
みそづくり体験教室　アンケート結果≪参加者≫ 2019年3月2日実施

【その他、感想・要望等ございましたらお願いします】

進行具合にあわせて声を掛けて下さり親切にしてもらえました。今回2回目の参加でし

たが、この日を楽しみにしていました。自分達で作ったみそをきっかけにみそ汁も積極的に

食べてくれる事を期待している母です。私も経験させて頂いた事で「みそは最初は白っぽ

いのか～」と普段気に留めていなかったことを見つけられ貴重な時間でした。またの機会

もぜひ参加させて頂きます。お世話になりました(30女)。一年生さんがとてもかわいらし

かった！2年生になると見違える様にしっかりするんだと感じました。ボウルを洗ったりはい

くらでもしますよ。全部して頂き申し訳ないくらいでした。またパン作り参加させて下さい。

ところで、一人2パック3パック作れたのでしょうか？(50女)みそ作り楽しくできました。な

かなか家で作るとなると大変なので良い体験ができました。また何か他の体験(ハム、

ジャム、アイスクリームなど)もあったらぜひやってみたいです。ありがとうございました(30

女)。大変楽しい教室でした。学生さんもしっかりと学んでいて感心しました。運営も大

変だったと思いますが良い経験ができました(30男)。準備から今日の教室の対応お疲

れさまでした。ありがとうございました。食べるのが楽しみです。一人何パックも作れたんで

すか(60~女)。用意片付けをしていただきありがとうございました。おみそ汁も大変おい

しかったです(50女)。すり鉢ですりつぶす作業は思った以上に重労働でしたが楽しく作

業することができました。出来上がりも楽しみです。次回もぜひ参加させてもらいたいです

(40男)。生徒のみなさんがとても丁寧に教えてくださって助かりました(40女)。みなさん

とても優しくありがとうございました(30女)。楽しい時間でした。生徒さんとの会話も話し

やすくて良かったです。ありがとうございました(50女)。さいしょがたのしかった。みそずくりを

するのがとってもたのしかった。まわすのがたいへんだった(~20女)。まわすのがたのしかた

けどむずかしかたけどうれしかた(~20女)。たのしかったです(~20女)

（良い理由）

短時間でみそが出来てよかったです。朝からの仕込み(準備)ありがとうございま

した(50女)。ならいごとのあいだの時間にくることができてよかった(~20女)。

（まあ良い理由）

途中のチョッパーを待つ時間が何をしてよいか分からなかった(40女)。すりつぶ

し待ちで時間がかかってしまった。チームの半分くらいははじめからすり鉢でもよ

かったのでは…(40男)。色々ありましたが、大体時間通りだったと思います

(~20女)。時間配分も良かったです(30女)。

（少し悪い理由）

待ち時間がかなりあったので、もう少し少人数で午前・午後の部があればいい

なと思いました(50女)。大豆、こうじをつぶす作業に時間がかかり過ぎて待ち

時間が多かった。機械が複数あるか、人数を考えるかした方がいいかと思う

(60~女)。

（良い理由）

おいしかったです。とてもやさしいみその味でした(50女)。みそ汁をいただきあり

がとうございました。こんな味のみそができるのかな？と楽しみになりました(40

女)。とても美味しいみそ汁でした(50女)。おいしく頂きました(30女)。

（まあ良い理由）

おみそ汁おいしかったです♫(~20女)

（未記入）

みそ汁おいしくいただきました(60~女)

（良い理由）

フレンドリーなお話し方が緊張することなく楽しめるので良かったです(30女)。

写真もあり分かりやすかったです(30女)。ていねいに説明していただき良かっ

た。最後にまく塩をどのくらいまぶして良いか、分かりづらかった(40女)。上手で

した。最後の電卓で脳が活性化されました(50女)。はっきり、分かり易い言葉

で説明して頂きました(40女)。ていねいな説明で分かりやすかった(50女)。は

じめてみそづくりをできてよかった(~20女)。

（まあ良い理由）

スクリーンを使って、わかりやすかった。聞けばていねいに答えてくれて良かった

(60~女)。大人にはおもしろい内容でしたが、子どもさんには少し難しいか

も？(~20女)

（良い理由）

農林高校のことも分かり良かった。がんばっている高校生は素晴らしい☆(50

女)。貴重な体験を家族で経験できました(30女)。学生さんと楽しく活動でき

て良かった。いろいろな活動を増やしてほしい(40女)。材料なども計って頂い

てあり、洗い物までしてもらえて助かりました(30女)。みそ作り体験の良い機

会となった(60~女)。ミンチにするのは大変でしたが楽しくできました(50女)。

すりつぶすのがたいへんだった(~20女)。

（まあ良い理由）

すりばちでつぶすのがかなり大変だった。もう少し水分があると、もう少し違ったと

思いますが…(40女)。シンプルな工程で楽しかったです(~20女)。とても楽し

く実習できました(30女)。

（少し悪い理由）

つぶす機械が1台しかないので効率が悪いように思う。小さい子どもさんもいる

のでもう少し待ち時間が少ないといいと思います。しかし準備から片付けまで全

てやってもらってすみません(40女)。

（良い理由）

みそづくりが簡単にできてありがたかったです。米麹を作り大豆をゆでて頂いてた

からですね。本当にお世話かけました(50女)。みそ作りには興味があったの

で、体験できたことは良かった(60~女)。娘とみそ作りができとても貴重で楽し

く体験できた。すりばちでする作業が予想外だったが、娘にとっては初めてで良

かったと思う(40女)。みその作り方を知る事ができて良かったです(30女)。毎

日みそ汁を作っているので、手作りみそが作れる教室はとても良いと思います。

また参加したいです(50女)。子どもたちも楽しんでいました(30女)。
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みそづくり体験教室　アンケート結果≪生徒≫ 2019年3月2日実施

