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１ はじめに 

昨年私たちは、食べ残し削減へ向けたポスターを作成する資金調達のため、

埼玉県経営者協会が主催する「埼玉ブレイクスルーアイデア大賞」へ提案を行

い優秀賞を受賞することができました。そこで実施を検 

討してきた、飲食店に向けて『食べ残し削減ポスター』 

についての意見を再度調査したところ「高校生の取り組 

みとして一定の注目は受けるであろうが、それが直接、 

食べ残し削減へつなげることは難しいのではないだろう 

か。」「ポスターには鮮度が必要で一定期間を過ぎたもの 

は効果がなくなる。」といったことが分かりました。 

私たちの調査・研究の取り組みのコンセプトは、『自分 

たちで考え、自分たちの力で取り組んでいき、自分たち 

の手で作り上げていく』です。「何かをやるからどうしよ 

う」ではなく「自分たちの調査・研究から必要な取 

り組みを見つけ出し実行していく」ことです。 

協議した結果、「努力して得た資金を、このような 

形で使っていくのはどうだろうか。」ということにな 

り、現在の状況調査から始めることにしました。 
 

２ 食品ロス削減へ向けた各方面の取り組み 

今日、食品ロスの削減へ向けた取り組みは多くの 

企業などで行われるようになりました。私たちは、 

埼玉ブレイクスルーアイデア大賞で知り合えた、 

関東食糧株式会社を訪問し代表取締役の臼田様から 

お話を伺うことができました。廃棄食材の問題は業 

界全体の問題でもあり、各方面で新たな取り組みが 

行われていることの説明を受けました。また、先日 

もコンビニの割引き販売の取り組みについて報じら 

れており、ニュースなどを見ていても、各自治体 

や公的機関の具体的な取り組みが多く報じられるよ 

うになりました。私たちはこれらの取り組みについ 

て調べてみました。今回はその中で、公益財団法人 

流通経済研究所が行っている、「食品ロス削減」や 

「商慣習の見直し」についての取り組みの一つ、加 

工食品の賞味期限の延長・年月表示化を推進してと 

りあげました。 

賞味期限の延長については、近年、食品の製造過 

程における生産・衛生技術の向上や気密性の高い包 
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装資材の開発など、商品のロングライフ化に向け 

た技術開発が進んでいます。ワーキングチームで 

は、食品ロス削減の観点から、食品製造業におい 

て、既存製品の賞味期限について科学的な知見に 

基づく再検証（業界団体が作成する期限の設定に 

関するガイドラインマニュアルや安全係数の見直 

し等も含む）を行うとともに、得られた結果に基 

づき、消費者の理解を得つつ賞味期限の延長に取 

り組むことを推奨しています。 

賞味期限の年月表示化について、賞味期限の長 

い品目は、品質劣化のスピードが遅く、消費段階 

で日付管理する意味が乏しい反面、日付順に納入 

される流通段階で食品ロスの発生につながる場合 

があります。また、賞味期限が３ヶ月以上の品目 

については、「年月」表示も認められています。そのため、ワーキングチームで

は、賞味期限が長い品目については、「年月」表示へ変更するなど消費者にとっ

てわかりやすい期限表示となるように各社で工夫することを推奨しています。 

年月表示化により、商品管理の単位が日別から月別に集約されることで、製造･

配送･販売の各層において効果が期待されています。（参考資料 P28 参照） 

このように、現在各方面の取り組みから、各自の食品ロスに対する意識も高

まりつつあり、私たちの近年の活動・取り組みは一定の役割を果たしましたが、

改めて見直す必要があるのではないだろうかということになりました。そこで、

今まで先輩方が行ってきた取り組みをＰ.Ｄ.Ｃ.Ａ.することから始めることに

しました。 

 

３ 本校での取り組み（Ｐ.Ｄ.Ｃ.Ａ.） 

マーケティング活動の中で取り入れられている“ＰＤＣＡ活動”（Plan(計画)，

Do(実施)，Check(評価)，Action(改善）)について学んだ私たちは、これを調査

研究活動にもっと積極的に取り入れていくことを考えました。 

まず、これまで本校で行ってきたｅｃｏへの取り組みの計画と実施について

まとめてみました。 

(１)平成１９年度 『研究のテーマ：浦商商会 起業！』 

それまで全国の各都道府県で取り組みが始められていた、商業高校生による

商品開発が埼玉県でも行われるようになりました。本校では、平成１７年に「地

元浦和のウナギ」を素材にケーキを作ろうと、当時の３年生が中心に奮闘し、

浦和のウナギにちなんだ焼き菓子「うなケーキ」を開発しました。素材には、

それまでほとんど使われずに廃棄されていた「ウナギの骨」に着目し、それを

粉にして使用したケーキを作ってみたそうです。何度かの試作品を作成し検討
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を重ねました。また本校の卒業生でパリの名店で修業し、ＴＶチャンピオンケ

ーキ職人選手権で準優勝の経験を持ち、現在「フランス菓子キャトーズ・ジュ

イエ」を経営している白鳥裕一様に、サポート・アドバイスをいただき、ウナ

ギの骨粉を多く用いながらも、しょうゆで臭みをカバーし、香りを出した「う

なケーキ」が完成したそうです。パッケージやキャラクターも当時の先輩方で

デザインし「うなケーキ」が商品化されました。 

この「うなケーキ」の販売ルートの検討から、これも当時から他校で行われ

ていた、高校が経営・運営する常設店舗ではなく、イベントなどでの販売を決

定し、平成１８年１１月１０日(金曜日)～１２日(日曜日)の３日間、さいたま

スーパーアリーナで、参加者約１３万人のもと開催された「第１６回全国産業

教育フェア」、また毎年５月の下旬にさいたま市役所広場で行われている「浦和

うなぎまつり」などのイベントで販売され、毎回好評で売り切れていたそうで

す。この非常設店舗形式での販売を『浦商商会』と名付けました。 

この様に、本校の商品開発は、地元食材を活用すると同時に、廃棄食材の有

効活用といった環境問題への取り組みの始まりでもありました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

(２)平成２２年度 『研究のテーマ：ｅｃｏ食 はじめませんか』 

～食から始める環境活動と経済効果～ 

 ３年後、当時の２年生を中心に新たな取り組みが開始されました。それは「う

なケーキ」の開発コンセプトを機に「廃棄食材」の削減に向けての調査・研究

でした。その中で「廃棄食材」「食品ロス」についての現状を知り、食料品輸入

に伴う経済と環境問題について調べ、｢パレスホテル大宮｣が取り組んでいる「エ

コポスト」を訪問調査し、各企業など団体の取り組みについて調べました。そ

して、私たちが出来ることについて提案しました。その内容は、提案１は「無

駄な買い物はしない」として、買い物チェックを行えるボードや手帳、表計算

ソフト「エクセル」使ったシステムの開発を行いました。提案２は「調理方法

を工夫する」として、廃棄されていたものを使った料理レシピ「セカンド食材

のおいしいレシピ」の作成を目指しました｡提案３は「不要な物を生活へ生かす」

として、捨ててしまいがちなミカンの皮などを生活に生かす知恵をまとめてい

く取り組みの提案をしました。この取り組みは、地元のさいたま市市民活動サ

ポートセンターが毎年行っている「わくわく浦和区フェスティバル」(平成２３

年２月２０日実施)で紹介することになり、これらの提案を模造紙にまとめ展示

し、地域の方々に「廃棄食材の削減」へ向けた取り組みの大切さをアピールし
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ました。参加していただいた方々からも「つい捨ててしまっている物が環境や

