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1. は じ め に 2. 本学における調理学教育の歴史

これまで，調理学を中心とする一連の科目が，家政 本学における調理学教育の推移を表1に示す。この

系大学・短大において，カリキュラムの主要な分野を 表によって判るように調理学関連科目は，被服学科か

占めていたことは，周知の通りである。 ら生活文化学科までと食物栄養学科から生活科学科ま

本学においても，昭和39年の創立当初から，被服学 での推移について検討する。なお栄養専攻については

科のカリキュラムに調理実習を組み入れ， 3年後の昭 専攻設置の経緯の相違によって今回は省いた。

和42年には食物栄養科が創立されるなど，以来30年の

歴史の中で，中枢的な存在として，発展的にその役割 (1) 被服学科から生活文化学科まで

を果してきた。 本学が創立された昭和39年頃は r料理作り」が女

筆者らは，前号の紀要でも述べたように，平成2年 性のたしなみのーっとされていた。従って調理学2単

の，大学審議会設置基準の大綱化によって，多くの大 位，調理実習通年2単位でスタートした。なお調理実

学が改革を試みようとしたとき，本学においても，既 習に関しては当初より現在まで30年間一貫した履修科

に昭和63年には被服学科が生活文化学科に，平成3年 目となっている。ただし成熟社会と言われはじめた頃，

には食物栄養学科が生活科学科に名称変更を行った。 はからずも生活文化学科と名称変更(昭和田年)して

更に生活科学科は，生活科学専攻と栄養専攻とに専攻 内容も調理の技術や手法を中心にした指導だけでなく，

を分離し，それぞれ新学科の目標に即応して，カリ テーブルコーディネート，テーブルマナー研修なども

キュラムも全面的に検討し，時代を凝視しながら内容 取り入れて美的感覚・独創性などを養いながら新しい

の充実を図った。今回はそれら調理学関連の教育につ 時代に対応した「美しい生活」の担い手になり得る人

いて，その推移と動向・過去と現在を見つめ直し今後 材養成教育指針の一助になっている。

どのような指導によって，魅力ある授業内容を展開す

べきか，考察を進めていきたい。

*広島文化女子短期大学

紳呉女子短期大学

(2) 食物栄養学科から生活科学科まで

昭和42年に開設された食物栄養学科食物コースの教

育目標は「調理に関する科学的知識と調理技術を習

得し一般社会における食生活の能率と向上」となっ

ている。



。、

恐
因
。
h
日

L
V
-

同
即
吾

融
庁
酬
・
述
一
一

叫
嵐
山
市

-
W
4
嗣
柄
引
お
ポ
・
議
決

>>j 
ボ

本学における調理学関連科目の推移

学科名 被服学科 食物栄養科 食品科学専修
生活文化学科調理科学専修

食物栄養学科 食品管理専修 生活科学科

年度 1964 1967 1969 1975 1977 1980 1985 1988 1991 1995 
539 42 44 50 52 55 60 63 H3 7 

学科名 授業科目 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
生活文化学科 調理学 〉

食生活論 5ラ
調理実習

生活科学科 調理学 〉

調理学概論 ，. 
調理学各論 〉

調理学化学 ，. 
食生活一般 、/、
食生活論 、/ 
食事論 ，. 

調理(学)実習 (1.n) *一一う

調理演習 〉

食事論実習(I.n.皿) 〉

調理科学特講 ←ーう

調理特別実習 ，. 
調理研究 3言

調理加工実習 * 
，. 

(食品保蔵実習)

調理学実験(I.n.血.!V) F 一一一一う

調理科学実験 ←一世

調理(科学)実験 * 
，. 

調理化学実験 ，. 

特殊栄養演習 ←一一一一争

特殊栄養実習(保健食実習) 本 5旨

調理衛生学 ----7 
調理衛生学実験 ←....，. 

表 1

( )科目名変更. *科目名変更年注)
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カリキュラムは調理学 6単位，調理実習 8単位で

