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４ 管理栄養士養成課程における能動的・自律的学修意欲向上にむけたディープ・アクティブラーニ

ングの有効性の検証

本活動により、学生が何を修得できたのか、学習目標を達成できたのか、評価を行う目的で、質

問紙調査とレポートをまとめた。 

活動実施前、令和 3年 9月下旬に科目「キャリアデザイン活動」を履修した 1年生 27名、3年生

3名に対し、事前のアンケート調査を実施した。調査の内容は、①地域の社会資源を探る力、②文化

継承を担うことに対する関心の向上、③計画・実行が伴う対象者と関わる力、④グループワークをす

る力、⑤対象者の生活の特徴に目を向ける力、⑥管理栄養士になることへの基本コンピテンシーの 6

つ、計 26項目で、「とても当てはまる」を 4、「まあ当てはまる」を 3，「あまり当てはまらない」を

2、「全く当てはまらない」を 1の４段階評定とした。さらに、取材活動が一通り終了し、授業のまと

めを実施した 12 月下旬に再度同じアンケートを実施した。活動前後の両方で有効な回答が得られた

者は 25 名であった。学生の事例的な扱いを基に、その点数の変化を解析するとともに、事業参加後

の感想を踏まえ、それぞれの項目の変化について質的に検討を行った。 

① 活動前の学生の実態

活動前に、「とても当てはまる」と回答した者の割合が多かった項目は「管理栄養士として、食・

栄養・健康・文化に関する知識を身につけたいと思う」が 92.0％と最も多く、「「人間の栄養」に関す

る専門的技能と表現力を身につけたいと思う（84.0％）」「私は、管理栄養士としての専門的な知識と

技術を向上させたいと思う（80.0％）」「和食文化（料理や食材・調味料、加工、食事様式等）に関心

を持っている（76.0％）」の順で多かった。和食・文化への関心を持っており、管理栄養士としての

知識やスキルを身につけたいというという意欲が見られた。 

一方、「とても当てはまる」と回答した者の割合が少なかった項目は「千代田区の自然・社会・経

済（観光）構造と社会資源に関する情報を取集できる（8.0％）」「自分は、管理栄養士という職業に

向いていると思う（8.0％）」「子育て世代の関心や立場を考慮し、質問内容を考えてインタビューで

きる（16.0％）」「店舗の方や顧客を対象にヒアリングを実施し、その結果を発信することができる

（16.0％）」であった。このように、地域の資源や暮らしている人についての情報収集やヒヤリング

が難しいと感じていることがわかった。また、回答者の 1年生が大半を占めていたため、まだ管理栄

養士に向いているかどうかの経験が少ない状況がみられた。 

② 活動前後の学生の変化

活動後には、評定点が高くなった項目は、「千代田区は魅力的なまちだと思う」「千代田区の自然・

社会・経済（観光）構造と社会資源に関する情報を取集できる」という、地域への関心や関わりにつ

いての態度が向上していることが示された。また、対象者と関わるスキルに関して、「子育て世代の

関心や立場を考慮し、質問内容を考えてインタビューできる」「店舗の方や顧客を対象に、ヒアリン

グの具体的な内容を計画し、実施できる」「店舗の方や顧客を対象としたヒアリングを実施し、その
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結果を発信することができる」の得点が向上していた。実際に、取材を通して店舗の方と関わること

で、学生の自信が高まったといえる。また、向上の傾向がみられたものとして、「自分に与えられた

役割を認識し、仲間と相互理解しながら協働することができる」「私は、仲間と一緒に協力をして学

ぶことが好きだ」がある。管理栄養士が働く職場の多くは、他職種協働であることが多く、このよう

な態度が 1年生の内から向上する傾向がみられたのは、導入教育としての成果であるといえる。さら

に今年度は、多くの授業においてグループワークが減少したり、リモート授業であったことから、仲

間と協力することの態度や自身が高まったと考えられる。 

 

表３ 各質問項目の事前事後の結果 

 
n=25 Willcoxonの符号付順位検定             黄色の項目セル：事前事後で中央値が増加（p<0.05） 

緑の項目セル：事前事後で中央値が増加傾向（0.05<p<0.10） 水色の項目セル：事前事後で中央値が減少（p<0.05） 

事前<事後 同じ 事前＞事後

中央値 25,75％タイル値 中央値 25,75％タイル値 ｎ ｎ ｎ ｎ ％

1 千代田区は魅力的なまちだと思う 3.00 (3.00，4.00) 4.00 (3.50，4.00) 0.004 11 13 1 9 36

2
千代田区の自然・社会・経済（観光）構造と社会資源に関する情報を取集
できる

3.00 （2.50，3.00） 3.00 （3.00，3.50） 0.002 10 15 0 2 8

1 和食の料理、食材（調味料）の生産、加工、流通過程に関心を持っている 3.00 (3.00，4.00) 4.00 (3.00，4.00) 0.414 4 19 2 17 68