経済に与える影響を知ることができた」「ちょっとしたことでもゴミを減らすよ

う心がけていきたい」といった声をいただくことができ、本校の取り組みが少

しでも環境問題に貢献することができたことを認識しました。 

 

 

 

 

 
 

(３)平成２３年度 『研究のテーマ:限りある資源のｅｃｏ利用と経済』 

～２０年後の私たちへ～  

新たに廃棄されている食材を使ったレシピの開発が行われました。着目した

物は、全国で年間６５万トンが産業廃棄物として捨てられている「おから」で

した｡これを以前にＮＨＫ放送文化研究所が行った「日本人の好きなもの」とい

った調査結果を参考に、ゼラチンを使った、ムース・ゼリー・ヨーグルト・ケ

ーキなどのお菓子を作ることにしました。おからをこれも豆腐の原料である豆

乳と混ぜ、砂糖を少し入れた後にゼラチンで固めるお菓子作りを行い、試作品

を完成させました。 

また名称についても考え、いくつか

出された案の中から、おからの色と感

触を雪に例え『彩の雪』(さいのゆき)

としました。『彩の雪』の『彩』は「彩

の国埼玉」にちなんで考えました。 

知的財産権「商標」についても調査

し、独立行政法人工業所有権情報・研修館が運営している「特許電子図書館」

で検索した結果『彩の雪』での商標の登録は見あたりませんでした。そこで、

今回考えたお菓子を『彩の雪』と名付け、企画検討を進めました。 

この企画案を、さいたま市に本社を置き、彩菓の宝石(フルーツゼリー)を製

造販売している株式会社トミゼンフーズの取締役社長の小堤章平様にご意見を

伺いました。そうしたところ「発想の原点は良い」「おからのゼリーは作れると

思う」「それを商業ベースに乗せて行くには難題がいくつもありそうだ」といっ

たご意見をいただきました。結果、短期間での商品化は無理であろうという結

論に達し、当面は今回の『彩の雪』のレシピを広報していくことにより、家庭

で簡単に作れる､おから料理としての普及を図っていくことにしました。 

また、東日本大震災から、今まで行ってきた食品廃棄物の削減へ向けた取り

組みの目的の一つであったＣＯ₂削減の取り組みを広げ、家庭で多くのＣＯ₂排

出の要因となっている電力について、私たち高校生が提案し、節電へ向けた取

り組みについても新たにスタートさせていくことを決定しました。そして高校

生からでもできる、節電の簡単な心構え「明日の日」を考え提案しました。 
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 あ･･･洗った髪はしっかりと拭いてから乾かす 

 し･･･週末は家族で出かけ、普段はみんなで一つの部屋で過ごす 

 た･･･たくさんの物を買いすぎない 

 の･･･飲み物こまめに熱中症対策 首や頭を冷やしてクールダウン 

 ひ･･･昼間はできるだけ電気を消し、使わない電化製品はコンセントを抜く 

この取り組みについても２月に行われた｢わくわく浦和区フェスティバル｣で、

地域の方々に紹介・アピールをし、広報活動を行いました。 

 

(４)平成２４年度 『研究のテーマ：私たちが出来る「ｅｃｏっとライフ」』 

～２０年後の幸せへ向けて～ 

今まで行ってきたＣＯ₂排出量削減へ向けたｅｃｏ活動継続の確認を行い、エ

ネルギー・電力問題からｅｃｏと経済について調査研究を行いました。家庭で

の使用エネルギー源と発電について、太陽光発電の現状などについても調べま

した。また、「電気で動かすモーターを他の力で動かせば電気が出来る」ことを

思い出し「光を発する LED 電球に光をあてたら電気は出来ないだろうか」と考

え、自分たちで装置を作り実験を行いました。結果は、市販されている LED 電

球は 100Ｖの電圧を送り発光させるため､電圧を下げるなどの装置が組み込まれ

ており、発電した電気もこの装置により下げられてしまい､LED 電球では現実と

して利用できるだけの電気を生み出すことが出来ないことを知りました。次に

ペットボトルの水を太陽熱で温める実験を行い、黒紙を利用すると効果的に熱

吸収ができ、高額な設備費用を投資しなくても、簡単に太陽光・太陽熱を利用

できることを知りました。私たち一人ひとりがこのような、節電・自然エネル

ギーの利用を心がけていくことが、今後のこの国に大切なことだと強く感じ、

また「今月いくら安くしよう」など目標を持つことにより、節電を辛いもので

はなく楽しいものに変えていく意識の改革も必要だと感じ、新たな川柳「明日

の日」とともに浦和区フェスティバルなどを利用し地域の方々に広報しました。 

あ･･･頭など 冷やして安眠 エアコンいらず 

し･･･しっかりと タオルで拭いて ドライヤー 

た･･･太陽の 光と熱を 生活に 

の･･･のんびりと 焦らず急がず ゆとりを持って 

ひ･･･日ごろから 節電計画 楽しんで 

 

 

 

 

 

 

(５)平成２５年度 『研究のテーマ：みんなで ｅｃｏ食ライフ』 

～ｅｃｏ食の普及へ向けて～ 

廃棄食材を使った商品開発から始まった本校の取り組みを振り返り、次の評
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価と改善点があげられました。今までの取り組みから、環境に気を使おうと思

いながらも行動に移してこられなかった人に対し、浦和といった限られた地域

ではあるが、現状を知らせていくことができたのではないだろうか。このよう

に一定の成果をあげ、その後、東日本大震災を機に、電力問題について取り組

んできたが、テーマが大きすぎて、論点が絞り切れなかった面があり、広報し

ていくにも提案があまり具体的にならず、具体的に生活面にメッセージを取り

入れてもらうことが難しかった面がありました。そこで、一旦電力問題の取り

組みは終了し、原点である、廃棄食材の削減へ向けた取り組み「ｅｃｏ食」に

振り返ることにしました。また、新たな現状なども調べ直していくことにしま

した。 

 環境問題について、多くの人たちに正しい知識を持っていただき、関心を

高め、そして実行していってもらう必要性を感じました。そこで、多くの人

たちに知ってもらうため、今まで取り組んできたデータを再調査 

し、更新を行い、また、新たな内容についても検討し編集した、 

私たち高校生の観点から『リーフレット』の作成を行いました。その中に、 

本校オリジナルキャラクター「エコしょっくん」を考え取り入れ 

ました。 

新たな内容として、食品ロス削減へ向けたスマートフォンのアプリを調査

し、これも広報していくことにしました。名前は『レシぽん』といい､株式

会社カカクコムという会社で提供されているアプリです。この『レシぽん』

は、「あなたの冷蔵庫とリンクする」がコンセプトです。このアプリの紹介

について問い合わせた所、協力が得られ、情報をいただくことができました。  

 

 

 

 

 

 

パソコン用                スマートフォン用 

このアプリは、スマホ用とパソコン用が用意されており、冷蔵庫に物を

しまっていく感覚で食材を登録していくことができます。また、冷蔵庫にあ

る食材で出来るレシピも紹介してくれる機能を持っています。このアプリを

使うことにより、冷蔵庫の中で消費期限切れにより廃棄させてしまう食材を

削減していくことが出来ると思い、紹介していきたいと考えました。 

また、各家庭で出た生ゴミの一部を天日で干し、肥料化させ、花や野菜の

栽培に使えないかと考え試作品を作ってみました。  

← 乾燥前   

              乾燥後 → 
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次に以前｢おから｣を使った調理から商品開発の取り組みを行ったことを

