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Ⅰ．はじめに

　ガンバレランチ・ご入学おめでとうランチ
の提供は，平成24年度からの新たな試みで
ある。岐阜女子大学健康栄養学科のコアは，
調理学実習，食品衛生学，給食管理・経営，
大量調理の応用編であるマネジメント演習，
フードマネジメント実習を履修する。この実
習では，テーマに沿ったリーフレットや献立
の作成，単価計算，発注，衛生管理に基づく
調理，食事の提供から片付け，食券の販売ま
でのすべてを学生自身が行っている。この実
習を通じて，管理栄養士としての総合的なマ
ネジメント力，就職後の即戦力を身につける
ことを目的としている。
　本年度は，1グループ8～10名で，5日間実
習を行い，2月1日～3月15日まで「ガンバ
レランチ」，4月11日～6月7日まで「ご入学
おめでとうランチ」の提供を行った。学生に
は1食300円で，教員には350円で販売した。

Ⅱ．取り組みの背景

　健康栄養学科のカリキュラムポリシーは，
学生に管理栄養士としてのマネジメント力，
就職後の即戦力を身につけることである。そ
の一環として，給食経営，給食管理で実習を
授業内容としているが，1グループ18～20人，
実習は1～2回である。数日間における在庫
管理が出来ない。反省を次に生かし切れない。
未経験の担当があるまま実習が終わってし
まった。食材の納品，食材の洗浄（下処理），
切込み，調理，盛り付け，下膳（食器洗浄），
片付け，翌日の準備といった数日間における
調理作業を経験することが出来ない。このよ
うな状況であった。
　そこで，平成24年度よりフードマネジメ
ント実習の実習形態を変更した。1グループ
8～10名で，5日間実習を行う。個々が一連
の調理作業を経験することを，さらに，そこ
に生じた問題を解決しながら実習する。また，
食材や在庫管理，食材日計表の作成を通して，
現場の栄養士の仕事である帳票管理を学修で
きる。
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　期間は，2月1日～3月15日まで行った。 

管理栄養士国家資格の取得を目指し，勉学に
はげんでいる4年生の健康を見守るためであ
る。国家試験に対する不安の増長から体調を
崩す学生もおり，さらに，インフルエンザな
どが流行するため，体調管理は重要な課題と
なる。
　そこで，2月1日から健康栄養学科3年生
が，免疫力を強くし，風邪をひかない強い体
を作って欲しい。体調を整えて，集中力を高
めて学修成果を発揮して欲しいという思いを
込めた食事，「ガンバレランチ」を提供した。
　また，4月11日～6月7日までの対象者は，
新入生の皆さんとした。大学生になって独り
暮らしを始め，食生活環境も変わることから
健康栄養学科4年生がバランスの良い食事
で，体調を整えて欲しいという思いを込めた
食事，「ご入学おめでとうランチ」を提供した。

Ⅲ．フードマネジメント

1．マネジメント演習
　マネジメント演習では，リーフレット，献
立，作業工程表の作成を行った。
　リーフレットは，テーマに基づいて，どの
ように展開すれば分かりやすく，かつ説得力
のあるものができるか，手法を学びながら作
成した。
　献立は，テーマの目的にあっているか，入
手できる食材であるか，集団調理に適してい
るか，前日，前週と料理の重なりはないか，
1食の中での食材の重なりはないか，原価は
どうか等を考慮しながら作成した。
　作業工程表は，献立や調理人数，使用機器
によって異なるので，当日の調理作業の手順
や時間配分，衛生管理のポイントを見据えな
がら作成した。

2．フードマネジメント実習
　フードマネジメント実習では，マネジメン
ト演習で作成したリーフレット，献立，作業
工程表の見直しを行い，発注，検収，ランチ
の提供，実習後には食材日計表の作成等を
行った。
　実際には，予定献立は，価格によって使用
量を控えたり，代替え食材を考えたりしなけ
ればならない。食材変更に伴い調理方法を変
更しなければならない。前週のグループの献
立変更により，献立を急遽変更しなければな
らない。在庫食材を使用しなければならない
場合もあった。いずれにおいても栄養価や見
た目を落とさずに，調理作業の手順や時間配
分も考慮しながら献立や使用食材を変更しな

