台風が来たら、鍋とカセットコンロでごはんを炊いてみよう 🍙
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沖縄の「子ども貧困」の現場と「食」／自炊力で「生きる力」を育む

巻末資料 アルミ缶・ポリ袋炊飯実験 データ

Opening
「沖縄自炊学」とは
子どもであっても、自分でごはんを炊いて食べる力が身に付いていたら、災害や貧困などの危機に直面しても、
自力でなんとかしようという気持ちが現れ、乗り越えることができます。2000 年以上にわたって私たち日本人の
主食かつエネルギー源であり続けてきたごはんは、日本の家庭ならどこもストックされており、調理の失敗が少
なく簡単・安全に炊くことができ、なおかつ価格が安いので、少しの技術があればすぐ実行できます。
茶碗１杯分（約 0.5 合）のごはんは、エネルギーが 252kcal、価格わずか 25 円程度です。他の食品との相性が
よく、簡単な副食と共にいただくと、100 円もかけずに１日に必要な栄養素やエネルギー量を手軽に、おいしく
摂ることができます。おにぎりは、その代表格といえるでしょう。現在は多くの家庭に炊飯器がありますが、米
と水と火の関係を考えながら鍋で炊く方法を知っていると、困難時でも平時に近い食を維持できます。
一方、災害時の副食づくりで最も力になってくれるのが味噌です。昔から沖縄で最もよく使われてきた調味料
です。あまり知られていませんが、実は沖縄でも各家庭で普通に味噌づくりが行われていました。１回作ると、
２年間は食べ続けることができました。保存期間が長いほど家の誇りになり、自慢しあったといいます。電気や
冷蔵庫のない時代に、亜熱帯特有の高温多湿気候でも長期保存が可能な、すぐれた食品だったわけです。
米と同様、味噌はどこの家にもある食材です。しかも、ダシや具材が入った湯に味噌を溶くだけで味噌汁がで
き、簡単・安全に調理できます。かつお節や昆布といった沖縄の伝統食材、さらには島野菜を合わせることで、
うまみと栄養価は飛躍的に高まります。味噌は栄養に富むだけでなく、発酵食品として体の抵抗力を強める機能
があります。現在はスーパーで買うものになっていますが、手軽さと栄養価の高さは昔と変わりません。栄養欠
乏とストレスで体調を崩しやすい災害時に、極めて有効な食品です。

防災機能も持つ、沖縄の食文化
このように沖縄の食文化には、米やかつて主食だったイモも含め、食べ物が傷みやすい亜熱帯・高温多湿の気
候での保存を前提に発展した食材・食品が多くあります。根菜や肉、魚も保存できるよう、各家庭で加工されて
きました。時代や社会の変容とともに本土や外国から移入された加工食品が加わり、多様で豊かな保存食の体系
が作られてきたことは、意外に知られていません。
沖縄の家なら当たり前にあるツナ缶やポーク缶、そうめん、小麦粉、いもくずなどは、台風による停電・断水や
外出できない時だけでなく、お客さんが来た時にすぐもてなせるよう常備されてきた、立派な備蓄食品なのです。
かつお節や昆布、味噌も同様です。これらは、沖縄の食文化にとって大きな役割を持ってきました。
沖縄の家庭で常備される、こうした保存性や栄養価に富んだ伝統的な食材は、熱源があることでその機能がよ
り十分に発揮できます。毎年必ずやってくる台風に「やーぐまい」
（家籠もり）を強いられ、断水・停電にも見舞
われる沖縄では、薪やガスは使えるためヒラヤーチーやソーミンチャンプルが台風時の定番食として発展しまし
た。これらは、急な来客のもてなしにも提供されました。
家庭の熱源は、かつて沖縄では鍋を囲んで食べる習慣がなく、米軍由来の BBQ は屋外での炭・プロパン使用が
主となるため、卓上コンロはそれほど必要ありませんでした。90 年代ごろ、鍋料理の広がりとともにカセットコ
ンロが普及し、食のバリエーションが増えるとともに災害時の大きな強みとなりました。

