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食を介するコミュニケーション
のゆくえ

－調理学実習を通して－
綾部園子（日本調理科学会会長、

高崎健康福祉大学特任教授）

食を介するコミュニケーションのゆくえ
－調理学実習を通して－

1. COVID-19下における調理学実習の実施に関するアンケー
ト （2020年9月）

2. COVID-19の感染症拡大防止に配慮した調理学実習実施の
ガイドライン （2020年11月30日）

3. Withコロナの調理学実習に関するアンケート
（2020年5月）

4. まとめ

• 8月31日 理事会でアンケートの実施を決定

• 9月 9日 アンケートの配信、ワーキンググループ募集

• 9月20日 アンケート〆切→ 9月23日 速報発表

• 10月3日～10月24日 WGでガイドライン検討

• 11月9日 パブリックコメント募集（～23日）

• 11月30日 学会HPとメールニュースにてガイドライン発表

（一社）日本調理科学会
COVID-19下における調理学実習の実施に関するアンケート

（調査期間：2020年9月9日～20日）

内訳

前期授業では対面授業のみで行ったのは
13％、遠隔授業のみが30％で、ハイブ
リッドが57％で、87％が何らかの遠隔授
業を行っていた。
遠隔授業ではオンデマンド方式が63％、
リアルタイムが34％でそれらの組合せも
多かった。
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2.前期の動画配信について
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・動画配信は63％が行っており、自分で収録したものを配
信しているケースが多かった。

・配信した動画は、手元が良く見えたり、繰り返し見れた
りする点が利点としてあげられた。
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自宅での調理・課題 10
後期・次年度の授業 22
補講 4
動画配信 3
判断できない・検討中 3
その他 5

その差をどう補うか

繰り返し動画や資料を見て学習できる 13

示範の手元の細かい点までよく見える 12

一人で作るので全工程を理解でき、消極的な学生に効果的 8

学生が好きな時に見ることが出来る（オンデマンド） 3

通常は伝えきれない内容も資料提示できる 2

自宅調理で家族に試食してもらえる 2

個人の学習状況が把握できる 2

事前学習に効果的 3

長所は見いだせない 3

など

オンライン授業の長所

3.前期の授業内容と成果について

・前期の授業内容は57％が平年より少なく、56％が達成度が低
いと回答したが、一方で平年と同じ授業内容が34％、達成度も
平年と同じが40％であり、平年より良いとする評価もあった。

・オンライン授業の長所としては、繰り返し学習できること、一
人で作るので学ぶことが多いことなどが挙げられた。
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1）手洗い・消毒 (n=31)

その他：実習室に入った時、試食しなかった
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2）消毒箇所 (n=31)

その他：調理器具、ドアノブ、マイク、アクリル板、フェイスシールド
箸、カトラリー、食器、冷蔵庫、調味料入れなど
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その他：1～2品、および試食を伴わない実験を実施
品数は減らしていないが回数を減らした、
特別献立、月による、など

4.前期の対面授業（調理学実習）について
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31%

対面授業を行ったか
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行わなかった

(n=45)

感染予防の配慮
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3）示範の仕方 (n=31)

その他：換気、学生の私語厳禁、示範台と学生の間にパーティション、
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4）試食方法
(n=31)

その他：対面で示範し食材料を持ち帰った、人数制限をした、
正面に座らないよう指導、席に番号をつけて場所を確認

・前期に対面授業を行ったのは69％で、この中
には開始を遅らせての集中講義や、遠隔授業との
ハイブリッドも含まれる。
・メニューは班の人数や回数を減らしたためか通
常より少ないのが74％であった
・手洗い・消毒をきちんと行っていた。
・示範の際の飛沫予防を考え、マスクの着用、距
離の確保などに十分配慮していた。
・試食に際しても、一方向を向く、距離を開ける、
アクリル板で仕切るなどの配慮を行っていたが、
持ち帰ったり、廃棄するところもあった。

