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Abstract: Japanese language learners of Tohoku University International Graduate School of Accounting 

Policy (IGSAP) think that Japanese food is safe. Their primary food selection criteria were taste and 

affordability, and they were not concerned about food labeling or the origin of the ingredients. Although they 

do not want some ingredients in their foods, they are inadvertently consuming them without knowledge or 

information. This paper reports that the students could select foods that they actually want after engaging in 

activities of reporting on their daily meals, discussions, and teaching others about foods. Based on this 

example, I suggest a method for introducing and managing substantial food information in Japanese class.  
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１. 報告の背景と目的 

 日本は食料自給率が 37％(2019 年度)で、海

外との貿易に関する協定、多国籍アグリビジネ

スとの関係によって、食料そのものやそれを取

り巻く環境が大きく左右されやすい。2018 年

12 月、TPP(環太平洋パートナーシップ協定)が

発効されたこと、日米関係等の影響もあり、食

品添加物、残留農薬、遺伝子組み換え作物、ゲ

ノム編集食品等の規格基準や法制度の動向が

注目されている。都の調査(2019)によれば、都

民の 9 割以上が、食の安全性に関心を持ち、食

品購入時に食品表示を確認している。近年、留

学生の食の異文化適応の観点から食の意識や

生活を調査し、食育の必要性を唱える研究が見

られるが(高濱・田中 2014、田中・中野 2016）、

留学生の食の安全性への認識、行動に着目した

研究は管見の限り見られない。本研究では、東

北大学国際会計政策大学院(IGSAP）の日本語学

習者が、食事の報告やディスカッションによっ

て生じる食への意識や選択の変化を報告し、学

習者が食の知識を獲得し、食の安全に関する学

びやリテラシーを深められる方法を探った。 

 

２. 実践の対象と事前の意識調査 

IGSAP は、哲学、倫理、思想の育成を目指し

ており、リテラシー科目においてもその一役を

担うことが望まれている。会計の専門科目では

3 分の 1 の時間をディスカッションに割いてお

り、日本語授業においても同様にディスカッシ

ョンを取り入れている。2019 年後期に東京キャ

ンパスで学ぶ留学生は 4 名で、そのうち日本語

授業を履修した中国人留学生の F(女子)と

M(男子)を対象とした。どちらも 2018 年入学時

はゼロスタートで、2020 年に N1 を取得して日

本で就職することを目指している。M にいたっ

ては、両親を呼んで日本で暮らす計画がある。 

2019 年後期は、ディスカッションの主なトピ

ックを食に設定した。10 月前半は、授業のアイ

スブレーキングとして昼食について話し、10 月

23 日は、食に関する半構造化インタビューを行

った注 1。その回答の要約を表 1 に示す。 
表 1 食の安全性に関する意識 

 F M 

食品の安全性

について 

屋台で売っている物以

外は安全だと思う。 

日本のものはどれも安全だ

と思う。 

食品表示につ

いて 

カロリー表示を見る。

中国では、メーカー、

産地、新鮮さを気にし

ていた。 

見る必要がないから見ない。

おいしいかどうかが一番大

事。 

遺伝子組み換

えの言葉 
中国語で知っている よく知っている。 

その食品をど

う思うか 

絶対食べたくない。10

年後がどうなるか心配

だ。気づいた時は、も

う遅いかもしれない。 

だいたいポジティブ。科学者

は危険性を熱心に言ってい

ない。何か分からないが、メ

リットがありそうだ。 

ゲノム編集の

言葉 
知らない。 知らない。 

その食品をど

う思うか注 2 絶対食べたくない。 
植物性のものはいい。動物性

のものは食べたくない。 

 



３. 毎日の食事報告と気づきの報告会  

11 月 7-12 日、14-19 日は、学生にインスタ

ントメッセンジャー(微信)で毎日の食事を報

告してもらった(図 1)。学生は、毎食、食事を

写真で報告し、時折、語彙や表現に関する質問

をした。教師も食事内容に関する質問をしたり、

原材料や産地等の調べ方を示したりした。 

  
図 1 学生からの微信による食事の報告例 

 

11 月 13 日の授業では、学生が中心になり、

微信の報告をまとめた表(表 1）に沿って、調べ

てきたこと、気づきを発表した。例えば、F は、

アイスコーヒーに入れていたミルクの正式名

称とその原料を調べてきた。M は、2 回食べた

定食の肉の産地、米のブランドを調べてきた。

その他、教師からは、小麦の輸入状況、ラウン

ドアップをめぐる国内外の動向、食品表示等に

触れ、学生は、中国の穀物生産・貿易の最近の

動向、トランス脂肪酸と中国人のそれに対する

意識を紹介して、ディスカッションした。 

表１ 微信の報告をまとめた表の一部 (Mの報告）

 
 

11 月 14-19 日は、食品表示ラベルの写真も送

られてくることがあり、飲食にいくつかの変化

が見られた。例えば、F は、喫茶店でコーヒー

フレッシュを使わず、豆乳コーヒーを注文する

ようになった。M は、パン、ハムを高級専門店

で買うようになり、遺伝子組み換えについてポ

ジティブだと言っていたことに反して菜種油

を遺伝子組み換えでないものに買い換えてい

た。また、F の報告と食品表示の写真から国内

製造を国産であると間違って解釈していたこ

とが分かった。11 月 20 日の報告会では、例え

ば、買い物に倍の時間がかかるようになったこ

とや、利用する店を開拓したという報告があっ

た。M が、お気に入りのケーキの小麦粉につい

て知りたいが分からないと発言したため、教師

がお客様窓口に問い合わせ、そのやり取りを学

生と共有した。その約 2 か月後、M は他の店で

長らく疑問に思っていたことをお客様窓口に

問い合わせて回答を得た。 

 

４. 他者に伝える活動 

2020 年 1 月 8 日に、海外在住 30 年の日本人

教師をディスカッションのゲストとして迎え、

学生にはゲストに知ってもらいたいことを話

してもらった。F は、防腐剤等の添加物、産地

で自分が気を付けていることを話し、M は、輸

入肉のホルモン剤、農薬残留基準、放射能汚染

について話した。M は、日中両方のウェブサイ

トからニュースを調べたということであった。 

 

５. まとめと考察 

IGSAP の日本語学習者は、日本の食事情や食

品表示等に関する知識や情報収集の方法を提

示すれば、それらに興味・関心を持ち、自分で

も調べたり探したりして食品を選ぶようにな

ることが分かった。また、食品表示を正しく理

解できずに、摂取したくないものを摂取してし

まうケースがあることも確認できた。 

日本語授業への取り入れ方としては、関連す

る語彙や場面に合わせて、1）食の産地等の情

報や食品表示の見方等の資料を添付する、2）

安い、おいしい、便利等の形容詞をプラスでは

ない観点からも例示する、3）商品の情報資源

へのアクセス、企業への問い合わせ方法を示す

等が挙げられる。最後に、この試みを行うにあ

たって、食の選択は消費者の自己責任とし、選

ぶ判断を学生に委ねたことを述べておきたい。 

 
注 

注1 2019 年 8 月、米国からのトウモロコシ購入に関する

政府の発表、同年 10 月、ゲノム編集食品の届け出

と販売制度の開始により議論が巻き起こっていた

ため、遺伝子組み換え、ゲノム編集も質問に加えた。 

注2 ゲノム編集について簡単に説明した後に質問した。

M は大きな関心を示し、ホワイトボードにその構造

を描いて自分の認識が合っているか確認した。 
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