機に、他の現在ある「おから料理」について調べてみました。そうしたとこ

ろ、埼玉県には以前より、おからを使い、行田市民を中心に親しまれてきた

揚げ物『ゼリーフライ』があることを知りました。この『ゼリーフライ』も

リーフレットの中で紹介していくことにしました。 

 

(６)平成２６年度 『研究のテーマ：とどけ ｅｃｏ食の詩(うた)』 

          ～高校生への"ｅｃｏ食"広報活動～ 

以前、様々な調査・研究から得たことを、周囲の方々へ広報していくた

めに、調査内容を、４ページのリーフレットにまとめ、文化祭や学校説明

会などで配布し、地域の方々への普及を行いました。新たな取り組みとし

て、そのリーフレットを検証し、改善を行いました。まずは、デザインに

ついて、東洋美術学校と日本デザイナー学院の専門の方からご指導をいただき、新し

いリーフレットの作成を行うことにしました。また、イメージキャラクターの見直し

も行い、「新エコしょっくん」を作りました。広報・普及を目指した取り組みは、

短期間の特別な支援などで終わらせることなく継続的に、自分たちの手で出

来る取り組みを基本方針に、先輩方から代々受け継がれ取り組んできました。

「この調査・研究内容を、今後どの様にさらなる普及をしていくか」につい

て検討を行いました。その結果、段階を追った広報が現状として一番適した

活動ではないかということになり、その展開について話し合いを行いました。 

リーフレットに掲載する、メインテーマについての検討を行いました。ア

ンケート調査の結果から、新しいリーフレットでは、「廃棄食材の現状」を

メインテーマとした構成にしていく事に決めました。 

広報活動の手段についても調査を行い、よく見かける広告手段、①一般雑

誌 ②フリーペーパー ③新聞【全国紙と地方紙】 ④ラジオＣＭ ⑤テレビＣ

Ｍ【全国と地方】 ⑥折込チラシ ⑦ダイレクトメール ⑧メールマガジン  

⑨インターネットなどを媒体としたサイト広告についても調べました。 

調査・検討の結果、これらの費用をかけた広報手段への難しさを知り、今

まで行ってきた学校行事の時の広報活動を中心に、それに加え、地域イベン

トの際にも積極的な広報活動を進めていくことにしました。また、インター

ネットを使用した広報手段は、費用をかけずに行えるが、不特定多数の方か

ら閲覧可能となる分、ネットワーク上のエチケット（ネチケット）も考えた

掲載内容のさらなる検討の必要があり、今後の課題としました。 

 

(７)平成２７年度 『研究のテーマ：エコっと"ＣＳＲ"』 

        ～廃棄食材軽減へ向けた取り組み～ 

今までの調査から、地球環境とビジネスとの関係、地球環境問題に対応する

新しいビジネスを知り、これからのビジネスには、｢経済成長｣｢環境保全｣｢エネ

ルギー需要安定｣の三者を調和させ、同時にそれぞれの目的を達成するような努

力が求められていることから、このテーマについて新たに視点を当てていくこ
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とにしました。一昨年前に、東京・神奈川・千葉・埼玉の高校生を対象に行っ

た「環境に関する意識と現状把握を目的としたアンケート調査」の再調査を

行い、意識の変化を調べました。また、新たな取り組みを行うためビジネス

の課題である“企業の社会的責任”『ＣＳＲ』についても調査を行いました。 

商業の学習から、企業はより多くの利益を求め活動しているが、利益を得るために

は何をしても良いわけではなく、食品偽造など消費者を裏切る様なことを行った企業

は、消費者から信頼を失い、結果多額の損失を招くことを知り

ました。一度失った信頼を回復させるためは、長い期間をかけ

て努力していかなければなりません。現在は、消費者の信頼を

得る、イメージをあげる、これが結果として、利益を上げてい

くことにつながると思います。国などの取り組みを調べ、企業

のＣＳＲ活動については、身近で廃棄食材を減らす取り組みを

している「パレスホテル大宮」についての再調査を行いました。 

 

(８)平成２８年度 『その買い物・・・ ちょっと待って！』 

～購買意識調査から廃棄物削減を考える～ 

今まで行ってきた取り組みの原点である「廃棄食材の削減」、その中でも、家

庭からの廃棄食材を減らしていく取り組みについて検討を行いました。 

 最初に、現状の調査を行い、その後の検討から「どのようにして捨てる物を

減らすか。」具体的な事例をいくつか、話し合いました。その中から、買い物を

するときに、つい計画にないものを買ってしまうことが、結果的に廃棄食材に

結びついているのではないだろうかということについて調査・研究を進めまし

た。 

 まず初めに、食品ロスの現状について調べ、次に賞味期限に関わる「３分の

１ルール」ついて調査しました。そして、食品ロスの過程や、国や県での取り

組みについて調べました。アンケート調査を行い、その結果として、次の点が

あげられました。 
 

 ・保護者は学生よりも無駄なものを購入しない人が多い。 

 ・主婦層はタイムセールに弱いイメージがあったが、想定より少ない結果と

なった。 

 ・安い商品はお得だと思ってしまい、購買してしまう傾向がある。 

 ・人が集まっていると気にはなるが、買うわけではない。 

 ・予定しない食料品の購入をする人は約８割だった。 

 ・購入後に後悔をしてしまう人は全体の６割から７割だった。 
 

この結果から、マグネット型の啓発グッズとパンフレッ

トの作成を検討しました。マグネットのデザインは右のよ

うなものとなりました。バッグや魚に表情を入れることで、

無駄な買い物をして食品を廃棄すると誰かが悲しむとい

うことを表現しました。色は見やすくシンプルにまとめ、

廃棄食材から作った肥料  
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背景の禁止マークは赤で、目を引きやすいようにしました。 

パンフレットは下図のようになりました。視覚的でわかりやすく、マンガな

のでイメージがしやすいパンフレットとしましたが、改善点も多く見つかった

ため、再検討を行いました。 

自分たちの活動はまだまだ小さい取り組みでしかないが、この取り組みを継

続していくことの必要性を再度確認することができました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(９)平成２９年度 『家庭での取り組み！ その先にあるものは…』 

～家庭の廃棄食材削減調査から…～ 

 廃棄食材削減や環境問題を減らすためにどのようなことが良いか調査・研究

しました。そこで前年度に作成した啓発パンフレットやマグネットについてア

ンケートと状況調査を行いました。その結果、啓発グッズには人々の気持ちに

働きかけるという効果がみられることがわかりました。状況調査では、具体的

に食品ロスについて調べ、一人当たり４１ｇもの食材が廃棄されていることが

わかりました。そこで私たちは、啓発・普及活動をするために色々な企業を訪

問しました。結果、私たちは貼ってあるだけで飲食する人の目にとまりアピー

ルできるという点からポスターを作成することにしました。 

食品ロスの削減については埼玉県や企業から様々な取り組 

み内容を知ることができ、私たちの食品ロス削減への意識改 

善にもなったので今後も続けていきたいと思いました。 

今回の研究では、平成２８年度までの研究結果をもとに、 

新たな課題を見つけ、次のステップへ進むことができました。 

今後もこの研究を継続させ、家庭と企業の両方に向けた働 

きかけを進めていきたいと思いました。 

 