6.後期の対面授業（調理学実習）について

感染予防の配慮
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1）手洗い・消毒 (n=71)

その他：入室時、生ものに触れた時
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半分程度に減らす

その他

その他：未定、示範を動画で流し前期分を補う
前半は品数は減らし、後半はグループで

・後期の対面授業は88％が予定しており、前期よりも多い。
・品数は減らすという回答が約半数であったが、前期より
はその割合は低い。
・手洗い・消毒についても、十分に配慮すると回答してい
ました。

・示範の際の飛沫予防を考え、マスクの着用、距離の確保など
に十分配慮していた。
・試食に際しても、一方向を向く、距離を開ける、アクリル板
で仕切るなどの配慮を行っていたが、持ち帰ったり、廃棄する
ところもある。
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4）試食方法 (n=71)

その他：別教室の指定席で試食、未定、前期と同じ、全て個人盛にする
授業では示範のみで、実習は自宅で行い、その結果を提出
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その他

3）示範の仕方 (n=72)

その他：示範をしない、動画と示範をまぜる、検討中、
通常の人数の半数で実施、など

• 8月31日 理事会でアンケートの実施を決定

• 9月 9日 アンケートの配信、ワーキンググループ募集

• 9月20日 アンケート〆切→ 9月23日 速報発表

• 10月3日～10月24日 WGでガイドライン検討

• 11月9日 パブリックコメント募集（～23日）

• 11月30日 学会HPとメールニュースにてガイドライン発表

COVID-19の感染症拡大防止に配慮した調理学実習実施の
ガイドライン（2022年11月30日）

COVID-19の感染症拡大防止に配慮した調理学実習実施のガイドライン
（2020年11月30日）

【はじめに】
新型コロナウイルス（COVID-19）感染症の拡大に伴い、大学、短期大学、専門学校、

小・中・高等学校などで開講されている授業にはさまざまな制限が課せられました。特に、
調理学実習は従来、対面かつ集団で行っていた形式から、感染予防の対応を十分に考慮した
形式へ対応する必要がありました。
調理学実習は、実技を伴う教科であり、その教育効果を確保するためには、できる限り、対

面で授業を実施することが望ましいと考えます。そのためには、新型コロナウイルス感染症
拡大防止の十分な対策を講じる必要があります。本ガイドラインは本学会会員を対象とした
アンケート結果を基に、実態を把握した上で、ワーキンググループで検討を重ねて策定した
ものです。
ガイドラインは、学校ごとに事情が異なることを考慮して、 低限遵守していただきたい事

項を中心にまとめ、参考となる事例を併記しました。
新型コロナウイルス感染症の状況、地域特性、学校の規模や施設・設備の条件、カリキュラ

ム、学生と教員数などの実情に合わせて柔軟に対応いただければ幸いです。
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【授業計画】

実習室での3密を避けるためには、収容定員の半数程度で実習することが望ましい。
その際、半数は対面で実習できるが、他方の半数の対応が課題である。
その対応方法として、さまざまな方策がとられているので、学校の実情に合わせて実施する。

・半数ずつ2回に分けて実習する。
・半数は遠隔授業とする（リアルタイムの遠隔授業、オンデマンドや収録ずみ動画配信によ

る遠隔授業、課題による遠隔授業）。
・ 半数は講義を行う など。

【対面授業の留意点】
1．感染予防対策（体温計測、手洗い・消毒、マスクの着用について）
・学生・教員

1) 検温・健康チェックを行う(各学校の規定を厳守する)。
2) 実習用に清潔なマスク着用する。実習着の衛生にも留意する。
3) こまめな手洗い・手指のアルコール消毒を実施する。
4) 行動記録を残す。

２. 入室時・授業前の準備
・学生

1) 感染防止対策として1の1)～3)を実施する。体調不良の際は出席を控える。
2) 使用する調理台、引き出しの取っ手を消毒する。調理器具と食器を洗浄する。
3) 食材の衛生管理に注意する。特に生ものを取り扱う際には、手洗いのほか、ゴム手袋な

