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要旨 

本稿の目的は、大学生の料理イメージや料理行動とキャリア意識の関連性を明らかにすることである。

大学生 335名を対象に、料理イメージ（SD法）と料理行動がキャリア意識（CAVT）に与える影響を調

査した結果、男女で影響の仕方が異なるものの、概して、料理について良いイメージを持ったり、実際

に料理をしたりすることはキャリア意識にも良い影響を与えていたことが分かった。 

 

キーワード：大学生、CAVT、キャリア意識、料理、ライフキャリア、性役割分業観 

 

 

１ 問題と目的 

 

中央教育審議会 1)の答申において、「キャリア」とは、他者や社会とのかかわりの中で、職業人、家庭

人、地域社会の一員等、様々な役割を担いながら生き、自らの役割の価値や自分と役割との関係を見い

だしていく連なりや積み重ねであると定義している。これは、Super2)の「ライフ・キャリア・レインボ

ー」を持ち出すまでもなく、「キャリア」が単なる職業生活上の役割だけでなく、家庭や地域社会など個

人の人生における役割全体を包括していることを意味している。 

しかし、安達 3)によれば、これまで行われてきたキャリア支援の多くは、就職や転職、仕事における

スキルアップなど、職業上のキャリアに集中しており、ライフキャリアを支援する視点は未だ希薄だと

言わざるを得ない状況である。さらに、ライフキャリアに関連する能力や態度についても統一的な見解

が得られていないという河崎 4)による指摘もある。また、河崎 4)は、大学段階では特に、男女等における

共生的な社会の在り方について理解を深め、生活に関するスキルを他者支援的な活動等に活かす必要性

を述べている。そこで、本稿では特に、この生活に関するスキルの一つである「料理」*1に着目したい。 

Super2)は、一生涯を通じて経験する共通的な役割として、「子ども」、「学生」、「余暇人」、「市

民」、「労働者」、「配偶者」、「家庭人」、「親」、「年金受給者」の 9つを挙げている。大学生は、

「子ども」であり、「学生」であり、「市民」であり、アルバイトをすれば「労働者」でもあり、「余暇人」

でもある。このような様々な役割を持つ大学生は、これから社会に出て「労働者」の役割が増え、さら

には、一人暮らしや結婚をすることで「家庭人」や「配偶者」「親」としての役割も担うであろう。つま

り、大学生は自分自身にとっても、家族にとっても「料理」が必要となる「自立準備期」であるといえ

る。 



60 
 

しかしながら、内閣府食育推進室 5)の調査によれば、学生が料理をする頻度は、「週に 1 回未満」が最

も多く（23.1％）、「全くしない」（20.3％）を 併せると 40％以上がほぼ料理をしない状況であり、大学

生の料理頻度は男女ともに非常に低いといえる。一方で、同調査 5)によれば料理頻度が高い学生ほど、

栄養バランスへの意識が高く、さらに食育への関心も高いという結果も出ている。また、北野ら 6)によ

れば、下宿生においては調理頻度が低いほど，欠食率の高いことも指摘されている。 

このように、料理をすることは、健全な食生活を身につけることにつながり、生涯にわたって健康で

自立したライフキャリアを送るためにも重要であるといえよう。一方で、ライフキャリアの領域に分類

されることがある料理は、職業上のキャリア領域にも何らかの影響を与える可能性があるであろう。す

なわち、大学生を対象にして考えた場合、学生自身が料理をすることが、卒業後の進路に関連した意識

にも何らかの影響を与える可能性がある。なお、卒業後の進路に関わる意識は職業キャリア的な観点も

あれば、ライフキャリア的な観点もあるが、本稿では前者の視点に立つこととし、キャリア意識*2に注

目する。 

ところで、近年、男性雇用者と無業の妻から成る世帯は減少し続け、共働き世帯が増加し続けている

ことが内閣府 7)の調査によって明らかにされている。このように、共働き世帯が専業主婦世帯を上回る

現代において、男女における共生的なあり方に相対する、伝統的な性役割分業観に対する意識には、ど

のような変化があったのだろうか。性役割分業観に関連した概念は様々な用語*3が使われているが、「男

は仕事、女は家庭」といった伝統的な役割分業に対してどれほど肯定的（または否定的）であるかを測

定しようとしている点で共通している。   

大学女性協会 8)が高校生に行った調査では、「男性は仕事、女性は家事・育児という考え方は良い」に

ついて否定的な者（「あまりそう思わない」と「全くそう思わない」の合計）」は男女ともに半数を超え、

女子では 7割強がそう思わないという結果となった。この結果だけを見れば、多くの高校生が性役割分

業観に縛られていないように思われる。しかし、このような回答のある一方で、「家族の栄養バランスを

