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1.はじめに

平成2年に，大学審議会が設置規準の大綱化を打ち

出し，審議概要の重要な 5項目が示された。その中に

「柔軟かつ多様な教育課程と教育組織の設計J r生涯

学習・国際化・情報化への対応」など画期的な目標が

掲げられ，旧来の家政系学科も多くの課題を担って，

大きな改革を余儀なくされた。

広島文化女子短期大学においても，これまでの食物

栄養学科を全面的に見直して，教育内容の充実と発展

を図った。

学科を生活科学科と名称変更し，カリキュラムも自

由な発想に基づいてフレキシブルなものに組み立て，

新しい一期生の入学と同時にスタートした。

筆者らが担当する調理学実習においても，改革の目

標に即応した授業内容を検討し項目として「国際

交流」も当然とり入れ，豊富な学習の機会が与えられ

るように考慮した。

未だ二年間の試みで，資料不足の内容ではあるが，

国際交流の実習授業が予想以上の反応を示し，効果を

得たので，その一部を報告する。

2. 本学の調理学教育の流れ

生活科学科，生活科学専攻を対称にした調理学教育

関連の科目は，入学から卒業までの 4セメスターを下

記に示すようようなフローチャートで位置づけ，筆者

らが相互に担当している。

*生活科学科

表 1 調理学教育の流れ

( 1年前期(1年後期(2年前期(2年後期)

食生活論¥
>食事論実習 1--;0..食事論実習E→昼食事論実習m

食事論/

直亙互司直亙互~

食事論実習rr.mの中に国際交流をいかに組み入れ

るべきか検討していた矢先，総務部ヵ、ら次年度予算案

作成の書類が配布され，摘要欄に「教育改革に係る項

目J r国際理解教育に係る項目」が呈示されていた。

模索中の筆者らにとってはー遇の好機であり，早速

シラパス(授業計画)や自己点検表の中に組み込んで

容易に計画することができた。

計画の試案としては，食事論実習rr(発展)に一回

( 6月頃実習)，食事論実習m(応用)に一回(1月

頃実習)とし，授業形態は通常の実習と同じく 135分

に収め， 3クラス(1クラス44名-46名)が一回ずつ，

8グループの編成で計画した。

3. 講師イ衣類

学外講師を依頼する場合，まず授業担当者の意図が

理解され，それらを学生に伝授できることが大きな課

題である。まして外国の人であれば，国の特殊性や言

葉などに制約があるので，筆者らは公民館や国際交流

センター，広島県女性会議などに問い合わせ，実際に

交流活動をしている留学生や在日の外国人が紹介され

た。いずれの講師も，日本の若者に好感を持ち，国際

交流のきっかけに賛同的で，打ち合せばスムーズに運

ばれた。
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正式には学科長からの依頼書を送り，講師からは，

レシピーなどの実習資料が返送されてきた。

なお講師謝礼については，各年度予算案の実験実習

費の中に組み込まれている。

4. 講師紹介

講師の氏名・国籍・プロフィールなどについて次に

紹介する。

(1) 曽秋桂女史:台湾出身の女性， 28才，広島大学文

学部大学院に留学，研究は夏目激石，市内の公民館な

どで台湾の文化や料理を紹介するために活躍，在日 6

年，平成5年3月帰国。

(2) 附 s.Manju lW捌:インド出身の女性， 31才，ご

主人が広島大学に留学のため同伴して来日，広島県女

性会議などでインド料理を紹介，在日 3年，ー児の母。

表 2-1 曽秋桂女史のレシピー 1

しやお ろん ぽう

龍 包

哩診ホオ 車斗 ( 5ノにタヨト〉

r小衰弱 8iJ/?プ 卵白 卵 3個卦

・皮{ベーキングパウダ- 1I、事じ2杯 熱 湯 1カップ

tドライイースト 小さじ2杯 71< 1/4カップ

・ネギ 3 本

・ぷたミンチ 300g 

， Lょうゆ 大事1:2杯
・告わせ調味料{お酒 1/2カップ

L 塩 小さ1:1杯

信:Tf"Fり三宅F

①皮由緒掛を会部ポ Mこ入れて熱置をか17る.

さらに、北幸加えτ、手でこねるようにしてよく混ぜた稜.ひとまとめにL

て渇れたフキンをか廿て寝かせてお(.

