新潟大学 教育学部 生活科学課程
新潟砂丘さつまいも“いもジェンヌプロジェクト２０１５”のご紹介
取り組みの連携体制と6次産業化

いもジェンヌとは

耕作放棄地を利用した
さつまいもの栽培

新潟砂丘さつまいも“いもジェンヌ”
品種は“べにはるか”。しっとりとした食感と強い甘みが特徴。
「上品なのだけど親しみがもてる女性」をイメージして、普段
使いのさつまいもの中でも、ちょっと上品なさつまいもという
コンセプトをもとにネーミング。
＜新潟市西区の農業課題＞ ＊専業農家が多く、近年、農業者が高齢化

新潟西商工会
赤塚商工会

新潟市西区農政商工課

2009年～
耕作放棄地の拡大防止や葉たばこ廃作に代わる新たな品目の検討

2011年～
産地化に向けた取り組みを開始

葉タバコ

ニーズ調査
ロゴデザイン

新潟県新潟地域振興局

地産地消の促進
地域活性化

＊農産物価格の低迷
＊農作物（葉タバコ）の作付面積の減少により、
一部、遊休地化

水はけの良い砂丘地は、高品質な
さつまいもの栽培に適する

JA新潟みらい
（西営農センター）

菓子の試作
菓子の製造・販売

新潟大学教育学部

菓子の提案
菓子店の取材
お菓子めぐりMAPの製作

内野菓子組合
新潟県菓子工業組合

菓子舗にむらや、松月堂、リン・ペペール洋菓子店、
ガトーシェフ三昧堂、田文、百花園、菜菓亭ほか（H27.4月現在14店舗）

地産地消

さつまいも

地域の活性化
いもジェンヌの栽培面積の推移

学生力

さつまいも栽培で、新潟市西区の砂丘地を有効活用！

いもジェンヌちゃんのティータイム（リニューアル）

2015年度のこれまでの活動

2013年4月に菜菓亭（新潟市北区）とコラボして作ったお菓子
「いもジェンヌちゃんのティータイム」を、新潟大学のオリジナル
商品として、今年、リニューアルすることになりました。

いもジェンヌの植え付け（5/27）
⇩
菓子屋訪問（6月～）
〔ガトーシェフ三昧堂、田文、百花園、にむらや〕

＊パッケージのリニューアル
手に取ってもらいやすいようなパッケージデザインを検討中。
・どんなお菓子か中身が分かるように写真を入れる
・色や絵を変える
など

学内での話し合い（6月～）
〔菜菓亭、しばうま本舗、新潟総合研究所〕
⇩
親子農業体験教室 食育講座（9/26）
⇩
西区ふれあいまつりでの試食アンケート調査（9/27）
⇩
いもジェンヌの掘り取り（10/7）
⇩
学生への試食アンケート調査（10/22）

＊商品自体のリニューアル
・楕円形から丸い形へ
・パイ生地に米粉を使用して、新潟らしさを出す
従来の商品とリニューアル商品を学生に試食してもらい、アンケ
ート調査を実施
→価格等も含め、より良い商品になるように、さらに改良を
重ねていく予定
いもジェンヌスイーツの新商品開発②
～ガトーシェフ三昧堂（新潟市西区）～

いもジェンヌスイーツの新商品開発①
～菓子舗田文・菓子舗にむらや～
＊菓子舗田文 （新潟市中央区）
現在、いもジェンヌを使ったお菓子は、
パイやマドレーヌなどの焼菓子4種類を
販売中。新商品はモンブランとクレープ
の生菓子になりました！

食育の推進

新商品の
モンブランとクレープ

＊菓子舗にむらや （新潟市西区）
現在、いもジェンヌを使ったいもようかんと焼ドーナツを販売中。
和菓子をもっと若い世代の人にも食べてもらいたいという願いか
ら、新商品ではバターなど洋菓子の要素を取り入れた商品を考
案している。
活動のなかで、どちらの菓子舗でも、試作品の試食評価や意見
を出したり、お菓子の名前の考案などを通して連携させていただ
いている。

◎開発の流れ◎
常にブームに流されず、小さい子どもからお年寄りまで幅広く人
気が出るような焼菓子をコンセプトとし、学生が主体で考えたお菓
子をもとに、いくつか試作していただきました。試食会や学生モニ
ターとの意見交換会を開催し、三昧堂との話し合いを重ねて、新
商品の開発を進めてきました。
新商品!!
パウンドケーキに決まりました!

