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ふれあい事業体験交流会アンケート結果 

平成 21 年 11 月 17 日 実施 

回答者数 69 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 
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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 
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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 
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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 
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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（さいころステーキ含む） 17 件 

いろいろな（ソースの）ハンバーグ 15 件 

肉じゃが 10 件 

カレー（チキンカレー含む） 6 件 

から揚げ 5 件 

ギョウザ（揚げギョウザ含む） 5 件 

生姜焼き 5 件 

肉だんご 4 件 

オムライス 3 件 

親子丼 3 件 

コロッケ 3 件 

ロールキャベツ 3 件 

ウインナー 2 件 

牛丼 2 件 

すき焼き 2 件 

トンカツ 2 件 

その他（以下のもの各 1 件） 

アイス、揚げ物、牛汁、かつ丼、牛肉以外で他のものも作りたい、牛肉入りたこ焼き、牛肉の卵とじ、

牛肉のハンバーグ、牛乳を使った料理、グラタン、旬の野菜を使った料理、そぼろ、チャーハン、

茶碗蒸し、肉炒め、肉だんご汁、肉づめピーマン、肉と野菜の炒め物、ハンペイ、松阪肉の野菜炒

め、みそ汁、焼肉、野菜炒め 

 

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。 

・初めて松阪牛のハンバーグを作ってとても楽しかったし、みんなと力を合わせてできたのがよ

かった。家で作るハンバーグは焦げたり固かったりするけど作ったハンバーグは肉汁たっぷりで

柔らかく、とてもおいしかった。教えて下さった先生にも感謝したい。 

・松阪牛でハンバーグを作るととても軟らかくシイタケは嫌いだったけど食べることもできた。牛が

命をなくしてまで、僕たちのために肉になってくれたので、牛肉や野菜を残さずに食べたいと思っ

た。牛肉を残すと牛に失礼なのでシイタケを残すとシイタケに失礼なのでこれからは残さず食べ

たいと思います。 

・今まで普通に食べていたけど「命」をもらっているから食べられるし、生きていられるんだなと思

いました。そしていろんな皆さんのおかげでもあるしということを知りました。今日の勉強ができた

のもいろんな人と牛さんのおかげです。ハンバーグはやわらかくてすごくジューシーでおいしかっ

たです。でも、少しくずれてしまいました。 

・焼いたハンバーグしか食べたことがありませんでした。それに松阪牛で作るのでとても豪華で

す。松阪牛の脂がたっぷり乗っていて食べた瞬間ジュワーときました。松阪牛の勉強をして命の
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大切さ、「いただきます」の意味を知りました。 