@ ポールにぶたミンチと告わせ調時事司、みじん切り申ネギを入れて混ぜ、 1I、価包申

あんを作る。

@①町皮を棒拭に丸めて伸ばして.包丁で30偲ぐ与い'0切り骨ける。

@ @を直径B咽ぐらいに手で丸〈伸j1L、②申畠んを大吉巴 1杯づっ乗せて包み込

む。

@下にふ吉んを盤いて、蒸し器田上に並べて、中火で '0-15骨岡田ど蒸すとで

きあがり。

*た れ Lょうが由ぜん切りとごま油としょう油です，辛党由方目、少量申思ほん

曹をλれτも一層美味し〈なります。

α長~G2乙~~~。

(3) Mrs. Mi1agros Torio A阻:フィリッピン共和国出

身の女性， 41才，真亀公民館管理新井氏の夫人，市内

公民館などで，フィリッピン共和国の生活文化・女性

問題・料理の研修リーダーとして積極的に活躍，在日

16年，二児の母。

(4) Mrs. Lika Lezhava グルジア共和国出身の女性，

28才，ご主人が広島大学留学のため同伴して来日，ロ

シア語・英会話の講師など，才媛が望まれて活躍中，

在日 1年8か月，一児の母。

5. 実習情況

(1) レシピーの紹介・事前学習

講師から届けられたメニューのレシピーを，原文の

ままで一週間前に配布し， (表 2-表5参照)材料や

調理方法を訳読して，更に国勢・国情・文化などにつ

いても資料収集をしておくように予告した。

表 2-2 レシピー 2

し宇ん くー る.. ぐんー

香 f1i肉 Ui{

信号本才 和 +ζ5./>、長ヨト〉

-晶申すり身 2008 Lょう油 大さじE拝

-ぷた肉ロース j 50 g .合わせ調味料 酢【鼎〉 文書1:1杯

-ボイル竹甲子 I 00 g ごま油 ;tさ1:I杯

-にんじん l 本 お酒 大さじ l杯

-予しいたけ 3 故 砂羽 1I、古じ 1杯

-にんにく四みじん切り 大古じ 2拝 塩 小さじ l杯

-かつおぷ1-パック ・サラダ油 大古1:2杯

・セロリ由るじん切り lカップ ・カタクリ窃 大吉じ3杯

@("Fりフヲ
①摘にサラダ油をλれて熱した後、にんにミ由み巴ん切りを加えてよ〈妙める。そ

れに拘20 0 Occ白水を入れる.

②@の描にT切り由ボイル竹田子とにんじん、そむに水でもどした干しいたけを入

れτ務却させる，

@誼のすり身Iζ、Lょう抽、酢、ごま油、お摺を1I、さじ ld拝づっ入れてよ4温ぜる。

@完書出血千切りにしたぷた肉ロースを@に包み込み、古事現した@田中に入れる。

@かた〈り扮を11<で溶かして、@の中に入れてよ〈混ぜる.火壱止める苅に、かっ

おぶLとみじん回り田セロリを加える.

由メモグ こしょうを適当に提l)か廿たら美捧しいですよ!

Vも~~
守対止、{JlJ
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表2-3 レシピ-3

総長 わん

丸

@卓才 和子 (5./にうヨト〉

ーむきエピ 4 0 0 g 

-卵白 卵1/2個分

f 庖 1)、さじ 1/4杯

・調味料fお罰 小さじ l杯

、かたく'J扮 大吉じ 2杯

サラダ拍 5カヲプ

-塩こしょう，こ Lょう 1)、さじ 1杯

札場 1)、さじE杯

@ヂ官りフヲ C5 _人.壬子〉

① むきエピの背わたを取って、水気を祇き蕊る。

② エピを少しづっ包丁申腹で押しつぶオ。さらに、包丁E習でまんべんな〈叩いて

ミンチ状にするロ

@②を調味料と一緒にポール由中に入れて、結りが出るまでよ〈混ぜる。

@③を苫浮に取ヮて議〈盛り、親指と人指し指申商から丸〈続。出す。それを71<で

漏らしたれんげです〈い攻り、 150度に熱したサラダ泊で3分位揚げる。

@@を凪に盛り、皿の端にこ Lょうと塩を震〈。

噛メモグ塩こ Lょうを付げて貴べ墨田が、方靖申食べ方ですヨ l

年å6も鑓~g;oð~
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表4-1 Mrs. Miragros A臥 Iのレシピー

