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特 集 基礎から考える環境問題

2007年９月24日

最小になった北極海の氷の面積 北極海をおおう氷の面

積が，人工衛星による観測が始まった1978年以来，最小

になったことがわかった。海洋研究開発機構と宇宙航空

研究開発機構の共同チームが今年９月24日に観察・記録

したもの。このまま氷の縮小が続くと，気候変動に関す

る政府間パネル(ICCP) が予測する2040年～50年のレ

ベルにまで達してしまうという。

気候変動に関する政府間パネル (Intergovernmental  Panel on
 

Climate Change) 1988年に国連に設立された，各国を代表する気

候変動分野の専門家の集まり。気候変動の「現状と将来予測」， 影

響」， 対策」の３つの作業部会から成る。

北極海の氷の面積は毎年９月に最小となり，冬に最大

になる。今年は７月以降，例年より面積の小さい日が続

いていた。

研究チームは，「氷が減って太陽熱を吸収する海水面が

広がり，それがさらに加熱されて氷が溶けるという悪循

環におちいっている」と指摘し，温暖化がその一因とみ

ている。また，温暖化の要因は，温室効果ガスの排出な

ど，人間の社会活動であることも指摘している。

海水の異変と気候変動 北極では，海氷の縮小だけでな

く気温の上昇傾向も観測されており，海氷減少が温暖化

をさらに加速することも懸念されている。言うまでもな

く北極は，南極とともに大気を冷却する働きをもってい

る。すなわち，赤道付近で暖まった空気は，南極・北極

に流れ，そこで冷やされる。冷やされた大気は地球上を

大きく循環し，世界の気候の安定に役立っているのであ

るが，もし南極や北極での冷却がうまくいかなくなると，

気候は大きく変動し，異常気象を招くことになる。

世界の気候学者は，このような海氷の異変と地球温暖

化との関係について，長年にわたり調べ続けてきた。し

かし，現状では，「温暖化が大きな気候変動の引き金にな

る」というところまではいえるが，科学的な根拠をもっ

て断言できるまでには至っていない。

気温上昇が世界各地に及ぼす影響 地球温暖化の影響

は，南極・北極から赤道地域にまで及んでいる」 気

候変動に関する政府間パネル(ICCP)の第２作業部会が，

今年４月６日に発表した第四次評価報告である。

報告書によると，「地球温暖化現象は，私たちの暮らし

をすでに変えつつあり，近い将来には激変させる」とい

う。気温の上昇で，現存する地球の生物種のなかに絶滅

するものが次々と出てくる。海面温度の上昇で，サンゴ

礁も白化・死滅し，水産資源の分布が変化して漁獲量が

減少する。気候変動に伴う干ばつも起きて水不足が深刻

化し，豪州や北米は穀物生産が減少して，世界の穀倉地

帯としての役割を失うことも予測されている。食料の多

くを輸入に頼るわが国にとって，きわめて重大なことに

なる。

気温上昇による主な影響 (ICCP第２部会報告書による)

１℃上昇すると 高緯度地域で水の利用が拡大し，

中緯度～低緯度にかけて干ばつが増加する 温帯の

落葉樹の12％，低木地の21％，寒帯の針葉樹林の23％，

林地ツンドラの47％が消える 動物の絶滅種が増え，

サンゴの白化現象が進む 種の分布範囲が変化する

1.8～1.9℃上昇すると 主要な165河川のうち63河

川で10％以上の魚類が消える 陸地の生態系による

炭素吸収が飽和状態になり，炭素放出が進行し始める

アマゾンの熱帯雨林，生物種が広範囲に消える

２℃上昇すると 洪水と暴風雨による被害が拡大す

る 数億人が水不足に直面する 海洋の深層循環

が弱まり，生態系が変化する 広範囲にわたってサ

ンゴが死滅する

2.8℃上昇すると 沿岸湿地の６～22％が消滅する

米国，地中海などで渡り鳥の生息地に大きな被害が

出る

４℃上昇すると 沿岸部で年数百万人の洪水被害者

が生じる 世界の沿岸湿地の約30％が消失する

低緯度地域におけるすべての穀物生産性が低下する

その他のいくつかの地域でも穀物生産性が低下する

地球温暖化の脅威

温暖化で世界が激変

北極海の氷が消える

▲衛星観測した北極海の氷(白い部分) 左は2005年に撮影された
当時の最小面積，右は今回撮影された最小面積(中央の黒い点は
北極点周辺のデータのない部分)＝宇宙航空研究開発機構提供