・今日の調理ではハンバーグに「シイタケ」を使っていて、私はシイタケがすごく嫌いなんだけどシ

イタケが入っているのも忘れそうなくらい普通に食べられておいしかったです。私は食べることを

普通だと思っていたけれど、世界には米もなにも食べることができない子供たちもいるから「食べ

るって当り前じゃないんだな」と思いました。元気な牛でも私たちのためにお肉になってくれるか

ら感謝したいです。 

・今日、初めてハンバーグを作り、難しいと思ったけど、皆とやってとても楽しかった。最初に難し

いところは作ってあって、とても簡単にできた。自分で作ってできたからハンバーグがとてもおい

しかった。 

・今日、料理をして、家で作るのと違って食べてみると軟らかくて、どうしてこんなにやわらかいん

だろうかと考えてみました。松阪肉は高くて作れないけど、ぜいたくじゃないからいいと思いまし

た。今度の給食で松阪肉のキノコが出て、ハンバーグとは違う味が出るのかなと思いました。 

・いつも家でやるのよりおいしかったです。松阪肉のハンバーグはとてもやわらかくて驚きまし

た。作るのは大変だったけど楽しかったです。食べる時に「いただきます」はちゃんと言うようにし

ていきたいです。私たちはいろんなものから命をいただいているので、いろんな人や動物に感謝

していきたいと思いました。 

・今日は料理の先生や畜産協会の人たちに協力していただいて、おいしく調理ができてよかった

です。煮込みハンバーグは家で作るハンバーグもおいしいけれど、松阪牛のそれはもっともっと

肉汁がいっぱいでおいしかったです。でも私たちが「おいしい」と思えるまでのは、食肉流通セン

ターの人や食肉衛生検査所の人たちなどが頑張って働いていてくれるからです。このハンバー

グになってくれた牛さんや、この肉ができるまでに関わってくれた人たち全てに感謝したいと思い

ました。 

・今日は松阪牛のお肉を使って調理をして、結構練るのが大変でした。調理の先生に来てもらっ

てハンバーグの中にシイタケを入れたりタマゴを入れて粘りを出しました。焼いているとすっごく

いい匂いで待ち遠しかったです。食べると味がしっかりとして、すっごくやわらかくて家で食べるの

と全然違ってレストランで食べているようでおいしかったです。命の勉強もできたし調理もできて

本当によかったです。 

・調理体験のハンバーグ作りは本当に楽しく作れました。班で協力して作りました。こねる時、粘

りを出すことを考えてこねて、次に形を整え、僕は完璧な形になるまで整えました。でもその時、

友達が 2 つのハンバーグを床に落としてしまいました。僕は「牛の命が・・・。」と心の中で思いま

した。他の班から分けてもらったのでよかったです。よく焼いて、煮込み、でき上がって食べてみ

ると、家の味とはまた違っておいしかったです。今日も、牛の命をいただきました。松阪牛の勉強

をしてからは、毎日の食事をながめてみると、毎日のように「大切な命」をいただいているんだな

と実感するようになりました。また、調理体験をしたいです。 

・ハンバーグは作ったことがあるけど、松阪肉でするのは初めてなので、少し緊張しました。家で

作る時と、作っているのを見ていると、工夫しているところもあって、こうすればいいんだなと勉強

になりました。ハンバーグができた時は、上手にできて良かったです。実際に食べて、柔らかく
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て、いつも家で食べているハンバーグと味が違って、松阪肉の味がとてもおいしかったです。今

日、松阪肉の調理をしてよかったです。 

・今日、ハンバーグを作ってレシピをみて「えーっ、シイタケ入れるの。」という感じで残念だったけ

ど、作って食べてみたら、もうほっぺが落ちそうなくらいおいしかったです。感触はやわらかく、ト

ロッとした感じでした。めったに食べれない松阪牛を食べてうれしかったです。 

・僕は今日ハンバーグを作って、命の大切さの勉強をしてから、松阪肉を使ったハンバーグを作

ったからそう考えていた。食べたらちゃんと食べなきゃけないと思いました。作ったときはふつう

のハンバーグと同じと感じたけど、食べたらすごくやわらかくておいしかったです。作る時は肉が

ぐにょぐにょじていて気持ち悪かったです。パンパンするのが楽しかったです。 

・今日、松阪牛煮込みハンバーグを作って食べて、松阪肉だけでめったに食べれないのにハン

バーグという高級にして下さってとてもおいしかったです。そして皆で協力して作って食べたので

さらにおいしく感じました。私は、おいしいものを後で食べる派なので、レタスを先に食べて最後

に味を確かめながら食べてほっぺがおいしそうでした。そして今までの見学や体験を終えて、最

初はお肉なんて食べられなくなるんじゃないのかなぁと思っていたけど、牛への感謝の気持ちや

牛を解体してくださっている方々へありがとうと感謝しようとこの見学をしてよかったなあと思いま

した。またこうやってハンバーグを作って食べられるのは牛のおかげでもあるけど畜産協会の皆

さんのおかげでもあるので、私たちは本当に様々な人々にお世話になっていたんだなあと改め

て思いました。 

・松阪肉を使って自分たちでハンバーグを作って食べてみるとやわらかくて甘みがあって、とても

おいしかったです。今日、たべたハンバーグの牛肉も牛が命をなくしてまで僕たちのためにお肉

になってくれているので感謝しようと思いました。牛肉を残してしまうと、せっかく命をいただいて

いるので残さず食べようと思いました。 

・松阪肉のハンバーグは、聞いただけでもほっぺが落ちるぜいたくさです。そして食べるとお口の

中いっぱいに広がるおししさが幸せを呼ぶような味でした。つまりおいしくて何回でも何個でも食

べられる味です。もう本当においしくて牛さんとそれにかかわる人たちにありがとうを伝えたいと

いう気持ちがつまっています。直接伝えることは難しいですが「いただきます」「ごちそうさま」で声

は聞こえなくても気持ちが伝わるようにします。伝わるといいな。今日はありがとうございました。

実は私、シイタケを少し苦手で嫌っていた存在でしたが、今日作ったハンバーグ、シイタケがいな

くちゃおいしくないと知って少し見直しました。「工夫して調理したら食べられる」それを私は覚え

ておきます。 

・ハンバーグは作ったことがあるけど、松阪牛でやると一段とおいしくてよかった。ハンバーグ以

外にも野菜がすごくおいしかったとし、やわらかかった。肉と一緒に食べるトマトやキャベツは肉

といっしょくらいおいしかった。食べたばっかりだったので、食べられるかなと思ったけどおいしか

ったので、残さず食べれました。また家でも作りたいけど松阪牛は値段が高いのでとても作れま

せん。 

・ハンバーグは何回も作ったことがあるけど、皆で作って食べたらすごく楽しくておいしかったし、

松阪肉だから脂がのっていてやわらかかったので、お肉をこねたり丸めたりすることがすっごい
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楽しかったから家でやりたいなと思いました。私たちみたいに生きている動物が命をくれているか