差益主翠三星 ノマンシ叩下、，守号ポ・y タ

主主差益 4人企

スパデヲティー(1. 8mm白太さ 300グラム

むきえぴ 200グラム 申で掴 4個

トマトピ品ーレ 1事 かた〈唖こ 大さじ2

エシニタ 2片 めざL 4J!I 

ポテトチヲア li./ヲプ 晶さっき 1東

レモン 1鑓 塩、コショウ タL

水 4i./ップ
サラダ泊 大事巴2

11" I? ïP~>'i:; 

@ スパヂヲティーを柔らかくなるまで掃が<.

@ サラダ請で.エンニクとえぴをHためて.その申立.トマトピューレ.塩.

コショウ、水を加4て、かたくワこでからめる.

@ 水聖書ラたスパグヲチ4ーを大量に謹'J.@の戸レヲシシグをかける.

@ その上に.ゆでmJ.O<テトチップ‘ほごした時ざし.みじん明。したあさっき.

スライスしたレモンを曲る.
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表4-2 レシピー 2

獲UlLi主 τF暗号r;or ~ょ2.，，-..;え

昼過 4 人分

アポカド 1個

牛乳 1リヲトル 砂稽 大苫じ苦杯

車 少し

ま匡よL盆ヱ~

① アポカドを繕半分に切って、種を取っ除<.

@ スプーンでアポカドの身を取り出して、砂語、中乳.車を

ミキサーにか吋る.

表 5-2 レシピー 2

25，;止.7.0必J cs，i，1加 iι • "...，..J 

2. pr...，. cJ，;cJ，.， ~ (Zo勺・ZSoj-tcd，) 
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⑥ L岨十 作pc..... add jo.c1r 似品以

同 cl，，;，cJu，..， "，，-U肉汁叫，和町ブ《ア叫~

(2) 授業の情況

はじめに講師の紹介と料理の内容について説明，そ

の後は通常の実習と同じように，デモンストレーショ

ンを視聴しながら，盛りつけに至るまで講師の指導に

よって進められた。

テーブルコーディネイトは，テーブル花もセットし

表 5-1 Mrs. L泳aLEzhAvAのレシピー
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表 5-3 レシピ-3

B wlh:JKT 
St~ W-. 

[ヲよ噌 p'-叩 J

旬COg 臼 I!ayぬb).(.(̂.Mod i'll") 

~ ヲ'i (加叫t)

生坊と
ぅdオ

¥$0 ec. - ¥VQ+e.rt. 

i.句3
ぅd止ー

与吋 -fwu'/-' 

，Mln品.，，;，明'帰:t

roす》〆@--.- ." 
1000 !心

ぞ?yfJ
「ぷirfM

て，おもてなし風の小パーテイ形式に設えた。試食は

ゲストの先生方も招いて，質問・応答などのトークに

も及び，和気あいあいの雰囲気で盛り上がった。

曽秋桂女史の指導では，大学に学ぶ者同士のふれあ

いで親密さを増し，実習の料理も中華料理志向の学生

にとっては，存分に満足するものであった。食後には
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言葉の勉強 ・歌の学習(表6参照)も組まれて，台湾 け入れていた。婦人リーダー研修会のパンフレット

中国理解が楽しく広がっていった。(表7参照)や民族衣装，コイ ンを見せても らい，ビ

Mrs. Manju Rahirn の指導では，学生たちは特にチ デオによる紹介などもあって，フイリッピン共和国を

キンカレーに興味を持ったようである。数種類のスパ 身近に感じたようである。

イスをブレンドしたほんものの，本場のカレーの原点 Mrs. Rika LEZIlAVAの指導では，なすのたて4枚切

を納得し，ライスに炊いたインデイカ米がカレーによ りを，まな板を用いない包丁さばきの確実さが，学生

く合うことも，敏感に受け止め，下校時には早速購入 たちを魅了した。料理作りの手さばきひとつでも，因

する者もいて，カレー大好き世代には多分に満足であ によって受け継がれてきた文化の違いを認識し，また

ったo 日本でも 日常よ く用いられている素材が，グルジア風

Mrs. Milagros ARArの指導では，人柄から受ける明 の味つけで，その国独特の料理に変わっていくことも

るさとおおらかさで信頼感を増し， 日本人にはなじみ 観察して食の異文化を理解したようである。

にくいと恩われたナンプラー (魚醤)などを素直に受
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(3) 講師からのメッセージ