絵を描いて、お菓子を提案
試作品

店舗での話し合い

試食の後、アンケートをもとに
新商品を検討。

新 潟 大 学

新潟大学 教育学部 家庭科専修
＜プロジェクトメンバー＞ 担当教員：山口智子
板倉はるな、小暮智子、庭野瑞紀、堀 志織、堀田奈実、山口真輝、篠山衿佳、森原 舞
いもジェンヌスイーツの新商品開発③
～百花園（新潟市中央区）～
◎開発の流れ◎
若い人が和菓子を親しみをもって食べてもらえるように、と
百花園が作製した新商品を、私たち学生が試食させていだ
だきました。学生の感想や意見を取り入れてくださる形で開
発を進めてきました。
お店の方が考えてくださった
お菓子（2種類）を試食しました。

新商品!!
蒸しきんつばに決まりました!

いもジェンヌスイーツのアンケート調査
いもジェンヌを使用したスイーツの試作品のアンケート調査を行
いました。多くの方にご協力いただき、得られた意見は、名前、
形、新商品にするお菓子を決める際にとても参考になりました。
＜a.西区ふれあいまつり（9月27日）＞
西区役所主催の「ふれ！ふれ！西区ふれ
あいまつり」において、一般の方々を対象と
したアンケート調査を行いました。
109名の方から回答をいただき、30代以降
の方を中心に、貴重な意見が得られました。

西区ふれあいまつりでの様子
（みどりと森の運動公園）

アンケート、話し合いを
もとに新商品を検討。

今後、この新商品の名前なども考案していく予定です。

＜b.新潟大学（10月22日）＞
新潟大学の学生60名を対象としたアンケー
ト調査を行いました。美味しい！と大絶賛。
20代の学生の様々な意見が得られました。

アンケート 回答 1 7 9 名
①性別
男性
女性
②年代
10代（10歳以下も含む）
20代
30代
40代
50代
60代以上
菜菓亭
③形
1．楕円形
2．円形
④好み
1.現商品
2．米粉入り商品
⑤価格
1．ちょうど良い
2．安い
3．高い
百花園 （ 未回答1 人）
⑥いもの味
1．ちょうど良い
2．あまりしない
3．もう少し少な目
⑦大きさ
1．ちょうど良い
2．大きい
3小さい
⑧柔らかさ
1．ちょうど良い
2．柔らかい
3．かたい
⑨ラム酒
1．ちょうど良い
2．多く
3．少なく
⑩価格（bの回答のみ） 1．ちょうど良い
2．安い
3．高い
三昧堂（aの回答のみ）
⑪いもの味
1．マドレーヌ
2．クッキー
3．パウンドケーキ
⑫好み
1．マドレーヌ
2．クッキー
3．パウンドケーキ

親子料理教室と給食レシピ

いもジェンヌまつりの開催

いもジェンヌを子ども達にも知ってもらうための食育活動

11月21日と22日、JA新潟みらいファーマーズマーケット
『いっぺこーと』にて、いもジェンヌまつりを開催します。

▶さつまいもの料理教室
親子農業体験教室（新潟市西
区主催）の一環で、9月26日に
教育学部調理実習室でさつま
いもの料理教室を行いました。
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各店舗お菓子の試食・販売
新商品の紹介と試食・販売
いもジェンヌ焼き芋の試食・販売
（メニュー：さつまいものモンブランとスムージー）

その他にも
・いもジェンヌ○×ゲーム(景品あり)
・じゃんけん大会(景品あり)
・めだかすくい
などイベントが盛りだくさんです。

▶いもジェンヌ給食レシピコンテスト
いもジェンヌを使用した米飯
向けレシピを募集。採用され
ると西区内の小学校の給食
で提供されます。
私達も応募しました

今後、いもジェンヌちゃん（キャラクター）の絵本
や食育教材を作成する予定です。

2013,2014年度いもジェンヌまつりの様子

共同開発先（2015年）

いもジェンヌスイーツガイド
いもジェンヌを使用したお菓子を作っていただいている菓子店を紹介。
「いもジェンヌスイーツ」巡りをお楽しみいただけるようなガイドになって
います。

ガトーシェフ三昧堂：
新潟市西区寺尾前通り2-13-10
菓子舗にむらや：
新潟市西区内野町519-1
株式会社新潟総合研究所：
新潟市西区大学南2-25-1
菓子舗田文：
新潟市中央区東堀通2番町365
百花園：
新潟市中央区営所通1番町321
菜菓亭：
新潟市北区葛塚3249番地
しばうま本舗：
北蒲原郡聖籠町蓮潟2989-2
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025-266-0112
025-262-2520
025-263-3625
025-222-4467
025-222-4055
025-387-3536
0254-20-8115

