実践報告

社会的認知理論に基づいた給食時間における食べ残し指導
に関する紙芝居教材の開発と実践活動のプロセス評価
安 部 景 奈＊１

赤 松 利 恵＊１

目的：社会的認知理論に基づいた給食時間における食べ残し指導用の紙芝居教材を開発した．本稿で
は，紙芝居の内容の紹介と，現場の学校栄養士，学級担任の意見から行った教材を用いた指導
のプロセス評価について報告すること．
方法：２
０１０年，都内Ａ区の公立小４校に通う１年生４
５６人を対象に，学校栄養士（４人）または学級
担任（１３人）が教材を用いて指導を行った．教材は，短時間でできる５日間の紙芝居であり，
セルフ・エフィカシーと結果期待を高め，嫌いな食べ物にチャレンジする姿勢を育てることを
ねらいとした．指導者用解説書には，理論に基づいた給食指導の方法などを記載した．学校栄
養士と学級担任を対象に，質問紙を用いて，児童の反応や変化，紙芝居教材に対する意見をた
ずねた．
結果：学級担任の全員（１３人）が児童は紙芝居の内容を「まあまあ／とても理解していた」と回答し
た．また，７７％（１
０人）が解説書も読み，「まあまあ／とてもわかりやすかった」と回答した．
紙芝居を行った学校栄養士全員が「思った通りに行うことができた」と回答し，自由記述の回
答では，紙芝居に対して，肯定的な意見があげられた．しかし一方で，教材の内容について，
改善すべき点もあがった．
結論：今回開発した紙芝居教材は，食べ残し指導用の教材として，学校栄養士および学級担任に肯定
的に受け入れられた．一方で，いくつか改善点もあげられ，教材のねらいが伝わるように，紙
芝居のストーリーと解説書の改善が必要であることが示唆された．
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とで理解を深め，習慣が改善される．したがっ

言

て，毎日繰り返し行われる給食指導は食育を推

平成２３年４月から全面実施された小学校の新

進する上で極めて重要とされている２）．また，

学習指導要領では，
「食育」という言葉が明記

食に関する指導を授業中に行うことは，時間的

され，その重要性が強調されている ．食に関

な制約を受けることから，給食時間を利用した

する指導は，時間をかけながら繰り返し行うこ

指導の意義は大きい．

１）

給食指導の課題の一つに，給食の食べ残しが
あげられる．平成１９年度の調査によると，給食
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を残すことがあるという小学生は４
５．
３％であっ
た３）． 給食の食べ残しは， 栄養面４―７）， 環境面８），
費用面など，様々な問題につながる．また，学
４３
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童期に形成された食習慣は大人になっても持続