2 食物を通した都市部と農村部とのつながりに関心を持っている 4.00 (3.00，4.00) 4.00 (3.00，4.00) 0.705 4 18 3 14 56

3 和食文化（料理や食材・調味料、加工、食事様式等）に関心を持っている 4.00 (3.50，4.00) 4.00 （4.00，4.00） 0.317 3 21 1 19 76

4 専門職として和食文化の重要性を発信できる 3.00 （2.50，4.00） 3.00 (3.00，4.00) 0.317 6 16 3 7 28

1 健康・栄養・料理・食材に関する情報を収集・発信できる 3.00 (3.00，3.00) 3.00 (3.00，3.00) 0.739 5 16 4 5 20

2 子育て世代の関心や立場を考慮し、質問内容を考えてインタビューできる 3.00 （2.00，3.00） 3.00 (3.00，4.00) 0.005 11 13 1 4 16

3 食品の店舗の方と会話のやり取りができる 3.00 (3.00，4.00) 3.00 (3.00，4.00) 0.013 9 15 1 7 28

4
店舗の方や顧客を対象に、ヒアリングの具体的な内容を計画し、実施でき
る。

3.00 （2.00，3.00） 3.00 (3.00，4.00) 0.003 12 12 1 5 20

5
店舗の方や顧客を対象をヒアリングを実施し、その結果を発信することが
できる

3.00 （2.00，3.00） 3.00 (3.00，4.00) 0.003 12 12 1 4 16

6
自分に与えられた役割を認識し、仲間と相互理解しながら協働することが
できる

3.00 (3.00，4.00) 4.00 (3.00，4.00) 0.058 8 15 2 9 36

1 街で親子が一緒に歩いている様子を見る 4.00 (3.50，4.00) 3.00 (3.00，4.00) 0.527 4 15 6 19 76

2 食料品店で親子が買い物をしている様子を見る 4.00 (3.00，4.00) 4.00 (3.00，4.00) 0.527 6 15 4 16 64

3 外食店で親子が食事をしている様子を見る 4.00 (3.00，4.00) 4.00 (3.00，4.00) 0.705 3 18 4 17 68

1
管理栄養士として、食・栄養・健康・文化に関する知識を身につけたいと
思う

4.00 (4.00，4.00) 4.00 (3.50，4.00) 0.102 1 19 5 23 92

2
生命の大切さを理解し、健康と福祉、観光、文化継承、まちづくりのため
に

4.00 (3.00，4.00) 4.00 (3.00，4.00) 0.705 4 18 3 15 60

3
「人間の栄養」の社会・文化・経済構造に目を向け、社会的課題への好奇
心と

4.00 (3.00，4.00) 4.00 (3.00，4.00) 0.405 6 15 4 16 64

4 「人間の栄養」に関する専門的技能と表現力を身につけたいと思う 4.00 (4.00，4.00) 4.00 (3.00，4.00) 0.083 0 22 3 21 84

1 私は、管理栄養士という職業に就くことを誇りに思う 4.00 (3.00，4.00) 4.00 (3.00，4.00) 0.527 3 18 4 17 68

2 自分は、管理栄養士という職業に向いていると思う 3.00 （2.00，3.00） 3.00 （2.00，3.00） 0.336 2 20 3 2 8

3 私は、食を通して人々の健康と幸せに寄与したいと思う 4.00 (3.50，4.00) 4.00 (3.00，4.00) 0.257 1 21 3 19 76

4 私は、管理栄養士としての専門的な知識と技術を向上させたいと思う 4.00 (4.00，4.00) 4.00 (3.00，4.00) 0.102 1 19 5 20 80

1 私は、主体的（自主的に）に様々な事柄について学ぶことが好きだ 3.00 (3.00，4.00) 3.00 (3.00，4.00) 0.739 5 16 4 9 36

2 私は、仲間と一緒に協力をして学ぶことが好きだ 3.00 (3.00，4.00) 4.00 (3.00，4.00) 0.083 9 13 3 11 44

3 私は、学びを深めるために、調べたり、考えることが好きだ 3.00 (3.00，4.00) 3.00 (3.00，4.00) 0.808 8 11 6 11 44

学びの姿勢

事前 事後
項　　目

千代田区につ
いて

和食・文化へ
の関心につい
て

管理栄養士の
スキルについ
て

とても当てはま
る（事前）p

地域に暮らし
ている人を身
近に感じる

管理栄養士へ
の想いについ
て

基本コンピテ
ンシー
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学生が本事業に参加し、授業全体を通した感想をいくつか紹介する。①学んだこと、新しく得られたこ