2005年９月22日



わが国も進行しつつある温暖化 報告書は，「アジアにお

いても，気温上昇や降雨量の変化が農作物の生産性を低

下させ，食料不足が深刻化する」と警告している。

現に，わが国も，西日本や九州を中心にここ数年，気

温が上昇傾向にある。特に九州は，亜熱帯になってきて

いるといわれ，４年連続で米の不作に見舞われている。

一等米が減って二等米が増えたのも，収穫量が昨年に比

べて半分以下に落ち込んだのも，米の成熟期にあたる８

月末～９月初めの暑さが原因とされている。

一方，北海道の北部沿岸では，タラコの原料となるス

ケトウダラの集まりがわるくなり，漁獲量が減少してい

る。やがては，私たちの食生活になじみの深いサンマ，

フグなどの漁獲量などにも影響を及ぼすのではないかと

心配されている。

海水温の上昇につれて漁獲可能域は北上する たと

えば，毎年９月に初水揚げされるサンマは，経済水域外

の北方領土にまで移ってしまい，漁獲量が激減する。真

冬の味覚であるフグも，下関産を味わうことが難しくな

る。九州や西日本の近海では，亜熱帯の魚がとれるよう

になる といった日がくるかもしれない。

大きな割合を占める米国・中国の CO 排出量 世界の主

要国の現在におけるCO 排出量を比較すると，米国の

22.1％が最も多く，中国の18.1％がそれに続いており，

この２国だけで全体の40％を超えている。３位はロシア

で，6.0％を占めている。

日本4.8％は，

それに続く第４

位に位置してお

り，比較的大き

な数値を示して

いる。

中 国 の CO

排出量は現在第

２位であるが，

経済成長がめざましいこともあって，近いうちに米国を

抜くのも時間の問題とされている。このほか，インドを

含めた開発途上国のCO 排出量は今後，急激に増えるも

のと予測されている。

1997年12月，気候変動枠組条約第３回締約国会議(ＣＯ

Ｐ３，地球温暖化防止京都会議)が，京都で開催された。

この中で採択された「京都議定書」には，先進国に対し，

６種の温室効果ガス(CO，メタン，一酸化窒素に加え，

代替フロンなど２種の計６種)排出量の削減目標が定め

られている。それによると，2008年～2012年の５年間に，

温室効果ガスの平均排出量を，基準年である1990年比で

約95％以内に減らすことを決めており，国ごとに数値目

標があって，批准国は達成する義務を負う。

その場合，数値

目標の達成を超え

て削減した分につ

いては，その国の

余剰として他国と

取引(売買)できる。

また，技術協力な

どで他国の排出量

を削減させた分を

自己の削減量にプラスすることもできる(京都メカニズ

ム)。この制度を温室効果ガスの「排出量取引」という。

京都議定書は，最大のCO 排出国である米国が不参加

であったこと，韓国・中国・メキシコ・インド・ブラジ

ルなどの計92カ国が非対象となったことなどからもわか

るように，厳しい課題を背負ったままのスタートとなっ

た。仮に日本，ヨーロッパで目標が達成されたとしても，

アメリカや中国の不参加のために，世界全体で排出量が

２％程度しか削減できず，実行性が懸念された。

しかしながら，2005年２月には，批准が遅れていたロ

シアも承認に至って，どうにか発効に漕ぎ着けた。

深刻化する温暖化の影響

世界の二酸化炭素排出量

アフリカ原産の「ツボカビ」

日本で野生カエルに感染

両生類を死に至らしめる「ツボカビ症」が脅威とな

っている。「ツボカビ」は1998年にオーストラリアとパ

ナマで最初に発見されたが，その後，世界各地ではび

こり，カエルの激減を招いている。アフリカ原産のカ

ビの一種で，日本では昨年12月に発見され，今年６月

には野生のカエルへの感染が明らかになった。

カエルの減少は，食物連鎖を通じて生態系にも大き

な影響を与える。カエルを餌にしているサギ，ヘビ，

カンムリワシなどを減少させる一方，カエルが餌にし

ている昆虫の増加をもたらし，農作物に被害を与えた

り，感染症さえ生じる恐れもある。

このような新型感染症にさらされるのは，単にカエ

ルだけでなく，私たち人間をはじめ動物界全体にかか

わる問題であるだけに事は深刻である。

主要国のCO 排出量>

(EDMCエネルギー・経済統計要覧2007年版)

主要国の温室効果ガス削減目標>
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〔注〕2008年～2012年までが目標。京都議定書が定