国際交流実習を行った後で，二人の講師からメッセー

ジが届いたので表8と表 9に紹介する。

6. アンケートから

受講した生活科学専攻の学生134名を対象に，国際

交流実習に対する意識・印象などについて，アンケー

ト調査を行った。平成 6年2月18日に無記名方式，回

収率は100%であった。集計結果の主なものを表10に

示したのでご覧いただきたい。

7. 考察とまとめ

(1) 殆どの学生にとって国際交流は，はじめての経験

であったので，期待も大きく新鮮な印象を受けた。

(2) 事前の紹介や伝達によって，興味をもった学生が

メニュー・レシピーの訳読をし，講師の出身固につい

ても，位置・地勢・国情などを熱心に調べて，資料収

集をするなど，未知の国への好奇心が生じた。

(3) 調理に用いられた素材は，日本の日常的なものが

多かったので，調理方法(切り方・味つけ・加熱方法)

の共通点と相異点を克明に観察し，また慣れない味に

対しでも，異国の食文化を受け入れようと努力した。

(4) 盛りつけやテーブルセッテイングなどの雰囲気が，

学生のセンスに調和していたので満足し，調理方法な
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どと共に，将来の生活に取り入れたいという意欲をも

った。

(5) 講師によっては，ことばの難解な場面もあったが，

相互に理解しようと手ぶりも入れて努力し，コミュニ

ケーションに親密さが加わった。

(6) 講師が日本人に好意的で，日本理解への積極的な

態度や，明るく熱心な指導ぶりに魅力を感じて，精神

的な交流ができた。

(7) 講師と学生のトークを通して，国際理解は料理ば

かりではなく，その国の生活習慣や，若者の意識(人

生観・結婚観など)についても知りたいと思っている

ことがうかがえた。国際理解の意味を認識し，多分の

関心と興味を持っていることを考察した。

8.おわりに

国際交流は二年間で僅か4回の試みではあるが，国

際理解教育のきっかけになり， 21世紀に向かつて生き

る人たちへの指針として必要であると認められる。

学習の提供側としてわれわれは，大学教育のアクセ

スの多様化，学習形態の柔軟化を図りながら，学生た

ちの幅広い教養と学問の基礎作りを重視し，魅力ある

カリキュラム・授業展開について，いっそうの研鈴を

重ねていきたい。
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表7 国際交流と女性の生き方

淘人リーダー続修会

国際交流と女性の生き方

一国際化時代田家庭教育を考える

手段3隼2月21"

フィリピン出身

講師 新井 iラグロス喜ん

首都 マニラ 人 iJ 5. 9 6 8万人

面積 3000.即日Km:t' 主要言語 t"IJピノ語・英語

通 貨 1ドル=25ベソ (1989年現在J

地 勢 西太平洋上に浮かぶ約7100白鳥々からなり、海溝は

深いところで 1万mを越える フィリピンにある大山は

50を数えほとんどが活大山

生 活 熱帯性気慌のため、フィリピシ九は 'J'd，:りせず、ゆ~ < 
相日議を求めて歩〈、目差しの強レ I~ 由目、休息を殺し

んでいる。

西欧文めいの影響によ坦女性白地位 iji~~j <、レディー 77

-^トが守られている η

教 育 小学校5年高等学校4年

大学は41f.5年自年9年('宇都によ q て時なる〕

モダンな設備をもっフィ'ピンl司立k学を始時、フィリ

ピン最古田私立で有名なすントトーマス大学などがある"

(ハーバード大学より 25年む古河、}

表8 Mrs. Miragros ARAlからのメッセ ジ

To: Professor H1romi Maeda 
and to Home Life Science 
Gradua色ing5色udentsof I993-1994 

