
ふれあい体験交流会アンケート結果 

 

平成 21 年 1 月 22 日 実施 

回答者数 55 名 

 

１． 学年 （  6 年生  ）  年齢 （ 11～12 歳 ） 

 

２． 男女区分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３． 今日は何が一番良かったですか。 

①調理前や後のお話  ②実際の加工調理  ③食材の名前やその食材がどこから来たかのお話 

④家畜と命のお話    ⑤その他（  全部  ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



４． 今日、加工調理体験をした感想をお聞きします。（３つまで） 

①初めての経験で面白かった   ②上手くできたので嬉しかった   ③楽しかった 

④こんなにおいしいものとは思わなかった   ⑤期待したほどではなかった 

⑥家でもぜひしてみたい    ⑦あまりおいしくなかった   ⑧あまり勉強にならなかった 

⑨疲れたしもうやりたくない  ⑩その他（      ） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
５． 学校で農業や畜産の勉強をしたことがありますか。 

①ある   ②これからしたい   ③ない   ④わからない 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



６． 家で畜産物を使って何か料理をしたことがありますか。 

①ある   ②これからしたい   ③ない   ④わからない 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７． 今日の調理の材料は家畜の「いのち」を頂いているということは分かりましたか。 

①よく分かった    ②まだよく分からない    ③人間の食料となる家畜に感謝したい 

④家畜にも人間と同じ「いのち」があるということがわかった 

⑤「いのち」の大切さが分かった      ⑥食べ物を粗末にしないということが分かった 

⑦毎日家畜の世話をしてくれる農家の方に感謝したい 

⑧その他（ 食べ物全部に感謝したい ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



８． 食事のとき「いただきます」「ごちそうさま」をいいますか。 

①いう    ②いわない    ③たまにしかいわない    ④家族と一緒のときはいう 

⑤「いただきます」だけいう   ⑥「ごちそうさま」だけいう 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９． 配られた印刷物等についてはいかがでしたか。 

①印刷が綺麗でよく分かった    ②まあまあ分かった    ③よく分からない 

④印刷が不鮮明           ⑤資料がなかった     ⑥資料が足りなかった 

⑦書いてあることが難しかった   ⑧その他（      ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



１０．こんな加工調理をしてみたいと思うものがありますか。（３つまで） 

・ステーキ 

・松阪牛のステーキ （4 件） 

・うどん （2 件） 

・伊勢エビのエビフライ （2 件） 

・嬉野大根のふろふき大根 

・煮込みハンバーグ（もう一度） （2 件） 

・ハンバーグ（煮込みでない） （2 件） 

・コロッケ （2 件） 

・松阪牛のコロッケ （2 件） 

・松阪牛パン 

・おふくろの味といわれる料理 

・魚をうまく切って刺身を作りたい 

・ねぎ 

・フライ 

・ミートボール （3 件） 

・コッペパン 

・ロールキャベツ （3 件） 

・鶏のミンチを使ったロールキャベツ 

・イカスミスパゲティー 

・すし 

・グラタン 

・ビーフシチュー 

・つくね 

・肉団子 

・牛のミルクからとれた生クリームで作るケーキ 

・からあげ 

・松阪牛の牛丼 

・松阪牛どんぶり 

・漬物 

・ハンバーガー （3 件） 

・松阪肉の焼き肉 

・肉まん（松阪牛入り） 

 

 