とや感じたこと、②今、どんな管理栄養士を目指したいと思うか、③目指す管理栄養士になるために、残り

の大学生活やこれから学んでいきたいと思うことの3点についてである。 

 

① 学んだこと、新しく得られたことや感じたこと 

 今回の経験を通して、学生はそれぞれに多くのことに気づきや学びを得ていた。今年度は、食事の食材

や料理そのものではなく、食卓をしつらえる和食文化に関わる店舗に取材を行った。そのため、しつらえ

によって食事の印象が変わることを学んだ学生が多かった。また、店舗の方のお話から、顧客のよりよい

生活への想いを感じるなどの経験から、相手のことを想うことの重要性を再認識している学生もいた。特

に１年生は。今回のグループワークを通して、自身の役割や他者の意見による気づきなどを学んだという

学生も多くみられた。 

 

食事をしつらえることの重要性 

・ 盛り付けや器などアイデア次第で食事の印象を変えることができる 

・ 料理の周りの環境によってその料理の見え方が変わるため料理そのものだけでなく周りの環境を含

めてひとつの料理なのだと思った。 

 

食べる人や生産者を想うこと 

・ 相手のことを考えて献立と料理を作成するという、気持ちを込めて手間暇をかけることはとても大切

であること 

・ 食卓を彩る方法は自由であり、管理栄養士としてアイディアを出すことが大切であると感じた。また

これらの（お店の方の商品に対する）想いを発信することが管理栄養士の役割であると実感した 

 

文化への学び 

・ 昔からある物の尊さを学ぶことができた 

・ 身近ではないと思っていることも、身近であったりするので周りに目を向けて、広い視野でたくさん

の物ごとを見る必要があると学ぶことができた 

 

地域への興味、地域との繋がり 

・ 自分たちで作った記事が誰かの目に入り、その方がお店に足を運び、お店の方が大学に「記事を見て

来店された方がいましたよ」と教えてくださる。こうして、地域のつながりができていくのかなと思

いました 

・ 食で地域の方と繋がれる、新しい発見をできるということがとてもいいと思いました 

・ 今回は千代田区にあるお店を取材したが、自分が住んでいる地域にも日本の伝統に触れられるものや、

管理栄養士としての知識や食事を楽しむための工夫するポイントなど知れると思うので探してみた

い 
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グループワークの重要性と協働 

・ 人と協力をして課題をこなすことが新鮮であった。班員が積極的に発言し、自分では思いつかない

様々な角度からの意見を多く取り入れることができた。人との意見交換を大切にしながら自分の考え

をまとめて学ぶ姿勢を取り入れていきたい 

 

② 今、どんな管理栄養士を目指したいと思うか 

 今回のレポートから、多くの学生が食事を楽しいと感じてもらえるようなスキルをもつ管理栄養士なり

たいと述べていた。そのために、相手を想うや一人ひとりに寄り添うというような言葉もみられ、管理栄

養士として重要な力に気づきを得ていた。また、取材をして初対面の店舗の方とお話をしたことで、相手

とのコミュニケーションの重要性や聞く姿勢などを感じている学生もいた。さらにコミュニケーション力

から、他職種との協働性にも言及している学生もいた。 

 

対象者にとって楽しい食事提供ができる 

・ 栄養のことばかりに気を取られ、食べられる方のことを考える事が少なくなってしまう事があります

が食べられる方が楽しい、幸せ、と思える食空間づくりができる管理栄養士を目指したい 

・ 食事・食品に対して栄養バランスや味だけでない、見た目や雰囲気からも食事・食品を手にする人が

喜んだり、好んでもらうことができる管理栄養士になりたい。この経験をいかして、食のまわりに彩

りをあたえられるようにしたい 

・ 病院にいる方のなかには食事をたのしめない人もいると思うのでそのような方にも食事を楽しんで

もらえるように、食器を工夫したり季節やイベントごとに献立えを変えたりできるような管理栄養士

を目指したい 

・  

対象者に寄り添う力 

・ 対象者目線で社会、経済状況などを想像し、対象者と一緒に問題の解決に向かいたい 

・ 患者さん一人ひとりに寄り添って一人ひとりに合う、食べてうれしい食事を提供できる管理栄養士に

なりたい 

・ お店の方に取材する際は事前にお店のことや商品のことについて調べて、お店の方にどんな風に聞け

ばいいのかを考えて準備をしたため、取材を円滑に進めることができた。対象者に栄養士指導する際

も、対象者の生活を知ることで、さらに寄り添った指導ができると思ったため、準備を怠らず、相手

の立場でしっかり考えることができるようになりたい 

 