と，すなわち，行動変容の準備性を高めること

することから ，食べ残しをしない習慣を児童

を指す．前述の通り，社会的認知理論では，セ

に身につけることは重要である．

ルフ・エフィカシーと結果期待の両方がそろっ

９）

給食の食べ残しの要因として，献立に対する

て，行動変容の準備性が高まると考えられてい

１
０）

嗜好が報告されており ，食に関する指導の手

る．本教材の特徴は，社会的認知理論を応用し

引の中では，
「好き嫌いをしないで食べる」こ

ていることの他，給食時間といった短時間でも

とが指導内容としてあげられている．具体的な

指導できるように作成されたことである．ま

給食指導として，
「健康な体をつくるために一

た，紙芝居はペープサートやパネルシアターな

口でも食べてみる」
「嫌いなものをはじめから

どに比べて演じ手に特別なスキルが求められ

取り除かずに，食べてみようとする」といった

ず，手軽に使用できる特徴もある．本稿では，

内容が提示されており１１），嫌いな食べ物でも，

紙芝居教材の内容紹介と，現場の学校栄養士，

給食に出されたものを食べようとする姿勢を育

学級担任の意見から行った教材を用いた指導の

てることが，学校の食育に求められていること

プロセス評価について報告する．

がわかる．

À 方

食べ残しの指導では，一般的に，残さず食べ
ると栄養バランスが良くなる，作ってくれた人

法

１．指導の概要

が喜ぶといった，残さず食べることで得られる

指導は，都内Ａ区の公立小学校４校に通う１

結果が強調される．すなわち，社会的認知理

年生１
３学級４５６人を対象として，２０１０年１１月〜

論 における結果期待を高めることを重視した

１２月のうち各校の予定に合わせた任意の５日間

指導である．しかし，社会的認知理論が示すよ

に渡り，各校の実態を優先して行われた．３校

うに，人がある行動を実行するには，
「結果期

は学校栄養士が給食時間に各クラスを訪れ，１

待」の他に，その行動を実行できると考える「効

クラス５分程度の時間をとって紙芝居を実施し

力期待（セルフ・エフィカシー）
」が必要である．

た．残りの１校は，学校全体で食に関する指導

結果期待とセルフ・エフィカシーに類似した

に力を入れており，これまでにも学級担任が食

概念として，計画的行動の理論の「態度」と「知

の授業を行ってきていたことから，給食前の授

覚された行動のコントロール感」がある．先行

業時間に２０分程度の時間をとって，学級担任が

研究において，児童の食べ残しには，
「食べ物

紙芝居を行った．同校では，紙芝居をテレビ画

を残すともったいない」といった態度ではなく，

面に映すなど，学級担任が各自工夫して指導を

「嫌いな食べ物でも残さず食べることができ

行った．指導の解説書を，学校栄養士を通して

る」といった知覚された行動のコントロール感

学級担任に配布・説明し，解説書に基づいた自

が関連していた ．このことから，児童の食べ

信を高める給食指導の実施を呼びかけた．ま

残しには，結果期待だけではなく，嫌いな食べ

た，２校では，１日分の紙芝居を小さくカラー

物でも残さず食べることができるというセル

印刷した「ミニ紙芝居」を学校栄養士が作成し，

フ・エフィカシーを高める指導が必要だといえ

児童には「今日の紙芝居を最後まで見ることが

る．

できたご褒美です」と言って，教室内に掲示す

１
２）

１
３）

ることで内容の定着を図った．

そこで，嫌いな食べ物にチャレンジする姿勢

なお，本研究はお茶の水女子大学生物医学的

を育てることをねらいとした紙芝居教材を開発

研究の倫理特別委員会の承認を得ている．

した．
「チャレンジする姿勢」を育てることと
は，「やってみようという気持ち」を高めるこ
４４
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点・改善点，今回のような指導を今後も行いた