ら「いただきます」に感謝を込めたいです。 

・僕が家で食べているハンバーグよりもすごーく時間もかかったので、これを家で作るのは難しい

なと思いました。先生の教え方もすごく分かりやすいと思いました。だからおいしく作れたと思い

ます。食肉公社に行った後でも、みんな松阪牛も食べていたので、命をくれた松阪牛の牛たちに

も感謝して牛一番の肉になってからのうれしいことにもなったと思います。 

・今日は初めての煮込みハンバーグつくりは楽しかったです。私の家では焼いてしかたべたこと

がないので食べれてよかったです。学習でも命の大切さが分かりましたが、調理をしてみるとも

っと命の大切さがわかりました。 

・今日は初めてハンバーグ作りをしてすごく楽しかったし、自分で自分の食べ物を作って人の命

や私たちの食べ物になってくれる植物、生き物に感謝することが、また改めて知りました。しかも

ハンバーグを作るのにけっこう時間がかかって母さんが今日作ってくれる苦労をすごく知りまし

た。すごく楽しかったです。 

・初めてのハンバーグ作りで松阪牛にいろいろな物を入れて作ったけど、生の時は少し臭かっ

た。焼いた時はものすごくいい匂いがしました。ハンバーグを食べて思ったことは松阪牛ハンバ

ーグをより家の松阪牛が入っていないハンバーグの方がおいしかったことです。けど、もちろん

松阪牛ハンバーグもおいしいですよ。作り方はちょっと面倒だったけど、作り方もわかるし、家で

作ってたべてみたいなと思いました。 

・今日、煮込みハンバーグを作って家で作ったハンバーグや店でたべているハンバーグより今日

作ったハンバーグの方がすごくおいしかったです。その理由はやわらかくて中まで火が通ってい

たからです。なので家でもまた作ってお母さんやお父さんに「おいしい」と言ってもらいたいです。 

・私は松阪肉を使ったハンバーグを初めて作って初めて食べました。皆といっしょというのもある

けど、とても楽しかったです。ハンバーグは中まで味があって煮込んだ具もおいしかったです。そ

して、今までの勉強で分かった命の大切さ、いただきますの大切さ、育てている家畜農家の人へ

の感謝、それに加えて料理をつくってくれる人にも感謝しなくてはならないことが分かりました。 

・今日、初めて作って上手にできて良かったです。私の家のハンバーグはも煮込みハンバーグだ

けど、家のより松阪牛の方が何倍もおいしかったです。野菜もいっぱい入っていてよかったです。

誕生日に松阪牛の煮込みハンバーグを食べたいなと思いました。 

・僕たちのために生き物たちが命を捨ててまで僕たちの栄養や喜びになってくれて命の大切さも

分かったし、楽しみもあって感謝したいなと思いました。 

・初めて松阪牛のハンバーグを食べてお母さんのハンバーグもおいしいけれど、松阪牛のハン

バーグはやわらかくてとてもおいしかったのでまた食べてみたいです。 

・初めて松阪牛のハンバーグを作って、こんなにおいしいとは思っていませんでした。家の方が

おいしいだろうと思っていましたが、家のハンバーグと同じくらいやわらかくてふわふわしておいし

かったです。また、食べたいです。 

・今日は、松阪牛のハンバーグを作って、最初はハンバーグなんか食べるだけで自分で作ったこ

ともなかったから、どのくらい焼くのかもわからなくて心配だったけど、少し焦げたぐらいが言って
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いて少し安心しました。それで少し形がくずれたけど、うまくいっていつものハンバーグよりも、や

