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I N T R O D U C T I O N

はじめに

この事例集のねらい

多くの健康情報から自分に必要な情報を選別できる力の醸成

2022年に新教育課程へ完全移行するにあたり、単一の科目だけではなく複数の科目から構成された横
断的な取り組みに加え、社会と連携・協働しながら、複合的に学ぶための教授法の開発において、高等学
校の家庭科教諭とともに検討を重ねて参りました。主体的・対話的で深い学びとなるアクティブ・ラーニ
ングの視点を踏まえた授業案や取り組み事例をこれから詳述させて頂きます。
ぜひ、今後の教育現場での教育展開のあり方をご検討される際の参考にして頂けると幸いです。

新教育課程の学習指導要領改訂方針でも示されている通り、社会に開かれた教育課程の実現と、新しい
時代に必要となる能力の育成も踏まえたプロラグムを考案しました。それぞれの展開例において、①生
きて働く知識・技能の習得②学びを人生や社会に生かそうとする学びに向かう力と人間力の育成③思考力、
判断力、表現力の育成、これらのポイントがどのように配慮されたのかも解説を加えました。

ヘルスプロモーションとは、WHO（世界保健機関）が1986年のオタワ憲章で提唱し、2005年のバンコ
ク憲章で再提唱した新しい健康観に基づく21世紀の健康戦略で、「人々が自らの健康とその決定要因を
コントロールし、改善することができるようにするプロセス」と定義されています。そのためには、情報
が世の中にたくさん溢れているこの時代では、多くの健康情報から自分に必要な情報を活用できる力が
必要です。
この事例集では、食安全分野のリスクコミュニケーションを取り上げ、どのような健康情報を選択した
ら、どんなリスクに繋がるか、リスクは少なくて便益（ベネフィット）が上がるか等のリスク・ベネフィッ
トの両面の関係の理解を深めるための展開例をご紹介します。

事例公開の目的

学習目標
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新教育課程
2022年〜

家庭

保健体育

情報

・食生活と健康(思考力，判断力，表現力等)
・自己や家族の食生活についての問題を見いだし、健康、安全及び環境などの視点から食生活に関わる情
報を適切に判断し、主体的に考え工夫できる。
・消費行動と意思決定
情報機器を活用したり、広告やパンフレットなどで関連する情報を集めたりする活動や、それらを多面的・
多角的に比較検討した意見交換などを通して、批判的思考に裏付けられた意思決定ができる。

・健康に関する環境づくりと社会参加
自他の健康を保持増進するには、ヘルスプロモーションの考え方に基づいた、健康に関する環境づくり
が重要であることについて理解させる。また、一人一人が健康に関心をもち、健康を支える適切な環境
づくりに積極的に参加していくことが、自分を含めた世界の人々の健康の保持増進につながることにつ
いて理解させる。

教育課程を通じて情報活用能力を体系的に育んでいく上で、三つの柱

（1） 情報活用の実践力
課題や目的に応じて情報手段を適切に活用することを含めて、必要な情報を主体的に収集・判断・表現・
処理・創造し、受け手の状況などを踏まえて発信・伝達できる能力

（2） 情報の科学的な理解
情報活用の基礎となる情報手段の特性の理解と、情報を適切に扱ったり、自らの情報活用を評価・改善す
るための基礎的な理論や方法の理解

（3） 情報社会に参画する態度
社会生活の中で情報や情報技術が果たしている役割や及ぼしている影響を理解し、情報モラルの必要性
や情報に対する責任について考え、望ましい情報社会の創造に参画しようとする態度

高等学校学習指導要領第2章第10節情報第3款の1の（2）に「他の各教科・科目等の学習において情報活用能力
を生かし高めることができるよう，他の各教科・科目等との連携を図ること。」とあるように，共通教科情報科
の学びによって身に付けた能力や態度を他の教科・科目等の学習において積極的に活用していくことが重要
である。

自他の健康を保持増進するには、ヘルスプロモーションの考え方を生かした、健康に関する環境づくりが重
要であり、積極的に参加していくことが必要である。それらを実現するには、適切な健康情報の活用が有効
であることに留意する。

（高等学校学習指導要領（平成 30 年告示）解説より）

POINT
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授業実施の流れ

2019年 4月　全体構想の打診（校長先生）

必修授業 選択授業

2019年 8月　授業計画（家庭科教諭）

・全体構想と主の教科とご担当下さる先生とのご調整のお願い

・授業日、授業内容、授業実施場所の確認

10 月 2 クラス

【主に取り上げた素材】
プエラリア・ミリフィカ

11 月希望者

準備

実施

振り返り

準備

実施

振り返り
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全体計画

多くの健康情報を見分ける力の醸成

クロスカリキュラム制度の利点を活かした指導計画の作成

複数科目の概念から構成される授業の枠組み

科目横断的な学習プログラムの作成が可能であることから、スーパーサイエンスコースがある高校で実
施しました。
今回の展開事例は、次の科目概念から構成され、中心となる受け入れ教科は、家庭科となりました。

【学習指導要領改正の方向性】

クロスカリキュラム制度とは

「既存の教科や領域をいくつか組み合わ
せて作成した大単元、またはいくつか
の大単元を配列した計画であり、児童
生徒の学習意欲の向上や、認識と行動
の統一、さらに現代的なテーマに則し
た総合的な知識や技能の獲得を狙いと
しているカリキュラム」。

ー竹内久顕「次期学習指導要領におけるカリキュ
ラム・ マネジメントの理論と方法（1）



7

食品安全のリスクコミュニケーションをデザインする①

食品安全のリスクコミュニケーションをデザインする②

医薬品と食品の違い
中心的な演習テーマ：広告と説明書の違い
重要なメッセージ伝達における言葉や表現の選び方

（座学×演習）

中心的な演習テーマ：プログラミング技術を駆使したバーチャルロボットの作成
（エンターテイメント エデュケーション）

コンセプト
どのような切り口で健康情報を確認すべきか（例：年齢、性別、飲んでいる薬など）

世の中にはたくさんの健康情報であふれています。昔と異なり、インターネットやパソコンの普及により、容
易に様々な健康情報にアクセスことも可能になりました。しかし、それら健康情報を十分に吟味せずに飛びつ
くことで、不健康な結果を招くことがあります。そうならないためにも目の前にある健康情報をよく吟味して
活用することが大事です。
多くある健康情報のうち食品選択という観点からどのような点に注意をして情報を確認すれば良いのかを学
ぶための高大連携の取り組みの一環としてクロスカリキュラム制度を活用した授業案の構築と実践を行いま
した。これから社会で生活を送る高校生にとっては生活に活かされる必要な技能です。