(10)平成３０年度 『研究テーマ：新たなステージの取り組み』  

～ブレイクスルーアイデアへの挑戦から～ 

 今までの研究内容を実現化させていくために資金と協力者が必 

要であることから、困惑していた私たちは「埼玉ブレイクスルー 

アイデア大賞」という企画が、一般社団法人 埼玉県経営者協会 

青年経営者部会主催で開かれることを知り出場し、提案を行いま 

した。そこで、最優秀賞に選ばれたアイデアについては、コンテ 
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スト終了後も「花咲くまで」の支援、具体的には、「事業化に向けての各種アド

バイス」「埼玉県経営者協会会員(670 社)へのビジネスアイデアの告知・紹介」

「ビジネスマッチングの推進」「事業開始後の経営指導」さらには資本出資など、

充実した支援策を実施していただけるものでした。 

 

【提案】 

●廃棄食材軽減へ向けた商業高校生の取り組み 

  私たち、高校生による普及・啓発活動は注目を集 

め、消費者や事業主の方により高い意識を持ってい 

ただける啓発活動を行いたい。今までの活動で、私 

たちは食品ロス削減のための啓発マグネットとパン 

フレットの試作品を、専門家の方々からアドバイス 

をいただきながら作成したので、実用化したい。 

●埼玉の高校から発信・地球にやさしい環境づくり 

  埼玉県の高校生が自ら立ち上げ取り組んでいる活 

動としてアピールしていき、今後この活動が県全体 

へ広がっていけばと考えている。 

●廃棄食材をなくそう運動 

本校で発案した「エコしょっくん」というキャラ 

クターを使ったリーフレットやポスターを作成して 

いるが、今後、小学生などを対象とした、啓発セミ 

ナーの実施などでも活用していく。 
 

これらの提案を審査員の前でプレゼンテーションを 

行い、優秀賞を受賞しました。最優秀賞は逃してしま 

いましたが、一定の活動資金を得ることができました。そして、企業の方と面

識を持つこともできました。いただいた資金をもとに、ポスターなどの啓発物

の作成を検討することにしました。 

また、これまでと方向性を変え、活動を飲食店中心に行っていくことにしま

した。これらの取り組みと提案から廃棄食材という問題への取り組み・成果を

あげていき、県民の「魅力度アップ・ワクワク作戦」を行いたいと考えました。

内容は、高校生の取り組みで最初のインパクトを与え、その後は企業ＣＳＲの

取り組みを私たちがサポートし、企業の魅力を高めていくというものです。今

回の研究では昨年までの研究結果をもとに新たな課題を見つけ、次のステップ

に進むことができました。 

 

４ 検証 

現状調査を行い、本校で行われてきた、廃棄食材・食品ロス削減へ向けたこ

れまでの取り組みを読み返すことにより、先輩方の取り組みを振り返り以下の
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意見があげられました。 
 

 ・環境問題についての取り組みとしては一貫性があるが、取り組みにブレが

ある。 

 ・家庭へ向けた取り組みは一定の効果は得られたが、企業への取り組みは成

功していない。 

 ・平成 26 年度に「彩の雪」というおからとゼラチンを使った菓子を開発した

がレシピを公開するにいたらなかった。 

 ・原点に立ち返り、地元の廃棄されている食材利用と取り組みを再調査して

みてはどうだろうか。 

これらの意見から、私たちは、原点に立ち返った調査・研究を行うことにし

ました。 

 

５ 新たな調査・研究 

(１)取材 

原点に立ち返るために、私たちは以前も先輩方が協力していただいた、共同

組合浦和のうなぎを育てる会 代表理事の大森 好治 様とさいたま商工会議所

浦和支所長の池田 彰 様からお話を伺うことにしました。まず、現在の浦和の

うなぎ店の現状などを伺い、うなぎの頭・骨などは一部「骨せんべい」などに

され販売されているが、多くは利用されずに廃棄されているのが現状であるこ

とを知りました。「うなぎまつり」を行うなど「浦和のうなぎ」をアピールする

イベントを定期的に行っていることの説明をうけ、高校生の取り組みをともに

アピールしてもらえたらうれしいなどのお話がありました。私たちは、以前に

本校の先輩が開発した「うなケーキ」の話をしたところ、覚えていてくださり、

またそのような取り組みがされる場合は、協力していただけるお話もいただく

ことができました。 

 

 

(２)お菓子の分類の調査 

 私たちは、お菓子の分類について調べてみました。全国菓子工業組合連合会

に問い合わせた所、「食べ物の中で、菓子ほど多種多様、多彩なものはありませ

ん。食べられるものなら、なんでも菓子の材料になります。作り方も、蒸した

り、焼いたり、溶かしたり、油で揚げたり、流し込んだり、型にはめたり等と

実に様々です。また、長い歴史の変遷の中で、我が国独自の菓子のほか、平安
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時代に中国からもたらされた唐菓子、戦国時代にポルトガル人等から伝えられ

た南蛮菓子、明治維新後フランスやアメリカ等のお菓子を取り入れた洋菓子等

その時代時代に輸入されてきた菓子が、我が国の風土や食べ物の好みに適合す

るよう多くの変化を受け、今日の菓子の種類が作り上げられてきました。細か

く分けていくと何万種類にも達するのではないでしょうか。」という説明を受け

ました。次にお菓子の分類について尋ねたところ、「お菓子の種類が多種多様な

だけに、お菓子の分類基準の取り方も目的によって様々で、行政上の分類、統

計上の分類、イベント上の分類、職業教育上の分類、業界における慣習上の分

類など色々です。一般的には、その使用目的によって変わります。代表的な基

準は、歴史的な背景に基づく分類と、保存性による分類です。保存性による分

類とは、お菓子の水分含量と、その保存性を基準にすると生菓子と半生菓子と

干菓子に分類します。一般には水分を 30％以上含むものは生菓子、水分が 10～

30％のものは半生菓子、水分が 10％以下のものが干菓子とされます。」というこ

とを知りました。詳しい分類については次の通りです。 

① 歴史的な背景に基づく分類（和菓子・洋菓子） 

 まず、お菓子は、日本に昔から伝わる和菓子と西洋から伝えられた洋菓子に

大きく分けられます。一般に、和菓子とは、明治以前、有史以来の我が国独自

のお菓子、奈良･平安時代に中国の唐から渡来してきたお菓子、安土･桃山時代

に南蛮等より渡来して定着、育てられた菓子類を総称して言います。洋菓子は、

明治維新以降西欧文化とともに、導入され、普及した菓子類を総称して言いま

す。もちろん、これは厳密なものではありません。ですから、例えば南蛮菓子

とされるカステラが、ある場合には和菓子に入れられたり、ある場合には洋菓

子に取り込まれたりしています。 

② 保存性による分類（生菓子・半生菓子・干菓子） 

 お菓子の水分含量とその保存性を基準にすると生菓子と半生菓子と干菓子に

分類されます。これは、水分の多寡によって、食品衛生上の取り扱い等が違っ

てきますから、大事な区分です。一般には水分を 30％以上含むものは生菓子、

水分が 10～30％のものは半生菓子、水分が 10％以下のものが干菓子と分類され

ます。和菓子の生菓子が和生菓子、洋菓子の生菓子が洋生菓子となるわけです。

半生菓子という言葉は普段あまり使われていませんが、お菓子で言うと、羊か 

ん、カステラ、カップケーキなどがこれに入ります。業界には、半生菓子を作

っている人たちの組合があります。ちなみに、水分 30％前後のお菓子には、最

中、あん入り生八つ橋、ショートケーキなどがあります。水分の多いお菓子は

洋菓子に多い様です。ゼリーが 79％、カスタードブディングが 70％、ババロア

が 67％、和菓子で水分が多いのは、ういろうの 55％といったものがあります。

食品衛生法では、もう少しきめ細かく次のように規定しています。 

 生菓子類とは、次のいずれかに該当するものを言います。 

 ア．出来上がり直後において、水分 40％以上を含有する菓子類 

 イ．あん、クリーム、ジャム、寒天若しくはこれに類似するものを用いた菓

子類であって、出来上がり直後において水分 30％以上含有するもの 
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③ お菓子の基本的分類 