めたもの。

その他 23.7％

ロシア 6.0％
日本 4.8％

ドイツ 3.2％

英国 2.2％
イタリア 1.7％
フランス 1.5％

その他 7.3％

カナダ 2.0％

米国 22.1％

豪州 1.3％

中国 18.1％

4.8％
インド

韓国 1.8％

京都議定書とCO 削減目標

28

21 21

13 12
７ ６ ６

(注)1990年比。米国は京都
議定書を批准していない



※２

※２

環境家計簿」にチャレンジ

京都議定書におけるわが国の達成目標は，2008年～

2012年の５年間に，1990年比で６％減をはかることであ

る。しかし，現状をみると，2005年には減るどころか逆

に８％も増え，2010年の排出量予測は1990年比で約７％

増加すると見込

まれるので，削

減義務達成は大

変厳しい状況に

ある。

わが国の場合，

国が2005年４月

に「京都議定書

目標達成計画」

を策定し，2010

年度の温室効果

ガス排出量の目

標を，産業部門，

運輸部門，オフ

ィスビルなどの

業務部門，家庭部門ごとに決めており，不足分は排出権

の購入と森林のCO 吸収で補うことにしている。

家庭・オフィスでの課題 家庭部門，およびオフィスビ

ルなど業務部門から出る温室効果ガス は，照明や冷暖

房など電気製品の利用で，日本全体の排出量のうち３割

を占めている。2005年の排出量は，基準年である1990年

との比較からみても，４割も増えている。このようなこと

から，産業部門・運輸部門に加え，家庭部門，オフィスビ

ルなど業務部門でのCO 削減も急務であることがわかる。

一般に，温室効果ガスの95％はCO が占める。

家庭での省エネ 家庭部門だけのCO 排出量をみると，

年間１億7500万トン(2005年)で，日本全体の排出量のお

よそ13％を占める。国が掲げる京都議定書目標達成計画

では１億3700万トン(2008

～2012年平均)の目標が設

定されており，大幅な省エ

ネが必要になっている。

私たちは，地球温暖化防

止のために，何ができるか

ということを常に念頭

におき，電気・ガス・水道

など身近なところから省エ

ネに取り組むことが大切である。

削減目標(1990年比)と現状>

日本 ６％
2005年に８％増え，達成
のメドが立たず

議定書を批准せず７％米国

2020年に20％削減する
目標を設定

８％ＥＵ

米国を抜いて最大の排
出国になる見通し

対象外中国

省エネ技術の導入など
先進国に期待

対象外インド

京都議定書目標達成計画>

エネルギー起源のCO 排出 ＋0.6％

－0.3％非エネルギー起源のCO 排出

メタンの排出

一酸化二窒素の排出

代替フロンなど３ガスの排出

温室効果ガス排出量取引

－3.9％森林によるCO の吸収

－0.4％

－0.5％

＋0.1％

－1.6％

－6.0％計

電気

使用量 CO 排出係数 CO 排出量

( )kg0.39kg/kWh( )kWh

( ) ｍ 2.1kg/ｍ ( )kg

( ) l 6.5kg/l ( )kg

( ) ｍ 0.36kg/ｍ ( )kg

( ) l 2.3kg/l ( )kg

（環境省「我が家の環境大臣 エコファミリー」)

１.毎月の使用量を記入し，

CO 排出量を算出しよう。

２.CO 排出量を３か月

で10％減らすことを目標

に，チャレンジしてみよ

う。

家庭部門での用途別CO 排
出状況>

(2004年)

都市ガス

プロパンガス

水道

ガソリン

暖房
23％

冷房 4％

給湯
23％

厨房 8％

照明・
家電
42％

わが国における達成目標と実行計画 私たちにできること―省エネへの取り組み

地球温暖化防止のために，家庭で「環境家計簿」の記

入に取り込み，CO の発生を削減しようという動きが

広がりつつある。

「環境家計簿」は，１か月分の消費電力，都市ガス，

プロパンガス，水道，ガソリン使用量などを打ち込むと，

家庭でどれくらいのCO を排出したことになるか，計

算できるしくみになっている。

わが国の場合，たとえば１キロワット時(kWh)の電力

消費で0.39kg，１リットル(l)のガソリン消費で2.3

kgのCO が生じると計算している。この0.39とか2.3

をCO 排出係数という。CO 排出係数は，火力発電や

原子力発電の電源構成や電力事情に応じて随時見直しが

おこなわれる。

最近は，家電メーカーや住宅メーカーも，省エネやエ

コロジーの立場から独自の「環境家計簿」を用意してお

り，パソコン入力すれば自動的にCO 排出量が算出で

きる。

環境家計簿」に取り組めば，次の点でメリットは大き

い。

①日々の消費行動とCO 排出量との関連が把握できる。

②家族それぞれに節電の習慣がつくばかりでなく，生活

スタイルも変わる。

③CO 排出量の削減につながるほか，経費の節減にも

なる。

CO の削減をめざして



【切り方の前にまずは包丁の正しい持ち方を 】

シリーズ

＊和包丁 ＊洋包丁

集特 調理の基本事典

女子栄養大学助教 千葉宏子

包丁は，その使い方ひとつで料理のできばえ，

口当たり，味わいなどに大きく影響します。し

かし，料理の基本でもある包丁の使い方を身に

つけることは容易ではありません。

家庭で料理の手伝いをしているうちに包丁を

使えるようになっていた時代とは違い，最近で

は，学校の授業で初めて包丁を手にする学生が

多くなりました。そのような事情もあって，教

育する側も本当に基礎の基礎からの指導が要求

されます。

刃元に親指を軽く当てて残りの指で柄

を握る。皮をむくときの持ち方。

親指をつばに当てて柄をしっかりと握る。

中央から刃元を使って切るときの持ち方。

固いものを切るときは，柄をしっかり握

ることで力を入れることができます。

人差し指をみねに当てて刃先を安定させる。

刃先（切先）を使って切るときの持ち方。

①菜切り包丁…両刃で幅広，比較的薄

い。両刃なので垂直に切るのによい。

②薄刃包丁…片刃で刃が非常に薄い。皮

をむいたり，そぎ切り，かつらむきな

どに適している。（刃先が丸いもの「鎌

形」とまっすぐなものがある。）

③出刃包丁…片刃で厚みがあり重い。

魚をおろしたり，固い骨を切るのに

よい。大きさも大小あり，食材にあ

わせて適宜使う。

④刺身包丁…片刃で刃渡りが長い。刃

先が尖っているもの（柳刃）と刃先が

まっすぐなもの（たこ引き）がある。

⑤牛刀…両刃で刃先が尖っている。肉，

魚，野菜など多様に使える。

⑥ペティナイフ…牛刀の小型のもので，

皮むきや飾り切りなどの細工などに

用いる。

そこで，今回は「切る」をテーマに基礎の指導方法を取り上げて

いきたいと思います。

①菜切り包丁 ③出刃包丁(大，小)

柄つばみね

刃先(切先) 中央から刃元 刃元

腹

包丁の種類

テーマ 切る」(その１)

⑤牛刀

②薄刃包丁
④刺身包丁(柳刃，たこ引き)