どのような切り口で質問するのか、選択肢があるのかを考えるにあたっては、その候補となる製品（今回は食
品に含まれる成分）の効き目（有効性）や注意点（安全性）情報を事前に理解していないとプログラミング技術を
使ったロボット作成は出来ません。そのため、前のデザイン①の後半の演習でその事前準備として3つの成分
の有効性/安全性情報の理解をクラスで深めました。

＜バーチャルロボットイメージ＞
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企画書（抜粋）
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令和元年、厚生労働科学研究費補助金食品の安全確保推進研究事業種村班主催で、食のリスクとベネ
フィットの正しい理解や効果的な食品の利活用の普及を目指して、千葉県内の市立高校の協力を得て、
次の通り、高校生を対象に食品のリスクコミュニケーションを開催致しました。開催前に校長先生や科
目責任者の先生とも意見交換をしました。

食品安全の
リスクコミュニケーションをデザインする①

（計画・実施・振り返り）

Contents

開催テーマ

最終到達目標

日時・場所

参加人数

ミス・チョイスを防いで健康になろう
＜プログラム＞

千葉市立千葉高等学校被服室

2019 年 10 月 7 日／ 8 日
10:35-11:25, 11:35-12:25 

・食品と医薬品の違いが理解できる
・食品には良さもあればリスクもあ
ることが理解できる

7 日：37 人
8 日：30 人

【第 1 部　講義】

【第 2 部　演習】

多くの情報を見分ける力

重要なメッセージ伝達における
言葉や表現の選び方

Part 1
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準 備

1 コマ目（座学）

2 コマ目（演習）

多くの健康情報を見分ける力

重要なメッセージ伝達における言葉や表現の選び方

[ 準備 ]

[ 準備 ]

[ 事前課題指示 ]

2020 年の食品衛生法の改正により、プエラ
リア・ミリフィカは指定成分等に指定された
ことを受け、演習教材として選択

一般公開されているプエラリアミリフィカの
有効性 / 安全性情報提供文書（国立健康・栄
養 研究所作成）から消費者向けに要約した
ものを事前に作成の上の、演習で使用

一般消費者の視点で改善点を説明書（案）に
書き込みが出来るように大きめの用紙に印刷

□ 講義資料作成
□ サンプル食品（普通の食品、栄養機能食品、特定保健用食品、機能性表示食品）

□ 講義資料作成
□ アシスタントの確保と事前説明

●いわゆる健康食品
　●　プエラリア・ミリフィカの広告（事業者作成）
　●　プエラリア・ミリフィカの有効性/安全性情報提供文書
　
　●　プエラリア・ミリフィカの説明書（案）

●栄養機能食品
　 ビタミンA
　　→広告、有効性/安全性情報提供文書（国立健康・
　　　栄養研究所作成）、説明書（案）を配布

●機能性表示食品
　 グルコシルセラミド
　　→広告、有効性/安全性情報提供文書（事業者作成）、
　　　説明書（案）を配布

自宅にある説明書を持参すること（事前に家庭科の先生より学生に指示のお願い）

●　広告と説明書との違い
●　相手や目的に合わせた伝達方法
●　食の機能とベネフィット / リスク

●いわゆる健康食品

●プエラリア・ミリフィカの説明書（案）

講 義

（国立健康・栄養研究所作成）

玩具、風邪薬、機器自分の興味がある説明書を持参する

演習科目があるため 1名での実施が難しいと想定されたため
アシスタント 1名を確保の上、事前説明をしました。
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進 行 予 定 表
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実 施

学びの時間

演習

必修

必修

①調べる
成分の有効性／安全性を調べる

④話し合う
説明書の書き方や表現を吟味

③発表する
話し合ったことの共有

⑤見る
発表をみんなで見る

②まとめる

1コマ目は、次に続く演習を効果的に行うための予備知識を学ぶ講義をしました。主な講義内容は、多く
の健康情報を見分ける力と題して、食品と医薬品との違い、また食品の区分や食の3つの機能について解
説。また、体調調整機能を持つ保健機能食品といわゆる健康食品との違い、リスクを最小化してベネフィッ
トを最大化するための健康情報の見方について解説しました。
特にリスクを最小化するためには、「①商品の品質」と「②使い方」の2つが大事であることを解説しまし
た。前者の「商品の品質」は、保健機能食品であれば品質に起因した健康被害に遭遇する可能性は低いこと、
また「使い方」の面では、ベネフィットを期待する余り、特定の食品や成分を過剰に摂取することによって、
期待とは逆にリスクが増大する可能性とその理論的根拠を解説しました。

①調べる
成分の有効性／
安全性を調べる

④話し合う
説明書の書き方や

表現を吟味

③発表する
話し合ったことの共有

⑤見る
発表をみんなで見る

1 コマ目

2 コマ目
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重要なメッセージ伝達における言葉や表現の選び方を学ぶことを目的に、広告と説明書との違い、相手
や目的に合わせた伝達方法を学んだ後、プエラリア・ミリフィカ、グルコシルセラミドおよびビタミンA
の機能とリスクに関する説明書を『素材データベース−「健康食品」の安全性・有効情報』から実際に作成
する演習を行いました。
まず、参加者に持参を依頼した説明書の内容や特徴を、参加者全体で確認した。様々な種類の説明書が
あった。その中から、一般用医薬品(感冒薬)の添付文書の構成や、その内容を例に、説明書の記載内容や
工夫点を確認しました。
その次に、プエラリア・ミリフィカの素材情報データベースに掲載された有効性・安全性情報をもとに、
説明書作成準備シートへ必要事項を抜粋し、記入しました。主な記載項目は、（機能性関与）成分の[有効
性（ベネフィット）と安全性（リスク）]や[その成分を含む食品を正しく摂取するために必要な情報:対象者、
一日摂取目安量、相互作用の有無]でした。
その後、この説明書作成準備シートを用いて作成したプエラリア・ミリフィカの説明書（案）に対して、改
善点を書き込みました。説明書を読む相手や目的、さらに記載の工夫があるかどうか、といった視点をもっ
て協議を行いました。
参加した学生からは、「摂取を『控える』といったソフトな表現ではなく、『止める』という直接的表現が
良い。」や「説明書のレイアウトは白黒で、大事なものを赤字や太字に。色が多いと分かりにくい。」といっ
た意見がありました。