 以上ふたつの基準によってお菓子を大きく分けるとつぎのようになります。 

 
 

この分類を更に細かく見ていくために、次のようないくつかの基準があります。  

ア．製造方法による分類 

  まんじゅうを蒸し物、羊かんを流し物、サバランを発酵菓子といったりす

るもの。 

イ．原料による分類 

  米を原料としたものを米菓、豆を原料としたものを豆菓子といったりする

もの。 

④ 使用目的による分類 

   おつまみ的に食べるものをスナックといったりするもの。 

⑤ 以上を加味すると下表のような分類となります。 

     製法等を加えたお菓子の区分  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(３)おからの調査 

 「全国で多く廃棄されているものは何か。」「入手が困難な物は避けよう。」な

ど論議され、私たちは『おから』に着目してみることにしました。 

『おから』は豆腐を作る時､豆乳を搾った後に残るものです｡これは､古くから

惣菜の定番として親しまれてきました。また、コレステロールの低下をはじめ､

動脈硬化や大腸がん予防にも期待大の食材で､ダイエット効果を上げてくれる

働きまでわかってきました｡『おから』の多くは食品廃棄物として廃棄されたり､

たい肥や飼料になっています。そして現在では、年間 65 万トンもの『おから』
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が産業廃棄物として捨てられています｡『おから』の年間廃棄量 65 万トンと聞

くと膨大に思えますが､実は私たち国民が一人あたり１日たった 15 グラム食べ

るだけでなくせる計算になります。豆腐工場は全国に数多くあり、幅広く『お

から』を消費することができれば多くの廃棄食材を減らすことができるのでは

ないかと考えました。 

(４)マーケティング調査 

私たちは、本校の取り組みだけではなく、本校に保管してある他校で過去に

行ってきた取り組みについても資料を読んでみました。そうしたところ、平成

16 年に、お菓子の調査研究を行った際の全国の高校生を対象としたアンケート

調査の結果が目に留まりました。15 年後の今回、再度同じ項目で全国の高校生

を対象にアンケート調査を行うことにしました。 

北海道・東北・北信越・東海・近畿・中国・四国・九州地区の高校から、そ

れぞれ１校ずつに依頼し、３６６人に協力をいただくことができました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎『あなたはどんなお菓子が好きですか。』 

         2004 年 2019 年  

   (１)和 菓 子   236   104    

  (２)洋 菓 子   617     244    

  (３)中華菓子   20       3     

  (４)そ の 他    23      11      

     無 回 答   42       4     

 

 

 

 

2004 年と 2019 年を比較すると、和菓子が若干増え、洋菓子・中華菓子が

ともに若干減少した。前回、今回の調査で回答者の半数以上がともに洋菓子

を好むことがわかった。 

アンケート調査用紙と全国からの回答  
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◎『東京で知っているお菓子はありますか。』 

2004 年 2019 年  

   (１)あ る      551     273 

  (２)な い     378      93    

        無回答       9       0     

 

 

 

 

 

◎『埼玉県で知っているお菓子はありますか。』 

2004 年 2019 年 

    (１)あ る     113      21 

    (２)な い     793     342 

        無回答     32       3 

 

      

 

 

 

 

◎『お菓子を選ぶときどんな点を重視しますか。』【複数回答】 

2004 年 2019 年 

    (１)味             520   222 

    (２)パッケージ      53    19 

    (３)お菓子の見た目 144    35 

    (４)値段           113    48 

    (５)地域性          20     2 

    (６)メーカー         5   4 

    (７)知名度          75     6 

    (８)その他          24   6 

2004 年の調査では、回答者の約 60％が知っているお菓子は｢ある｣、約 40％
が｢ない｣という回答であった。2019 年の調査では、約 75％の人が知っている
お菓子が｢ある｣と回答率が増加した。 

2004 年の調査では、回答者の 87.5％が知っているお菓子は｢ある｣、12.5％
が｢ない｣という回答であった。2019 年の調査では、94.2％の人が知っている
お菓子が｢ない｣と回答率が増加した。 
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◎『埼玉県にどんなイメージを持っていますか。』【複数回答】 

2004 年 2019 年 

    (１)都会         196      88 

    (２)田舎         204      70 

    (３)よい感じ     763     124 

    (４)ダサイ        49      24 

    (５)その他       125      58 

 

 

 

     

 〔アンケート実施校】 

  ２００４年度（平成１６年度）【１８校・回答者数９３８人〕 

   北海道千歳北陽高等学校、秋田県立秋田中央高等学校、 

   群馬県立沼田高等学校、栃木県立宇都宮商業高等学校、 

   茨城県立鬼怒商業高等学校、東京都立両国高等学校、 

   東京都立淵江高等学校、千葉県立千葉工業高等学校、 

   神奈川県立商工高等学校、山梨県立甲府南高等学校、 

   石川県立小松商業高等学校、愛知県立愛知工業高等学校、 

   奈良県立添上高等学校、徳島県立徳島工業高等学校、 

   鳥取県立鳥取湖陵高等学校、大分県立情報科学高等学校、 

上越教育大学、中央学院大学商学部 

  ２０１９年度（令和元年度）【１０校・回答者数３６６人〕 

   北海道札幌月寒高等学校、福島県立福島商業高等学校、 

   東京都立葛飾総合高等学校、千葉県立大網高等学校、 

   富山県立高岡工芸高等学校、愛知県立愛知商業高等学校、 

   和歌山県向陽高等学校、徳島県立那賀高等学校、 

   広島県立三沢高等学校、大分県立由布高等学校、 

                  ご協力ありがとうございました。 

 

 

味と値段の項目が前回に比べて増加し、見た目と知名度の項目は減少した。 

前回は一番に味、二番にお菓子の見た目、三番に値段だったのに対し、今回
は一番に味、二番に値段、三番にお菓子の見た目だった。これらのことから、
お菓子に求められていることは前回から大きくは変化していない。 

「都会」のイメージが 9.5 ポイント増えたのに対し、「田舎」も 3.9 ポイン
ト増え、若干、都会のイメージを持つ人の割合の方が増えていた。 
「良い感じ」が 23.0 ポイントと大幅に減り「ダサい」が 2.9 ポイント増え
た。『都会＝良いところ』とは限らないということが分かった。 
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(５) 研究の方向性 