１１．以上のアンケート以外で書きたいことがあれば、自由に書いて下さい。 

・僕は、松阪牛の 100％のハンバーグは食べた事はなかったけど、無料で食べられて、すべ

て畜産協会のおかげなので感謝したいです。また家でお母さんの手伝いをしたいです。 

・初めて作ったから、先生のようにうまく出来なくてくずれてしまったけどおいしかったです。ま

た家でも家族で作ってみたいです。これからも、命の大切さを忘れてはいけないと思いまし

た。これからも、こういう体験があるといいなと思いました。 

・私達は、松阪牛の勉強をして命のありがたみを知りました。100％の松阪肉はすごくおいし

かったです。私はハンバーグを作った事がなくて、今度家で松阪肉のハンバーグを作ってみ

たいです。 

・今日は、松阪牛 100％を使った煮込みハンバーグを作って、普通の牛肉とは全然違って、す

ごく肉汁が出ていてまろやかで、ジューシーでとてもおいしかったです。こんな贅沢は天白だ

けだと思うので、とても幸せだなと思いました。ありがとうございました。 

・今日の調理実習はすごく楽しかったです。改めて、命って大切だなぁと思います。家でやった

ハンバーグと全然違いました。多分家でできないけど、できたらやってみたいなぁーと思いま

す。 

・家でハンバーグは作るけど、100％の松阪牛で作った事はないので、とても楽しかったしお

いしかったです。ラディッシュは、下の方が少し苦かったけど、真ん中あたりからは甘くてお

いしかったです。また家でも作ってみたいです。 

・ハンバーグを作るのは難しかったけど、自分達で作ったのでさらにおいしく感じました。野菜

はすごくまずかったけど、昔の人はこういうものを食べていたという事が勉強になりました。 

・家で作った煮込みハンバーグと今日作ったハンバーグは、作り方が違ったのでおもしろかっ

たです。あと、味も全然違ったのでびっくりしました。ハンバーグはとてもおいしかったです。 

・煮込みハンバーグを作ってみて、松阪肉でハンバーグを作れたことがとってもうれしかった

です。その理由は、松阪肉は高いし、命のことを勉強してきたからです。そして作ったら、す

ごく手間がかかると思ったし、いろいろな材料がいるのですごく大変だと思ったけど、ぜひ作

ってみようと思いました。煮込みハンバーグが出来て食べてみたら、火がしっかり通ってい

たのでとってもおいしかったです。 

・今まで松阪牛の勉強をしてきて、命の大切さがわかりました。家で松阪牛を食べた事がない

ので、またお母さんに頼んで松阪牛を食べたいです。今まで松阪牛の勉強を支えていただ

き、ありがとうございました。これからは、もっともっと松阪牛の事を知って、お母さんやお父

さんに教えてあげたいと思いました。煮込みハンバーグは、松阪牛を 100％使って作る事が

出来て、とってもおいしかったです。 

・家でハンバーグを作った事があるけど、僕は煮込みハンバーグを久しぶりに食べたので、お

いしかったです。かぶはあっさりしていたのでおいしかったです。 

・今日調理実習で、私達は松阪牛 100％のハンバーグを作れて、「贅沢だな」と思いました。こ

れまで松阪牛 100％のハンバーグは食べた事がなかったし、とてもおいしかったので食べら

れて嬉しかったです。教えてくれた先生は、何から何までしてくれてあって、私達は肉をこね

て焼いて煮込むだけになっていたので、とても上手にできて良かったです。 



・準備をしてくださっていたので、すごくスムーズにできてよかったです。準備をしていなかった

ら、まだまだ時間がかかっていたと思います。すごく楽しい体験が出来てよかったです。これ

から家畜に感謝していきたいと思った。家畜の大切さを知ったので、お父さんやお母さんに

も言って大切にしたいです。 

・僕は、この調理実習で煮込みハンバーグを作って、すごく楽しかったです。普通の焼いたハ

ンバーグと違って、柔らかいし、スープがよくしみこんでいておいしかったです。ラディッシュ

は初めて食べたけど、大根みたいな味がして、結構おいしかったけど飲み込みにくかったで

す。 

・ラディッシュはまずかったけど、松阪肉のハンバーグはおいしかったです。野菜はハンバー

グの部分を包んで食べると食べやすかったです。松阪肉は、噛んだ時かなり食感が良かっ

たので、食べて良かったなあと思いました。野菜の芯は自分でわからないけど、鼻がツーン

としました。 

・松阪牛入りハンバーグを食べるのは初めてだったからよかったです。僕は普通のハンバー

グは嫌いだったけど、食べて少し好きになりました。作る時に失敗したと思ったけど、成功し

ていたからよかったです。家でも作りたいと思いました。 

・今日の調理実習はすごい楽しくて、それに、作ったハンバーグはすごくおいしくて、家でも作

ってみたかったけど、赤ワインがどうにもならないのですごく残念です。やっぱり松阪肉

100％は、普通の肉で作ったハンバーグとは全然違うんだと思いました。 

・私は、松阪牛の勉強をして命の大切さがわかりました。でも、今日実際に松阪肉を使用した

料理（ハンバーグ）を作って、牛さん達は、私達のためにこんなにおいしいお肉になってくれ