最終的に、改善が必要であると判断した内容とその理由について学生が発表を行い、学生の目線による様々
な意見について全体で共有をはかりました。

1コマ目と2コマ目を通じた全体における感想としては、「親に出されるサプリメントを飲んでいるが、
成分は見たことがないので見てみる。」や「水でさえも過剰摂取すると大変になってしまうと知り、驚き
ました。」や「体に良いものでも摂取量が大事であることが分かった。」といったように、参加した学生自
らの気づきをそれぞれの言葉で述べることができました。
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昔と異なり現代は情報社会です。たくさんの情報が身近なところにたくさんあります。よって、それらの情報
をよく吟味せずに飛びついてしまったあまり、不健康な状態に至ってしまう可能性もあります。よく情報を吟
味して自分自身に役立つ情報を活用していくことが大事です。今日は、情報の中でも生活の身近なところにあ
る食品とその健康情報に関する見分け方について学習と演習をしながら、今後、社会に出てから自分自身のセ
ルフケアに役立つ情報を自分の力で見分けて、情報を活用することが出来るように学習を深めていきましょう。

重要な点

重要な点

多くの健康情報を見分ける力を養成する必要性

リスクとベネフィット

0

1

その

その

学びの時間

物事にはリスクとベネフィットの両面がある
その両面のバランスから我々は物事を判断・選択している

わたしたちは、車の便利さから当たり前に車を日々、活用していますね

ベネフィット リスク
生活が便利 交通事故

【例：車の利用】
下の情報からリスクベネフィットのバランスを判断・選択

必修

あなたの周りには
たくさんの情報があります

飛びつく

よく吟味

高 低

1 コマ目
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重要な点 多くの健康情報を見分けるためのポイント2その

医薬品と食品の違いを理解することが出来るか
安全に食品の機能を活用するためにはどのような点に留意したら良いのか

病気の場合は、自己判断で食品の機能に頼るのではなく受診する

●食品のベネフィット

●必要な情報を得るために

ちょっと気になる症状があり食品の機能を活用したい場合

ポイント 1

ポイント 2

粗悪な食品を利用すると健康被害に合うことがあるので注意
　▶︎但し、一般消費者が粗悪な食品かどうかを識別することは難しい

一定の品質が保証されている可能性が高い保健機能食品を選択すると良い。
　▶︎その場合も[薬剤との相互作用、禁忌となる対象者、1日の摂取目安量]

これらに留意して選択/自分の健康維持のために活用することが大事。

健康
食品

一
般
食
品

ト
ク
ホ
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昔と異なり現代は情報社会です。たくさんの情報が身近なところにたくさんあります。よって、それらの情報
をよく吟味せずに飛びついてしまったあまり、不健康な状態に至ってしまう可能性もあります。よく情報を吟
味して自分自身に役立つ情報を活用していくことが大事です。今日は、情報の中でも生活の身近なところにあ
る食品とその健康情報に関する見分け方について学習と演習をしながら、今後、社会に出てから自分自身のセ
ルフケアに役立つ情報を自分の力で見分けて、情報を活用することが出来るように学習を深めていきましょう。

重要な点 広告と説明書の役割の違い0その

演習 必修2 コマ目
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▼持参した説明書例
一般用医薬品の風邪薬の添付文書／玩具の取り扱い説明書／英語ではない外国の言語で記載された製品説明書

学生が持参した説明書の種類と特徴を確認する演習

演習 1

演習 2-1

① ②

「観点」の抽出

プエラリア・ミリフィカの有効性/安全性に関する説明書の作成

商品ではなく商品に含まれている成分に注目する

説明書作成準備シート

健康情報を見分ける力の醸成 一般消費者かつ高校生の目線で演習1の「観点」を使って考える

どういった点を
確認すれば良いのか

どういうことを
記載したらよいのか

どういう記載表現だと
理解できるか

説明書作成

（これが説明書の小見出しになります）

実際、あまり読んだことがないとのことでした。

この演習では、どういった観点から注意事項が説明書に記載されているのかを探してもらいました。

● 適応症（薬の効果が認められている疾患）
● 副作用（どういう副作用が今まで明らかになっているのか）
● 注意事項（使用するにあたり、どのような点を注意して使用

抽出した観点を基に説明書の小見出しを考えてきましょう　　
例）摂取方法など

女子高校生が次の 3 つの製品のどれを選択しようかと悩んでいます

どれを選ぼうかな？

美容かな…

説明書

健康改善サプリ 美容サプリ 美容サプリA B

ポイント

風邪薬の添付文書を持参した学生が多かったです。

小見出し

・・・・

しなければならないか）

肌麗

ROSE×ROSE

健
康
一
家

〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇

〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇

SU
PPLEM

EN
T

例）風邪薬

演習の状況設定
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演習 2-2 プエラリア・ミリフィカの有効性/安全性に関する説明書の作成

「説明書」作成準備シート作成

■演習方法（前半クラス）※同じ講義を前半後半2分割で実施

←改善点（変更）

＊反省点

＊反省点

＊次回への反映

準備物

その1

演習の進め方

演習の進め方

準備物

❶演習シート
❷プエラリア・ミリフィカ-「健康食品」の安全性・有効性情報

❶演習シート
❶正答例：「演習シート-プエラリア・ミリフィカ」のシート
❷プエラリア・ミリフィカ-「健康食品」の安全性・有効性情報

かなり難易度が高く、短時間では難しい演習である、と前半クラスの演習を終えて、
振り返り2日目は同じ素材を使用して進め方を変更

上記準備物の他に、日本医師会や厚生労働省からの関連資料も配布したため、どの資料を使っ
た演習が必要なのかどうか分かりづらかった。

必要な資料や演習内容は最小限に絞り込みした方が良い。

❷の情報から必要な情報を抜き取り、❶の演習シートへ記載

正答例：「演習シート-プエラリア・ミリフィカ」のシートを配布

❶の演習シートの正答例の内容が❷の安全性・有効性情報の文書のどこに記載があったのか探し出し、該当
箇所にマーカーや鉛筆で下線を引く（記載内容の対応）

1
2

説明書の作成（事前準備）は、難易度が高いため、
前半と後半グループで演習方法を変更。

※演 習

■演習方法（後半クラス）
次の別のクラスでは、事前に準備した説明書（案）
を使って演習を行いました。
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改良した演習用のワークシートの見本
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準備物
❶演習シート
❷「プエラリア･ミリフィカ取説」と「フリーフォーム」シート