私たちは、以前先輩方が行った商品開発とお菓子の調査から検討した結果、

地元特産のうなぎで廃棄されている部分と、国内で多く廃棄されているおから

を使った新たな商品開発を行うことにしました。また、この商品がいずれ同じ

くうなぎを使ったうなぎパイのように、さいたまの特産になればと思い調査研

究を始めることにしました。 

 

(６)試作品開発 

 ①試作 

私たちは試作品の開発を行うことにしました。開発にあたり商品コンセプト

を次の様にしました。 

ア 浦和で有名なウナギの廃棄されている部位を使う 

イ 大量に廃棄されているおからを使う 
ウ 味にこだわる（アンケート結果から） 
エ 日持ちのするクッキーを作る（食品ロスを減らす） 
オ 埼玉で他に廃棄されているものを入れ込む 

    【西部地区…お茶の葉っぱくず、東部地区…割れた煎餅(細かく砕いて)】 

 このコンセプトを基に、試作品を作ってみることにしました。試作にあたり、

クッキー作りなどのＷｅｂサイトをいくつも調べ、以下のようなレシピで作成

しました。 

試作品を、大森様と校長先生に試食していただき、次の助言をいただきま

した。また自分たちでも評価してみました。 
 

 ○大森様からの意見 

クッキーと呼ぶにはしっとりしすぎている。もっとサクサク感を出すべき。 

お茶…お茶の香りが感じられない 

煎餅…しけってしまい煎餅の持ち味が生かされていない 

 ○校長先生からの意見 

  ・お茶…食感(表面は固く中もやや固い) 

 味(お茶っ葉ではなく抹茶になっている方が良い) 
  ・煎餅…食感(表面は固く中は柔らかい 時々煎餅の食感が 

ありおもしろい 感覚が氷菓に似ている) 
味 (最後に煎餅の味がして二度楽しめる) 

  ・プレーン…食感(表面が固く中が柔らかい) 
味(味がしっかりと伝わってくる       試作品 
 お茶と煎餅は他の食材の良さを侵しているのかも…) 

材 料 
   バター     ６０グラム   砂 糖     ６０グラム 
   卵 黄     Ｍサイズ１個  薄力粉     ８０グラム 

   おから(パウダー)８０グラム   牛 乳     １２０CC 
   うなぎパウダー  ５グラム 
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 ○自分たちの討議 

・煎餅の食感を出すため練りこまずに、まぶす。 

・茶葉の量を増やす 

・サクサク感を出すためにバターを増やす 

・保存をきかせるために牛乳を減らす           
                             

②原価計算 

 今回試作したものの原価を計算してみました。原価計算には｢材料費｣｢労務

費｣｢経費｣がある中で、「労務費」と「経費」については算出が難しいため、今

回は｢材料費｣のみの計算を行いました。お菓子の形は、生地から型抜きをする

とロスが出てしまうことから、正方形にしました。今回試作したものの材料費

の合計は原価で約６００円、１個あたり約２㎝角にして６０枚作ることができ

ました。そこで計算された原価は、１枚あたり約１０円となりました。このこ

とを大森様に伝えたところ、「１個あたりとしてはちょうど良い原価だね。」と

のご意見をいただきました。 

 

 

 

 
 
(７)名称の検討 

 私たちは、お菓子の名称を考えました。出された案の中から、埼玉県のイメ

ージとして『ダサイ』があげられていることに着目し、逆転の発想から、この

イメージを取り入れることで、多くの人に知ってもらえるお菓子になるのでは

ないかと考え、また、国際観光客もターゲットにしたネーミングを考えようと

いうことになり今回のお菓子を『ＴＨＥ さいたま』と名付けました。そして、

「うなぎパイ」のように、うなぎの名も取り入れたらという意見から、混ぜ込

む材料により、何も入れないプレーンを『うなぎクッキー』、お茶の葉を入れた

ものに『うな茶クッキー』、割れ煎餅を入れたものに『うな煎クッキー』と、バ

リエーションを増やしていくことを考えました。 
 

(８)商標権についての調査 

  私たちは、今回のお菓子の名称について、商品化を考えた場合は、知的財 

産権「商標」についても調査しておく必要があると思いました。そこで、今回 

のお菓子の名前について、知的財産権(商標権)を調べてみることにしました。

そこでまず、知的財産権について取り扱っている、特許庁のＷｅｂページを 

調べてみることにしました。商標とは、事業者が自己（自社）の取り扱う商品 

・サービスを他人（他社）のものと区別するために使用するマーク（識別標識） 

です。私たちは商品を購入したりサービスを利用したりするとき、企業のマー 

クや商品・サービスのネーミングである「商標」を一つの目印として選んでい 

ます。そして、事業者が営業努力によって商品やサービスに対する消費者の信 

材料費原価 
      材料費 原価  約６００円 
      約２㎝角      ６０枚 
      １枚あたり    約１０円 
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用を積み重ねることにより、商標に「信頼がおける」「安心して買える」とい 

ったブランドイメージがついていきます。商標は「もの言わぬセールスマン」 

と表現されることもあり、商品やサービスの顔として重要な役割を担っていま 

す。このような商品やサービスに付ける「マーク」や「ネーミング」を財産と 

して守るのが「商標権」という知的財産権であることを知りました。また商標 

には、文字,図形,記号,立体的形状やこれらを組み合わせたものなどのタイプが 

あることも知りました。 

商標権を取得するためには、特許庁へ商標を出願して商標登録を受けること 

が必要で、商標登録を受けないまま商標を使用している場合、先に他社が同じ

ような商標の登録を受けていれば、その他社の商標権の侵害にあたる可能性が

あります。また、商標を先に使用していたとしても、その商標が自社の商品や

サービスを表すものとして需要者に広く知られているといった事情がなけれ

ば、商標権の侵害にあたる可能性があるので注意する必要があることも知りま

した。商標権は、マークとそのマークを使用する商品・サービスの組み合わせ

で一つの権利となっています。商標登録出願を行う際には、「商標登録を受け

ようとする商標」とともに、その商標を使用する「商品」又は「サービス」を

指定し、商標登録願に記載することになります。商標法では、サービスのこと

を「役務（えきむ）」といい、指定した商品を「指定商品」、指定した役務を

「指定役務」といいます。この指定商品・指定役務によって、権利の範囲が決

まります。また、指定商品・指定役務を記載する際には、あわせて「区分」も

記載する必要があります。「区分」とは、商品・役務を一定の基準によってカ

テゴリー分けしたもので、第 1 類～第 45 類まであります。  

 

 

  

 

 

 

 分 類 品  名  等 

 

商 

 

品 

第１類 工業用、科学用または農業用の化学品 

第２類 塗料、着色料及び腐食の防止用の調製品 

第３類 洗浄剤及び化粧品 

第４類 工業用油、工業用油脂、燃料及び光剤 

 第５類 薬剤 

 

 

 

 

 

商 

 

 

 

 

第６類 非金属及びその製品 

第７類 加工機械、原動機（陸上の乗物用のものを除く）その他の機械 

第８類 手動工具 

第９類 

 

 

 

科学用､航海用､測量用､写真用､音響用､映像用､計量用､信号用､検査用､救命用､

教育用､計算用または情報処理用の機械器具､電気回路の開閉用､光学式の機械

器具及び電気の伝導用､電気回路の開閉用､変圧用､蓄電用､電圧調整用または電

気制御用の機械器具 

第10類 医療用機械器具及び医療用品 

第11類 

 