First of a11 f 1 thank you for the opportunl ty given 

to meet yau and be able色0主eachyou something about my 

country 11 The Republic. of the Philipplnes It was a 

pleasure to prepare 50me of our native delicacies like 

11 Panci色 Palabok 11 and shoVl you the ways of cu危tingand 

sllc1ng frui ts like avocado and pineapple. It was f'un 

and had be en a sort of exerc lse for me walking from the 

train sカationto your university campus. 工adm1rey01:lr 

campus fac11it1es most especially the Depar七men色 ofHome 

Life Science )，1 tchen and dining room. The ki色chenand 

dining room are equipped wiもhu色111ties no one will have 

a problem whether the setting is Japanese， Wesもernor 

Chinese style. 1イtis like preparing food in one I S own 

house. The atmosphere 16 like home Vlhere professors and 

studenもsare like parents or s:iblings which 1 believe uョ

good for hUll!an rela七1onship.

Again my gra念itude and am hoping of seeing you in 

the near future. “Maraming Salamat po n・( Thank you ) 

1n Japanese. 

弘匂w.ðJ.臥~~a...a;..

産 物 果物ー パイナップルパナナマンゴーパパイヤ

花 ーーーラン科に属する花が事い

プーゲンピリアハイビスカス フレーム.. ; IJー

サンハギーータi手国花で・約束するーと言う意味"

バロンタガログ 男性の正装でパイナップル繊維製

強烈に照りつける太陽町下ではネクタイも暑苦しい

もの、政府由高官たちも公式由席で着用する。

日本語 | タガロタ諮

こんにちは ~~~~~dan~ ~~~I)n P!' 

ごきげんい村‘ですか?1K;I"l u ~S t
9 
el P .!) K: r 0 

私は~です A，~ c) ~l ~.}--
品。かとう | 喧3_1 a ma l り

・
さようなら ~， .l !l 1， a ~.n ト

表9 肋 s.Lika LEzMVA iJ、らのメッセ ジ
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表10 アンケートの集計結果(単位 %) 

質問1. m間主流実留について 質lれ，Js. 悶隙克流実清に幸却してMが

則的しましたか よかった:J?1:か

11い 77 いいえ Z:l Jl1師k由品、れあいができた U 

時師由iII身同が珂解できた 31 

到11:12.MにIUI位しました舟 判J1!が鉱にいった 17 

斜越の内務 48 いつも由E駐留より充実した 15 

味について 15 その他

貴文化 12 

11みとの遣い 8 質IHI日 間際克誠実刊は必唖だと

他国町料理を 且旦主ia.-._一一一一一一

学ぶこと 4 はい例いいえ 0

その他 13 どちらとあiiえない 6 

畳間:1. M'O，に佃かを吊J手ましたか 質11:17..z.・唖正と沼、主主S哩l山はWt'甘か

Iiぃ U いいえ 67 他l司的文化を勉強でさる H 

他悶の~I瑚を知iるととができる 25 

質問:J1.卸在脳ベま!-.I，;か 問際究流ができる 20 

問即位回・ I用紙・ I由同町人を知るのは講しい

人"など 55 2 I IIIJl!に向かつてιE・世

主i齢・風上 16 

産物 16 質1::18 今後.悶悶史認実習で学びたい

'I'.m判官l 凶はどこですか

(，主主主 結締

由'1活

フランλ z3 イヲリ 7 21 

>1'問 20 インド 10 

そ的{由 そ町{由 17 
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Summary 

In April， 1991， the name of the fonner Faculty of Food and Nutrition was changed into Faculty of Science for Living 

and its α江討叫awere a1so revised substantia1ly. Exercises in cookery were star1ed wi白 newcontents of education 

focussing on studies of science for living and by taking into consideration changes of socia1 conditions. 

A great m且~ority of students who had ever sc紅 'celyhad experiences of exchange wi白 foreignerslooked forward to 

exercises of internationa1 exchange and achieved deep mental understanding with the school mutua1ly as human beings 

by communicating with her. This practice gave them opportunities to make a great discovery of unknown cu1tures and 

increase international understanding. Thus， they recognize that international exchange is necessary as a course of 

their釦turelife. 

In providing instruction， we wi11 put emphasis on making the base of students' wid←ranging cu1ture and scientific 

knowledge and continue research to make α江riαliaand lessons more charmingゐrstudents by making e笠Ortsto 

diversify acess to college education and ra1ize f1exible manners of le釘ning.