❶は「その1」の演習で作成

❷を配布の上、2コマ目テキスト/p13に従って、プエラリア
ミリフィカの有効性/安全性情報の説明書の修正点のディスカ
ッションと修正案の作成

「【修正例】プエラリア･ミリフィカ取説」シートを配布。正答例。

[説明書の修正にあたり]
作ろう

1）どのくらい素材は理解しやすかったか
2）情報量は適切か
3）提示された情報はバランスが取れていたか
4）どのような改善が必要か…配布した説明書への追記

修正案の発表
なぜ、その修正が必要なのか説明

周囲の学生の意見も講師がインタビューにて確認の上、解説を加えました。

修正案を書き込みしたプエラリア・ミリフィカ説明書を提出・回収。

後日、講師がコメントを入れた上で、学校の先生経由で学生へ返却

1
2

3

「説明書」作成準備シート作成その2
演 習

演習の進め方
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【修正例】プエラリア ･ ミリフィカ取説

・摂取を「控える」といったソフトな表現ではなく、「止める」という直接的表現が良い。
・「小児」だとどの年齢を指しているか分からないので「●～●歳」といった表現が良い。
・有効性に関する科学的根拠がないのであれば「根拠がない」と大きく明示して欲しい。
・「健常人」の定義が分からない。
・「説明書を必ず読んでください」と大きく記載する。
・「国から注意喚起が出ています」と強調が必要。隠れていたら購入してしまう。
・説明書のレイアウトは白黒で、大事なものを赤字や太字に。色が多いと分かりにくい。

主な修正案主な修正案
（演習に参加した学生さんによる主な修正内容）（演習に参加した学生さんによる主な修正内容）
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振り返り①　生徒の学びを振り返る

振り返り②　指導を振り返る

○ねらい（観点）を持って見取ること

○授業実践を振り返ろう
○題材全体の振り返り

題材を通して、生徒に力が身に付いたかどうか
目標は実現できたか
題材を通して、生徒に力が身に付いたかどうか
授業の流れを構想した際に考えた工夫は、目標の実現にとって有効だったか
生徒の学びを深めることにつながったか

❶
❷
❸
❹
❺

○どのように生徒に返すかを考える

授業の実施後においても、単元（題材）全体を見渡した振り返りを行うことが重要

説明書における重要なメッセージ伝達における言葉や表現
の選び方の力をつけること

今回は、2 パターンで課題に対する振り返りを行いました。

1) 授業内での発表とその解説をクラス全体で学ぶ方法
2) 演習で使用した課題を提出してもらい、講師が添削後、

後日フィードバックを行う方法

評価の方法の一つとして、提出課題や作品か
ら学習状況を見取ることがあります。

提出された課題はそのままにしておいて
はいけません。きちんと評価し、生徒に
その結果を分かりやすく伝えます。そし
て、どうしてその評価になったのかにつ
いて理由を伝え、次へつなげます。

生徒さんの気づきが良かった場合は、そ
こにスタンプを押して[good！]と目印
を付けた上で、何故その気づきが良かっ
たのかを一筆コメントしました。後日、
家庭科教諭の先生経由で添削済の課題を
各生徒さんへ返却頂きました。

ポイント

振り返り
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実施側の振り返り

良かった点

改善したい点

多くの健康情報を見分ける力

重要なメッセージ伝達における言葉や表現の選び方／相手や目的に合わせた伝達方法

広告と説明書との違い

重要なメッセージ伝達における言葉や表現の選び方／相手や目的に合わせた伝達方法

1 コマ目の「食品と医薬品の違いを理解すること」という目標は達成できたと考えています。生活の身近な
ところにたくさんの健康食品はあるので何のためにそれを使うのかといった目的と活用が、学生の今後の人
生において役立つ良いと思いました。

演習資料と参考資料との区別が分からないまま、資料が学生の手元に渡ったため、演習の進め方が若干難し
かったです。また、演習で使用する資料も多く手元にあったため、混乱を招いてしまった点。短時間の演習
では、演習内容は絞り、また資料も演習に必要な量に絞ることが有効と思われます。

今まで説明書をじっくり読んだことがなかった学生が多いと思われる中、食品に限らず、身近な薬局で購入
できる風邪薬の添付文書など、自分が気になる物の説明書についてじっくり読む機会となり、授業で学んだ
ことを今後の生活に活かして頂けそうな演習となった点が良かったです。

今まで、医薬品や食品の成分の有効性や安全性に関して詳しく記載された文書を読んだことがないと思いま
す。そこに記載されているたくさんのメッセージについて、自分の健康増進に活用するために、どのような
観点 [ 例：情報の確からしさ、期待される効果、摂取対象者、注意が必要な対象者、併用注意が必要な薬剤、
1 日摂取目安量、飲み方、国からの注意情報の有無 ] で情報を確認すべきか、といった点を学んでいった点
が良かっです。

我々が思う良い伝達表現と高校生の目線は異なるため、どのような表現がその年齢にあった表現なのか、ど
のような表現であれば、相手にその伝えたい意図が伝わるのかを検討出来た点がよかった。

1 コマ目

2 コマ目

2 コマ目

（座学）

（演習）

（講義）

（演習）



医薬品と食品のちがい
がよくわかった。

そんなにリスクなどを考えたことが
なくてあまり説明書をよんだことが
なかったのでこれからちゃんと見た
いと思います。

食品について詳しく
知ることができました。

健康食品についてもっと知りたく
なった。機会があれば食べたい。

身の回りにある食品について有
効性やリスクのことを知れてた
めになりました。

医薬品を買うときはリスクを
しっかりみきわめて買おうと思
ました！

健康食品という言葉を聞いたり、テ
レビで見ているだけでは良い部分し
かわからなかったので、健康被害の
リスクを知ることができました。

自分は今回やったような食品はあま
り食べることはないけど、健康被害
については怖いと思ったので、よく
調べたいと思った。

健康食品という言葉を聞いたり、テ
レビで見ているだけでは良い部分
しかわからなかったので、健康被害
のリスクを知ることができました。

普段、何気なく使用している薬とか
も今後どういうところを見ればよ
いか分かったのでよかったです。

身近なところで健康被害がでて
いる成分があるということに驚
きました。

薬の説明書をじっくり見たこと
がなかったので、いろんなこと
がかいてあるんだなと思った。

ちがいを知れて良かった。
優しくてたのしかったです。

１つのサプリメントにたくさん
のリスクや良点があることを
知って、情報が多くて大変だな
と思いました。

プリントの量自体がか
なり多く、話について
いくのが大変だった。

水でさえも過剰摂取すると大変
なことになってしまうと知り、
驚きました。
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生徒の感想からの振り返り