あった。昭和50年，学生数の増加により調理科学専

修・食品科学専修に分け，調理科学専修は調理加工実

習，調理科学実験関連科目，調理衛生学が加わり，よ

り科学的で専門的な内容になった。一方この頃，食品

公害なとマ士会的な問題が多発しそれに対応するため昭

和52年に食品科学専修は食品管理専修と改めた。また

当時のカリキュラムはバランスの良い献立作りの指導

を目指した食生活一般や乳幼児・妊産婦などを対象に

した特殊栄養実習(保健食実習)更に調理操作中の成

分変化を確実に把握できるよう調理科学実験を設けた。

調理科学専修を特徴づける調理科学特講を置き専門性

を深めるため外部講師を招いてプロの技を間近かに学

んだ。好評ではあったが単位評価が困難なため一年限

りであった。

従来の調理実習がグループ作業のため個人別能力が

見分け難いので調理特別実習を設けた。個人別にテー

マを与え計画し理想的献立を目標としたので学生に

とっては苦渋な自己学習ではあったが，調理技術習得

以外に自立と協調性の効果も予想以上に認められた。

昭和62年には一時限単位の時間が短縮されたので調

理実習の内容を低下させないため調理演習を加えて補

充した。また豊かになって行く社会の変化に伴ってバ

ラエティに富んだ食卓作りを目標にして調理研究を加

えた。

調理科学専修は前述の目標達成のための実践教育で

あった。しかし食生活意識の変化に伴ってこれまでの

ような実験実習は学生達にとっては負担になり，半加

工・調理済み食品も出回りそれほど多くの調理技術を

必要としなくなって来た。しかし当時の学生逮はハー

ドスケジュールをこなしながら熱心に取り組みおのず

から師弟関，友人間の人間関係が生じて行ったのも事

実である。

社会変化の中で大学教育も問い直され新学科は生活，

健康，情報の三本柱を目指した。従来の調理はすべて

食事に科目名を変え，内容も時代に即応して幅広く多

様化している。

3. 調理実習室の目的と設備

前述のように，本学における調理学教育は30年間の

歴史を歩み続け発展してきたが，それにともなって調

理実習室などの施設・設備も充実していった。

本学が創立された昭和39年，本館(1号館) 1階に

“調理実習室・試食室"が設置された。専門教育科目

に組み入れられていた調理実習は 2クラスのみで，使

用頻度は少なかった。その後クラスがふえてくると，

更衣室・倉庫が付設されていない不便さが目立ち，調

理台も規格品であったため，授業展開が困難であった。

昭和42年3月には食物栄養学科棟(3号館)が完成

し，その 2階に“調理H実習室"が設置された。食物

栄養学科の増設にともない規設の“調理I実習室"だ

けでは不足するため，食物栄養学科のために作られた

実習室であった。主に栄養士コースの給食管理実習も

考慮し，大きな特別注文の流し台を 8個備えつけ，実

習の流れを集中管理しやすいように，中央に調理台を

置き，師範のための教卓テーブルも巾広く充実したも

のであった。

昭和52年，学生数の増加にも対応するために，より

専門的なカリキュラムでは，調理学関連の授業科目が

ふえ“調理田実習室"を増設した。ここでは調理実習

はもとより，調理実験・食品加工の実習も可能になり

指導目標を達成できた。業務用の設備を配し，ビー

カーと食器が同居しているユニークな教室であった。

また調理実験室や準備室，機器室，倉庫(ボイラ一室)

も隣接し，能率的な授業が展開できた。試食テーブル

は中央に配置し，講義の時にも効果的であった。

平成3年には新学科と同時に，生活科学科棟 (7号

館)が完成した。老朽化した調理I実習室の大改築も

行ない，試食室も隣接させた。特別注文のテーブルで

は，テーブルコーデイネイトを試みながら楽しんで=食

事ができ，シャンデリアもとりつけて部屋全体のイン

テリアを配慮した。実習室にはハロゲンヒーターや，

各台に大型コンベクションオーブン，電子レンジを備

えつけ機能的な実習室にしあげた。

4. 現在の調理学教育の動向

我々は本学の30年にわたる調理学教育の変遷をみて

きたが，特に生活科学科生活科学専攻においては，時

代の流れにあわせて大きな改革の波をくぐってきた。

平成3年の学科名変更にともない新しいカリキュラム

になって本年で3年がすぎ，教育内容もほぼ目標に近

づきつの区切りがついたと思われる。そこで現在

の調理学教育の教育効果を知り，さらに進展させてい

くために，アンケート調査を行ない検討を試みた。

アンケートは，生活科学専攻の 2年生120名を対象

に，平成 7年2月に無記名で行ない，回収率は100%

であった。
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アンケートのお願い

あなたたち生活科専攻の学生は， 2年間のカリキュラム

で次のように学習してきました。

，食事論
/←一 ¥ 』食事論 』食事論 』食事論
¥ー ー/--実習 1--実習E 実習皿
、食生活論'

この一連の学習について，その効果を識り，今後の参考

にしたいので，下記の問いに答えてください。

1.高校では何科に在籍しましたか。

A.普通 B.家庭(家政 C.商業

D.農業 E.その他( 科)