コミュニケーションを大切にする 

・ インタビューをさせていただく中で、新たなことを知ることができあったので、食事を提供する方の

お話をたくさん聞き、その中からもっと改善すべきところや、提供する方が好んでいただけるような

アイデアを見つけられるような管理栄養士になりたい 

・ 限られた予算の中で対象者が五感で楽しむことができる食事を提供できる管理能力がある管理栄養

士を目指す。患者さんの気持ちを汲み取る能力も必要であるが、職場でのコミュニケーションも同様

に重要視される、そのため、私は相手の伝えたいことを理解し、円滑にコミュニケーションをとるこ

とができる管理栄養士を目指したい 
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探求心や向上心がある 

・ 管理栄養士としての知識はもちろん、コミュニケーションであったり、物事に取り組む姿勢や食事に

対する探求心、向上心を持っているなど様々な面で自分の力を発揮していけるように努力し続ける管

理栄養士になりたい 

 

生産者の想いを発信できる 

・ 食に関わる物の知識を持って、その情報や生産者の想いを発信できる管理栄養士 

 

③ 目指す管理栄養士になるために、残りの大学生活やこれから学んでいきたいと思うこと 

 ②でそれぞれが掲げた目指す管理栄養士になるために、学生生活で経験していきたいことを書いてもら

った結果、多くの学生が様々な人とコミュニケーションをとれるようになりたいと答えていた。食事を楽

しんでもらえる管理栄養士になりたいと述べた学生が多くいたため、その相手を想う力や相手が考えてい

ることを推察するためのコミュニケーション力の向上という繋がりがみられた。また、今回のアクティブ

ラーニングを通して、積極的な学びの姿勢を大切にしたいと述べる学生もいた。 

 

・ 自分が食事をするときにどのようなときに自分が楽しく食事ができているか、どうすると食事が楽し

いものになるかを考えながら生活していきたい 

・ 相手がどのような食事を好んでいるか、どのようにしたら食事を楽しむことができるかがわからない

のでコミュニケーションをとらなくてはいけない。そのため、今のうちから大学の人たちと交流を深

め、初対面の人とでも会話ができるようにしていきたい 

・ 大学では、たくさんの人に会う機会が多いと思うので日ごろから多くの会話をして、相手の気持ちを

汲み取る力や、会話スキルを身につけていきたい 

・ 興味や疑問に思ったことがあれば、とことん調べることや詳しい方に質問するなど、積極的に学ぶ姿

勢を大切にしていきたい 
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III. 幼児・児童が「料理をする音を表現する」ことを目標とした教育活動の提案（研究２）