自炊で育む「生きる力」
「災害に役立つ！沖縄自炊学」とは、災害時や貧困状況になった際も安く簡単に、しっかり食べることができ
るよう、子どもの時から自分でごはんを炊く力を身に付けるための学びとして筆者が作った言葉で、県内各地域
などでの防災講演や実践で伝えてきました。ただ、災害の多発を背景に、最近のテレビやネットなどでよく取り
上げられる「サバイバル技術」ではありません。小手先の防災テクニックではなく、自宅にある米や身近な道具
を工夫することで、災害時も主食をきちんと食べるという、生きることの本質を考える学びです。
玉城青少年の家で実施する自炊学のプログラムでは、マニュアルやレシピがなくてもごはんを炊く、さらに調
理ができる技術を身につけ、自分の力でなんとかする行動力を養いたいと考えます。子どもたちの引率と学習指
導を担当される先生がたには、本プログラムでの体験をきっかけに家庭の台所に立つ子どもたちが増えるよう、
事前事後学習を含めご指導願います。
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学習指導要領にリンクし、ともに「学びの、その先へ」
2020 年に改訂された新しい小学校学習指導要領では、変化の激しい社会を生きるため必要な力である「生きる
力」を子どもたちに育成することが学校教育に求められるとし、その目指すものを「生きる力をはぐくむ 学び
の、その先へ」と表現しています。この「生きる力」を育成するため、各教科で以下の３つの資質・能力を育む
こととしています。
・実際の社会や社会の中で生きて働く「知識及び技能」
・未知の状況にも対応できる「思考力，判断力，表現力等」
・学んだことを人生や社会に生かそうとする「学びに向かう力，人間力等」
「沖縄自炊学」は、これらの資質・能力を育む教育に寄与できる実践でありたいと考えます。新しい学習指導要
領の基盤とする「学校と社会の連携・協働」により、玉城青少年の家が提供する体験学習プログラムとして行い
ます。

体験学習と実際の現場でのマネジメントの違い
玉城青少年の家で実施する体験学習プログラム「防災エコパック炊飯」では、大人数での作業を伴うことによ
る衛生管理や事故対応などのリスクマネジメント、児童生徒の多様な個性への対応、時間的な制約、授業として
の目標達成の必要性からマニュアルどおりの運用が求められるため、子どもたちの自由度はあまりありません。
同じ理由で、作業環境も決められた場所や道具に限定せざるを得ません。
子どもたちの達成目標を「身近なものを使って、自分の力でごはんを炊けるようになる」ことに絞り、味噌汁な
ど副食の調理は行いません。
（玉城青少年の家では、食堂で作っていただいたカレーと共にいただきます）
しかし、家庭や野外活動／キャンプでの実践では、子どもたちが創造力や工夫する力、家族や仲間と助け合う
力を存分に発揮できるよう、またさまざまな失敗をして経験を積んでいけるよう、マニュアルにはこだわらずト
ライ＆エラーができる自由度の高い環境を設定してあげてください。災害時に求められる「柔軟性」
「創意工夫」
「協働」
「先を読んで行動する」
「リフレーミング」
（既存の枠組みを外して考える）につながります。
テキスト執筆・写真撮影者 稲垣 暁
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⛺ 導入学習教材