2.高校で調理実習を学習しましたか。

(]) A. はい B. いいえ

(2) はいと答えた人は，

A.家庭一般で…… B.食物 1. IIで……

3.文化短大の生活科学専攻へは，第一希望でしたか。

A. はい B. いいえ

4.生活科学専攻のカリキュラムに，食事論実習(調理実

習)があるのを知っていましたか。

A. はしミ B. いいえ

5.食事論実習の内容についてどう思いましたか。

(]) A.専門的 B.内容が豊富 C. ものたりない

(2) Cと答えた人は，その理由を書いてください。

6.高校の調理実習と比べて，どう思いましたか。

(]) A.同じ B.違っていた

(2) Bと答えた人は，その途いを書いてください。

7.食事論実習を 2年間学習してみて，入学時のイメージ

とは違っていましたか。

(]) A.違っていた B.イメージの通り

(2) Aと答えた人は，その理由を書いてください。

8.食事論実習は楽しかったですか。

(]) A. はい B いいえ

(2) どちらに答えた人も，その理由を書いてください。

9.特に勉強になったこと，印象に残ったことは，

10.実習の回数と時間は，

(]) 一週間に一回は，

A.少ない B.適当

(2) 一回の実習時間は，

A.短い B.適当

C.多い

C.長い

11.家では科理を作りますか(お菓子作りも含む)。

A. はい B. いいえ

12.食事論実習は，生活の中で役立っていますか。

(]) A. はい B. いいえ

(2) A と答えた人は，具体的に書いてくださ~，。

13. もっと学びたいことがあれば書いてください。

ご協力有難うございました。

図 1 アンケート内容

アンケート内容を図 lに示す。

以下集計結果の主なものを図 2-図 8に示し，それ

ぞれに考察を試みた。

本学生活科学専攻学生の80%が高校の普通科出身で

あり，ほとんどの学生 (97%)が調理実習を履習して

いる。家庭一般の授業の中で履習した学生が71%をし

めているが，中には食物 1. nという専門の授業を履

習した学生が20%いることも注目されるo

生活科学専攻の学生が2年間にわたり受講する食事

論・食生活論→食事論実習 I→食事論実習H→食事論

実習Eの内容について，図 2に示すように83%の学生

が「内容が豊富である」と答えている。しかしその反

面. 12%の少数ではあるが rもの足りない」と答え

た学生がいることも見すごせない。「実習時間が少な

いことJ r高校よりさらに専門的で高度な実習を期待

したにもかかわらず満たされなかったこと」などをそ

の理由にあげている。生活科学科では，生活するため

の巾広い知識を中心に学習しているが，授業科目に

よっては，また学生によっては専門性を追求した学習

内容が必要になってきていると推察される。今後の

調理学教育の課題の 1っとしてさらに検討をしていき

たい。

無回答 (0.9%)

内容豊富 (82.5%)

図 2 食事論実習の内容

次に高校の調理実習との比較を図 3に示す。 78%の

学生が「違っていた」と回答しているが，その違いは

「メニューの豊富さ，豪華さ」をあげ r内容が専門的，

応用的である」と答え rテーブルコーデイネイトな

どを取り入れた楽しい実習であった」と述べている。

従来の“作って食べる実習"だけにとどまらず，我々

が目ざしている“富に処す教育"の効果が徐々にあら

われているものと考察できる。
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無回答 (2.5%)

違っていた (77.5%)

図3 高校の調理実習と比較して

さらに「実習が楽しい」と答えた学生は98%近くを

しめ(図 4参照) iみんなで協力しあえたこと」を一

番の理由にあげている。またテーブルマナー研修や国

際交流実習も効果をあげ，多種多様の実習内容にかな

り満足感を得ていることがわかる。

無回答 (0.9%) いいえ(1.7%)

はい (97.4%)

図4 食事論実習は楽しかったか

その他「魚のおろし方J i 1羽の若鶏の科理J iソー

スの作り方」など「やや専門的な手作りが勉強になっ

た，印象に残った」と答えている。理論だけでなく実

践実技教育の重要性を再認識した結果もみられた。

次に実習の回数と時間について質問した結果を図 5.

図6に示す。 l週間に l回の実習は「適当である」と

73%の学生が答えている。かつて 1週間に 4回も実習

が行なわれていた時期もあったが，現在の学生は，無

理をせず，疲れずの実習を望んでいるようであるo ま

た1回の実習時間(135分)も82%の学生が「適当で

ある」と答えている。我々は内容充実のため，指導時

間を多くとりたいが，学生は必ずしも盛りだくさんの

多い (4.2%)

適当 (73.3%)

図5 実習の回数と時間(一週間に一回)

無回答 (6.6%)

適当 (81.7%) 

図6 実習の回数と時間(一回の実習時間)

内容を望んでいないことがわかる。

図7.図8によると.83%の学生が「家で料理を作

りJ. 88%の学生が「実習は生活の中で役立っている」

と答えている。入学当初，学生たちにとって無関心で

あった食生活の意識が. 2年間の調理学教育の中でよ

り身近なものとなり食生活をコーデイネイトする力を

いいえ(17.5%)

はい (82.5%)