　　※　交流会実施上の注意点

氏名（　　　　　　　　　　　　　　　）

（まあ良い理由または改善策）

少しオーバーしてしまったから。本番で意外と時間がかかっていたので、予定を

もう少し余裕があると良いと思いました。

（少し悪い理由または改善策）

時間を少し長めに設定する。かなりギリギリになってしまった。もう少し時間は余

裕を持って設定する。最後がとても忙しい感じだった。もう少し早めから始めた

方がいい。

（良い理由または改善策）

内容が理解しやすかった。盛り上がってもらえたので良かった。全員が楽しめて

いたと思いました。内容が分かりやすく、学ぶことと実際にやることのバランスが

良かった。

（ぜひしたい理由）

楽しかったからです。説明するために、自分も学習できたし、多くの方と会話す

ることができて良かったから。小さい子とやりたいです。今後の体験なども参加し

たい。

（できればしたい理由）

部活の都合であまり出れないので。

（あまりしたくない理由）

時間があればやりたいけど、部活があるから。

【今回の交流会で学んだことはなんですか】

人との接し方。どのように教えたらわかりやすいか。赤みそと白みその違い。お客

さんがどういう点を疑問に思われるか。みその作り方(他の家の)。みそを何に

作ってるか。説明のやり方、人にどうやって説明すれば分かりやすく伝わるかや、

人との会話を繋げることなとです。コミュニケーション力やどう行動したら効率が

いいかなどです。

アンケート内容を共有することで、自分でも気付かな

かったことがあると思います。そこで、参加者および生

徒のアンケート結果から、次回交流会を開催する際

にどのような注意点等が考えられますか？考えられ

る内容を書き出してください。次回の参考にさせていた

だきます。

（良い理由または改善策）

大人には分かる内容だったしおもしろく説明されていたから。自分が理解できた

からです。聞き取りやすかったから。

（まあ良い理由または改善策）

具体的でない、興味を引く内容にしたらいいと思った。少し早口になってしまっ

た。分かりやすいように一つずつ丁寧に説明する。

（良い理由または改善策）

楽しんでもらえたと思いました。皆楽しそうにやっていたから。

（まあ良い理由または改善策）

賑やかにできたが、チョッパーなどに時間をかけすぎた。すり鉢でしたらチョッパー

に入れにくくなった。

（少し悪い理由または改善策）

道具を使う順番がなかなか回ってこない人がいた。

（良い理由または改善策）

おいしいと言っておられたし、いろいろな話をすることもできた。試食は良かった

が、あまり交流が出来なかった。おいしいと言っていただけたので良かった。

（まあ良い理由または改善策）

「おいしい」と言って食べて下さっていたけど、あまり交流できなかった。全員同時

ではなかったけど、楽しんでもらえたと思います。

（良かった理由）

理解を深められた気がするからです。地域の人と楽しく実習することができた。

どうすれば伝わりやすいか考えるきっかけになった。教え方やトラブルをどのように

解消するのかなどをしっかり学べた。みそ作りを通して、作り方やその他でもいろ

いろな話をすることができたし、説明しながら一緒にやるのも楽しかった。

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【時間設定について】 良い

まあ良い

少し悪い

悪い 0% 20% 40% 60% 80% 100%

【活動内容全般について】 良い

まあ良い

少し悪い

悪い

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【説明について】 良い

まあ良い

少し悪い

悪い

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【実習について】 良い

まあ良い

少し悪い

悪い

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【試食・交流会について】 良い

まあ良い

少し悪い

未記入

0% 50% 100%

【地域の方対象体験教室に参加して】 良かった

まあ良かった

あまり良くなかった

良くなかった

0% 50% 100%

【交流会があればまた参加したいか】 ぜひしたい

できればしたい

あまりしたくない

したくない



参加者 生徒

【時間設定について】

良い 3 良い 0

まあ良い 13 まあ良い 2

少し悪い 3 少し悪い 3

悪い 0 悪い 0

【活動内容全般について】

良い 14 良い 5

まあ良い 5 まあ良い 0

少し悪い 0 少し悪い 0

悪い 0 悪い 0

【説明について】

良い 16 良い 3

まあ良い 3 まあ良い 2

少し悪い 0 少し悪い 0

悪い 0 悪い 0

【実習について】

良い 15 良い 2

まあ良い 3 まあ良い 2

少し悪い 1 少し悪い 1

悪い 0 悪い 0

【試食・交流会について】

良い 10 良い 3

まあ良い 4 まあ良い 2

少し悪い 0 少し悪い 0

未記入 5 悪い 0

【一般向け体験教室に参加して】

良かった 5

まあ良かった 0

あまり良くなかった 0

良くなかった 0

【一般対象交流会があればまた参加してみたいか】

ぜひしたい 3

できればしたい 1

あまりしたくない 1

したくない 0