照明用、加熱用、蒸気発生用、調理用、冷却用、乾燥用、換気用、給水用また

は衛生用の装置 
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第12類 乗物その他移動用の装置 

第13類 火器及び火工品 

第14類 貴金属、貴金属製品、宝飾品及び時計 

第15類 楽器 

第16類 紙、紙製品及び事務用品 

第17類 電気絶縁用、断熱用または防音用の材料及び材料用のプラスチック 

第18類 革及びその模造品、旅行用品並びに馬具 

第19類 金属製でない建築材料 

第20類 家具及びプラスチック製品であって他の類に属しないもの 

第21類 家庭用または台所用の手動式の器具、化粧用具、ガラス製品及び磁器製品 

第22類 ロープ製品、帆布製品、詰物用の材料及び織物用の原料繊維 

第23類 織物用の糸 

第24類 織物及び家庭用の織物製カバー 

第25類 被服及び履物 

第26類 裁縫用品 

第27類 床敷物及び織物製でない壁掛け 

品 

 

 

 

 

 

 

第28類 がん具、遊戯用具及び運動用具 

第29類 動物性の食品及び加工した野菜その他の食用園芸作物 

第30類 加工した植物性の食品（他の類に属するものを除く）及び調味料 

第31類 加工していない陸産物、生きている動植物及び飼料 

第32類 アルコールを含有しない飲料及びビール 

第33類 ビールを除くアルコール飲料 

第34類 たばこ、喫煙用具及びマッチ 

 

 

 

役

務

・

サ

｜

ビ

ス 

 

 

 

 

第35類 広告、事業の管理または運営及び事務処理 

第36類 金融、保険及び不動産の取引 

第37類 建設、設置工事及び修理 

第38類 電気通信 

第39類 輸送、こん包及び保管並びに旅行の手配 

第40類 物品の加工その他の処理 

第41類 教育、訓練、娯楽、スポーツ及び文化活動 

第42類 

 

科学技術または産業に関する調査研究及び設計、 

電子計算機またはソフトウェアの設計及び開発並びに法律事務 

第43類 飲食物の提供及び宿泊施設の提供 

第44類 

 

医療、動物の治療、人または動物に関する衛生及び美容並びに農業、 

園芸または林業に係る役務 

第45類 

 

冠婚葬祭に係る役務その他の個人の需要に応じて提供する役務 

（他の類に属するものを除く）及び警備 

                              分類の一覧表（商標法施行令） 
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次に、商標取得の手順について調べ、以下の図表の様にまとめました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 商標権を取得するための費用についても調べてみました。そうしたところ、 

商標出願料【3,400 円＋(8,600 円×区分数)】商標登録料(10 年分)【37,600 円

×区分数（分納の場合(５年分)21,900 円）】更新登録申請料(10 年分)【48,500

円×区分数（分納の場合(５年分)28,300 円）】がかかる事がわかりました。 

今後私たちの考えたお菓子が商品化された時に知的財産権の侵害にあたるよ

うな問題が生じないよう、名称について調査しておく必要性を感じ調べてみる

ことにしました。 

 

(９)特許情報プラットフォームでの検索 

商標権など知的財産権について、現在、独立行政法人工業所有権情報・研修

館が運営している J-PlatPat『特許情報プラットフォーム』で検索できること

を知り、早速、登録されている商標の検索をしてみたところ、全ての名前で該

当する商標の登録は見あたりませんでした。そこで私たちは、今回考えたお菓

子を『ＴＨＥ さいたま』と名付け、入れ込む材料により「うな○○」とバリ

エーションをつけていくことで検討を進めていくことにしました。    

 

 

 

 

 

【特許情報プラットフォーム】 

 

 

(10)商標申請について 

 県立高校である私たちが実際に商標権を出願し取得していくためには、（８）

で調べたように、経費の面で無理があると感じました。それと同時に、県立高

校の私たちが申請をする場合は、「埼玉県」として申請をしなければならない
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ことを知りました。商標権などを取得しているいくつかの県立学校を調べたと

ころ、卒業生の方などが運営するＮＰＯで取得したり、学校の代表である校長

先生の個人名で取得をしているケースがほとんどでした。 

 今回、私たちの考えた名前は、現段階では他に登録されていないことを確認

し、申請については今後の数年かけての検討課題としました。 

 

６ 商品化へ向けて 

(１)協力店 

私たちは、このお菓子の商品化へ向けて、以前本校ＯＡ部の取り組みについ

て取り上げてくださった埼玉新聞社の方に、今回の企画書を提示し、協力して

いただけるお店の紹介をお願いしました。いくつもの 

店舗にお声かけいただいた結果、菓子工房ちいさな窓 

東里 雄子（あいざと ゆうこ）様 をご紹介してくだ 

さいました。また「ちいさな窓」は店舗を持たずに製 

造販売をしているため、直接お客様の声を聞きたいと 

思い、お菓子は「御菓子司 小川屋」というお店に販 

売していただくことになりました。 

 

(２)共同試作品作成 

 東里様に、以前、私たちが試作した商品のレシピと開発コンセプトの説明を

行いました。そして、以下の点が決まりました。 

ア プレーンのクッキーを完成させ、その後どのように広げていくか考える。 

イ 廃棄されている食材を利用する。（うなぎの骨など、おから） 

ウ さいたまの特産品となるお菓子を目指す。 

エ 見た目・味ともに良いと思えるお菓子を作る。 

オ コスト・販売価格の妥当性を考える。 

カ 他商品の類似品にならないようにする。 

以上の点を考慮しつつ、後日に東里様にご来校していただき、共同試作品の

開発を行いました。試作の中から、蒲焼きのイメージはどうだろうかとご提案

をうけ、醤油ベースの甘辛と普通生地の２色クッキーにすることにしました。

そして山椒を入れたものも制作しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 



２４ 

 

(３)評価 

試作品の試食会を行い、小川屋のご主人と大森様からもご意見をいただきま

した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

小川屋様からの意見 

・甘さなどはちょうどいい。 

・山椒を入れたものは山椒の香りがほとんどしない。 

しかし、これ以上入れた場合にクッキーとの相性は合うのか。 

・クッキーの形は丸よりも縦のほうがウナギらしさを感じる。 

・黒糖を使えばよりウナギらしい色合いを出すことができるのではないだ

ろうか。 
 

 大森様からの意見 

  ・以前の試作品よりも、おいしいものができた。 

  ・以前のものは、おからのパサパサ感が強かったが、今回のものは、 

しっかりとしたクッキーになっていた。 

  ・商品として作れる工程・量が今後の検討だろう。 
 

 自分たちの感想 

  C-2 型【プレーン＋甘辛 うずまきタイプ・丸形】 

・時間長めが良い 

・固めの方が良い。しっかりかめる、歯ごたえが良く食べごたえがある。 

・おいしかった 
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・焼き時間の差は硬さのみ、硬い方がクッキーらしいと感じる 