考えるのは女性の役目だ」といった性役割分業観に縛られた考えに賛同する（「とてもそう思う」と「や

やそう思う」の合計）女子は、半数以上も見られた。つまり、共働き世帯が専業主婦世帯を上回る現代

であっても、「家族の栄養バランスを考えるのは女性の役目だ」といった料理に対する伝統的な性役割分

業観が、女性自身の中にまだまだ根強く残っているといえる。 

これらの料理に対する伝統的な性役割分業観に対する問題意識も鑑みつつ、本稿では、キャリア意識

に影響を与える要因の一つとして考えられる大学生の料理イメージや料理行動に着目したい。性役割分

業観が強いと推測される料理イメージや料理行動が、キャリア意識に与える影響を検討することは、男

女共同参画意識を高める点においても社会的意義があるといえる。したがって、本稿では、大学生の料

理イメージや料理行動がキャリア意識に与える影響を明らかにすることを目的とする。 

  

２ 方法 

 

（１）対象者 

関東近郊（東京都所在：2、千葉県所在：1）の 3つの大学の大学生 335名を対象にアンケート調査を

行った。以下の分析では回答に大きな不備のなかった326 名（男性 150名、女性176 名）のデータを用

いることにした。学年の内訳は 2 年生 82名（男性 64名、女性 18 名）、3年生 227 名（男性 80名、女

性 147 名）、4 年生 17 名（男性 6 名、女性 11 名）であった。平均年齢は 20.07 歳（SD=0.93）であっ

た。主な学部は人間科学、国際地域、不動産などであり、すべて文系の学部であった。 
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（２）調査用紙 

①料理行動 

「料理の頻度はどの位ですか？」と教示し、「１）ほとんどしない」「２）月に数回」「３）週 2・3

回」 

「４）ほぼ毎日」の 4つの選択肢から一つ選ぶように求めた。 

②料理イメージ 

料理イメージの測定には、Osgood 9)による SD法を用いることにした。SD 法では、ある概念の情緒

的意味を表現する多数の形容詞対尺度を用いて、その概念を表象するイメージの情緒的側面を測定する

ことができる。この特徴を考慮し、SD法を用いることにした。予備調査をもとにして、自分が料理をす

ることに対するイメージを測定するための形容詞対を収集し、最終的に 20 の形容詞対（付録「質問紙」

参照）を作成した。右側または左側にポジティブな形容詞が固まらないように、約半数の項目の形容詞

対を逆転させて提示した。自分の抱いているイメージがそれぞれの形容詞対のどちらの形容詞により近

いか、5 件法（とてもそう思う、ややそう思う、どちらでもない、ややそう思う、とてもそう思う）（5 

点：肯定的 ～ 1 点：否定的）での評定を求めた。 

③キャリア意識（CAVT） 

梅崎・田澤 10)によるキャリア意識の発達に関する効果測定テストであるキャリア・アクション・ビジ

ョンテスト（以降、CAVTと表記）を用いた。同尺度の特徴としては、就職ということに特化して考え

た場合に、学生が明確なビジョンを持ち、積極的にアクションをとれるようになったか否かを測定すれ

ば、大学におけるキャリアガイダンスの取り組みに効果があったかどうかを示すことが可能であること

を見出した点があげられる。このように、キャリア意識を上記の 2側面から捉えることは、意義がある

と判断し同尺度を用いることにした。同尺度は「アクション」と「ビジョン」から構成されている。同

尺度は、人に会ったり、様々な活動に参加したりすることを示す「アクション」（「学外の様々な活動に

熱心に取り組む」「尊敬する人に会える場に積極的に参加する」など合計 6項目）と、将来に向けた夢や

目標、やりたいことなどをいかに明確にしているかを示す「ビジョン」（「将来のビジョンを明確にする」

「将来の夢をはっきりさせ目標を立てる」など合計 6項目）から構成されている。5件法（「5点：そう

思う」「4点：ややそう思う」「3点：どちらとも言えない」「2 点：あまりそう思わない」「1点：そう思

わない」）で回答を依頼した。 

梅崎・田澤 10)により、両得点がともに高い者は、学業成績が概して良く、就職活動における活動量が

多く、就職先の内定先に満足していることが明らかになっており、妥当性が確認されている。また、体

験型の実習によるキャリア意識の向上が確認されており、大学 4 年次と卒業後 2 年目の縦断データよ

り、初期キャリアにも概して良い影響を与えていることが明らかになっている。 

（３）倫理的配慮 

 調査は無記名で行われ、回答は任意であること、回答を拒否したり中断したりすることができること、

また、回答を拒否したり中断しても不利益は生じないことを質問紙に明記し、さらに調査実施時に口頭

でも教示した。 
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３ 結果 

 