ているんだなぁと思いました。食べたみんなも「おいしい！！」と言うので、その食べられた

牛さんもとてもうれしいと思います。 

・僕は、ハンバーグを作った事がなかったからいい体験になった。ハンバーグを作るのもすご

い大変だと分かった。松阪肉 100％のハンバーグは、家で食べるよりもおいしくて、何より柔

らかかった。肉になってくれた牛は、僕達が四年生の頃に産まれて 2 年だったからかわいそ

うだけど、その分僕達が感謝しないといけないなぁと思った。ハンバーグと野菜を一緒に食

べたらうまかったし、僕はまた作ってみたいと思いました。 

・6 年生で、長い間松阪牛について勉強してきて、命の大切さ等をたくさん知ったりすることが

出来ました。その松阪肉 100％で作ったハンバーグなんて、もう一生食べられないんじゃな

いかと思うぐらい、あまり聞いた事のないものだったのでびっくりしたし、食べてみておいしか

ったです。めずらしいものだったし、今まで勉強してきた松阪牛を、このめずらしいかたちで

食べられるなんて嬉しかったです。松阪牛の勉強をして、みんな命を頂いて牛や豚を食べて

いるんだから、好き嫌いなく食べようと思ったり、それで「いただきます」「ごちそうさまでした」

を絶対言おうと思ったり、この勉強をして色々学ぶ事がたくさんありました。だから、これから

もこの松阪牛の事（勉強した事）を忘れずに、自分が牛の肉とかを食べられるのは、そのた

めに命をくれている牛達がいるという事をずっと覚えていたいです。 

・私はハンバーグを作った事があるけど、やはり本格的な赤ワインを使ったハンバーグはない

ので、レストランで作っている人みたいで嬉しかったです。しかも松阪牛 100％なんて、もう一



生食べられないかもしれないのでよかったです。もちろん、ものすごくおいしくて、生のラディ

ッシュ又は二十日大根はすごくシャリシャリで、あごを動かせてよかったです。 

・私は、松阪牛 100％のハンバーグを食べた事がなかったから、食べられて良かったです。と

てもおいしかったです。松阪牛の勉強をして、命の大切さを勉強できました。いつも家では

煮込みハンバーグを作らないから、作れて良かったです。作ったのは初めてだったから、と

っても楽しかったです。また家でも作りたいなぁ～と思いました。ラディッシュは今までに食べ

た事がなかったから、食べられて良かったなぁと思いました。味はあまりおいしくなかったけ

ど、丸かじりできておもしろかったです。 

・今日の調理実習で、僕はハンバーグを作った事はあるけど、煮込みハンバーグは初めてだ

ったので、うまくできるか心配だったけど、上手にできたのでよかったです。また家で作りた

いと思いました。ラディッシュは、実はおいしかったけど、葉っぱと茎はあまりおいしくなくて、

前に家でも食べたけど、今日食べたのはおいしかったのでよかったです。また、料理もお手

伝いしたいです。 

・今日、初めて松阪牛 100％のハンバーグを作ってみて、いつも家で食べているのよりも美味

しかったです。それに、血統書を見たり、個体識別番号を調べたりして、こんな牛の命をいた

だいたんだということがよくわかりました。 

・松阪牛煮込みハンバーグはとてもおいしくて、自分達で作ったからとてもおいしかったです。

でも、二十日大根はあまりおいしくなくて、食べるのに苦労しました。煮込みハンバーグと一

緒に食べたけど、私は好きになれません。でも、これからはバランスよく料理をしていきたい

と思います。一人暮らしをしても、彩り良くを忘れずに料理していきたいと思いました。 

・松阪牛でハンバーグを作るのは天白ぐらい（？）で、私達は本当に幸せ（贅沢）だなぁと思い

ました。ほとんど用意してもらって、私達は楽して食べられたので、こんなにしてもらって本

当にありがたいなぁと思いました。ラディッシュは食べた事がなかったので、口に入れるのは

少し抵抗があったけど、食べてみると意外においしかったのでビックリしました。食べてない

ものを食べるのは抵抗があるけど、新しい発見が出来るなぁと思いました。 

・私は家でハンバーグを作った事があるけど、松阪肉を 100％使って作った事がなかったので、

今日、おいしく楽しく作れてとっても良かったです。私は、100％の松阪肉を使うなんて思って

いなかったので、失敗しないか少し心配だったけど、ちゃんと作れました！！私は今まで松

阪牛の勉強をしてきて、食べ物に感謝して食べられるようになりました。これからも続けてい

きたいです。 

・畜産協会さんのおかげで、松阪肉 100％というすごいハンバーグが作れました。ありがとうご

ざいます。作るのが初めてでとても楽しく出来たし、すごくおいしかったです。畜産協会さん

のおかげで、地域の特産物である松阪牛の事をより詳しく学ぶ事が出来ました。この事を忘

れずにしていきたいと思いました。 

・ハンバーグが崩れていたのでショックでした。でもおいしかったです。あと、いい体験にもなっ

た。 

・いろいろ食材を用意してくださったり、命の大切さ等を教えてくださって、ありがとうございまし

た。 