１ 目的：食と音―音に気づくことの意味 

音は、日常においてあまりにも当たり前の存在である。生命の営みがある限りにおいて、そこに

音が存在するからである。しかしながら、現代の私たちは、身のまわりの音、自分がつくり出す音に、

どれだけ耳を傾けているだろうか。日本を代表する作曲家である武満 1)は「私たち（人間）の耳の感

受性は衰え、また、怠惰になってしまった」と述べている。サウンド・スケープ（音風景）という概

念を作り出したマリー・シェーファー2)は、「聴くという行為はひとつの習慣になってしまっていて、

私たちは聴き方を忘れてしまっているようだ」と警告している。 

一方、古来より私たちは、揚げ物の仕上がりや、スイカの熟れ具合を音で確かめるなど、食の領

域においても、音を生活に取り入れてきた。最近では、調理の音を特徴的に聞かせるテレビコマーシ

ャルも人気である。映像だけではなく、そこに「音」が存在することで、私たちは嗅覚や味覚を働か

せて、その料理を味わうことを経験する。谷村 3)は、「台所の炊事の水の音には何か我々の心を癒す働

きがある」と述べているが、学生もまた、1日を音で振り返る「音日記」の課題に、「お昼に台所に行

くと母がいて、お鍋の煮える“グツグツ”という音、まな板の上で“トントン”という包丁の音、ス

リッパの“パタパタ”という音がする。さまざまな音に満ちて騒々しいが、なんとなく安心する音で

ある」と記していた。炊事の音は、そこに人がいて、生きるという営みがある証なのである。

食べるという生の営みのために、調理をする。私たちが作り出す調理の音は多様であり、その音

の中に、調理人の感情さえ見え隠れする。しかしながらそれは、当たり前に存在するが故に、「聴こ

うと意識しなければ聞こえてこない音」である。その音に意識を向けることは、私たちの感受性を蘇

らせ、「食」はもちろんのこと、日常の何気ない時間を豊かにしていくのではないか。 

本研究では、身近な音の存在を注意深く聴くこと、そして聴取した音を別のモノで再表現するこ

とを経験する。表現する際も、聴取した音や記憶の中の音と、実際に自分が作り出している音との比

較を繰り返すのであるが、それは、音楽表現の基礎となる資質能力に他ならない。この体験は、小学

校音楽科の学習内容の一つである「音楽づくり」の領域や、意図をもって表現すること、さらに、「感

じたことや考えたことを自分なりに表現して楽しむ」、「生活の中でイメージを豊かにし、様々な表現

を楽しむ」といった幼児教育の保育内容領域「表現」のねらいにつながる内容なのである。 

２ 方法 

本研究では、日常生活の中で誰もが耳にしたことのある料理音を楽器や身の回りのものを使って

表現する２種類の実践を、2020年 12月 15日に、東京家政学院大学町田キャンパス 3405教室で実施

した。 

実践 1は、サンプル音を楽器で表現する活動である。そのために、まず、Web上で入手できるフリ

ー素材から料理のサンプル音を準備した。次にそれを聴取した参加者は、複数名で、サンプル音に近
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づくように音を制作するという手順である。サンプル音には、炒める音・煮る音・ガスに火を点ける

音・混ぜる音の 4種類を用意した。それぞれの URLは以下の通りである。 

炒める音

https://taira-komori.jpn.org/sound/cooking01/roasting1.mp3 
煮る音

https://taira-komori.jpn.org/sound/cooking01/boiling1.mp3 
ガスに火を点ける音

https://taira-komori.jpn.org/sound/cooking01/kitchen_gas_switch.mp3 
混ぜる音

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=pH8ZbtDq0RU 

実践２は、２グループに分かれてある料理を想定し、その料理音の記憶をたどって楽器で表現する実践で

ある。表現された音から、お互いのグループで料理の何の音かを当て合う活動を行った。

参加者は、児童学科 4 年生 5 名と 3 年生 1 名の 5 名である。2 名と 3 名の２グループに分かれて表現活

動を行った。

用意した民族楽器した楽器は、以下の通りである。参加者はこれらの楽器から、聴取したサンプル音あ

るいは想定した音に相応しい楽器を探し、グループで相談し、表現を繰り返しながら音の再表現を試み

た。 

ヴィブラスラップ、ティンシャ、カリンバ、ウォッシュボード、 

ガラガラシェイカー、ギロ、マロ―サム、ラップトップカホン バンバン、ウッド

ブロック、オクタチャイム（トーンタング）、カウベル、 

スティールタングドラム、カスタネットクラッカークラッパー、

スプリングドラム、ラチエット、でんでん太鼓、シードラム

３ 結果 

サンプル音を聴き、それに近い音の出る楽器を見つけると同じグループの学生に「どお？」と音を互いに

確かめたり、「箸で鍋をトントンする感じがするよね」など会話したりしながら楽器が選択される。以下に、

それぞれのグループが表現にしようした楽器と、その状況を簡潔に述べる。 
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調理する音を聞き、どの楽器をどのように鳴らそうかと考える様子 

実際に表現する様子 

① 炒める音の表現

2 名のグループは、ウッドブロックとマロ―サムを選択した。箸が鍋に当たり鳴っている音をウッドブ

ロックで不規則に鳴らし、表現していた。マロ―サムでは、加熱によって具材が炒められている音を表現

していた。どのように表現するのかを打ち合わせをすることも特になく、即興的にお互いの様子を探りな

がら表現していた。 

3 名のグループは、ガラガラシェイカー、カスタネットクラッカー、スプリングドラムを選択した。ガ

ラガラシェイカーとカスタネットクラッカーの音は、具材が混ざり合い炒められている音である。スプリ

ングドラムでは、楽器の底をスティックで静かに叩いていたが、それは鍋が箸に当たる音であると考えら

れる。楽器に視線を向け、楽器と向き合って表現している学生がいたり、表現している学生の顔の表情を

窺いながら表現している学生がいたりした。打ち合わせをして表現しているわけではないため、グループ

の1人が雰囲気を見計らい、終わりの合図を声に出して表現を終了させていた。 

② 煮る音の表現

2 名のグループは、スプリングドラムとガラガラシェイカーを選択した。スプリングドラムではガスの

音を、ガラガラシェイカーでは具材が過熱により具材同士が揺れている音を表現していたようである。 
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 3 名のグループは、ガラガラシェイカー、でんでん太鼓、シードラムを選択した。具材が当たり合って