⑥ペティナイフ



写真５

写真２ 写真３

写真７

写真４

写真６

写真１

切るときの姿勢

包丁を正しく持つことをマス

ターしたら，次はまな板の前に

立ってみましょう。

調理台から握りこぶしひとつ

分ほど離れて立ち，足幅は肩幅

くらいに開きます。背筋をまっ

すぐに伸ばし，利き手側の足を

半歩くらい引いて，やや斜めに

立ちます。

切り方：はじめの一歩

まずはじめに，切り方・包丁の

持ち方を練習するには「きゅう

りの薄切り」がよいでしょう。

１本のままでもよいですが，左手で押さえるのに安定が悪

いので，はじめはたて半分に切った半月の薄切りの練習が

扱いやすいです。

薄切りやせん切りをするときには，左手の扱い方が非常

に重要になります。初めて包丁を持ち「切ることが怖い」

と思う人のほとんどは，左手の扱い方が上手にできないこ

とが多いです。

切るときの手順

包丁を持ち，親指をつばに当てて柄をしっかりと

握ります(p.５中央の写真)。左手の扱いは，指先を曲

げてきゅうりを押さえ，指の関節に包丁の腹を当て

ます。包丁の腹に当てることで厚さの調節をします

が，関節(指)を包丁に当てながら切ることを，はじ

めはどうしても怖がります。写真１，２，３のよう

に関節を動かすことを何度も繰り返します。また右

手の包丁は前に押し出すように動かします(写真４，

５)。動かすときに包丁の刃が上がりすぎないように

注意します(写真６)。左手が包丁から離れていない

かを常にチェックしましょう(写真７)。

包丁を前に押し出そうとしていると
ころ。

包丁の腹に関節を当てているところ。 関節を動かし，厚さの調節をしてい
るところ。

左手が包丁から離れて切っていると
ころ。

包丁の刃がきゅうりに当たるところ
(刃の中央部分)。

包丁の刃を上にあげすぎて左手の関
節を切ってしまいそうなところ。

左手関節を曲げてきゅうり(半月)を
押さえている。

間違い 間違い



①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

①

②

評価

薄切りしたきゅうり10枚ほどを元の状態に並べ直し，

厚さが均一であるかを評価します。均一でない場合は左

手の扱い方が安定していませんので，もう少し練習が必

要です。回数をこなすことで上達しますが，ポイントを

おさえて指導するとより早く上手に切ることができます。

半月の薄切りができるようになったら，１本のままで

輪切りの練習をしましょう。

練習したきゅうりを料理に

きゅうりとわかめの酢の物(４人分)

きゅうりの薄切り(輪切り) 200g

塩 小さじ
1
2

水 大さじ１

わかめ(もどして) 40g

青じそ ４枚

みようが ２個

しらす干し 20g

＊合わせ酢

酢 大さじ１
1
2

砂糖 小さじ２

塩 小さじ
1
4

しょうゆ 小さじ
1
2

薄切りしたきゅうりをボウルに入れて，塩と水をふりかけ

てよく混ぜ，しばらくおく。水けが出てきてしんなりして

きたら水けを固く絞る。

わかめは熱湯にさっと通して水にとる。水けを絞って一口

大に切る。

青じそはせん切り，みょうがは小口切りにしてそれぞれ水

につけアクを除く。少しおいて水けをきる。

しらす干しはさっと洗い，水けをよくきる。

合わせ酢をつくる。

ボウルにきゅうり，わかめ，青じそ，しらすをあわせ，合

わせ酢を加えてあえる。

器に盛りつけ，みょうがを天盛りにする。

きゅうりのナムル(４人分)

きゅうりの薄切り(半月または輪切り) 300g

塩 小さじ
1
2

水 大さじ１

ａ

⎧

｜
｜
｜
｜
⎨
｜
｜
｜
｜

⎩

長ネギ(みじん切り) 大さじ１

しょうが(みじん切り) 小さじ１

白ごま(荒く刻む) 大さじ２

しょうゆ 小さじ２

砂糖 小さじ
1
2

ゴマ油 小さじ１

一味唐辛子 少量

薄切りしたきゅうりをボウルに入れ，塩と水をふりかけて

よく混ぜ，しばらくおく。水けが出てきてしんなりしてき

たら水けを固く絞る。

aの材料と調味料を混ぜ合わせ，絞ったきゅうりをあえ

る。

良い例

悪い例



データを読む

図１ 図２

図３

図４

人の一生と家族・家庭

授業に活用できる更新データ カッコ内は第一学習社教科書の

掲載ページや関連ページを示す

高校生の人生の目標(各国比較)

(家庭基礎p.10，家庭総合p.10)

((財)日本青少年研究所「高校生の意欲に関する調査」，2006年)

少年の悩みや心配事(中学生)

(家庭基礎p.10，家庭総合p.10)

(内閣府「低年齢少年の生活と意識に関する調査」，2006年)

夫は外で働き，妻は

家庭を守るべきであ

る」という考え
家庭基礎p.12，

家庭総合p.12

内閣府「男女共同参画社会に
関する世論調査」，2007年

男女の年齢

別就労状況
家庭基礎p.12，

家庭総合p.12

(総務省「国勢調査」，2005年)



図５ 図６

図７

図８

図９

図10

保育と福祉

就業者および管理職業従事者に占める女性の割合各国

比較 (家庭基礎p.14，家庭総合p.14)

(厚生労働省「放課後児童健全育成事業の実施状況」，2005年)

(内閣府「男女共同参画社会白書」，2005年)

男女間における賃金格差各国比較

(家庭基礎p.14，家庭総合p.14)

(内閣府「男女共同参画社会白書」，2005年)

両立支援策でよく利用されているもの

(家庭基礎p.15，家庭総合p.15)

親子の接触時間 (家庭基礎p.18，家庭総合p.18)

(内閣府「企業における子育て支援とその導入効果に関する調査研究」，2006年)

(内閣府「低年齢少年の生活と意識に関する調査」，2006年)