どを使用する。
4) 実習室を退室してから再入室する際は、手洗い・手指のアルコール消毒を実施する。

・教員
1) 示範台、マイク、ドアノブ、冷蔵庫の取っ手、ガスの元栓など、必要な場所を消毒する。
2) 衛生的な食材の配布に留意する。特に生鮮食材を取り扱う際には、ボールの消毒、手洗

い、ゴム手袋の着用などを心掛ける。
3) 常時換気を行う。

３. 示範の仕方
■教員
1) 示範の教室
・座席は隣席者や示範教員との間に十分な距離を取る。指定された座席に着席する。感染者
が発生した場合に追跡できるように着席者の記録を残す。

・窓やドアを開放する（施設による）。
・使用後の机・椅子の消毒などを実施する。

2) 示範中の留意点
・示範で味見する場合は、マスクの紐部分を持ってはずし、味見をする。マスクを再装着後、
手洗いをする。

・マスクの着用や換気扇の使用、窓の開放などで教員の声が聞き取りにくい場合には、マイ
クを使用して聞き取りやすくするなどの工夫が望ましい。

* 実習室と同様に３密を避けるための配慮を行う。大学生の場合、使用後の机・椅子の消毒などは、必
要性を理解して自ら行うことが望ましい。示範では、学生が実習で実際に行う消毒・衛生について説明
を行い、味見などでマスクに触れる前後の動作を示すことが必要である。

４. 実習中の留意点
■学生
1) 実習中はマスクを着用する。こまめな手洗い・手指のアルコール消毒を実施する。
2) 実習中に実際に行った作業を簡単に記録し、行動記録を残す。
3) 味見は感染症対策をしたうえで実施する（3の2）参照）。

* 予め指定した量の調味料による味付けで試食時に味の確認を行うなどの工夫や、３密を避
けるために材料や調味料を予め配分しておくなどの工夫も考えられる。

５．試食の仕方
■学生

試食の場面では、マスクを外し、人と人との距離が近づき、一定時間を同じ場所で過ごすこ
とから感染リスクが高くなることが予想される。試食をする場所の状況は様々であるが、下
記の事項に注意することが望まれる。
1) 試食テーブルを適切な方法で消毒する。
2) 試食前に手洗い・手指のアルコール消毒を実施する。
3) 不要な会話は控える。味の評価などの話し合いをする際には．食べ終わった後、マスクを
着用したうえで距離を取って行う。
4) 可能な限り学生同士の距離を取り、指定された座席に着席し、試食する。着席方法は一方
向を向く、はす向かいに座るなど、試食するテーブルの大きさ等に応じて対応する。
5) 大皿での取り分けなどの形式は取らない。
6) 試食場所の適切な換気を行う。

* 各学校の状況に応じてアクリル板で仕切る、フェイスシールドを装着して試食する、試食
をする部屋の人数を制限するなどの対応も考えられる。

【遠隔授業の工夫】

遠隔授業の実施は 低限遵守すべき事項に含まないが、遠隔授業による反転授業の導入な
どによって実習中の不要な会話を減らすなどの効果が期待される。各学校の状況に応じて
実施を検討されたい。

1．遠隔授業の方法

遠隔授業の方法には、課題提示、リアルタイム、オンデマンドや、それらの組み合わせ
が考えられ、学校の実情に合わせて実施することが望ましい。教材は、対面授業の代替と
してだけでなく、反転授業、復習、補足用としての活用も考えられる。遠隔授業では、一
人で全工程を担当することから調理機会の増加が期待されるが、実施は、設備、器具、同
居者、経済状況など、受講者の状況に大きく依存する。よって、遠隔授業は対面授業の補
完として取り入れることが望ましい。
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２．動画配信