・長く焼いた方は味がしまっている。硬いため幼児受けはしないと思う 

・ちょうど良い固さだった 

・長く焼いたクッキーの方が味は良かったが、硬かった。 

D-1 型【プレーン＋甘辛 うずまきタイプ・楕円形 山椒入り】 

・山椒の風味が少しだけ感じられる 

・山椒はいらない 

・山椒の香りは固まっているところを食べないとしない 

  ・山椒が入ること自体はウナギらしさを出せてよい 

・あとからジワリと辛味を感じた 

  ・甘いものが苦手な人にはいいと思う 

・山椒感がない 

・山椒の辛さがクッキーの甘さに合っていない 

・山椒の味にむらがある 

E-1 型【プレーン＋甘辛 スティックタイプ ロングサイズ】 

・長いとボロボロ落ちる 

・短い方がいいと思った 

・幅が狭いので食べやすい 

・見た目のインパクトがある 

・持って帰る時などに割れてしまいそう 

・おいしかった 

・割れる 

・硬さはこれが一番ちょうど良い。壊れる。 

・ボロボロと落ちやすかった 

E-2 型【プレーン＋甘辛 スティックタイプ １／２サイズ】 

・C-2 の方がうまい 

・短いので割れにくい 

・E-1 よりサクサクしていて好き 

・短い方がいいと思います 

・もう少し薄い方が食べやすい 

・短いと固い、食べたときに横に割れた。 

・横に割れて少し食べにくくかった 

 

現在は、これらの意見をもとに、次の試作品開発の検討を行っています。 

 

(４)ラベル作成 

商品のラッピングについて話し合いました。今回の商品は、お菓子が見えや

すいビニール袋に数枚入れたラッピングを考えました。パッケージについては

「東京ばな奈」や「うなぎパイ」を見ると、文字のみのデザインであるため、

今回のお菓子にはあえてキャラクターなどはデザインせずに、海外の方にも読
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めるよう英文標記も含めて 

『ＴＨＥ さいたま（ＴＨＥ ＳＡＩＴＡＭＡ）』 

とし検討を進め、つけるラベルの試作デザイ 

ンを行いました。 

右の様なラベルの案を作り、東里様に提案 

したところ次のご意見をいただきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 このラベルは、市販のシートを本校でプリントしたものを東里様に提供し、

成分表や製造者等を表記したものは東里様が作っていただけることにしました。 
 

７ 今後の展開 

試作品は今後、幅広い年齢層の方のご意見を参考に改良していきたいと考え

ており、商品化へ向けては、まだいくつかの課題（道のり）があります。しか

し、過去の先輩方から受け継いだ調査・研究のコンセプトである「自分たちで

感じ考えた問題提起を、自分たちの手で調査・研究し、自分たちの手で解決策

を見出し取り組んでいく」この姿勢を通し、今後の活動を行っていきたいと考

えています。 
 

８ おわりに 

今回私たちは、取り組んできた取り組みについて、改めて原点から立ち返り

Ｐ.Ｄ.Ｃ.Ａ.を行いました。そこでは、顔も知らない先輩方の、思いをかけた

取り組みがなされていました。その中で分かったことは、先輩方が一貫して行

ってきたことは、結果ありきの取り組みは行わず、自分たちで取り上げたテー

マに向かい、そのことについて調べ、自分たちの手でできる最善の取り組みを

行ってきたことでした。取り組みにかかる費用は、自分たちの取り組みを説明

し支援していただいてきました。高校生の手で行うことには限界があります。

しかし、部活動として行う調査研究の本筋を見失わず、コツコツと積み上げて

きた想いを感じました。私たちもこの熱い想いを後輩へと繋げていきたいと思

います。 

『引き継がれる想い』私たちはこれからも歩んでいきます。 

・ラベル、いいですね。以前に送って頂いたものも良かったのです
が、寒色系の色が多くで、少しクールな感じがしていました。 
今回のものは赤も効いていて食欲につながる気がしました。 

・うなぎパウダーの「ペプチドコラーゲン」というのはものすごく
アピールすべきではないかと思います。 

スーパーフードとして、女性層に響く成分だと思います。 
もちろん、裏の成分表にも書き込みますが、表にも分かりやすく
表示した方が良いのではないかと思います。 

 

 



２７ 

 

 

【協力いただいた企業・団体など】 

共同組合浦和のうなぎを育てる会 代表理事  大森 好治 様 

さいたま商工会議所浦和支所長        池 田  彰 様 

埼玉新聞社 

菓子工房ちいさな窓                          東里 雄子  様 

御菓子司 小川屋 

全国菓子工業組合連合会 

独立行政法人工業所有権情報・研修館 

一般社団法人 埼玉県経営者協会 青年経営者部会 

東洋美術学校 

日本デザイナー学院 

パレスホテル大宮 

 

【アンケート実施協力校】  

  ２００４年度（平成１６年度）【１８校・回答者数９３８人〕 

   北海道千歳北陽高等学校、秋田県立秋田中央高等学校、 

   群馬県立沼田高等学校、栃木県立宇都宮商業高等学校、 

   茨城県立鬼怒商業高等学校、東京都立両国高等学校、 

   東京都立淵江高等学校、千葉県立千葉工業高等学校、 

   神奈川県立商工高等学校、山梨県立甲府南高等学校、 

   石川県立小松商業高等学校、愛知県立愛知工業高等学校、 

   奈良県立添上高等学校、徳島県立徳島工業高等学校、 

   鳥取県立鳥取湖陵高等学校、大分県立情報科学高等学校、 

上越教育大学、中央学院大学商学部 

  ２０１９年度（令和元年度）【１０校・回答者数３６６人〕 

   北海道札幌月寒高等学校、福島県立福島商業高等学校、 

   東京都立葛飾総合高等学校、千葉県立大網高等学校、 

   富山県立高岡工芸高等学校、愛知県立愛知商業高等学校、 

   和歌山県向陽高等学校、徳島県立那賀高等学校、 

   広島県立三沢高等学校、大分県立由布高等学校、 

 

    ご協力ありがとうございました。  
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参考資料 
 

賞味期限と消費期限について 
 

賞味期限にかかわる３分の１ルールなどについて調査しました。 

財団法人流通経済研究所の推計によると、卸売業者からメーカーへの加工食

品の返品は、2015年度で1,091億円にもなっているそうです。このほか、メーカ

ーから出荷されず、そのまま納品期限を迎えて廃棄される在庫も相当あるとみ

られているそうです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

『加工食品における返品削減の進め方 手引書・財団法人流通経済研究所』 
 

また国は、パンフレットを作るなどのＰＲ活動や法改正などを行うなど積極

的に廃棄食品・食品ロス削減へ向けて取り組みを行っています。その 1 つに賞

味期限、消費期限の広報があります。農林水産省では賞味期限と消費期限につ

いて、次の様な説明をしています。 

賞味期限 (Best-before)とは、おいしく食べる

ことができる期限のことで、この期限を過ぎて

も、すぐ食べられないということではありませ

ん。定義は、定められた方法により保存した場

合において、期待されるすべての品質の保持が

十分に可能であると認められる期限を示す年月

日をいいます。ただし、当該期限を超えた場合

であっても、これらの品質が保持されているこ

とがあるものとします。消費期限(Use-by date)

とは、期限を過ぎたら食べない方が良いこと

で、その定義は、定められた方法により保存

した場合において、腐敗、変敗その他の品質

の劣化に伴い安全性を欠くこととなるおそれ

がないと認められる期限を示す年月日をいい

ます。 
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 引き継がれる想い 
 ～ 原点からのＰ.Ｄ.Ｃ.Ａ. ～ 

                                                                    

                埼玉県立浦和商業高等学校 
〒336-0022 

             埼玉県さいたま市南区白幡 2-19-39 
                      TEL：048-861-2564 
                      FAX：048-836-1057 