 題材を通して、生徒に力が身に付いたかどうか

 生徒の学びを深めることにつながったか

ポイント

ポイント

1

4

◆以下のコメントは必修の講義と演習に参加した高校 2 年生の感想
◆さらに、ポイント 1 と 4 の観点は、どの生徒の感想に対応しているのかを分類しました。

健康機能食品や健康食品のリス
クなどを理解できてよかった。

難しかったけど
とても興味深かった。

健康食品についてあまり知る機会
が無かったので良い機会でした。
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ポイント
1& 4

自分たちがなんとなく買っている商
品でも危険な成分が入っているんだ
と思って買うときや使用するときは
きちんと判断しようと思いました。

怖くてサプリメントなどは飲む気
にならなかったけど、使い方を間
違えなければとても役に立つこと
を知ったので、機会があったら
使ってみようと思った。

あまり自分で摂取しない健康食品につ
いて詳しく学習することでこれから将
来使うときに気をつけなければいけな
いことをしっかり理解できた。

いつも食品裏側に書いてある
難しい内容について知ること
ができたので、これからその
ことに留意して内容を見たい
と思った。

様々な食品にリスクが含まれているの
で、しっかり吟味することが大切だな
と思いました。

身近にある飲料系の健康食品にも、
服用する量などが決まっていたり、
とりすぎはよくないことを知って、
気をつけたいと思った。

普段はあまり見聞きしない食
品や成分が多かったので、と
ても興味深かったです。説明
書を作るのが楽しかったです。

 生徒の学びを深めることにつながったか

難しかったけど、危険なこ
とについてしれてよかった。

 題材を通して、生徒に力が身に付いたかどうか

生徒の感想からの振り返り
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必修授業に関する考察

学びの時間（必修）

研究協力者 矢澤一良氏、及び千葉県内市立高校の校長先生及び家庭科教諭の協力の下、「ストップ！ミス・チョイス　毎日、元気
に過ごそうね」というコンセプトに基づき、参加者が体験を通じて相互に意見交換できる参加型のを遂行するために、事前に計
画立案した上で、2019 年 10 月及び 11 月に高校生との双方向のリスクコミュニケーションを実施した。

健康食品を身近に使用する親族を持つ女子高校生が、ある健康増進をうたう食品を、インターネット上の口コミや噂などの情報
を基に、十分吟味することなく購入することで、実際に想定した状態とは異なっていた、という事例を想定し、このような状況
を回避するために、必要な情報の見方や、食品の成分に関する有効性や安全性について詳しく説明されている文書を読んで確認
することの意味について、学ぶことを意図した。

当該領域において長年の研究及び開発経験を有するスーパーバイザーとしての矢澤一良氏からの助言のもと、実際の地域コミュ
ニティである高校へ研究代表者が自ら出向き、また校長先生の理解を得て、学校側が当該配置科目として家庭科を選択した上で、
科目責任者である家庭科教諭とともに事前に教材の作り込みが出来たことは、一方向の教育ではなく、双方向性を考慮したコミュ
ニケーションの実現のためには非常に良い準備時間となった。

家庭科教諭と相談した結果、生徒全員が必修で学ぶべき時間数として、1 コマ目の学びの時間、2 コマ目の演習となった。理由と
して、生徒が高校卒業後独り立ちした際に、食品の情報収集、理解、そして食品選択をするといった一連のプロセスを、自分自
身で踏むことを想定し、自力による情報収集のためには、情報源へのアクセス、そして何を情報として得るべきかといった情報
の見方（例えば、品質が確保されている商品群の種類や、注意が必要な年齢や対象者、薬剤との併用注意が必要な点、科学的根
拠がある場合とそうでないベネフィット情報、といった切り口など）が重要であると考えたからである。

高校生 67 名を対象に食品のリスクコミュニケーションを開催した結果、参加者 67 名のうち、アンケート回答者 67 名（回収率
100%）であった。回答者 67 名のうち 67 名（100％）が事前に設定した到達目標 [ 食品には良さもあればリスクもあることを
理解する ] に到達することができた。

1 コマ目は、体調調整機能を持つ保健機能食品といわゆる健康食品との違い、リスクを最小化してベネフィットを最大化するた
めの健康情報の見方について重点的に解説した。

特にリスクを最小化するためには、「1) 商品自身の品質」と「2) 商品の使い方」の 2 つが大事であることを解説した。この理由
としては、健康被害の多くは「品質の問題（事業者が気を付ける点）」と「使い方の誤り（消費者が気を付ける点）」に分けられ、
食品に含まれる、残る真のリスクは、大小様々であるが顕在化しているものは限られていると考えたからである。
また、後者の「2) 商品の使い方」の面では、例えば、ベネフィットを期待する余り、特定の食品や成分を過剰に摂取すること（フー
ドファティズム）によって、期待とは逆にリスクが増大する可能性とその理論的根拠を解説した。

リスクとベネフィットのバランスは、科学水準の向上や時代に応じて変動しうるものであるが、品質が確保された商品の選択や、
正しい商品の使い方により、ある程度リスクを制御できる可能性がある。よって、消費者がリスクとベネフィットのバランスの
状態を適切に認識することで、特定成分の使用の回避といった、短絡的で予期せぬ消費者行動を減少させることができると考える。
よって、リスクの伝達においては、その原因（例：特定成分の過量摂取による健康被害）とともに、そのリスクが制御可能かどうか、
もし制御できた場合は、制御後の真のリスクとベネフィットのバランスを、正しい事実として消費者にメッセージを送ることが、
予期せぬ市場の混乱やミス・コミュニケーションの回避に繋がると考えた。

特に、「他者管理型」のリスクについては、リスク管理や情報の送り手に対する信頼がメッセージ受容に影響し得ることから、リ
スクだけを伝達した場合、またリスクに加えてベネフィットを添えて伝達した場合において、メッセージ発信者に対する信頼感
がどのように異なるのかを消費者パネル調査で明らかにしたい。

1 コマ目
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必修授業に関する考察

学びの時間（必修）

重要なメッセージ伝達における言葉や表現の選び方を学ぶことを目的に、広告と説明書との違い、相手や目的に合わせた伝達方
法を学んだ。その後、プエラリア・ミリフィカ、グルコシルセラミドおよびビタミン A の機能とリスクに関する説明書を素材デー
タベースの有効性・安全性情報（医薬基盤・健康・栄養研究所）から実際に作成する演習を行った。