２．調査内容
指導の実施後，学級担任・学校栄養士を対象

いか，その他の感想・意見，以上すべて自由記

に無記名式の質問紙調査を行った．回収の際

述で回答させた．また，学級担任が紙芝居を

は，研究者が各校に訪問し，学校栄養士から質

行った１校については，同じ内容を学級担任に

問紙を受け取った．質問項目は以下の通りで

もたずねた．

あった．

その他，学校栄養士と学級担任に対して，性

１）児童の反応や変化

別，年齢などの属性をたずねた．

学級担任に対して，紙芝居時の各日の児童の

３．教

人数，児童が紙芝居に集中していたか（４件

材

１）紙 芝 居

法），児童が紙芝居の内容を理解していたか（４

紙芝居の内容は，社会的認知理論で，セル

件法）
，をたずねた．また，学校栄養士と学級

フ・エフィカシーの情報源といわれる，遂行行

担任からみた紙芝居実施後の児童の反応や変化

動の達成（成功体験）と代理的経験（モデリン

について，自由記述で回答させた．

グ）を応用した１２，１４）．主人公のお茶太郎くんが，

２）教材および指導に対する意見

様々な「工夫」をして，給食に出された嫌いな

解説書については，学級担任に対して，解説

食べ物にチャレンジする．その結果，残さず食

書を読んだか（２件法），解説書のわかりやす

べたことで起こる「いいこと」に気づくという

さ（４件法），解説書に基づいた給食指導の実

簡潔なストーリーである．１日分は４枚の紙芝

施状況（複数選択）をたずねた．さらに，今回

居からなり，給食時間などに短時間で実施でき

のような取り組みが児童の食べ残しを減らすこ

るようにした（図１，表１）．４日目までは，

とに役立つか（５件法）についてたずねた．

「嫌いな食べ物」，「工夫」，「いいこと」の内容

学校栄養士には，自分が思った通りに紙芝居

が変わるだけで，基本的なストーリーは同じで

を実施できたか，紙芝居ならびに解説書の良い

ある．そして，４日間の成功体験の積み重ねに

図１

紙芝居の内容
４５
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表１
１枚目
２枚目

３枚目

４枚目

紙芝居のセリフ

１日目

２日目

３日目

４日目

５日目

お茶太郎くんは，
にんじんが嫌いで
す．
お茶太郎くんは，
がんばって，にん
じんを他の食べ物
と一緒に食べまし
た．

お茶太郎くんは，
ピーマンが嫌いで
す．
お茶太郎くんは，
がんばって，鼻を
つまんで食べまし
た．

お茶太郎くんは，
魚が嫌いです．

お茶太郎くんは，
しいたけが嫌いで
す．
お茶太郎くんは，
が ん ば っ て，「し
いたけはおいしい
んだ！」と思いな
がら食べました．

お茶太郎くんは，
グリーンピースが
嫌いです．
お茶太郎くんは，
他のものと一緒に
食べたり，鼻をつ
まんで食べたり，
最初に食べたり，
おいしいと思って
食べたりしなくて
も，グリーンピー
スを食べられまし
た．
残さず食べると，
なんだか気分がよ
くなりました．お
茶 太 郎 く ん は，
とってもとっても
嬉しくなりまし
た．

お茶太郎くんは，
がんばって，魚を
一番最初に食べま
した．

残さず食べると， 残さず食べると， 残さず食べたお茶 残さず食べると，
あか・き・みどり お茶太郎くんは， 太郎くんは，背が 給食を作ってくれ
がそろって，バラ かぜをひかなくな 大 き く な り ま し た調理師さんが，
ンスよく食べられ りました．お茶太 た．お茶太郎くん とっても喜んでく
ました．お茶太郎 郎くんは，とって は，とっても嬉し れました．お茶太
くんは，とっても も嬉しくなりまし くなりました．
郎くんは，とって
嬉 し く な り ま し た．
も嬉しくなりまし
た．
た．
（４枚目では，紙芝居に書かれている言葉をみんなで読み上げる）

よって，お茶太郎くんは，５日目になると，

イラストは研究者が紙に描いたものをスキャ

「工夫」をしなくても，
「嫌いな食べ物」が食

ナでパソコンに取り込み，Microsoft Paintなら

べられるようになったという話で，紙芝居は終

び にMicrosoft

わる．

Corporation）を用いて編集し，Ａ３サイズの

PowerPoint ２００７（Microsoft

「嫌いな食べ物」は児童が苦手な食べ物とし

光沢紙に出力した．視覚的にもわかりやすく印

てよくあげられるもの，
「いいこと」はよく学

象に残るようなイラストと明るい色使いを心が

校の食育でとりあげられる内容にした．「工夫」

けた．セリフは，低学年の児童が理解しやすい

については，事前に児童に，
「嫌いな食べ物」

ように簡単な言葉を用いた．

が給食に出たときどうするかインタビューし，

なお，紙芝居は事前に調査校の学校栄養士に

得られた回答から考えた．

表２

内容が適切であるか，児童が理解できるかなど

解説書に記した社会的認知理論に基づいた自信を高める指導内容

社会的認知理論の用語

紙芝居の解説書の表記

遂行行動の達成

ほめる
過去の経験を
思い出させる

代理的経験

周りのみんな
が食べる

言語的説得

励ます

がんばったことをほめられて認められると，自信につながり
ます．きらいな食べ物を少しでも食べられたら，ほめてくだ
さい．
過去に成功した経験があると，自信が高まります．少しでも
食べられた経験があれば，「この前，○○は食べられたよ
ね！だから今日も食べられるよ！」と，成功した経験を思い
出させてください．
周りの友達や大人がおいしそうに食べていると，「自分も食
べられるかもしれない！」という気持ちになり，自信が高ま
ります．
「大丈夫，食べられるよ！」などと励ますような言葉かけを
することで，「自分は出来る！」と自信を持つことができま
す．