放課後児童クラブの実施状況

(家庭基礎p.45，家庭総合p.49)

(厚生労働省「人口動態統計」，2006年)

出生数と出生率

(家庭基礎p.44，家庭総合p.48)



高齢社会と福祉

消費・環境

(厚生労働省「社会福祉行政業務報告」，2006年)

図11 児童虐待の実際

(家庭基礎p.46，家庭総合p.50)

図12 児童相談所における児童虐待の処理件数の年次推移

(家庭基礎p.46，家庭総合p.50)

(厚生労働省「社会福祉行政業務報告」，2006年)

図14 高齢者虐待の種別 (家庭総合p.66)

図15 被虐待高齢者と虐待者との続柄

(家庭総合p.66)

厚生労働省 高齢者虐待の防止，高齢者の養護者に対する支援等

に関する法律に基づく対応状況等に関する調査結果」，2006年

厚生労働省 高齢者虐待の防止，高齢者の養護者に対する支援等に関

する法律に基づく対応状況等に関する調査結果」，2006年

図13 わが国における平均寿命の推移

(家庭基礎p.48，家庭総合p.56)

1970年以前は沖縄県を除く値を示す。

(厚生労働省「完全生命表」簡易生命表」，2006年)

(総務省「家計調査」，2006年)

図16 消費者物価指数

(家庭基礎p.61，家庭総合p.73)



図19

図17

住生活

食生活

図20 住宅性能表示制度の実施状況 (家庭総合p.199)

図18 食品循環資源の用途別再生利用の状況

(家庭基礎p.87，家庭総合p.101)

(環境省「食品リサイクルの現状」，2005年)
表１ 食中毒の発生状況 (家庭基礎p.101，家庭総合p.115)

事件数 総数 １月 ２月 ４月３月 ７月 ８月６月５月 11月 12月10月９月

128 137 182178120 109 15615080 8173971,491総数

細菌 774 30 27 4627 124 1408660 46 286298

3 2 1―2 ― 24― ―1―15化学物質

ウイルス 504 59 43 2145 9 477 124 150278

8 8 128 9 481 4――53不明

3 1 ――2 ― ―1― ―――7その他

自然毒 138 8 2 107 4 6741 6 2378

235 1,475 11,5476,220215 922 1772721,990 1,4131,3071,92327,696

172 ― 43 ―― 31 15―28 ― 8641

1,152 909 187284822 1,031 1,5262,216139 6822214979,666

39,026 2,432 1,573 2,2102,152 2,740 1,7612,2851,284 6,550 11,7632,7291,547

９月 10月 12月11月６月 ８月７月５月３月 ４月２月１月総数患者数

自然毒

その他

不明

ウイルス

化学物質

細菌

総数

511 12 2 3113 125 94592 22 1812814

102 210 324125 287 347910 84――958

23 ― ― ―― 17 ――2 ― ―13

(厚生労働省「食中毒発生状況」，2006年)

(国土交通省「全国屋上・壁面緑化施工面積調査」，2006年)

屋上緑化・壁面緑化施工面積の累計

(家庭基礎p.151，家庭総合p.197)

国土交通省「住宅の品質確保の促進等に関する法律に

基づく住宅性の表示制度の実施状況について」，2006年

一般廃棄物の総資源化量とリサイクル率の推移

(家庭基礎p.77，家庭総合p.89)

(環境省「一般廃棄物の排出及び処理状況などについて」，2005年)