（１）分析の流れ 

 料理イメージについては、因子分析により、尺度を構成することにした。料理行動については、この

1 項目の得点を料理頻度の高さを示す料理行動得点とした。キャリア意識（CAVT）については、下位尺

度の合計得点をそれぞれアクション得点、ビジョン得点とした。下位尺度ごとにα係数を求めたところ、

アクションが α=.861、ビジョンが α=.901 と十分な値が得られた。これらの得点を用いて、料理イメー

ジと料理行動がキャリア意識に与える影響を分析する。 

 

（２）料理イメージの因子分析 

料理をすることについてのイメージの 20 項目の形容詞対を分析するにあたって、得点が高いことが

ポジティブな意味になるように反転項目の処理を行った。なお、2 項目に天井効果が確認できたため、

残りの18項目について主因子法による因子分析を行った。初期の固有値の変化は、6.27, 1.49, 1.34, 1.13, 

0.95…であった。固有値の変化や解釈可能性より 2因子構造が妥当であると考えた。共通性の低い項目、

どの因子に対しても負荷量の低い項目、複数の因子に対して負荷量が高い項目を除き、最終的に 10 項

目に対して最尤法、プロマックス回転による因子分析を行った（表 1）。 

第 1因子（F1）は「面白い」「楽しい」「陽気な」などの 5項目に対して負荷量が高かったため、感情

因子と命名した。第 2因子（F2）は「頼もしい」「優れている」「きちんとした」などの 5項目に対して

負荷量が高かったため評価因子と命名した。それぞれ下位尺度の合計を求め、感情得点、評価得点とし

た。内的整合性を確認するためにα係数を算出した。感情でα=.820、評価でα=.799 と十分な値が見ら

れた。 

 

 

表１ 料理イメージの因子分析 

（最尤法、プロマックス回転） 

 

 

 

（３）分析で用いる変数の基本統計等 

分析で用いる変数の平均等を男女別に表 2に示す。料理イメージの下位尺度である感情得点と評価得

点は、それぞれ 5 件法で 5 項目から成り立っているため、すべてが「3 点：どちらでもない」であった

F1 F2

F1：感情（α =.820）

面白い － つまらない .899 -.079

楽しい － 楽しくない .862 -.146

陽気な － 陰気な .546 .147

充実した － 空虚な .485 .271

にぎやかな － 寂しい .414 .227

F2：評価（α =.799）

頼もしい － 頼もしくない -.177 .864

優れている － 劣っている -.018 .745

きちんとした － だらしのない .137 .655

魅力のある － 魅力のない .307 .469

真面目な － 不真面目な .107 .415

.604因子間相関
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場合は 15点となるが、両得点の平均は 18.60〜19.81 であった。男女ともに自分が料理をすることにつ

いては、肯定的なイメージを持っていることが分かる。また、料理行動の平均は 1.81〜1.91 であった。

男女ともに、料理をほとんどしないか、月に数回程度であることがわかる。各変数が性別によって差が

見られるか確認するために t 検定を行った。その結果、感情得点とビジョン得点において差が見られた

（それぞれ、t(319）=3.15、p<.05、t(315）=2.33、p<.05）。以降の分析は男女別に行うことにした。な

お、料理行動については、性差があるとはいえないものの、平均の上では女性のほうが高かった。 

 

 

 

表２ 分析で用いる変数の平均等 

 

 

 

(４)料理イメージと料理行動がキャリア意識に与える影響 

 料理イメージと料理行動が、CAVTの 2つの下位尺度「アクション」「ビジョン」をどの程度予測しう

るかを調べるため、CAVTの 2つの下位尺度を目的変数、料理イメージの 2 つの下位尺度を「感情」「評

価」と料理行動を説明変数として重回帰分析を行った（表 3）。

 

 

表３ CAVTの下位尺度を目的変数、料理イメージと料理行動を説明変数とする 

重回帰分析（標準偏回帰係数） 

 

 

 