図7 家では料理を作りますか
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無回答(1.6%) いいえ 00.9%)

はい (87.5%)

図8 食事論実習は生活の中で役だっているか

培ったとすれば，当学科の調理学教育は目標に近づい

ているといっても過言ではない。

今回のアンケートについては，本年度卒業生を対象

にして，しかも単純集計のみの報告になったが，次回

は高等学校での学習内容と本学での学習満足度の相関

関係を確認し，また生活科学科スタート時の学生たち

にも追跡調査を行って，卒業後の食生活意識などにつ

いても把握しておきたい。

5. まとめ

生活科学科のカリキュラムに組まれた調理学関連の

科目は，学科の目標に即応して内容を検討し，シラパ

スの作成や，授業内容の計画・実践も相当の改革を試

みたものであった。

めまぐるしく変っていく社会の流れの中で，消費者

の要求を満たそうとする業界が，日進月歩の研究で競

い合い，半加工・調理済みなどの食品を売り出してい

ることも無視できない。学生たちの食事に対する好奇

心も変ってきて，かつての「作って食べる」だけの作

業ではなく，食をとり巻く住空間への関心は美しく装

うことに敏感で，食卓作りのアレンジを楽しみながら

時代を先取りした感性で，将来の豊かな生活設計を期

待している。

21世紀まであと 5年， 21世紀の食事風景はどのよう

に変貌しているのか，様々な予想、をめぐらせるとき，

新しい時代の良きもの，良きことを冷静に選択しなが

ら，家政系大学における調理学教育の重要性を認識し

て，不断の研銭を重ねていきたい。

参考資料

大学審議会:大学教育部会における審議の概要(その

2) ，部会から総会への報告， 1990， 1-6. 

森基子:調理学教育を考える，調理科学， 1988， 

Vol. 21， No. 2: 97. 

松元文子:21世紀の食事論，調理科学， 1988， Vol. 21， 

No. 4: 220-232. 

金谷昭子:調理科学の意義と研究展開の役割について，

調理科学， 1990， Vol. 23， No. 3: 227. 

口羽章子:調理学教育についての一考察，調理科学，

1991， Vol. 24， No. 1: 1. 

中野典子:調理学教育の中の自己点検，調理科学，

1993， Vol. 26， No. 2: 101. 

日本家政学会家政学原論部会活動報告.，家政学と生活

科学とはどう違うか， 日本家政学会誌， 1994， Vol. 

45， No. 2: 193-196. 

中谷延二・片山洋子:生活科学研究科の展望， 日本家

政学会誌， 1994， Vol. 45， No. 11: 1055-1062. 

的場輝佳:奈良女子大学における後継者の育成ー「食

物学」の教育・研究に対する現状とビジョン一 日

本家政学会誌， 1995， Vol. 45， NO.2: 195-197. 

広兼孝信・田村聡一郎・河野紫信:本学におけるコン

ピュータ教育，広島文化女子短期大学紀要， 1993， 

Vol. 26: 2-6. 

福永英子・前回ひろみ:食物栄養学科から魅力ある生

活科学科へ一家政教育改革の中で、の一つの試み一，

家庭科教育， 67， 8: 28-33. 

前回ひろみ・福永英子:調理学教育における新しい試

みー調理学実習に国際交流をとり入れて一，広島文

化女子短期大学紀要， 1994， Vol. 27: 57-64. 

広島文化女子短期大学:学生便覧，昭和41年度一平成

6年度.

広島文化女子短期大学25周年記念写真誌編集委員会:

被服学科25周年記念写真誌， 1989. 

広島文化女子短期大学25周年記念誌編集委員:25周年

記念あゆみ 食物栄養学科から生活科科学科へー，

1992. 

広島文化女子短期大学:創立30周年記念誌， 1994. 



本学における調理学教育(その 1) 11 

Summary 

The practical cooking training in位oduced泊 thepresent new curriculum was carried out w抽 ansubstantia1 

improvement of the content. 1n genera1， the conventiona1 cooking practice was inclined to lay emphasis on the 

work of coo凶19，per se， whereas the present one is carried out enjoying the time by coordinating dish materia1s， 

colors etc. Thus， the ain1 of出is位白血19has recently been changing. Further， we cannot neglect that various 

new food preparations such as processed foods and precooked ones have been brougi1t out in the market by 

everprogressing studies in f，口od加dustry加respondto the consumer's needs. 

Fぽther，students' concems to foods have been changed associated with the tendency they have much interest 

to adom their housing space and themselves. Thus， they have begun to enjoy the arrangement on a table with 

their well-refined sense. 

Now， it is getting near to the 21st centry. Assuming occurrence of a1terations in the diet style of the next 

centぽy，we should select new views and new methods suitable for the future practice of cooking training如 d

improve the cooking education taking a consideration of the significance of the subject. 