（事前学習のための情報・データ・事例集）

ⅰ 災害時の「食」を学ぼう
01．大規模災害発生時の困難状況での「食」

ポイント

概要版スライドから

⛺ 阪神淡路大震災（1995 年）で役立った、市民文化として育まれてきた「野外活動」
神戸の野外活動・キャンプ文化
・1995 年１月 17 日に発生した阪神淡路大震災は、世界初の都市型大規模災害でした。64 万棟の建物が損傷、
6437 人が犠牲になり、30 万人以上が避難を余儀なくされました。長期にわたってライフラインが断絶しました
が、まちの背後にある六甲山を舞台に市民生活として定着していた野外活動やキャンプの技術が被災生活でお
おいに役立ち、生活再建や復興の原動力になりました。
・1868 年に開港した神戸は、移住してきたイギリス人やドイツ人によってまちが育てられました。サッカーや
ゴルフなど、ヨーロッパのさまざまなスポーツやレクリエーション文化がもたらされました。野外活動／キャ
ンプは、イギリス人のグルームさんが中心となり、市街地のすぐ背後にある六甲山系に無数のハイキングコー
スや野外活動施設が整えられました。
六甲の山や川で育んだ技術が生きた
・野外活動は、文化として市民が受け継ぎ、発展していきました。家庭・学校・地域・職場等で毎月のように
六甲の山道や渓流を歩き、河川や渓谷で炊飯してみんなで食べ、山でテントやロッジで寝ることが定着。山や
川は、市民が長年、毎日きれいにしてきました。六甲山をフィールドにした学校や家庭での教育もあり、訪れ
る人のマナーは極めてよく、山々にはほとんどゴミが落ちていません。
・大震災でまちの機能は崩壊し、水道・電気・ガスが広範囲にわたり長期間断絶しました。しかし、被災地の
あちこちでは、創造的でユニークな共同調理や炊き出しの光景が展開していました。親しんできた野外活動で
育まれた、限られた環境でごはんを炊く技術が生かされていました。倒壊した自宅から取り出した食材、瓦礫
や廃材を生かした熱源を被災者同士でシェアしながら、手を差し伸べ合って苦しい状況を乗り切りました。
いつも食べていた、地元の料理が大きな勇気に
・
「お好み焼き」など地元に根付いてきた食べ物を作って食べる時、市民は心の底から笑顔になりました。ソウ
ルフードといってもよいでしょう。
「お好み焼き」は、大規模断水下でも水をあまり使わずに済み、野菜を自由
に入れることが可能で、高齢者や子どもたちはこぼす心配もないこともあり、とても喜ばれました。
・こうした阪神淡路大震災での人々の経験は、その後全国の防災活動や被災生活での教訓・アイディアとして
生かされています。
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⛺ 東日本大震災（2011 年）の避難所で、「自炊教室」
地元の栄養士さんが、被災者に自分でごはんを炊けるよう指導
・東日本大震災では、自分で食事を作る材料も余裕もないため、弁当や炊き出しなどの配食に慣れてしまった
り、長引く避難所生活で「不活発症候群」に陥った人、単身高齢者などで自立が難しい人が増えていきました。
・この状況に対し、岩手県の被災地では福祉施設で給食担当をしている栄養士さんが調理施設のある避難所で
自炊指導による自立プログラムを行いました。
・目的は、
「自信」
「衛生」
「調理」を身につけてもらうこと。福祉施設が避難所になっている場合は、施設の負
担を少しでも減らし、平常の業務に戻していくという目的もありました。
自立と自信に大きくつながった
・避難者の理解や協力を得ながら実施され、大量の野菜を切るのも避難者同士で自主的にできたチームで行わ
れました。具体的な指導は、岩手県栄養士会がサポートしました。
・自炊指導のメリットは大きく、避難者の自立につながる効果は非常に高かったといいます。自炊できること
で、貧困や孤立に陥らずにすむことができました。
（「そのとき被災地は〜栄養士が支えた命の食」から）

⛺ 熊本地震（2016 年）の避難所で、住民自治による「自炊キッチン」とカフェ
避難者から生まれた女性リーダー２人が引っ張った
・熊本地震で大きな被害を受けた益城町にある益城中央小学校は、もともと行政による指定避難所ではなかっ
たため、避難者を中心に自治・自立的な避難所運営を行いました。避難住民の中から生まれたリーダー２人が
避難所のコーディネートを引っ張り、しかも２人とも女性リーダーだったことが大きかったといいます。
・指定避難所ではなかったことで物資が届かず当初は苦労しましたが、物資がないことで逆に避難者や近隣住
民による炊き出しや自炊は制限されなかったようです。リーダーを中心に避難者の合意を得て、避難室となっ
た体育館の裏を「自炊キッチン」とし、住民が自由に炊事できる空間となりました。共同利用できる鍋や釜な
ども置かれました。衛生管理なども、避難者で詳しい人が率先して担いました。
・避難室内にも、避難者同士がお茶を飲みながら交流したり、体操ができる「カフェ」が避難者の手によって
運営されました。