まず、参加者に持参を依頼した説明書には様々なものがあった。一般用医薬品 ( 感冒薬 ) の添付文書の構成や、その内容を例に、
説明書の記載内容や工夫点を確認した。参加した学生が持参したものは、一般用医薬品の添付文書が多かったが、別の学生の中
には、他の国の言語で記載された説明書を持参したものもあり、学生が関心をもって持参した説明書の種類は多様であった。また、
一般用医薬品の添付文書を初めてじっくり読んだ学生もおり、今回の授業も含めて、もっと広い実社会において、各種説明書が
どの程度消費者の日々の生活の中で役立っているのかを知るきっかけになったと考えている。

その次に、プエラリア・ミリフィカに関する素材データベースで公開されている有効性 / 安全性に関する説明書をもとに、説明
書作成準備シートへ必要事項を抜粋し、記入した。主な記載項目は、（機能性関与）成分の [ 有効性（ベネフィット）と安全性（リ
スク）] や [ その成分を含む食品を正しく摂取するために必要な情報 : 対象者、1 日の摂取目安量、相互作用の有無 ] であった。1
グループ目では、この手順で説明書を作成したが、翌日の 2 グループ目では説明書の作成手順を変更した。変更後は、講師が作
成したプエラリア・ミリフィカの説明書と素材データベースの説明書とを見比べて、消費者向けの説明書の記載事項が、素材デー
タベースの説明書ではどこにどのように記載されていたのかを探し、該当箇所に下線を引くといった方法に変更した。この過程で、
消費者が正しく食品の機能性と安全性に関する情報を探すための説明書の見方や、正しく安全に該当食品を使用するために必要
な確認すべき項目は何か、またそれはどのあたりに記載されているのかを理解を深めるきっかけになったと考えている。

その後、この説明作成準備シートを用いて作成したプエラリア・ミリフィカの説明書（案）に対して、改善点を書き込みした。
説明書を読む相手や目的、さらに記載の工夫があるかどうか、といった視点をもって協議を行った。参加した学生からは、「摂取
を『控える』といったソフトな表現ではなく、『止める』という直接的表現が良い。」という意見があった。我々は「お控えくだ
さい」といったような遠回しの表現を日常で使用することも多いが、それがかえって消費者にメッセージが伝わりにくい原因を
作ってしまう可能性があることを学んだ。このように、あるメッセージを消費者へ伝達したい場合、メッセージの送り手側だけ
でメッセージ内容の適切性を考えるのではなく、メッセージの受け手である消費者の心理的側面を考慮したメッセージがより消
費者にとって受け入れやすい状態となり、それが効果的なコミュニケーション促進に繋がると考えた。また、高校生という年代は、
これから自分自身の力で食選択をしなければならない年代に入るための準備期間であることから、このようにリスクコミュニケー
ションの対象者自身がコミュニケーションのデザインに積極的に参画する機会を設けることで、彼らのヘルスリテラシー向上の
機会に繋がる。

2 コマ目
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高校生になるとより自分自身の意思で物事を判断して選択していく年代になります。その際に有名
なコマーシャルや口コミに流されるのではなく、どのような切り口（例：対象年齢、摂取注意が必要な
対象者）で健康情報を見て、適切な食品かどうかを判断すれば良いのか、といった観点を身に着ける
ことを目的にお話しロボットを作成しました。

※必修授業聴講後、さらに受講したい場合に申し込み。但し、当日、代休の午前中実施の上部活動の大会
などと日程が重なり、受講者数は伸び悩んだ。

（活動の記録）

Part 2

美容も…

母には秘密ね 有名CM
口コミ

思ってたのと
違う…

食品安全の
リスクコミュニケーションをデザインする②

アイさんが正しく食品を選べるお話しロボットを作ってみよう
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食品安全のリスクコミュニケーション①との違いは、企業からのエンターテインメントエデュケーション * の実
施による無償の労務提供をして頂いた点である。

理論に基づくコミュニケーション戦略であり、望ましい個人、コミュニティ、組織、社会の変化を成し遂げ
るために、教育的・社会的な課題を意図的にエンターテイメント性の高いプログラムの企画、制作、普及
の過程に織り込むこと。（Wang H. Singhal A. Entertainment-education through digital games. Ritter 
field U, Cody MJ, Vorderer P. (Eds.) Serious games: Mechanism and effects. New York: Rutledge, 
2009: 272-292.）

エンターテインメントエデュケーションとは

■プログラミング技術なしで利用できるアプリケーション※の確保（無償提供）
■演習体制の交渉（IT 企業から複数名応援あり）
　　　IT 企業支援代替方法

■授業案の作成と確定（IT 企業と協働したため調整が必要）

【※クロス・カリキュラム制度】
特定の課題（環境問題など）に関して教科横断的に編まれるカリキュラム。
例えば、フィンランドの教育目標として、「多様な観点から関連する様々な情報を関連づけて考える」といった点を挙げており、その方針
のもと2004年に初等中等教育のコア・カリキュラムが改訂され、教科・科目を横断した学習項目（つまり、クロス・カリキュラム）の設定
と徹底がかかげられた。同様に高等学校等でもクロス・カリキュラムのテーマが設定されている。
(ヨーロッパの地図とフィンランドの位置も)

引用：池田文人 , フィンランドの教育における知識獲得プロセスに関する考察 . 高等教育ジャーナル─高等教育と生涯学習─ 15:147-154
（2007）https://high.high.hokudai.ac.jp/wp-content/uploads/2016/02/No1512.pdf
＜日本＞
高等学校学習指導要領第 2 章第 10 節情報第 3 款の 1 の（2）に「他の各教科・科目 等の学習において情報活用能力を生かし高めることが
できるよう，他の各教科・科目等と の連携を図ること。」とあるように，共通教科情報科の学びによって身に付けた能力や態 度を他の教科・
科目等の学習において積極的に活用していくことが重要である。

（文部科学省 , 高等学校学習指導要領（平成 30 年告示）解説 https://www.mext.go.jp/content/1407073_11_1_2.pdf 2020-5-4 参照）

学校のクロス・カリキュラム制度※利用で「情報」教科担当経論の先生と連携すると企業応援不要なことも。

導入：種村（前半）、IT 会社（後半）
演習：IT 会社
評価：全員
作成した作品は一定期間自宅でも閲覧可能の状態にした。帰宅後、家族に作成し
たアプリケーション（お話ロボット）を見せて会話することで生徒本人のみなら
ず家族含めて健康情報からどのような観点を確認した上で、食品を選択すべきか
を理解できる可能性を期待してそのように準備した。