４６
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について意見をもらい，修正を行った．

く覚えていて，反応も良く，完食できる子が増

２）指導の解説書

えた」
「お茶太郎くん（主人公）を見て，自分

指導の解説書には，紙芝居の解説と児童のセ

もがんばって食べようと親しみをもっている子

ルフ・エフィカシーを高める給食指導の方法

がいるようだった」
「きらいな食べ物がないと

（表２）の２点について記載した．

いう人が自信を持った」
「紙芝居を用いたこと
で，指導の雰囲気や子ども達が明るくなった」，

紙芝居の解説では，紙芝居のねらい，あらす
じ，理論的背景について，専門用語を用いず

学級担任から「嫌いなものでも食べるという指

に，わかりやすく簡潔な内容とレイアウトにな

導は普段から行っているが，普段に増して食べ

るようにまとめた．学校の教職員をはじめ，一

るようになった」などの回答があげられた．

般の人が理解しやすいよう，セルフ・エフィカ

３）教材および指導に対する意見

シーと結果期待に近い概念である「自信と重要

解説書を「読んだ」と回答した学級担任は１０

「工夫」
性」という言葉を使用した ．また，

人（７７％）であり，その全員が「まあまあ／と

の１つとして考えられる「噛まないで飲み込む」

てもわかりやすかった」と回答していた．解説

は，窒息の可能性がある危険な行為であるた

書を読んだ者は，全員が指導期間中に自信を高

め，注意するようにという旨の記載をした．

める指導を行っており，その内容は「ほめる」

１
５）

Á 結

「励ます」８人（６２％），「過去の
９人（６９％），

果

経験を思い出させる」４人（３１％），「周りのみ
んなが食べる」４人（３１％）であった（複数回答）．

１）回答者の属性
学 級 担 任 は１３人（回 答 率１００％），男 性２人

学校栄養士への質問紙調査では，紙芝居を

（１５％），女性１１人（８５％）が回答し，年齢は２０

行った学校栄養士３人全員が紙芝居を思った通

代２人（１５％），３０代３人（２３％），４
０代３人

りに行うことができたと回答した．

（２３％），５０代５人（３８％），教員経験年数の平

また，学校栄養士と学級担任の自由記述で

均値（標準偏差）は１９．
２（１１．
３）年であった．

は，紙芝居ならびに解説書の良い点として「短

学校栄養士は女性４人（回答率１００％）が回答

時間でできて子どもにわかりやすい内容なので

し，年齢は２０代１人（２５％），３０代１人（２５％），

使いやすい」，改善点として「（嫌いな食べ物と

５０代２人（５０％），学校栄養職員経験年数の平

して登場する）ピーマン，しいたけ，魚などの

均値（標準偏差）は２１．
０（１６．
８）年であった．

良いところ（栄養など）を一言で紹介する場面

２）児童の反応や変化

があれば良かった」
「回数が多い」などの回答
があげられた（表３）．

学級担任への質問紙調査より，クラスごとの

今後もこのような指導を行いたいかについて

紙芝居の日の児童の出席率は平均値（標準偏差）
９７．
５（１．
５）％であり，欠席した児童は少なく，

は「栄養士が行う５分間指導では今後も活用し

多くの児童が紙芝居による指導を受けていた．

たい」などの回答があり，その他の感想・意見

児童が紙芝居に「まあまあ／とても集中してい

として「前もって解説書を担任に渡せなかった

た」，児童が紙芝居の内容を「まあまあ／とて

ので，来年は先に渡して，紙芝居の後の指導に

も理解していた」と回答した学級担任は，それ

役立てたい」などの意見があげられた．
この他，学級担任への質問紙調査では，対象

ぞれ１２人（９２％），１３人（１００％）であった．
学校栄養士と学級担任からみた児童の反応や

者全員が，今回のような取り組みが児童の給食

変化に関する自由記述の回答を表３に示す．学

の食べ残しを減らすことに「まあまあ／とても

校栄養士からは，
「子ども達は前日の内容を良

役に立つ」と回答していた．
４７
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表３
質問項目

回答者

児童の反応・変化

栄養士

学校栄養士ならびに学級担任の自由記述の回答ａ
回

の

内

容

・子ども達は前日の内容を良く覚えていて，反応も良く，完食できる子が
増えた．
・次回を楽しみにしたり，「今日は何がきらい？」と話しかけたりしてき
た．
・ひと口でも食べようと前向きになった．
・きらいな食べ物がないという人が自信を持った．
・普段の授業とは異なり，紙芝居を用いたことで，指導の雰囲気や子ども
達が明るくなった．
・嫌いなものでも食べるという指導は普段から行っているが，普段に増し
て食べるようになった．
・残さず食べる意識が高くなった．
・お茶太郎くん（主人公）を見て，自分もがんばって食べようと親しみを
もっている子がいるようだったので，今後，役立ちそうだ．

担任

紙芝居ならびに
解説書の良い点

答

栄養士

・短時間でできて子どもにわかりやすい内容なので，使いやすい．
・栄養士ではなく担任でも使えるので良い．
・短い紙芝居なので毎回はじめから（１日目から）行うことができる．
・４コマはわかりやすかった．
・テレビに拡大して写したのでわかりやすかった．
・使いやすかった．

担任

紙芝居ならびに
解説書の改善点

栄養士

・（嫌いな食べ物として登場する）ピーマン，しいたけ，魚などの良いと
ころ（栄養など）を一言で紹介する場面があれば良かった．
・嫌いなにんじんやピーマンなどは，体の中でどんな働きをするか，口頭
で言ったが，絵にあったら，さらにわかやすいように思った．
・回数が多い気がする．３回くらいでいいのではないか．