最新記事からピックアップ

障害者への意識 日本人の寿命

広がる「認定子ども園」

夫は外，妻は家庭に」

日米独で実施した「障害者の社会参加促進等に関する

国際比較調査」の結果を，この10月23日，内閣府が発表

した。それによると，日常生活の中での障害者に対する

イメージや意識の面で，わが国と米・独とでは相当な差

があることがわかった。

調査は今年２～３月，20歳以上の男女を対象に日本は

面接，米独は電話で行い，いずれも1000人超の回答を得

たもの。

内閣府が発表した「男女共同参画社会に関する世論調

査」によると，「夫は外で働き，妻は家庭を守るべきだ」

に反対する人の割合が52.1％と，1992年の調査開始以来，

初めて過半数を超えた。内閣府では，「男女の役割を固定

的に考える傾向に変化がみられる」（男女共同参画局）と

分析している。

ただ，現実の家事分担では，妻の仕事として「食事の

支度」をあげたのが85.6％，「掃除」も75.6％と高い。ま

た，仕事と家庭のどちらを優先するかでも「仕事を優先

する」は男性40.2％であったのに対し，女性は17.3％で

あった。男女の仕事と家庭に対する考え方には依然とし

て開きがみられる( p.８参照)。

2006年の日本人の平均寿命が男女ともに過去最高を更

新したことが，2007年７月25日の厚生労働省の発表から

わかった。

女性は85.81歳で22年連続で長寿世界一となり，男性は

79.00歳で，アイスランドに次いで昨年同様，二位となっ

た。前年に比べると，女性は0.29歳，男性は0.44歳伸び

たことになる。

厚生労働省は「インフルエンザが流行しなかったこと

に加え，がん，心臓病，脳卒中という３大死因の治療成

績が向上したため」と分析している。ちなみに，女性の

二位は香港の84.6歳(05年)，三位はスペインとスイスの

83.9歳(同)であったが，男性の一位はアイスランドの

79.4歳(06年)，三位は香港の78.8歳(05年)であった。

幼稚園と保育所の機能を統合した「認定子ども園」制

度が2006年10月にスタートしてから１年，働く親にとっ

ては，子育ての家庭状況に柔軟に対応できる制度として

利用が増えつつある。

従前の保育所は，開設時間が長くてよいのだが，親が

仕事で日中不在の状態にある子どもでないと通えない。

一方，幼稚園は，だれでも通えるが開設時間が短い

というデメリットがあった。しかし，「認定子ども園」で

あれば，

①０～３歳クラスは保育所，４～５歳児は幼稚園に通い，

一貫した保育・教育を受けることができる。

②開設時間が長く，幼稚園と保育所の両者の機能が活用

できる。

③保護者の状況によらず，「地域の子どもが一緒に過ご

せ，多様なかかわりができる」。

④仕事や家庭状況の多様な保護者が集まるので，地域の

人間関係づくりの場にもなる。

などの利点がある。

認定子ども園」のタイプには，幼稚園と保育所が統合

質問 米 独

81.9％

16.4％

87.4％

12.2％

53.7％

45.4％

87.1％

9.4％

１.障害のある人は，ない人と同じような

生活を送っていると思うか

ａ.思う

ｂ.思わない

２.障害者と接するとき，意識するか

ａ.意識せず接する

ｂ.意識する

日

18.8％

74.8％

36.3％

60.7％

1992年

34.0％

60.1％

質問

夫は外で働き，妻は家庭を守るべき」と

いう考え方について

ａ.反対

ｂ.賛成

52.1％

44.8％

2007年

キーワード

大きい日本と米独の差

毎日新聞2007年10月24日付

男女とも過去最高

文部科学省・厚生労働省，「幼保連携推進室」資料などによる

厚生労働省2007年７月26日発表

日本経済新聞2007年９月30日付

反対，初の過半数



日本脳炎

児童虐待

高齢者虐待

国民年金

朝食とるのが正解

食料自給率

した「幼保連携型」，幼稚園が母体であるが保育所機能を

もつ「幼稚園型」，保育所が母体であるが幼稚園機能をも

つ「保育所型」のほか，地方自治体の裁量で独自に必要

な機能を果たす「地方裁量型」がある。

日本脳炎の新型ワクチンの開発が遅れ，定期予防接種

の再開が早くても09年度にずれ込む見通しとなった。

旧型ワクチンによる定期接種は，重い副作用が出たこ

とから05年に中止されたまま。今年の夏から新型ワクチ

ンを供給する運びになっていたが，さらに延期になると

いうことで，予防接種の空白期間が４年以上になり，専

門家から感染拡大を懸念する声も上がっている。

そもそも日本脳炎は，予防接種法に基づき12歳になる

までに４回受けることが努力義務になっているが，厚生

労働省は，旧型ワクチンの接種によって運動障害などの

副作用が出た05年７月，自治体に対して「接種の積極的

な勧奨をしない」ことを勧告し，現在に至っている。

今年１月～６月における児童虐待事件の検挙件数は前

年同期比24.2％増の149件で，統計を取り始めた2000年以

降，最多を記録したことがわかった。

警察庁のまとめによると,児童虐待の検挙人数は164人，

被害児童は157人で，いずれも最多。虐待で死亡した児童

は昨年よりも10人減り，18人だった。

加害者は，実母が

48人，実父が45人で，

合わせると検挙人員

の６割を占めた。被

害児童は１歳未満が

最も多くなっている( p.10参照)。

家族や親族による65歳以上の高齢者への虐待が，昨年

度は全国で１万2575件に上ることが，厚生労働省が行っ

た 高齢者を対象とした虐待調査」(速報値)からわかった。

昨年４月から施行の高齢者虐待防止法に基づく初の調査

となる。

家族・親族による虐待では，８割以上は同居の家族に

よるもので，被害者の６割は介護が必要な認知症の高齢

者だった。在宅介護の難しさが家族を追いつめ，虐待に

発展していく実態が浮かび上がった。

家族・親族から虐待を受けた高齢者は，女性が77％と

多く，80歳以上が約５割を占める（ p.10参照）。

2006年度の国民年金保険料の実質納付率が49.0％とな

り，初めて５割を切ったことが社会保険庁の調べで明ら

かになった。

社保庁は，これまでに06年度の納付率を66.3％と公表

してきたが，この数値は保険料を免除されている人を算

入しなかったものであり，実質納付率ではなかった。全

加入者でみた場合，保険料を払っているのは２人に１人

にも満たないことになり，国民年金の空洞化がいっそう

進んでいる実態が明らかになった。

06年度の国民年金加入者は2123万人。このうち，未納

者は322万人だが，未納とは別に，所得が低いために保険

料を免除されている人が320万人，猶予されている人が

208万人いる。01年度に54.2％あった実質納付率は低下の

一途をたどっているのが実情である。

文部科学省の全国学力テストにおいて，生活習慣と学

力との関係の調査結果により，「基本的な生活習慣がしっ

かり身についている子どもほど，テストの成績もよい」

との傾向が浮かび上がった。

朝食を毎日食べる子どもと，まったく食べない子ども

では，小学校の国語Ｂや中学校の数学Ｂにおいて，平均

正答率に約20ポイント近い差が出た。また，「家の人と学

校での出来事について話をする」「学校のきまり・規則を

守っている」と答えた子どものほうが，そうでない子ど

もよりも正答率が高い傾向にあった。

2006年度における日本の食料自給率は39％に下がり，

冷夏でコメが不作だった1993年度の37％に次いで，13年

ぶりの低水準だったことが農林水産省の発表でわかった。

自給率が39％ということは，日常の食卓に並ぶ料理のお

よそ６割を輸入に頼っていることになる。

世界の食料需要がひっ迫する中で，国として安定供給

の方策の練り直しが迫られている。

虐待行為の内訳(2007年１～６月)