調理工程の一部や全工程を動画で配信するなどの方策が考えられる。動画配信ツールは、
閲覧者制限機能を有することが望ましい。動画配信の利点には、全員が手元をよく見られ
ることがあり、オンデマンド方式の場合は、繰り返しの視聴や好きなタイミングでの視聴
も可能である。

事前の録画、編集などは教員にかかる負担が大きいことから、可能な範囲で記録をとる
ことが望ましい。例えば、授業時の示範の録画は、欠席者の学習機会を保障する観点から
も、望まれる。また、既存の動画を参考資料として活用することも考えられる。

３．学習状況の把握

遠隔授業での学習状況の把握には、オンライン上でのレポート提出、アンケート、小テ
ストの実施などが考えられる。これらの利点には、提出状況の把握、集計が容易であり、
リアルタイムで受講生の意見が反映されることがある。

技能評価では、制作物の写真による評価が考えられるが、外観以外の評価を学生の主観
に依存する、調理者を特定できないなどの課題があり、技能評価は対面授業において行う
ことが望ましい。

【資料】
内閣官房：感染リスクが高まる「５つの場面」
https://corona.go.jp/proposal/
文部科学省：学校における新型コロナウイルス感染
症に関する衛生管理マニュアル～「学校の新しい生
活様式」～
https://www.mext.go.jp/a_menu/coronavirus/mex
t_00029.html
厚生労働省：一人ひとりができる対策
https://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/
coronavirus.html#c2
農林水産省：新型コロナウイルス感染症の予防対策，
https://www.maff.go.jp/j/saigai/n_coronavirus/pd
f/gl_kyotu.pdf
（一社）日本調理科学会：（一社）日本調理科学会
COVID-19下における調理学実習の実施に関するアン
ケート結果（確定版）

ガイドライン策定ワーキンググループ

綾部 園子 （高崎健康福祉大学）
新井 映子 （静岡県立大学）
久保 加織 （滋賀大学）
駒場 千佳子 （女子栄養大学）
下山 亜美 （京都光華女子大学）
高村 仁知 （奈良女子大学）
名倉 秀子 （十文字学園女子大学）
東根 裕子 （甲南女子大学）
平尾 和子 （愛国学園短期大学）
星野 亜由美 （兵庫教育大学）
調理科学会事務局

食を介するコミュニケーションのゆくえ
－調理学実習を通して－

1. COVID-19下における調理学実習の実施に関するアンケー
ト

2. COVID-19の感染症拡大防止に配慮した調理学実習実施の
ガイドライン（2020年11月30日）

3. Withコロナの調理学実習に関するアンケート
（2022年4月29日～5月14日）

4. まとめ

学校種 教育課程 対象学年

学校種・教育課程・学年 (n=103)

ガイドラインの認知・利用について

日本調理科学会はCOVID-19の感染症拡大防止に配慮した調理学実習実施のガイドライ
ン」を作成しましたが、ご存じですか。参考にされましたか。

2021年前期 2021年後期 2022年前期

授業形式

19 20

21 22

23 24
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実習 1クラスの実施人数

2021年前期 2021年後期 2022年前期
2021年前期

遠隔授業の実施方法

2021年後期 2022年前期

0 20 40 60 80 100

体温・健康チェック

清潔なマスクの着用

こまめな手洗い・手指の消毒

行動記録を残す

調理台、取っ手などの消毒

常時換気

（2022前期）

励行した 行ったが徹底していない 行っていない その他

0 20 40 60 80 100

体温・健康チェック

清潔なマスクの着用

こまめな手洗い・手指の消毒

行動記録を残す

調理台、取っ手などの消毒

常時換気

（2021前期）

励行した 行ったが徹底していない 行っていない その他

0 20 40 60 80 100

体温・健康チェック

清潔なマスクの着用

こまめな手洗い・手指の消毒

行動記録を残す

調理台、取っ手などの消毒

常時換気

（2021後期）

励行した 行ったが徹底していない 行っていない その他

実習時のコロナ感染予防対策実施状況（入室時・授業準備）

入室・授業準備においては、清潔なマスクの着用、
こまめな手洗い・手指の消毒、常時換気の実施率
が90％以上。体温・健康チェック、調理台・
取っ手などの消毒も実施率が高い。
2021年からの変化はほとんどない。