写真1　 調理作業の様子（個数付の食材は，個
数を数えながら作業を進めます。）

写真2　盛り付け作業の様子
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ければならず，その対応も学んだ。
　また，ランチの喫食者には，その日のもっ
とも美味しかった料理1品を選んで貰った。
　提供後には，その日の反省会を行い，翌日
の献立や作業工程表の見直しを行った。
　実習後のまとめとして，1食あたりの単
価，販売食数，人気料理の関係を検討した。

Ⅳ．実習後の評価

1．喫食者の声
　ランチの喫食者からは，バランスの良い食

事で，安心して食べることができた。温かい
食事に，思いの込もった食事で勉強の支えに
なった。毎日のランチが楽しみだった。ラン
チのおかげで体調を崩すことがなかった。と
いう声を聞くことができ，体調だけでなく，
精神面でのサポートにもなっていたようであ
る。

2．販売食数と1食あたりの原価
　販売食数と1食あたりの原価の関係を図1

に示した。販売食数が最も多かった日は，販
売食数が104食，原価が188円であり，献立は，
ご飯，煮込みハンバーグ，粉ふき芋，キャベ
ツのゆかり和え，コンソメスープ，アセロラ
ゼリーであった。次いで，販売食数が100

食，原価が185円であり，献立は，ご飯，揚
げ鶏の甘辛和え，蒸し野菜，青梗菜とえのき
の煮浸し，すまし汁，鬼饅頭であった。
　販売食数が最も少なかった日は，販売食数
が54食，原価が276円であり，献立は，ご
飯，鯖の塩焼き，ひじきの煮物，野菜サラ
ダ，味噌汁，牛乳寒天であった。
　逆に，1食あたりの原価が最も高かった日
は，原価が528円，販売食数が77食であり，

写真3　 旬の食材の利用（学内で収穫した筍で
春を感じる1品に）

図1　販売食数と1食あたりの原価の関係
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献立は，ご飯，ヒレカツ，小松菜としめじの
お浸し，大根の即席漬け，すまし汁，杏仁豆
腐であった。次いで，原価が515円，販売食
数が77食であり，献立は，ご飯，鱈のホイ
ル焼き，肉じゃが，ほうれん草のお浸し，味
噌汁，バナナヨーグルトであった。このよう
に，販売食数と1食あたりの原価の間に正の
相関がないことが分かる（図1）。
　実際の現場では，販売価格の3～4割程度
の原価での献立作成が望まれる。しかし，今
回は，学生実習ということで，原価の予算目
標を販売価格の8～9割に設定した。この原
価予算範囲内であり，食数も確保できている
日の献立を表1に示した。全体として，主菜
に肉料理が多い傾向にある。肉と魚を比較す
ると，肉の方が，原価が安い傾向にある。

3．人気料理
　主菜における人気料理は，魚では，鯖の南
蛮漬け，肉では，ハンバーグ，鶏肉では，揚
げ鶏の甘辛和えであった（表2～4）。副菜で
は，肉じゃがや牛蒡と豚肉のピリ辛煮であり

（表5），煮物の人気度が高い傾向にあった。
　実際の現場では，1週間の献立は，肉や魚
を組み合わせて提供する。今回の実習におい
ても鯖の南蛮漬けや鰆の香り焼きなど人気の
あった魚料理はあり，魚も調理方法，味付け
の工夫次第である。また，予算内の献立にす
るには，主菜，副菜，副々菜，汁物，デザー
トの組み合わせも重要である。単価の高い魚
を利用する際は，旬の食材を利用する。ほう
れん草等の葉物野菜に安価なもやしを上手に
組み合わせてボリュームを出す。デザートを
手作りする。等が必要である。
　ガンバレランチ，ご入学おめでとうランチ
を比較すると，ガンバレランチでは，魚料理
も人気であったが，ご入学おめでとうランチ
では，揚げ鶏の甘辛和えやハンバーグと肉料
理が人気であった（表2～4）。肉と魚の主菜
を提供した日数および販売食数を表6に示し
た。この表からも分かるように，ガンバレラ
ンチでは，肉と魚の提供日数における販売食
数の違いは見られないが，ご入学おめでとう
ランチでは，肉料理の提供日数が少ないにも