・ハンバーグ作りはやった事がなくて、できるかーと思ったけど、先生の説明がわかりやすくて

上手に出来ました。ありがとうございました。 

・今回はどうもありがとうございました。煮込みハンバーグは、ハンバーグをたれの中に入れ

れば出来上がりで、普通のハンバーグの 2 倍ぐらいおいしかったです。また家で作ってみた

いなと思いました。とてもおいしかったです。 

・松阪牛のお店で、僕のおばあさんが働いています。この前はありがとうございました。 

・自分の家で松阪牛のお肉は無理だけど、普通のミンチでハンバーグを作ってみたいと思い

ました。また、焼く時にすごい下手だったので、上手にしたいと思いました。分かりやすかっ

たです。 ありがとうございました。 

・ハンバーグの材料からすべて用意していただきありがとうございました。こねるのがうまいと

言っていただいてとても自信がつきました。 

・この前はお忙しい中わざわざ天白小学校まで来て、煮込みハンバーグを作らせてくださり、

本当にありがとうございました。僕達は、作り方も学べたし、命の大切さも学べたので、本当

に良い経験ができたと思います。今回は本当にありがとうございました。 

・ハンバーグがすっごくおいしかったです。やっぱり肉が違うと、味が変わるんだなあと思いま

した。 

・ハンバーグを作る事を教えてくれてありがとうございました。このような体験は初めてで嬉し

かったです。ラディッシュは少しまずかったけど、ハンバーグはとてもおいしかったです。 

・松阪牛の命を頂いている事がすごく詳しく分かって、命の大切さが分かり、いただきますの

意味がすごく分かったからよかったです。ありがとうございました。 

・六年生で松阪牛を食べられたり、いろいろな所へ社会科見学に行けて、とてもよかったなぁ

と思います。社会科見学でいろいろな思い出が出来てとても楽しかったです。ありがとうござ

いました。 

・材料を用意してくださってありがとうございます。とてもおいしくできてよかったし、楽しかった

です。また家で作ろうかなあと思いました。 

・わざわざたくさんのことを準備してくださってありがとうございました。松阪牛でハンバーグを

作った事がないので、ワクワクしていました。食べてみると、すごく柔らかくておいしかったで

す。本当にありがとうございました。 

・この 1 年間お世話になりました。ありがとうございました。松阪肉の事など、色々分かりまし

た。 

・松阪肉が入ったハンバーグは、初めて作ったので少し上手に出来なかったけど、味はとても

おいしかったです。ラディッシュは、おいしいという人もいたし、2.3 個食べる人が多くて、私も

好き嫌いをするのはダメだなと改めて思いました。また家でも作ろうと思いました。本当にあ

りがとうございました。 

・調理実習の時はいろいろありがとうございました。すごく楽しかったです。家でも作ってみた

いです。また何か行事があったらよろしくお願いします。 



・煮込みハンバーグはとても美味しく、楽しく作れたのでとてもよかったし、命の大切さも改め

て感じました。また家でも作ってみたいと思いました。材料の用意などをしてくださってありが

とうございました。とてもいい勉強になりました。本当にありがとうございました。 

・松阪肉のハンバーグをおいしく食べられました。本当にありがとうございました。普通のハン

バーグより柔らかい感じがして、とってもおいしかったです。松阪牛を通して、私達は命をい

ただいていることを改めて分かりました。ありがとうございました。 

・貴重な体験をさせていただき、ありがとうございました。松阪肉でハンバーグを作るのは初

めてで、どんなものなのか食べてみると、普通のハンバーグより柔らかかったです。このハ

ンバーグにはたくさんの人々が関わっているので、感謝したいです。 

・貴重な体験をさせていただけてうれしかったです。ありがとうございました。とってもおいしか

ったので、また家でも作ってみたいと思います。命の大切さなどたくさん勉強になりました。 

・この前は、いろんなことを教えてくださってありがとうございました。これからも、いろんなこと

に感謝したいと思いました。 

・加工調理を教えてくださってありがとうございました。作った事がなかったのでうれしかったで

す。松阪牛 100％なんて、豪華ですごくおいしかったです。また家でも作ってみたいです。 

・すごくおいしかったのでよかったです。みんな全部用意などをしてくださってありがとうござい

ました。 

・いい体験をさせてくださってありがとうございました。松阪肉で作ったハンバーグは、とてもお

いしかったです。ハンバーグは作った事があったけど、煮込みハンバーグは作った事があり

ませんでした。すごくおいしく出来て、とても楽しかったです。ありがとうございました。 

・この調理で命の大切さなどが分かりました。牛の肉もすごくおいしかったです。こんなにおい

しい肉を食べた事がなかったのでよかったです。この作ったものをお母さん達に食べさせて

あげたいので、また作ってあげたいです。本当にありがとうと思いました。 

・貴重な体験をさせていただいてありがとうございます。 

 

 


