店舗（名古屋葵２丁目店）に出向いて、販売応援を実施。 
（販売応援の目的） 
消費者に直接「想い」を伝えること、直に消費者の反応をみることにより、開発
した弁当の評価をする。 

   参加学生の感想 

・たくさんのお客様に試食して 
 いただき嬉しかった。 
・「美味しい」という言葉を 
 聞けたことが、これからの 
 勉学の自信に繋がった。 
・買い物の際に「カロリー」 
 や「栄養素」を気にしている 
 消費者が多いことが改めて実 
 感できた。 



チーム活動の相互評価(コンクール審査カード) 
食育弁当コンクール　審査カード
＜採点方法＞
１．審査項目ごとにクラスの食育弁当の中から上位３位までを選ぶ。
２．自分の食育弁当について、クラス全員の弁当と比較して自己評価を５段階の評点尺度法で行う。
３．各審査項目ごとに１位は３点、２位は２点、３位は１点の配点により総合得点を算出し、順位を決定する。

＜審査項目＞
１．食育弁当はコンセプトに沿った内容となっているか？
　

１位 2位 3位

２．食育弁当の作成技術は高いか？
　

１位 2位 3位

３．食育弁当のアイデア性はあるか？
　

１位 2位 3位

４．食育弁当としての販売の可能性は高いか？
　

１位 2位 3位

５．地域の食育推進に役立つか？
　

１位 2位 3位

　　自己採点の評価得点 点

上位３位までの食育弁当

よい ややよい どちらでもない ややよくない よくない

４点 ３点 ２点 １点5点

２

４点 ３点 ２点 １点5点

４点 ３点 ２点 １点5点

４点 ３点 ２点 １点5点

よい ややよい どちらでもない ややよくない よくない

よい ややよい どちらでもない ややよくない よくない

よい ややよい どちらでもない ややよくない よくない

よい ややよい どちらでもない ややよくない よくない

４点 ３点 ２点 １点5点



コンセプト 
世界糖尿病デーのイベントの一環として、糖尿病予防のための低エネルギー
でバランスのとれた食育弁当を提案する。 
１．第１弾と同様に「よく噛んでゆっくり食べる」ことにより満腹感が増す
ことをアッピールする。 
２．単品料理の組み合わせ事例についても店頭における写真表示で上手なカ
ロリーのとり方が大切であることをアッピールする。 

学生が考案する食育弁当 第２弾 

食物繊維 
ビタミン 
ミネラル 

エネルギー
塩  分 
炭水化物 

からだにECO（エエコト）しよう！ 

バランスが大事！ 



「からだにＥＣＯプロジェクト」大作戦 
野菜量アップで、からだにうれしい弁当 

～これでもカロリー６００kcal～ 
 
学生が提案するコンセプトに沿った献立の工夫 
１．ごはんはコンニャクマンナンを加えてエネルギーを減らす。 
２．野菜は重量だけでなく、見た目も多くなるようにする。 
 （根菜類、こんにゃく、海藻、キノコなどを利用） 
３．油脂を少なくする調理法を取り入れる。 
 肉や魚のメイン料理（しゃぶしゃぶ風、焼く、蒸すなど） 
 野菜料理（煮物、炒め物、ドレッシングなど） 
４．一品ごとの料理にボリューム観をだすようにする。 
５．カロリーが多い弁当（８００kcalの揚げ物弁当など）と写真で比較する。 

完成するまで何度も試作を重ねて・・・ 



からだにECO弁当に関するアンケート実施 
対象：健康栄養学科１～３年生 １５０名 

0% 50% 100%

男 

女 

21.4 

36.1 

78.6 

63.9 

Ｑ１）お弁当を見て、テーマ「からだにＥＣＯ（エエコト）

アクティブＯＮ」の意味が理解できますか？ 

yes

no

0% 50% 100%

男 

女 

18.5 

25 

81.5 

75 

Ｑ２）お弁当を見て、エネルギーが多くならないような

工夫がわかりますか？ 

yes

no

0% 50% 100%

男 

女 

66.7 

53.3 

33.3 

46.7 

Ｑ３）このお弁当が販売されていたら買いますか？ 

yes

no

第１弾の反省に基づいて、販売前に食べる側からの意見も取り入れて、さらに
改良をするために、アンケート調査を実施した。 



食育弁当づくりを通して学んだこと 
（主観的評価） 

・自分たちの満足だけでは弁当作りを進めていくことは出来ず、 
 弁当に買ってもらうための消費者ニーズに合わせて弁当の内容 
 を考え、企業の利益に繋がるものを考えなければいけないとい 
 う難しさがあった。 
・食育弁当のコンセプトに基づいて食材選びをする際に、自分 
 たちで食材の栄養成分や食品学的な特徴などを調べたので、 
 栄養学、食品学、調理学などの基礎知識を実践活動によって 
 一層深めることができた。 
・みんなで食材の調理をしたり、試食による料理の評価などを 
 通して異なる立場の多くの人々との意見交換をすることがで 
 きたので、協調性を身につけることができた。 
・２回目は販売にまでには至らなかったが、それによって実際 
 に商品として売り出すことの難しさ、厳しさを実感した。 
・失敗した反省を活かして、次の計画へと繋げるという大切な 
 経験ができた。 



アクティブラーニング授業の成果 

①新しい取り組みに対する試行錯誤を通して、問題解決 
 に向けた提案が自ら発言できる自信が得られた。 

②学生がステージを与えられたことにより、食と健康の 
 問題に関心をもち、今後の専門教科への意欲を向上さ 
 せることができた。 

③食と健康の問題解決に向けて、食べる側に立脚した提 

 案を考えるようになった。 

④地域(各種団体)連携の実際を通して、立場が異なる人 
 々との協働の大切さと難しさとを学ぶことができた。  

⑤情報の活用と社会に向けた発信の実際を学ぶことが 
 できた。 



今後の課題 

・地域連携におけるより優れた提案のためには、 
 先輩から後輩への学年を超えた連携とTAの制度 
 化が必要である。 
 
・教育活動としての各種団体との継続的な連携の 
 ためには、組織的な支援が必要である。 
 
・アクティブラーニング授業の進展には、関連 
 分野の教員間の連携が不可欠である。 