 男性の場合、評価得点からアクションおよびビジョンへの影響が有意傾向であった（それぞれ、.190, 

平均 標準偏差 平均 標準偏差

感情 18.60 3.42 19.81 3.46 *

評価 18.91 3.55 19.45 3.73

料理行動 1.81 0.97 1.91 0.87

アクション 19.57 5.35 18.83 5.19

ビジョン 19.14 5.86 17.66 5.48 *

* p <.05

男性
（n=145～150）

女性
（n=171～176）

アクション ビジョン アクション ビジョン

感情 .031 .016 .230 * .144

評価 .190 † .197 † -.156 † -.195 *

料理行動 .058 .076 .242 * .105

説明率（R
2） .047 † .048 † .112 *** .041 †

*** p <.001, * p <.05　† p <.10

男性 女性
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p<.10、.197, p<.10）。また、女性の場合、感情得点と料理行動がアクションに正の影響を与えており（そ

れぞれ、.230, p<.05、.242,  p<.05）、一方で、評価得点からアクションには負の影響が有意傾向であり

（-.156, p<.10）、評価得点からビジョンには負の影響を与えていた（-195, p<.05）。 

すなわち、男性の場合、料理をすることについて、「頼もしい、優れている」というような良い評価イ

メージを持つことが、将来に向けて、積極的に行動ができていると思ったり、やりたいことなどを明確

にできたと思ったりすることに良い影響を与えているということが明らかになった。 

しかし、女性の場合、料理をすることについて、「楽しい」といったポジティブな感情イメージを持つ

ことが、将来に向けて、積極的に行動ができると思うことに良い影響を与えているものの、「優れている」

といった良い評価イメージを持っていることは、キャリア意識にネガティブな影響を与えていることが

明らかになった。また、女性の場合のみ、料理頻度が高いことが将来に向けて、積極的に行動ができる

と思うことについて良い影響を与えていた。 

 

４ 考察 

 

本稿の目的は、大学生の料理に対するイメージや料理頻度がキャリア意識に与える影響について明ら

かにすることであった。本研究では、自分が料理をすることについてのイメージについて、ただポジテ

ィブかネガティブかという一次元な見方ではなく、「感情」と「評価」という２つの因子に分類した。「感

情」は自分が実際に料理を行ったときに感じることができるイメージであり、「評価」は自分が実際に料

理をしなくても抱くことができるイメージであると考えられる。 

男性の場合、自分が料理をすることについて、「頼もしい、優れている」といった評価イメージを持つ

ことは、キャリア意識におけるアクションの面にも、ビジョンの面にも良い影響を与えている傾向がみ

られた。一方、女性の場合、自分が料理をすることについて、「面白い、楽しい」といった感情イメージ

を持つことや、実際に料理をすることが多いことは、キャリア意識におけるアクションの面に良い影響

を与えていた。   

このように男女で影響の仕方が異なるものの、概して、料理について良いイメージを持ったり、実際

に料理をしたりすることはキャリア意識にも良い影響を与えていた。しかしながら、女性の場合のみ、

自分が料理をすることについて、「優れている」といった評価イメージを持つことは、キャリア意識にお

けるアクションの面にも、 ビジョンの面にもマイナスの影響を与えていると考えられた。 

女性の場合は、「家族の栄養バランスを考えるのは女性の役目だ」といった伝統的な性役割分業観に縛

られる傾向があることは、「１．問題と目的」でも述べた通りである（2頁 23行目）。そのため、自分が

料理をすることに対して「優れている」といった評価イメージを持つことは、性役割分業観への肯定に

つながると考えられる。したがって、女性の場合は、自分が料理をすることに対して、かえって良い評

価イメージを持たない方が、男女平等意識につながり、キャリア意識の向上にも良い影響を与えるので

はないだろうか。つまり、女性の場合は一見、料理に対してプラスの評価イメージを持つことがキャリ

ア意識にマイナスに働くというネガティブな印象を持つが、裏を返せば、性役割分業観に対して否定的

な方がキャリア意識にプラスに働くとも解釈できると考えられる。 

その一方で、統計上では有意ではなかったものの、女性よりも料理頻度の低い男性の場合は、料理を

することが男の役目であるというような性役割分業観をほとんど持っていない。したがって、男性の場

合は、料理経験がなくても抱くことができる「頼もしい、優れている」といったポジティブな評価イメ

ージを持つことが、そのままキャリア意識につながりやすいと考えられる。一方、「楽しい、面白い」と

いった感情イメージは、実際に料理を行ったときに感じるイメージであるため、料理経験が少ない場合
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には感じにくく、キャリア意識にもつながりにくいと考えられる。 