いる音を表現するために、ガラガラシェイカーの実と実が当たり合っている音しっかり鳴らし、でんでん

太鼓は高速で往復回転させて鳴らし続けていた。水平に持ったシードラムは、手首を動かさないようにし

ながら片手の指でヘッドを小刻みに叩き、音を出していた。 

③ ガスに火を点ける音の表現

サンプル音が、ガスをひねる音・火が点く音の順になっており、グループ内で役割分担しやすい雰囲気

に見えた。 

 2 名のグループは、ウォッシュボード、スプリングドラム、ギロを選択した。ウォッシュボードでガス

をひねって火が点く音・ガスをひねって火を消す音を表現し、スプリングドラムとギロで火の音を表現し

ていた。ウォッシュボードは凹凸板であるが、サンプル音に近づくようにひとつの凹凸だけ指にはめられ

る金属を滑らせて、ガスをひねる音を表現していた。ウォッシュボードの表現を聴きその音に続けて、ス

プリングドラムを鳴らして火の燃える音を表現していた。ウォッシュボードで一度役目を果たした学生が、

火の音の表現にギロを加えることで、火の表現に迫力が増していた。スプリングドラムの音が鳴り止みそ

うなところで、再度ギロからウォッシュボードに戻り、ひとつの凹凸だけに金属を滑らせて、ガスをひね

り、消す音を表現していた。 

 3 名のグループは、ラチェット、マロ―サム、太鼓を選択した。ラチェットでガスをひねって火を点け

る音・ガスをひねって火を消す音を表現していた。ラチェットは、歯車になって音を連続して出すことが

できるので、サンプル音に近づくように歯車を丁寧に回し、連続音ではなく、単一の音を表現していた。

ラチェットの音に続き、マロ―サムを手で撫でて火の音を表現していた。マロ―サムは持ち手を持って揺

らして表現すると、音が開放なり大きな音が出てしまう。そのため、手で撫でて音を出すことにより音量

を抑えることができ、音程も低くなりより火の音に近づくように表現していた。太鼓はバチで叩くのでは

なく、手早く撫でるような動作で音を出していた。マロ―サムと太鼓の音が重なることにより、火の表現

はより迫力のあるものになっていた。 

④ 混ぜる音の表現

2名のグループは、マロ―サム、シードラム、オクタチャイム（トーンタング）を選択した。マロ―サム

とシードラムで具材が混ざる音を表現していたが、マロ―サムは片手で持って揺らして音を出し、シード

ラムは机に置いたまま、片手で揺らして音を出していた。オクタチャイム（トーンタング）では、混ぜて

いる容器と混ぜている器具が当たっている音を表現していた。オクタチャイム（トーンタング）専用のバ

チではなく、他の楽器のバチを使って木の側面を撫でるようにして音を出しており、そのことでよりサン

プル音に近い音になっていた。 

 3 名のグループは、ガラガラシェイカー、ティンシャ及び、プラスチック製の玉が当たり合って音の出

る玩具を選択した。ガラガラシェイカーの実の部分を手で撫でて鳴らすことや、プラスチック製の玩具を

ウェットティッシュで包むことにより、ぶつかるときの音が大きくならないよう工夫しすることで、混ざ

りあう具材の音が表現されていた。ティンシャは２枚を擦り合わせるように鳴らし、容器とかき混ぜる器

具が当たって出ている音が表現されていた。 
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① グループ１（2名）