表1　販売食数の多かった日の食数，1食あたりの原価および献立

販売食数（食） 104 100  93  93  92  91  91  91

原価（￥） 188 185 272 262 275 267 235 235

献　立

ご飯 ご飯 ご飯
鮭の

ちらし寿司

ご飯 ご飯 海老ピラフ ご飯

煮込み
ハンバーグ

揚げ鶏の
甘辛和え

レバー入り
ハンバーグ 鯖の味噌煮 チキンカツ 照り焼き

チキン
豚の

生姜焼き

粉ふき芋 蒸し野菜 青梗菜の
炒め物 きつね焼き 肉じゃが 新玉の

ごま煮
粉ふき
カレー

こんにゃく
の旨煮

キャベツの
ゆかり和え

青梗菜と
えのきの
煮浸し

人参サラダ 青梗菜の
お浸し

小松菜と
もやしの
和え物

海藻サラダ
胡瓜と
もやしの
和え物

もやしの
和え物

コンソメ
スープ すまし汁 きのこの

スープ すまし汁 すまし汁 きのこの
スープ 若布スープ 味噌汁

アセロラ
ゼリー 鬼饅頭 黒糖ミルク

プリン
黒ゴマ

ミルクプリン 牛乳寒天 オレンジ グレープ
フルーツ

グレープ
ゼリー
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表3　主菜における人気メニュー（豚肉）

順位 メニュー名 販売食数（食） 原価（￥）
1 レバー入りハンバーグ（ガンバレランチ）  93 272

2 煮込みハンバーグ（ご入学おめでとうランチ） 104 188

3 照り焼きハンバーグ（ご入学おめでとうランチ）  94 333

4 豚肉の生姜焼き（ご入学おめでとうランチ）  86 219

5 豚肉の生姜焼き（ガンバレランチ）  85 485

注）（　）内は，各料理を提供したランチを示す。

表4　主菜における人気メニュー（鶏肉）

順位 メニュー名 販売食数（食） 原価（￥）
1 揚げ鶏の甘辛和え（ご入学おめでとうランチ） 100 185

2 蒸し鶏（ご入学おめでとうランチ）  77 297

3 タンドリーチキン（ご入学おめでとうランチ）  69 313

4 鶏肉の唐揚げ（ガンバレランチ）  80 341

5
チキンカツ（ガンバレランチ）  84 378

チキンカツ（ご入学おめでとうランチ）  91 267

注）（　）内は，各料理を提供したランチを示す。

表5　副菜における人気メニュー

順位 メニュー名 販売食数（食） 原価（￥） 組み合わせ（主菜）
1 肉じゃが（ガンバレランチ） 77 515 鱈のホイル焼き
2 牛蒡と豚肉のピリ辛煮（ガンバレランチ） 88 437 鮭の漬け焼き

3
金平牛蒡（ガンバレランチ） 78 422 鯖の野菜あんかけ
新玉葱のごま煮（ご入学おめでとうランチ） 91 267 チキンカツ

4 焼きナスの味噌かけ（ご入学おめでとうランチ） 91 306 チキンのトマト煮
5 のり塩フライドポテト（ガンバレランチ） 80 264 チキンのオリジナルソースかけ

6
煮豆（ガンバレランチ） 70 334 鯖の塩焼き
じゃが芋の揚げ煮（ご入学おめでとうランチ） 61 324 鯵の塩焼き

7 じゃが芋のそぼろ煮（ご入学おめでとうランチ） 53 348 鯖の塩焼き
8 粉ふき芋（ご入学おめでとうランチ） 92 382 豚肉のトマト煮

注）（　）内は，各料理を提供したランチを示す。

表2　主菜における人気メニュー（魚）

順位 メニュー名 販売食数（食） 原価（￥）
1 鯖の南蛮漬け（ガンバレランチ） 92 364

2 おでん関東煮（ガンバレランチ） 87 427

3 鰆の香り焼き（ガンバレランチ） 89 490

4 鯖の味噌煮（ご入学おめでとうランチ） 92 275

5
鯖の南蛮漬け（ガンバレランチ） 83 348

鮭のあけぼの揚げ（ガンバレランチ） 74 379

注）（　）内は，各料理を提供したランチを示す。
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関わらず，販売食数が多い傾向にあり，喫食
者は主菜が肉料理の献立を選んでいることが
伺える（表6）。
　テーマの対象者がガンバレランチでは，健
康栄養学科の4年生であり，ご入学おめでと
うランチの対象者である新入生とは，栄養学
の知識と体調管理に対する関心度の違いが
あったのではないかと思われる。