 

５ まとめ 

 

以上の考察から、男性の場合は、まずは自分が料理をすることに対して、良い評価イメージを持つこ

と、一方で、女性の場合は、自分が料理をすることに対して「面白い、楽しい」といった感情イメージ

を持つことや、「優れている」といった肯定的な評価イメージを持たないこと、また、料理頻度が高いこ

とが、キャリア意識の向上に重要であるということが示唆された。 

最後に、本研究の社会的意義と課題について言及したい。大学生のキャリア意識については、進路選

択に関する「自己効力感」をはじめとして、働くことに対する心の準備状態を表す「職業未決定」、キャ

リアを選択する際に深くかかわる「職業価値観」などさまざまな要因が検討されている 11)。このように、

キャリア意識に関する要因が、いわゆる職業上のキャリアに集中している中で、本稿では、ライフキャ

リアに関連する「料理イメージ」や「料理行動」という新たな要因が、大学生のキャリア意識に影響を

与えることを示唆した点において、社会的意義があるといえる。さらに、料理イメージや料理行動が大

学生のキャリア意識に与える影響については、男女差が見られ、それらについて性役割分業観の見地か

ら考察を試みた点にも意義があると思われる。 

とはいえ、本稿では、ライフキャリアの中でも家庭役割に関する「料理」というごく一部の要因につ

いて検討したに過ぎないため、本稿の知見を即座に男女共同参画意識を高めるものとしてとらえること

には限界があると考えられる。 

これらの考察をふまえ、本研究の今後の課題として以下四点が挙げられる。第一に、本研究の結果か

らは、料理行動や料理イメージが大学生のキャリア意識に与える影響について男女差が見られたが、こ

の点については、性別役割分業意識に関連した尺度を含めた分析が求められる。 

第二に、本研究でキャリア意識として用いたCAVTは、大学生の就職に対する意識を測定する尺度で

あったが、料理行動や料理イメージが、職業キャリアだけでなく、大学卒業後のライフキャリアを含め

たキャリア全体に対する意識に与える影響についても検討が必要である。 

第三に、本研究では、調査対象大学が関東近郊の 3つの大学に限られているため、本研究の結果を過

度に一般化することは難しいと考えられる。そのため、今後は調査対象大学を増やすなど、本研究結果

の普遍性を確認することも必要である。 

第四に、本研究では、「料理」に焦点を当てて尺度を作成したが、これが「料理」固有の結果なのかを

実証するために、「掃除」や「洗濯」といったその他の家事イメージや行動頻度とキャリア意識との関係

性についても検証が求められる。 

 

脚注 

 

*1 現在では「料理」と「調理」という言葉が混用されており、両者は明確に区別されているとは言いが

たい。食材を加工する工程や技術のみを「調理」と定義する場合もあれば、食材を加工し料理を完

成するまでを「調理」または「料理」と定義する場合もある。そのため、本稿では、以下、先行研

究を紹介するときは、そこで使われている用語（「料理」または「調理」）に従うが、本研究では「料

理」を用いることにする。 

*2 キャリア意識とは汎用性の高い用語ではあるが、本研究では、キャリア意識を測定する尺度の一つで

あるCAVTに注目することにした。CAVTはキャリアガイダンスに関する３つの理論的背景、すな
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わち、「自己効力感理論」「ライフタスク理論」「大学生の就職活動に関する研究」を元に作られた尺

度である。 

*3「平等主義的性役割態度」（鈴木）12)、「性役割観」（中井）13)、「性別分業意識」（西村）14)、「性別役割

分業意識」（嶋崎）15)、等 

  

 

【付記】本稿の一部は、日本教育工学会第 31回全国大会（平成 27年 9月）において発表されたもので

ある。 

 

 

 

引用文献  

 

1)中央教育審議会（2011）「今後の学校におけるキャリア教育・職業教育の在り方について」（答申）

第 6章キャリア教育・職業教育の充実のための様々な連携の在り方

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo10/shiryo/attach/1300251.htm（参照日：2016.5.11） 

2) Super,D.E.(1980)  A life-span, life-space approach to career development. Journal of Vocational  