わらかくておいしかったです。 

・ハンバーグを作って楽しかったし、命の大切さも分かってよかったです。私は楽しく勉強するの

が一番いいのだと思います。いつもの国語とかおもしろくないわけじゃないけど、いつもと違う授

業をする方が好きです。今日もたくさんの人の協力を得て皆で作ったからあんなおいしくなった

のだと思います。私は、家の煮込みハンバーグが一番だと思っていたけど、今日の煮込みハン

バーグが一番になりました。きっといろんな人の愛情が入っているからです。 

・今日の体験はとてもよかったです。とてもやわらかくてすごくおいしかったです。松阪牛の学習

で「命」を知りました。重さや大切さもわかったし、いただきますの意味も知ることができました。

前、一番つらいことは、生きていることというのを聞きました。生きることはつらいけど牛のために

も自分の人生を精一杯生きます。 

・私はあまりハンバーグを家で食べないのですが、今日作った煮込みハンバーグを食べてみると

とてもおいしかったです。私もまた食べたいので家でもまた自分でも作ろうと思いました。今日は

煮込みハンバーグの作り方を教えていただきありがとうございました。 

・ハンバーグ作りを体験して思いました。ちょっと難しかったけど皆で協力してやったので少し簡

単にできたなと思いました。 

・今日はありがとうございました。「命をいただく」ということがまた改めて分かったような気がしま

す。このアンケートで私は「いただきます」「ごちそうさま」を「たまにしか言わない」になっていたの

で「あぁこんなんだったんだな」と自分の生活を見つめ直すこともできたのでよかったです。 

・すごく楽しくそれにいい勉強になりました。私はきらいなものがあって、少し不安だったけど、す

ごくおいしくて、きらいなものもおいしく食べることができました。松阪牛 100％でハンバーグを作

ることは、家ではなかなかできないので、すごくいい体験になりました。ありがとうございました。 

・松阪牛の勉強で命の大切さやいただきますの大切さなどのいろいろな大切さが分かったのでよ

かったです。初めて松阪牛のハンバーグを食べていつも食べているハンバーグよりやわらかくて

おいしかったです。 

・私は煮込みハンバーグを皆で作って食べるまでが、こんなに大変だったということがよくわかり

ました。そして煮込みハンバーグを作って「命」の大切さが本当に分かりました。いただきますの

本当の意味も分かってよかったです。 

・ハンバーグを作ってみてすごく楽しかったです。今まで勉強してきた松阪肉で作れてよかったで

す。私たちは命をいただいているので、感謝して食べたいです。本当にありがとうございました。 

・松阪牛のハンバーグを初めて食べて、普通のお肉と比べるとすっごくやわらかくて今までより味

がすっごくおいしかったです。 

・加工調理してみて、最初はたいじょうぶかなぁと思っていたけど、みんなが支えてくれたので、

先生が教えてくれたので、安心したし、とっても上手にできておいしかったです。食べてみるとす

っごくやわらかくて、とってもおしいかったです。さすが松阪肉やなぁと思いました。とても楽しかっ

たし、思い出にもなってよかったです。 

・すごくおいしかったです。作る時に楽しいと思った。もう一回作ろうと思った。 
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・松阪肉のハンバーグを作れて良かったです。上手に作れるかなと不安になっていたけどすごく