Ⅴ． フードマネジメントを通して学んだ
こと（学生の意見）

　実習後の学生たちに，フードマネジメント
を通して学んだこと，感じたこと，今後どの
ように生かしていくかを聞くと，以下のよう
に回答した。
・主菜，副菜のどちらにも肉，魚を使用する
と原価オーバーに繋がるので，食材の使い
方に注意する。

・食材に合った使い方（調理方法，味付け）
をする。

・旬の食材や大学で収穫できるものを使う。
・一度美味しくないものを提供すると，翌日
からの売上に影響するので，調理方法もよ
く吟味し，美味しい料理を提供することを
心掛ける。

・積極的に献立をPRし，販売促進する。
・購入したくなるような献立にする。
・既製品は使用せず，手作りにする。
・消耗品を無駄に使用しない。
・機械を丁寧に扱い，故障のないようにする。

・必要以上の廃棄を少なくし，食材の無駄を
なくす。
・売れているメニューや赤字になっていない
メニューなど情報収集をし，献立を変更す
る。
その他
・衛生管理の厳しさを実感した。
・初日は，自分のことしか頭になかったが，
徐々に周囲にも目を配ることができるよう
になった。
・提供時間を考えながら，遅れている作業を
手伝うなど，臨機応変に行動することが大
切であると実感した。
・下処理，切込み，調理，盛り付け，片付け
と一連の調理作業を経験したことで，下処
理では，次の作業である切込みのことを考
慮した作業をすることが大切であると感じ
た。
　テーマを意識するあまり，多くのグループ
が原価をオーバーしてしまった。原価予算内
でテーマに合わせた献立を作成すると共に，
喫食者を満足させることの難しさという現実
問題に直面した。
　しかし，学生達は，この原価オーバーを抑
えるための方法として，食材の使い方や組み
合わせ方，旬の食材の利用，購入したくなる
ような献立作成，消耗品の無駄使いをなくす
こと等をあげている。
　初日は，緊張感が張り詰め，自分の作業し
か頭にはなく，時間内に提供することが精一
杯であった。しかし，最終日には，それまで
に反省や修正を繰り返してきた学生達の動き
はスムーズで，お互いの動きや調理の進み具
合を確認する余裕も見られた。また，喫食者
の「ごちそう様。美味しかったよ。」の言葉
を素直に喜び，明日も美味しいランチを提供
したい。という思いも強く感じられ，終了後
の反省会では念入りに確認し合うようになっ

表6　 肉と魚の主菜を提供した日数とその販売
食数

提供日数 販売食数
肉 魚 肉 魚

ガンバレランチ 14 16 1179 1328

ご入学おめでとうランチ 18 19 1529 1431
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ていった。5日間の実習では，自分で翌日の
課題を持ち，行動する姿や考えて行動する姿
もみられるようになっていった。

Ⅵ．今後の課題

　価格の面で様々な節約方法も見られたが，
原価予算をオーバーする事態が生じた。今回
の実習の結果を基に，次期の実習では，食材
の使い方や組み合わせ方，旬の食材の利用を
指導する必要がある。また，食材の扱い方の
理解不足から下処理に時間がかかる場面や廃
棄が多くなる場面も見られた。次期の実習で

は，食材の扱い方（下処理の方法，作業効率
を考えた食材の切り方）を指導する必要があ
り，現在，岐阜女子大学の給食管理・経営マ
ニュアルを作成中である。
　ご入学おめでとうランチでは，喫食者は肉
料理の献立を選ぶという偏った食事選択をし
ている傾向があった。就職後，管理栄養士と
して，栄養学の知識がない，もしくは，低い
対象者，栄養学に興味のない対象者に食事と
栄養の関係を伝えていくことになる。リーフ
レットを通して，いかにテーマを伝え，説得
力のあるものにするか手法を教員が指導する
必要がある。
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