  Behavior, 16, pp282-298 

3)安達智子（2013）「人生は多重役割：ライフ・キャリア・レインボー」安達智子・下村英雄編（2013）

『キャリア・コンストラクション ワークブック――不確かな時代を生き抜くためのキャリア心理

学』金子書房 

4)河崎智恵（2011）「ライフキャリア教育における能力領域の構造化とカリキュラムモデルの作成」『キ

ャリア教育研究』 29(2)、 pp57-69 

5)内閣府食育推進室(2009)「大学生の食に関する実態・意識調査報告書」

http://www8.cao.go.jp/syokuiku/more/research/pdf/syoku-report.pdf（参照日 2016.5.11） 

6)北野直子、我如古菜月、川上育代、池上由美、沼田貴美子、中嶋名菜、江藤ひろみ（2012）「大学生に

おける調理に対する意識の現状と料理教室参加後の調理に対する意識および調理技術の変化」『日

本食生活学会誌』22、pp308-314 

7)内閣府（2016）「男女共同参画白書 平成 27年版」 

http://www.gender.go.jp/about_danjo/whitepaper/h27/zentai/html/zuhyo/zuhyo01-02-09.html（参

照日 2016.8.22） 

8)大学女性協会（2014）「ジェンダー平等の視点から家庭科教育を考える―アンケートからみる男女平

等教育の現状と課題―」 

http://www.jauw.org/aboutjauw/books/2014kyouikuiinkai-report.pdf（参照日 2016.5.11） 

9)Osgood, C.E. (1962)「Studies on the generality of affective meaning system」『American Psychologist』

17 号、 pp.10-28（オスグッド，C.E. 吉田正昭（訳）（1968）「情意的意味体系の一般性」 吉田正

昭（編）『計量心理学リーディングス』誠信書房 pp.175-205) 

10)梅崎修・田澤実（2013）『大学生の学びとキャリア―入学前から卒業後までの継続調査の分析―』法

政大学出版 

11)吉村英（2014）「女子大学生のキャリア意識と幸福感 : 学部間の比較」『京都女子大学大学院発達教

育学研究科博士後期課程研究紀要』(8)、pp31-53  



67 
 

12)鈴木淳子(1994)「平等主義的性役割態度スケール短縮版（SESRA‐S）の作成」『心理学研究』No.65(1)、

pp.34-41. 

13)中井美樹(2000)「若者の性役割観の構造とライフコース観および結婚観」『立命館産業社会論集』

No.36(3)、pp.117-127 

14)西村純子(2001)「性別分業意識の多元性とその規定要因」『年報社会学論集』No.14、pp.139-150 

15)嶋﨑尚子 (2006)「男性の性別役割分業意識――家族関係・家族経験による形成過程」『National 

Family Research of Japan 2003<NFRJ2003>Research Paper Series』No.2(1)、pp.125-32 

 

付録 

 

＜質問紙＞ 

大学生の料理等に対する意識調査のお願い 

 

このアンケートは、大学生のみなさんが料理や自分自身について、どのように感じているかを検討す

ることを目的としております。自分が思った通りに回答して下さい。 

この調査は匿名で行い、その結果は統計的に処理されるため、個々人の回答内容が第三者に知られる

ことはありません。また、回答結果は研究目的以外には使用しません。なお、本アンケートの回答は任

意であり、回答を拒否したり中断したりすることができます。回答を拒否、中断しても不利益は生じま

せん。以上の趣旨をご理解の上、調査にご協力よろしくお願い致します。 

 

 

０．あなたのことについて伺います。以下の空欄内に記入するか、○をつけて下さい。 

 

学年：（ 1 ・ 2 ・ 3 ・ 4 ）年生 

学部・学科：（           ）学部  （                  ）学科 

年齢：（       ）歳 

性別：（ 男性 ・ 女性  ） 

 

 

Ａ．料理について伺います。当てはまる数字に〇をつけて下さい。 

 

１.あなたは料理をすることが好きですか？    

１．はい  ２．どちらともいえない  ３．いいえ 

 

２．料理の頻度はどの位ですか？ 

 １．ほとんどしない   ２．月に数回   ３．週 2・3回   ４．ほぼ毎日 

 

３．高校時代の家庭科に調理実習はありましたか？    

１．はい  ２．いいえ 
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４．料理をする際に、一度に何品作りますか？（ごはんを炊く以外で） 

１． 1品   ２． 2品   ３． 3品以上 

 

５.料理を誰かと一緒に作ることはありますか？ 

 １．作る  ２．作らない 

 

Ｂ.自分が料理をすることに対するイメージについてお伺いします。 

次の形容詞対の中で該当する位置に、それぞれ○で囲ってください。 
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Ｃ．あなたは、現在、以下のようなことが、どの程度、できていると感じますか。 

あてはまる数字を〇で囲んで下さい。 
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