ギロとウッドブロックが使用された。ギロは、具材を剥いている音である。小刻みではなく、ゆ

っくり 1つの音を長く出すことにより、皮をむいている音に近い表現ができたと思われる。ウッドブ

ロックでは、具材を包丁で切っている音が表現されていた。バチで小刻みに叩くことにより、特徴的

な音が表現されていたように思う。

複数の回答があったが、早い段階で正解が出た。ウッドブロックの表現が、大きなヒントになっ

た様子であった。 

② グループ2（3名）

カスタネットクラッカー、ラップトップカホンバンバン、カウベル、エッグシェイカーが使用さ

れた。 

カスタネットクラッカーとカウベルは、火の表現に使用された。激しく音を出すことにより、激

しく炎が燃えているように感じられた。カウベルは爪を使いって、素早く撫でて音を出していた。エ

ッグシェイカーは、熱してある鉄板に肉を乗せた瞬間の音だった。エッグシェイカーは、大きな音を

出せるわけではないが、記憶音のイメージに表現に近づくと考えたのであろう。ラップトップカホン

バンバンは、手で叩いて表現するのではなく、バチを使って小刻みに叩いて表現をしていた。小刻み

に叩いて音を出すことにより、お肉が鉄板に乗せられて焼かれている音を表現していたのであろう。 

何の料理であるのか、聞いているだけでは難しい様子であった。エッグシェイカーの音が塩を振

っている表現との回答は、正解ではなかった。なかなか正解が出なかったため、もう一度同じ表現を

行った。 

2度目の表現では、揚げ物という回答が否定され、表現者が「エッグシェイカーの音が小さかった

かもしれない」と呟いたことで、エッグシェイカーの音に着目されたものの、「焼肉」という正解は

得られなかった。 
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活動の様子 

４ 考察及び提案 

本実践では、音をよく聴くことと、その音をなるべく忠実に、そして自分なりに表現することが

求められる。活動において、学生は、サンプル音をよく聴き、その音にふさわしい楽器を探し、鳴ら

し方を試行錯誤することを繰り返しながら、表現の発表を行った。表現する体の動きから、音の忠実

な表現の思考（試行）に加え、一人一人が料理の様子、人の動きをイメージしながら音を探し、表現

をしていることが窺えた。 

表現は、そのプロセスにおける試行錯誤が重要である。「見る」「聴く」「触る」など、身体の諸感

覚を通して感じたこと、考えたことを、いったん表現し、その表現されたものをメタ認知（メタ表現）

することを繰り返す。つまり、自分の作り出す音を、表現しながら聴くという行為である。今回の表

現はグループ活動であったので、他者が表現する音と自分が生み出す音を合わせて聴き、それがイメ

ージする料理音にふさわしいかどうかを判断するという、複雑な認知を繰り返している。 

表現の循環図（吉永2016）4)

表現のプロセスは、上図のように循環しており、発表される成果は、氷山の一角に過ぎない。本

実践では、この循環を学生は主体的に繰り返し、自分なりの表現を求めた。 
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料理の音は、音楽作品ではないものの、この音探し、表現方法の模索は、音楽表現の基礎となる。

なぜなら、音楽表現もまた、どのような音・音楽を表現したいかという「思いや意図」を具現化する

行為であるからである。 

①耳を澄ませる：ステレオタイプの擬音表現からの脱却

食べる音は「ムシャムシャ」・「モグモグ」、まな板の上で包丁を使う音は「トントン」、煮物は「グ

ツグツ」といった、ステレオタイプの擬音からの脱却を図る。本当は、どのような音が聞こえるのか。

実際の音を忠実に擬音化しようとすることは、その対象音をよく聴くことにつながり、よく聴こうと

することによって、対象となる行為をよく観察するようになる。給食を食べる音、その給食が調理さ

れる音に耳を澄ませてみる。

②声で表現する美味しい音クイズ

例えば、「おいしい音」クイズ。給食室で聴いてきた調理の音を、声だけで表現する。どうしても

体が動いてしまうが、それは反則とする。 

グループに分かれ、「おいしい音」を見つける。調理のプロセスで生じる音をよく聴く。記憶した

音の再表現でも、録音・録画した音を聞き直しながら、その音に忠実に声だけで表現する。声だけで

表現された「おいしい音」が何の料理であるのかを当てるとともに、どのグループが最もうまく表現

されているのかをランキングする。 

③擬音を身の回りのモノや楽器で表現する

声で表現した「おいしい音」を、身の回りのモノや楽器で表現する。目的の音を表現するために、

どのような素材を使用するのかを考えて持ち寄ることも活動内容に加えることで、より思考が深まり

主体的な活動となる。表現発表は、給食室の方々に聴いていただき、なんの料理か当てていただくの

もよいだろう。 

幼児におけるこの活動には、協同性、言葉による伝え合い、思考力、社会生活との関わり、豊かな感性

と表現といった、幼児期の終わりまでに育ってほしい姿が見て取れるだろう。さらに、小学校低学年にお

いては、音楽づくり分野における「音楽遊びを通して、音楽づくりの発想を得ること」、「声や身の回りの

さまざまな音の特徴」に気づくことといった、知識及び技能に関する資質・能力の育成の活動となる。 

引用文献 

１）武満徹 『武満徹著作集３』 新潮社 2000 pp.38-39.

２）R.マリー・シェーファー : 鳥越けい子・若尾裕・今田匡彦訳 『サウンドエデュケーション』 春秋社 

1992  p.5. 

３）谷村晃レビュー：安本泰正著『音感内観–自分さがしの音日記』：サウンドスケープ第４巻 2002 pp.122-

125. 