身体的虐待

性的虐待

怠慢・拒否

113件

27件

９件

120人

27人

10人

被害児童数件数

予防接種の再開，09年度以降に

毎日新聞2007年８月29日付

警察庁のまとめ，2007年10月８日

最多に

2006年度は１万2575件

毎日新聞2007年９月22日付

社会保険庁発表，2007年９月26日

保険料，06年度の実質納付率，半数割れ

日本経済新聞2007年10月25日付

全国学力テスト分析

農林水産省のまとめ，2007年８月10日

40％を割る



だんご入りきのこ汁」

スローフード・スローライフ

校舎・寮

農場
牧草地

富山県は，３千m級の急
きゅう

峻
しゅん

な山々に囲まれ，そこから

流れ出る雪解け水によって形成された肥
ひ
沃
よく
な扇状地，そ

して急激に海底が深くなり天然の生
い
け簀
す
といわれる富山

湾といった豊かな自然に囲まれています。昔から美味し

い水・米・魚などを容易に手に入れることができ，そこ

には彩り豊かな食文化が形成されてきました。

本校はその富山県のほぼ中央，山間地の中腹に位置し，

広大な敷地(36万m )と豊かな自然環境を有する県下唯

一の農業科単独の全日制高等学校です。文部科学省より

農業経営者育成高等学校の指定を受け，入学時から１年

間の義務入寮期間があります(２・３年生は希望入寮制)。

４年前の平成15年に学科改編が実施され，それまでの

農業科・園芸科・畜産科・生活科学科の４学科から，次

のような３学科６コースになりました。

本校では，１年次に全員が調理実習を体験し，その後

３年次には食品加工コースの生徒たちがさらに専門の科

目の中で調理実習を体験することができます。

本校の生徒たちの大半は寮生活をしているため，朝昼

夕の３食ともに食堂での給食を利用しており，バランス

のとれた食生活を送っています。また，食堂で使用する

食材には，本校で作った「中農米」や，野菜(トマト，大

根，白菜，ブロッコリー等)を利用できるという，とても

恵まれた環境にあります。しかし，富山県の伝承料理に

は，学校でも家庭でもほとんど親しむ機会がないという

のが実状です。富山の自然に育まれた「地のもの」を，

昔ながらの調理法で味わい，そしてまた次の世代にも伝

えていく。「地産地消」を学ぶという意味においても，ま

た農業高校の生徒だからこそ，なお一層のこと伝承料理

を学習してほしいと願っていました。

富山県では，平成11年からとやまに伝わる食文化を後

世に伝えていこうと，とやまの優れた「ふるさとの味」

の伝承活動を積極的に行っている人材を発掘し，「食の伝

承人」として認定を始めました(現在約60名）。

そこで本校では，毎年これらの「食の伝承人」を講師

として学校に招き，生徒たちに富山の伝承料理に親しむ

機会を設けることにしました。

学科改編前は，生活科学科３年の「食物」の授業で，

学科改編後はバイオ技術科食品加工コース３年の「食品」

「フードデザイン」などの授業で，講師招
しょう

聘
へい
を継続的に行

っています。毎年どのような伝承料理を学習するかは，

履修生徒たちの希望を最優先し，講師の先生との日程を

調整して決定します。

これまでに，「手打ちそば」「いもおはぎ(サトイモのお

はぎ)」「イカのもち米詰め煮」「げんげ汁（富山湾に生息

するげ
・
ん
・
げ
・
という名前の魚のおすまし)」などを学ぶ機会

がありましたが，ここでは「だんご入りきのこ汁」と「お

酢わい」を紹介します。

米どころ富山では，だんごを好んで食べます。「３日の

だんご」といって，赤ちゃんが生まれて３日目には，母

親がだんご汁を食べ，親戚や近所にだんごを配る風習が

今でもあります。

だんご入りきのこ汁」は，田んぼで取れた米，畑で取

れた野菜，そして山の幸きのこを入れてつくる，身も心

もあたたまる郷土色豊かな一品です。

食品加工コース

生物工学コース

環境緑化コース

園芸福祉コース

動物科学コース

バイオ技術科

園芸デザイン科

作物科学コース
生物生産科

ふるさとの味」を伝承する

だんご入りきのこ汁とお酢わい

富山県立農業高等学校：浦上 敬子 教諭



お酢わい」

【つくり方】

＜下準備＞

１.ごぼうはささがきにして，水にさらす。

２.白菜・にんじん・うす揚げは，短冊切りにする。

３.里芋は，皮をむいて角切りにする。

４.ねぎは，小口切りにする。

５.鶏肉は，一口の半分程度に切る。

① ボウルにだんご粉を入れ，熱湯を注ぎながら耳たぶくらい

の固さになるまでこねる。

② ①を棒状に伸ばし，２cmくらいに切り，丸めた後，湯通

しし，冷水にとる。

③ だし汁を入れた鍋に，②とねぎ以外の切った野菜とうす揚

げ，鶏肉を入れて煮る。

④ 煮立ったら，きのこを加え，Aで味を調える。

⑤ 器に盛り，ねぎを散らす。

お酢わい」とは俗にいう「大根なます」のことです。

お正月料理や精進料理として富山では広くつくられてお

り，それぞれの家庭ごとの味があります。

【つくり方】

＜下準備＞

１.大根･にんじんは，それぞれ５cm長さのせん切りにし

て，薄塩(材料外)をしておく。

２.うす揚げは油抜きし，幅１cmくらいに切り，それを３

等分に切る。

３.ゆずの皮はせん切りにする。

① うす揚げをさっと煮て，Aで甘辛く味つけする。

② 大きめのボウルにBを入れてよく混ぜ，昆布を加える。

③ 水けを固く絞った大根・にんじんとゆずの皮と①を，②の

中へ入れ，５時間以上おいて味をなじませたら
⑴
昆布を除

く。

※実習時は⑴を省略する。