今回のような
指導を今後も
行いたいか

栄養士

・紙芝居をもっといろいろなストーリーでやってみたい．できると思う．
・１年生の指導にはわかりやすく，繰り返し行うことで気持ちの変化も期
待できるので，ランチルームでの給食指導で行いたい．
・栄養士が行う５分間指導では，今後も活用したい．いつでも可能．担任
にお願いする場合は，年間計画に組み入れ，２０分間の指導案を作成し
て行いたい．来年度から可能にしたい．

その他の感想・
意見

栄養士

・日々の給食管理業務に加え，紙芝居を作成したりアンケートを集計した
りするのが困難なので，助かった．
・紙芝居を提供していただき，実施できてよかった．
・前もって解説書を担任に渡せなかったので，来年は先に渡して，紙芝居
の後の指導に役立てたい．

担任

：学校栄養士４人，学級担任５人による回答

ａ

Â 考

本教材が意図する結果期待は，「給食を残さず」

察

食べると，得られる結果期待だったにも関わら

本稿では，社会的認知理論を応用した紙芝居

ず，ある特定の食品を食べると，得られる結果

教材の内容紹介を行い，現場の学校栄養士，学

期待（たとえば，「にんじん」を食べると「栄

級担任の意見から，教材を用いた指導のプロセ

養バランスが良くなる」
）と，児童が短絡的に

ス評価を行った．

理解する可能性も見受けられた．このことか

その結果，学校栄養士と学級担任の回答か

ら，
「給食を残さず」食べると得られる結果期

ら，紙芝居に対する児童の反応は良く，紙芝居

待であることを強調するストーリーに変更する

教材を用いた指導を今後も行いたいという，肯

必要があると考えられた．

定的な評価が得られた．

対象者の意見としてはあげられなかったが，

一方，改善点もいくつかあげられた．まず，

指導の様子から，残さず食べる「工夫」の説明
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では，さらなる注意を促す必要があると考えら

任に肯定的に受け入れられた．しかし一方で，

れた．本教材の中に登場する「工夫」は，あく

いくつか改善点もあげられ，本教材のねらいが

までも嫌いなものを食べるためのきっかけの１

伝わるように，紙芝居のストーリーと解説書の

つであり，食事のマナーという観点からは必ず

改善が必要であることが示唆された．

しも望ましいものではないものもある．このこ
とから，紙芝居の裏面に，指導者が「鼻をつま

謝

んで食べるのはお行儀が良いことではないけれ

本研究に快くご協力くださいました小学校の教職員

ど，がんばって食べたのは良いことですね」と

ならびに児童に心より感謝申し上げます．また，本研

いったような補足説明を追加する必要である．

究を手伝ってくれた本学学生に感謝します．
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Development and process evaluation of
using picture―story―show teaching material based on
Social Cognitive Theory for nutrition education during
lunch time to reduce lunchtime plate waste in
elementary schools
Keina ABE＊１ and Rie AKAMATSU＊１
Objective: We developed picture―story―show teaching materials based on Social Cognitive Theory
to encourage children to eat disliked food at lunchtime. The purpose of this report is to introduce the material and to examine process evaluation of using the material by the responses from
teachers and school―dietitians, who used it in their schools.
Methods: School dieticians（n＝４）and teachers（n＝１３）presented picture―story―show teaching
materials to ４５６ first―grade students at four Tokyo elementary schools in ２０１０. The goal was to
encourage children to eat disliked food, enhancing their self―efficacy and outcome expectancy,
by providing five short stories during lunchtime. A manual was provided to school dieticians and
teachers, including the objectives and methods of nutrition education during lunchtime based on
Social Cognitive Theory. Questionnaires asked school dieticians and teachers about the teaching
materials and changes in student behaviors.
７％（n＝
Results: All teachers（n＝１３）answered children understood the story almost／all , and ７
１０）of teachers read the instruction manuals and answered they could understand them. School
dieticians who using the teaching materials answered they could do their own master, and reported positive opinions about the teaching materials. On the other hand, there were some
points of improvement on the teaching materials.
Conclusions: The teaching materials developed in this study were accepted school dieticians and
teachers as teaching materials for encouraging children to eat disliked food at lunchtime. On the
other hand, some points of improvement on the teaching materials were emerged. It should be
needed to revise the story and the instruction manual to deliver the intention of the materials.
〔JJHEP；２
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