準 備
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購入の目的は？

◆病気の治療

◆ダイエット

◆頭皮

◆プエラリア・ミリフィカ

◆美容

◆・・・ 選択肢
メッセージ

質問文

◆美容

◆肌

◆ビタミン A

◆ 18 歳未満

◆ある

◆いいえ

◆ 20 歳未満

◆グルコシルセラミド

◆ 18 歳以上

◆ない

◆はい

◆ 20 歳以上

受信してね。

該当商品がありません。

該当商品がありません。

指定禁止成分なので購
入はやめて下さい。

今回のあなたの希望は？

気になる部位は？

どういった成分が入っ
た商品？

年齢は？

購入できる対象年齢
ではありません。

購入できる対象では
ありません。

あなたは購入しても
大丈夫です。

購入できる対象年齢
ではありません。

年齢は？

肝臓の病気はあ
る？

何か薬を飲んで
る？

購入する前に医師や薬剤師
に確認してください。

あなたは購入しても
大丈夫です。

演習内の「想定した場面」に沿って、お話ロボットが消費者に問いかける質問文とその回答（選択肢）が連なった
質問ツリー（下図）を見本として作成し、協力下さった IT 企業へ事前提供。

※プログラミング技術なしで利用できるアプリケーション
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クロス・カリキュラム：広い視野で応用・活用する力を身につけることをねらいとしたカリキュラムのこと。
（中安ら , 2017）中安 雅美 , 小澤 栄美 , 猪又 英夫 , 白鳥 靖 . クロスカリキュラムによる授業開発の提案 . 

日本科学教育学会研究会研究報告 32(5):195-198（2017）

＜引用＞池田文人 , フィンランドの教育における知識獲得プロセスに関する考察 . 
高等教育ジャーナル─高等教育と生涯学習─ 15:147-154（2007）

女子高校生のアイさんが、美容目的で 3 種類の成分＊（プエラリア・ミリフィカ、ビタミン A、グルコシルセラミド）
をそれぞれ含む食品のうちどれを購入しようかなと店頭で悩んでいる。でも、店員さんには話しかけづらい。そ
こで、お話ロボットに相談してみよう、という流れ。

教師によって提供された情報を「正解」として生徒 たちが覚えることは求められない。あくまでも情報 とし
て認識し，それらの情報や生徒たちがもっている情報を生徒たち自らが関連づけることが求められ る。フィ
ンランドではこのようなプロセスを経て生 徒たちが獲得したものを「知識」と捉えている。

必修講義の 1,2 コマ目の内容（情報）× プログラミングを融合したエンターテインメントエデュケーショ
ン＊という考え方（情報の活用と知識の獲得のために）を取り入れた。

クロス・カリキュラムの活用

▶︎この成分の有効性／安全性に関する説明書は前回の必修で作成・解答を配布済

必修科目で取り上げた「プエラリア・ミリフィカ」：いわゆる健康食品
「ビタミン A」：栄養機能食品
「グルコシルセラミド」：機能性表示食品　

想定した場面

エンターテイメントエデュケーションを取り入れた理由

選択演習の特徴

授業構成の検討

学んだことを実際の生活の中で活用するために実際の生活の様々な出来事の場面を想定した演習

＊ 3 種類の成分

必修科目の1 コマ目（座学）多くの健康情報を見分ける力
必修科目の2 コマ目（演習）重要なメッセージ伝達における言葉や表現の選び方
　　　　　　　　　　　（講義）相手や目的に合わせた伝達方法

10月実施の必修授業1、2コマ目で作成した説明書

準備物

なるべく体験演習（生徒間で評価し合う環境）とその振り返りの時間を多く設ける授業配分とした。
授業構成は、次の3部構成にした。

①講義：復習
②講演：『プログラミング技術が社会にもたらす世界』
③演習：プログラミング　

プログラミング後の振り返りのリードを講演の講師が行うことでより興味関心が増した。
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3 コマ目 演習（90 分）

『お話しロボット』の作成

食選択において薬剤師や栄養士に相談することが想定されるが、そのような専門職に代わり、食品に含まれる
成分の有効性／安全性情報から自分に必要（欲しい／買っても大丈夫）な食品を上手に選択するための『お話
しロボット』を作成することを目的に、簡易的なプログラミング技術を駆使したプログラミング教室を開催した。

食選択において、どのような観点（禁忌となる対象者等）で健康情報を確認すれば良いのか、といった切り口を自然に
習得する。

▶︎10月の演習で作成したワークシートを利活用

まず、プログラミング技術を含む様々な産業発展により、我々の生活に変化を持たらせうる可能性について、
木村講師が講義（プログラミング技術と社会実装における講義）をした。併せて、人間にしかできない要素、つ
まり想像力を持つことも大事であることを学んだ。

一番初めに何を質問するのか？といったところがポイントでもあり、難しい。例えば、あなたのお悩みは？というところ
で質問が始まるとそこをまず知りたい、聞きたい、という消費者ニーズも見えてくる。

その後、3つの成分を含む商品を購入しようとする消費者が、正しく健康食品を選択・使用できるようにする
には、その消費者に対して、どのような問いかけをすべきか、またどのような回答がありうるか、といった観
点で、学生がひとりずつSYNALIO（無償提供アプリケーション）を活用した質問ツリー＊を考え、『お話しロボッ
ト』を作成した。このアプリケーションは、高度なプログラミング技術は不要かつ、視覚的な操作が可能であり、
学習目的である上記観点の養成を中心に実習を行うことができた。

【補足】高等学校では、2022年度の高校１年生から新たな教科書で「情報」を学習します。
新学習指導要領 「情報活用能力」※を「学習の基盤となる資質・能力」と位置 付け、教科横断的に育成する旨を明記するとともに、小・ 中・
高等学校を通じてプログラミング教育を充実 
※ 「情報活用能力」は、コンピュータ等の情報手段を適切に用いて情報を収集・整理・比較・発信・伝達したりする力

（文部科学省, 高等学校学習指導要領（平成30年告示）解説 https://www.mext.go.jp/content/1407073_11_1_2.pdf 2020-5-4参照）

最終的な目的

【＊質問ツリー】

欲しい

説明書作成
準備シート

①特徴の切り出し ②メイク

第2回目で作成済

お話しロボット

???