上手に作れました。これも畜産協会の皆さんのおかげです。他にもいろいろな体験をさせてくださ

ってありがとうございました。 

・私はあまりハンバーグを作ったことがなかったので、少し緊張したんですけど、うまくいってよか

ったなぁと思いました。今回は本当にありがとうございました。 

・ハンバーグのおいしさが、初めて分かりました。食べる時にナツメグが入っていて噛みそうにな

りました。 

・よく説明が分かりやすくて、よく分かりました。ありがとうございました。すごく楽しくて家でも作っ

てみたいと思いました。先生の分かりやすい説明で簡単にできました。 

・めったに食べれない松阪肉を用意していただいてありがとうございました。松阪肉をハンバーグ

にするとさらにめったにないことが体験できてすごく驚きました。自分で作って食べてみるとやわ

らかくてとてもおいしかったです。なんか友達と作っているととても楽しくなってきました。 

・命の大切さがさらに分かったので、食べるということにどれだけの感謝があるのかとかが、すご

いなと思いました。そして「いただきます」に重みを感じながら、食べ物を粗末にしないで食べたい

です。ありがとうございました。 

・特別なお肉（松阪肉）を使って、煮込みハンバーグを作って食べられ本当に良かったです。思っ

ていたより説明も分かりやすくて上手に作れたので楽しかったしうれしかったので、とてもいい調

理学習ができたと思います。 

・煮込みハンバーグは作ったことがなかったけど、みんなで協力してうまくできたので良かったで

す。扇田先生が作り方を教えて下さったので、先生がやったようにしたらうまくできたので良かっ

たです。私たちはたくさんの命をいただいていることが分かったので、これからは命をいただいて

いるんだということを知った上でいただきたいです。 

・パンフレットですごく分かりやすくてびっくりしました。私たちのためにお忙しい中で本当にありが

とうございました。私は畜産協会の人たちがいるからこそ松阪牛の勉強ができるんだと思いまし

た。 

・松阪牛ハンバーグを作らせていただきありがとうございました。僕たちは松阪牛を勉強してきて

実際に食べさせてもらってありがとうございました。ハンバーグを食べて命の大切さがすごく分か

りました。いい勉強になりました。 

・初めてハンバーグを作って、松阪牛のミンチを混ぜた時、ぐにゅぐにゅして気持ち悪かったけど

最後にハンバーグの形を作る時に左右の手でキャッチボールをしているとミンチなどのものがぐ

にゃぐにゃしていて形が変わるのでおもしろかったし、楽しかったので、またやってみたいなと思

いました。 

・本物の松阪牛が食べれてとてもよかったです。調理実習ではハンバーグを作れて良かったで

す。僕はこの実習で命の大切さやありがたみがとても分かりました。そして牛を大切にしたいで

す。 

・ハンバーグを松阪肉で作ってすごくおいしかった。松阪肉がすごくおいしかった。家でも松阪肉

を使ったハンバーグを作ってみたい。 
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・本当にハンバーグ作りが楽しくて、また、作ってみたいです。結構簡単にできたので家でも少し

作ってみたいです。そして本当に楽しくてハンバーグを作ってよかったです。先生の話も聞きやす

かったので良かったです。 

・ハンバーグ、すごくおいしかったです。今まで松阪肉の勉強をして命の大切さ、いただきますの

大切さがすごくよく分かりました。大内山の社会見学とか吉田牧場の見学もすごく楽しかったで

す。めったにできないことをさせていただいて、ありがとうございました。 

・私たちは高級な松阪肉を食べられてすごく感謝しています。「命」の大切さを学ぶことができまし

た。私は「いただきます」「ごちそうさま」は絶対必要だと思いました。これまでの自分と違って、ち

ゃんと言ってありがとうという気持ちを入れていきたいと思います。 

・普段は高価な牛肉を使った料理なんて食べないのに、調理教室では楽しくおいしく食べられて

作れて本当に楽しかったです。畜産協会の皆さんのおかげでこんな楽しいことができたので本当

にありがとうございました。 

・松阪牛の勉強をして命の大切さが全部とは言わないけど勉強をする前よりも命のことが分かり

ました。これからも命のことを考えながら生きていきたいです。 

・ハンバーグを作っておいしかったです。家でやろうと思うと松阪牛がないのでできないけど、違う

肉で作りたいと思います。 

・とても楽しく調理させていただきました。みんなで初めてハンバーグを作ってみて楽しかったで

す。先生方の教え方もすごく分かりやすかったです。楽しく作って食べてみるととてもおいしかっ

たです。やわらかくてソースもおいしかったです。命の大切さをもっと深く分かりました。本当にあ

りがとうございました。 

・松阪牛でハンバーグを作ったのは初めてで、食べてみたらものすごくおいしかったし、やわらか

かったので、すすんで食べられました。家で食べるよりこっちのハンバーグの方がおいしくてもう

一回食べたいと思いました。 

・家のハンバーグと違ってとてもやわらかかったです、作っている時にどんなになるのかなと想像

がふくらみました。家ではさすがにこんな高い肉は買えないので、肉が違うだけでこんなにも違う

んだと思いました。大変お世話になりました。 

・ハンバーグ作りができるなんて、この学校くらいじゃないのかと思うくらい楽しくてとても勉強に

なりました。この授業で命の大切さ、皆との共同作業の大切さなどいろいろな大切さを知ることが

できました。本当にありがとうございました。 

初めてハンバーグを作って楽しかったです。初めてだったけど家で食べるハンバーグとよりおい

しくできてよかったです。家でも他の肉で作ってみようと思いました。 

・なにもしていないから分らない。でも、おいしかった。でも皆と交流を深められてよかった。 

・最初は、前にあった食材を切ると思ったけど、実際、最初からソースがあったので切れなかった

のが残念。実際に先生が作る時、松阪牛のハンバーグは超おいしそうで、ゴハン 3 杯くらいいけ

そうです。このハンバーグを食べる時、今まで母が作ったハンバーグよりやわらかくて家に帰って

自慢しました。作ってほしいけどできるか心配。 

 