本校は農業の専門高校ということで，普通科の高校に

比べ実習をしやすい環境にあることは間違いありません

(家庭科は２時間連続の授業がほとんどです)。また，専

門科目を展開しているため，生徒たちは調理実習に慣れ

ており，手早く実習を進めることができます。このため，

２時間の授業の中で，外部講師の先生から説明を受け，

その上で自分たちの実習を終了することができます。

普通科高校などにおいて，このような授業展開を行う

ことには大変な苦労を伴うことが予想されますが，たと

えば補習期間中などに時間割を融通し，このような実習

体験を生徒たちに味わわせてあげられればと思います。

核家族化が進むなか，祖父母から伝わることの少なく

なったその土地伝来の郷土料理。私たち教師がその伝承

の一翼を担うことができれば，こんなにうれしいことは

ないと感じています。

参考事項

食の伝承人」の講師派遣は富山県内無料(平成19年10月，「食

の伝承人」は「とやま食の匠」として認定・改称されました。)

問合せ先：富山県農林水産部 農産食品課 Tel.076-444-3271

※きのこは，しめじ・しいたけ・なめこ・まいたけなどの，旬

の手に入るもので。

15g

65g

４カップ

100ml

50ml

少々

ねぎ

だんご粉

だし汁

A (調味料)

しょうゆ

みりん

塩

200g

30g

30g

20g

20g

６個

50g

きのこ

ごぼう

白菜

にんじん

うす揚げ

里芋

鶏肉

だんご入りきのこ汁材料(４人分)

100ml

大さじ５

小さじ１

５cm

 

B(調味料)

酢

砂糖

塩

昆布

300g

60g

30g

少々

適宜

適宜

適宜

大根

にんじん

うす揚げ

ゆずの皮

A(調味料)

砂糖

塩

しょうゆ

お酢わい材料(４人分)
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■食品・料理の種類が充実

■栄養計算をサポートするオリジナル機能

■調理手順を参照してレシピ代わりに

■学習に役立つコーナーも充実

■

■

教科書

データサイト

新規開設

栄養計算できる

ＷＥＢサイト※利用料は無料

■

■

携帯電話で簡易計算できます
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札 幌☎011-811-1848 仙台☎022-

つくば☎029-853-1080 東京☎03-5

名古屋☎052-769-1339 神戸☎078-

福 岡☎092-771-1651 金沢☎076-

＊本88130Ｐ13

画面上：選択した

画面下：入力した

▲栄養計算の画面イメージ

家庭科サポート

五訂増補日本食品成分表1878品目全データの

ほか，市販食品・外食メニュー，生活ハンド

ブック つくってみよう 」，一般料理などを

豊富に収録しています。

食品の分量を入力するだけで，可食部の重量

が自動計算されます(廃棄率の計算は不要)。

グラム以外の単位でも入力可能。

一人あたりの料理ごとの栄養摂取比率が計算

され，グラフで確認することができます。

収録した料理には，材料の分量だけでなく調

理手順の情報もあるので，レシピ集としても

使えます。また，ご採択の先生は「Myページ」

が利用でき，レシピの保存が可能です。

リンク集やキーワード解説など，家庭科学習

に役立つ情報も収録しています。

第一学習

トップ

トップ

教科書に掲載の図表から，利用度の高い

イムで提供します。

直接閲覧のほか，プロジェクター利用に

の作成にもご利用いただけます。

五訂増補 日本食品標準成分表 準拠

簡易型として10種類程度の栄養計算が気軽に

できます。

カロリーを運動量に換算したり，運動量を消

費エネルギー(カロリー)に換算できます。

食品名をクリックする

と食品に関する詳細説

明が表示されます。

グラム以外の単位でも

分量を入力できます。

食

で

とやまの伝承料理」

実習風景

富山県立中央農業高等学校では，県が認定し

に親しむ授業を行っている(p.14，15参照)。
デモ版公開中

パソコン→

携帯電話→

// / /

// / / /
発行所 教育図書
出 版 第一学習社

発行者 松本 洋介

http://www.daiichi-g.co.jp/

〒102-0082 ☎03－5276－2700

〒564-0044 ☎06－6380－1391

〒733-8521 ☎082－234－6800

271-5313 新潟☎025-290-6077

803-2131 横浜☎045-953-6191

937-0255 広島☎082-222-8565

291-5775

誌掲載記事の無断複製・転写・転載を禁じます。

食品ごとの栄養成分表示。

食品･料理の栄養成分を1人あたりの食事摂取基準と比較。

社HP：http://www.daiichi-g .co.jp/

ページ」にあるバナーをクリック，もしくは

ページ→教科学習情報：家庭」からご覧ください。

ものを中心に，最新の更新データをリアルタ

よる授業展開，ダウンロードしての学習資料

スクロールして全栄養

成分を参照できます。

グラフ表示で栄養摂取比

率が一目で確認できます。

事摂取基準との比較

過不足を色別表示。

た「食の伝承人」を講師に招き，「とやまの食文化」

http://www.daiichi-g.co.jp/
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