0 20 40 60 80 100

示範の際に密にならない配慮

試食はしない

試食テーブルの消毒

試食前の手洗い・消毒

黙食

距離をとって着席する

アクリル板などで仕切る

大皿のとりわけをしない

（2022前期）

励行した 行ったが徹底していない 行っていない その他

0 20 40 60 80 100

示範の際に密にならない配慮

試食はしない

試食テーブルの消毒

試食前の手洗い・消毒

黙食

距離をとって着席する

アクリル板などで仕切る

大皿のとりわけをしない

（2021後期）

励行した 行ったが徹底していない 行っていない その他

0 20 40 60 80 100

示範の際に密にならない配慮

試食はしない

試食テーブルの消毒

試食前の手洗い・消毒

黙食

距離をとって着席する

アクリル板などで仕切る

大皿のとりわけをしない

（2021前期）

励行した 行ったが徹底していない 行っていない その他

実習時のコロナ感染予防対策実施状況（示範・試食時）

示範・試食時においては、大皿のとりわけをしな
い、距離を取って着席する・黙食の実施率が
2021年からの変化は少ない。

0% 50% 100%

実施内容

調理知識の修得

調理技術の修得

適度な調味の修得

学生同士のコミュニケーション

教員とのコミュニケーション

衛生意識

以前より多い・高い 以前と同じ 以前より少ない・低い

コロナ以前との違い

コロナ以前と比べ衛生意識は向上しているが、その他の項目は同じか低くなっている。
特に学生同士のコミュニケーションは、「以前より低い」という回答が70％以上

コメントから
試食（黙食）について
・試食しながら、料理の出来について語り合うことでの学びや気づきができないのがも
どかしい

・試食を黙食で実施しているが，その日の実習や料理についていろいろと話しながら食
べることによって理解が深まり，新たな気づきが生まれると思われるので黙食を励行し
ないといけない事が残念。

・実習後の試食時は席を空け、前を向いて黙食であるので試食とはいえ、味気ない雰囲
気である。学生同士のコミュニケーションはどうしても低下傾向にあるので改善を図っ
ていきたいと考える。
・黙食は生の互いの意見や感想が聞けず、残念であった。

「食べること」の理解を求める
・他の学科がある場合、調理実習で食べることは「学習」の一部であり、高校までの調
理実習と違うことを分かってもらうことが困難だった。
・試食は学校でせず、持ち帰りにするため、食べ方(食具の使い方）を見ることができ
ない。また、実習内容が限られてしまう。

25 26

27 28

29 30
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前向きのコメントとして

・コロナ禍で遠隔授業等が進むにつれ，実際に調理学実習を行うことの価値が上がっているよう
に感じる。

・コロナ感染症対策で制限はあるが、講義で習得した知識をグループでの調理実習をとおして実
践につなげることで、学生には例年どおり笑顔が溢れ、改めて実習の意義を考えさせらた。

・安易に（調理学実習を）やめるのではなく細心の注意を払い大丈夫であることを知らしめてい
く

・どうやって感染防止対策をしながら実習を行うのか、学生も一緒になって考え、実践するとい
う機会になればよいのではないかと思う。

まとめ

• 食事を介したコミュニケーション（共食）の重要性がWithコロナ
において再認識された。

• Withコロナの実習において、衛生に関する意識が高まった。

• 調理学実習では、黙食は当分続けざるを得ないと考えるが、どの
ように感染防止対策をしながら実習を行うのか、学生も一緒に
なって考え、実践する機会にしたい。

31 32