４）吉永早苗：無藤隆監修 『子どもの音感受の世界–心の耳を育む音感受教育による保育内容「表現」の

探求 萌文書林 2016 p.25.
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IV. まとめと今後の展望

令和２年度は、新型コロナウイルスの感染拡大の中で研究活動となり、特に、区民との交流等の

活動が中止となり、内容に変更せざるを得ない状況があった。そのような中ではあったが、下記のよ

うな活動の成果が得られた。 

研究１では、「千代田区における和食文化体験・交流プラットホームの拠点」として、５拠点を発

掘することができた。昨年度と合わせて、12 拠点である。令和元年度まで千代田区商工団体ナビに

「たべチヨダ」というサイトを開発し、情報発信を進めてきたが、新たに、独立したサイトとして発

信することができた。こうした中で、千代田区の関係団体やそのキーパーソンを把握するだけで多く

の期間を費やすこととなったが、そのおかげで地域の実態や業態の特徴なども把握することができた。 

今年度の学生の活動評価から、「千代田区は魅力的なまちだと思う」「千代田区の自然・社会・経

済（観光）構造と社会資源に関する情報を取集できる」という、地域への関心や関わりについての態

度が向上していることが示された。また、対象者と関わるスキルに関して、「店舗の方や顧客を対象

に、ヒアリングの具体的な内容を計画し、実施できる」「店舗の方や顧客を対象としたヒアリングを

実施し、その結果を発信することができる」の得点が向上した。実際に、取材を通して店舗の方と関

わることで、学生の自信が高まったといえる。管理栄養士が働く職場は他職種協働であることが多く、

このような態度が 1 年次から向上する傾向がみられたのは、導入教育としての成果であるといえる。

さらに、今年度は、多くの授業においてグループワークが減少したり、リモート授業であったことか

ら、仲間と協力することの態度や自身が高まったと考えられる。店舗からの評価として、和紙や墨・

筆、花といった料理そのものを彩る周辺領域に視点を持った活動に、店舗側からもその価値を再確認

できたといった声をいただくことができた。店舗とも連携を深め、企画段階から希望や計画案を頂く

形で、一緒に考え、形づくっていくことができるような体制づくりにも心掛けたい。 

研究２では、幼児・児童が「料理をする音を表現する」ことを目標とした教育活動の提案を行っ

た。音は、日常においてあまりにも当たり前の存在である。生命の営みがある限りにおいて、そこに

音が存在するからである。炊事の音は、人が生きるという営みがある証である。私たちが作り出す調

理の音は多様であり、その音の中に、調理人の感情さえ見え隠れする。しかしながらそれは、当たり

前に存在するが故に、「聴こうと意識しなければ聞こえてこない音」である。その音に意識を向ける

ことは、私たちの感受性を蘇らせ、「食」はもちろんのこと、日常の何気ない時間を豊かにしていく

のではないかと考える。こうした視点から、本研究では、身近な音の存在を注意深く聴くこと、そし

て聴取した音を別のモノで再表現することを検証し、それを活かして、小学校での音楽づくりの指導

案を提案することができた。同時に、幼児が「感じたことや考えたことを自分なりに表現して楽しむ」、

「生活の中でイメージを豊かにし、様々な表現を楽しむ」といった幼児教育の保育内容領域「表現」

のねらいにつながる内容でもある。 

令和３年度も千代田学として研究を深めていくことになった。今後の展望としては、今年度進め

てきた「千代田区和食文化体験・交流プラットホームの拠点」の開発を継続し、エリア区分では、丸

の内界隈、飯田橋・水道橋・神保町界隈、麹町等のエリアの拡充を図っていきたい。こうした地域資

源の循環に活用すること目指し、幼児・児童を対象とした「千代田区における 和食文化・芸術の体

験プログラム」の開発することを計画している。子どもが「和食を作る・食べる・楽しむ」という行

為を通して、多様な感受性を表現し、それを他者と一緒に共有することで、感性を養い、創造力と表

現力を培う時間や空間として提案していきたい。 
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本研究におきまして、千代田区より助成を頂き、活動が出来ましたことに深く感謝いたしており

ます。 これを機に、千代田区の和食文化が長い歴史の中で育まれ、伝統が息づき、地域の暮らしの

中で継承されてきていることに感銘いたしました。また、政治・経済の中心地として多くの人々が行

き交い、和食文化にかかわる多彩で豊富な人的・物的資源が集積されていること、さらに、在住の区

民、また、在勤・在学の人々によって活気のあるまちづくりがされてきていることを、教員、学生一

同で学びを深めることができました。 

本研究を進めるにあたって、千代田地域振興部コミュニティ総務課の皆様には、プロジェクトの

遂行を多面的にご支援いただきました。心より感謝申し上げる次第です。また、私たちの活動を暖か

く支援し続けていただきました店舗や関係団体の皆様をはじめ、多くの関係者の皆さんのご理解とご

協力に、この場をお借りして深甚の謝意を表したいと存じます。 
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