これ！

実 施
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この『お話しロボット』を作成するにあたり、食選択において消費者に確認すべき切り口について、2コマ目の
プエラリア・ミリフィカ、グルコシルセラミドおよびビタミンAの説明書作成準備シートを用いて整理した（区分、
国からの警告の有無、対象年齢、対象者、1日の適量、食べ方、ベネフィット、摂取を控える対象者、薬剤との相
互作用、リスク）。

　その後、<アイさんという女子高校生が、健康食品
ショップで美容系の商品[プエラリア・ミリフィカ、
ビタミンA、グルコシルセラミド]のいずれかを選択
しようとしているが、購入しても大丈夫かどうか悩
んでいる。自分にとって食べても問題ない商品であ
れば購入してみたい。>という状況設定を前提に、消
費者に確認すべき質問及びそれに対応する選択肢及
びメッセージ文を作成し、選択の分岐ツリーを作成
した。

→この観点が質問とその選択肢のヒントになる。
また言い換えると、食品を正しく選択する上で消費者が確認すべき要素。

3 観点による情報活用能力の整理の1つである「情報活用の実践力」の育成に該当
課題や目的に応じて情報手段を適切に活用することを含めて，必要な情報を主体的 に収集・判断・表現・処理・創造し，受け手の状況など
を踏まえて発信・伝達できる 能力

（文部科学省, 高等学校学習指導要領（平成30年告示）解説 https://www.mext.go.jp/content/1407073_11_1_2.pdf 2020-5-4参照）

　　　 評価の際は、LINEアプリのグループトークで確認。数週間自由に使用できるサービスを頂き、自宅で
も作成した作品を家族とシェアできる機会を設けた。会話の中から日々の生活の見直しを気づきになると学
生のみならず家族で情報選択において確認すべきポイントの理解が深まることを期待してそのような機会を
持てるよう配慮した。

＜選択の分岐ツリー＞
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最終的に、消費者が適切に食品選択できるように『お話しロボット』を作成した。最後に、それぞれが作成した『お話
しロボット』を相互評価した。

◆Bさん（2名・女子チーム）
『お話しロボット』の初めの質問は、購入目的から開始した。その後の質問の分岐ツリー例は、「目的（美容）→悩み（肌
トラブルあり）→年齢（20歳未満）」であった。最終的な消費者に対するメッセージは、「写真とともに[お断りします]
の表示：あなたはまだまだお若いので使用しなくて大丈夫です！心配な場合には病院での受診をおすすめします。」
であった。

◆Cさん（2名・女子チーム）
『お話しロボット』の初めの質問は、お悩みから開始した。その後の質問の分岐ツリー例は、「外見のお悩み（あり）→
部位（肌）→困っていること（乾燥）→年齢（20歳未満）」であった。最終的な消費者に対するメッセージは、「グルコシ
ルセラミドが含まれる食品は摂取できません。気を付けて。」であった。

◆Eさん（1名・男子）
『お話しロボット』の初めの質問は、年齢から開始した。その後の質問の分岐ツリー例は、「年齢（18歳以上）→お悩み
（肌の乾燥）→食品形態・嚥下機能確認（飲めない）」であった。最終的な消費者に対するメッセージは、「まずはひとり
でお薬が飲めるようになってくださいね。」であった。

講義全体を通じた、全般における学生からの主な感想としては、「とても楽しかったです。分岐ツリーを色々考えた
りすることなど大変なこともありましたが、貴重な体験を経験することができました。」や「食品の健康被害を学ぶ
ことができて、ロボットも作れて楽しかったです。ありがとうございました。」や「とても興味深い内容でした。最後
のプログラミングが特に面白かったです。」などがあげられたように、遊びの要素から食品選択における切り口（『お
話しロボット』作成の際に、分岐した質問項目となる消費者に確認すべき事項）を理解することに繋げられた。

消費者の年齢が、対象として適切か確認できていました。また、該当商品が購入できない
場合の代替案として、消費者目線の理由を最終的なメッセージとして伝えられていました。
さらに、病的な悩みがある場合は、医療機関の受診を促すことができました。

悩みの質問の仕方がより具体的であり、違和感がなく自然に対話ができるロボットでした。

食品は医薬品ではないものの、医薬品と同様に錠剤やカプセル状の食品も多く販売さ
れています。消費者の嚥下機能の状態を確認した上で、まずは一般的に身近な例であ
る医薬品にならって、摂取可能な状態になってからの利用を進める、というような新
たな視点に立った消費者への問いかけ、及びそれに対するメッセージであったと思い
ます。

講 評

講 評

講 評
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選択授業に関する考察

3 コマ目 演習 希望者

食選択において、多くの場合、薬剤師や栄養士に相談することが想定されるが、若い世代については、自身のヘルス
リテラシーを向上させ、食品のベネフィットやリスクの情報から自力で食品を取捨選択できる力を醸成することも
非常に大事な点である。

当班が今年度作成した高校生向けの教材は、座学向けの講義資料から始まり、食品に含まれる主成分（又は機能性関
与成分）の有効性や安全性に関する説明書を作成するための演習シート、またその説明書を用いて、どのような観点（区
分、国からの警告の有無、対象年齢、対象者、1日の適量、食べ方、ベネフィット、摂取を控える対象者、薬剤との相互
作用、リスク）で消費者は健康情報を確認すれば良いのか、といった切り口を自然に習得することを目的とした演習
を3コマ目に行った。

状況設定として、<アイさんという女子高校生が、健康食品ショップで美容系の商品[プエラリア・ミリフィカ、ビタ
ミンA、グルコシルセラミド]のいずれかを選択しようとしているが、購入しても大丈夫かどうか悩んでいる。自分
にとって食べても問題ない商品であれば購入してみたい。>というシナリオを前提に、消費者に確認すべき質問及
びそれに対応する選択肢及びメッセージ文を作成し、選択の分岐ツリーを作成した。

第3回目の演習では3グループに分かれて『お話しロボット』の作成にあたった。一番初めの切り出しとして、3グルー
プのうち2グループは、消費者が抱える悩みに関する質問で、残る1グループは、年齢に関する質問で始めた。消費者は、
ある目的をもってこれから何かを購入したいと思った状態で、『お話しロボット』を活用していることを想定すると、
一番初めの設問は、消費者が抱える悩みに対するものが自然であるように思うが、一方で、年齢から設問を始めるこ
とで、その次に消費者が抱える悩みを確認した際に、年齢に関する回答を持っておすすめできる食品があるかどう
か瞬時に判断することが可能である。このように、一番初めの設問をどのような要素とするのかは難しく、かつ極
めて重要である。

我が国では、公衆衛生や健康教育の実践や研究において、エンターテインメント・エデュケーションの活用がまだそ
れほど浸透しているとは言えない。ヘルスコミュニケーションのデザインを行う上で、メッセージの受け手となる
一般消費者が、自分にとって必要な情報であると認識できるようなプログラム開発が重要であると言える。

振り返り
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