⛺ 熊本南部豪雨（2020 年）で孤立した集落で、共同自炊でしのぐ
米や食材を持ち寄って炊飯、３日間にわたり全員に１日３食
・球磨川の氾濫などにより、熊本県内では最大で 150 か所もの集落が孤立しました。球磨村神瀬地区は、集落
を泥水が襲い、緊急避難場所も水没しました。保育園と隣の寺に避難した住民 120 人は、自宅から米や漬物を
持ち寄り、その日のうちに炊事や清掃など役割を決めました。山水の水くみには子どもも加わり、湧き水をバ
ケツで運びました。
・保育園の調理室はプロパンガスが使えたので、保育士が献立を考え、腕に自信がある住民が「調理班」とな
って給食用の食材を用い、温かい食事を作りました。被災を免れた住民も食材も分け合い、全員に３食ずつ、
３日間提供できました。
・暗くなるとロウソクの明かりで過ごし、早めに就寝したとのこと。子どもらはプールにためた水で体を洗い、
元気に過ごしました。ようやく３日目に自衛隊の救急車両が入り、住民は他地区の避難所に移ることになりま
した。
（2020.7.9 西日本新聞、7.11 読売新聞から）
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🌾ｺﾗﾑ 多くの被災者を救った農村の「即決」とボランティア

阪神淡路大震災での農家「こんな時の米蔵はみんなもんや！」
・世界で初めて⼤都市での激甚災害となった阪神淡路⼤震災では、まちが壊滅状態となり⾷糧の確保が極めて困難
な状況に陥りました。激甚被災地から 20 キロほど⻄にある、被災を免れた地域の農協は、「こんなときの⽶蔵はみんな
のもんや︕」と、⽶倉庫の鍵をあけて毎⽇１万個のおにぎりを握り、被災者に届けました。北部農村地区では、⼤量の
⽶とコンロや釜など⼤型炊飯道具を積んで被災地に向け出発、道路の破壊や⼤渋滞の中を６時間以上かけて被災
地にたどりつき、寒い中で家も失い窮地にあった避難者を勇気づけたという話が残っています。被災者は、⽶のおいし
さ、ありがたさだけでなく、かけつけて炊き出しをしてくれている⼈々の温かい気持ち、配られるときの温かい⾔葉にとても
感動し、⽣活再建やまちの復興の原動⼒になりました。
・被災地では、家が倒壊しても⽶は取り出せたので、可能な⼈は⽶を持ち寄って炊き出し、分け合って⾷べました。災
害時は持ち寄り、シェアすることで困難を乗り越える連帯の輪ができ、⽣活再建や復興の原動⼒になりました。⽶は、
「シェア」できるというのも⼤きな強みでした。
・全国からも、続々と⽶が送られてきました。しかし、困ったこともありました。⼤都市を壊滅に追い込む⼤地震に、被災
地のまっただなかにあって庁舎も倒壊してしまった⾏政では、それを公平に分ける余裕も時間も⼈⼿もなかったのです。
そのとき、⼤活躍したのが、全国から駆けつけたボランティアたちでした。彼らのほとんどがボランティア経験のない若者でし
た。ただ、⾃分にできることはあるはず、と⾃分を信じて交通機関が⼨断される中を救援に来てくれました。ボランティア
でチームをつくり、仮設住宅で⼤変な苦労をされている⾼齢者や障がい者を優先に配ろうとルールを決め、配りました。
たんに配るのではなく、配る時に会話をし、⽇常を取り戻す役割も果たしました。安否確認にもつながりました。
・ボランティアのアイディアで、配布された⼈が⽶の送り主に⼿紙を書き、⽣きがいにつながる交流を深める活動も⾏いま
した。配布先で笑顔がこぼれただけでなく、当時仮設住宅で増えていた孤⽴死を少しでも防ぐことにつながりました。

右上：東日本大震災で、各地から運びこまれた
たくさんの支援米
（2011 年 4 月 30 日、岩手県宮古市の内陸部に
ある公共施設、新里福祉センターで）
右下：ボランティア用に炊き出されたおにぎり
（同、岩手県宮古市川井集会所で）
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02．避難所・在宅避難・車中泊での食課題

ポイント

概要版スライドから

⛺ 被災地での配食は、しばらく「おにぎり」「菓子パン」中心
避難所の備蓄食は配れないことも多かった
・これまでの大規模災害では、避難所に多くの人が殺到するのが常でした。災害発生当日は、横になるスペー
スすらないような状況になりました。あまりの密集で火災の危険が大きいのと、もともと公共施設や学校は火
気厳禁のため、カセットコンロを持っていても使うことはできません。
・発災当日は、疲労と不安で「食べる」という気持ちの余裕を持てない人が多いのですが、やはり何か口にし
た方が落ち着きを取り戻すことにはなりました。一方で、避難所はとにかく夜をしのぐ場所を求めて集まった
避難者でごった返していて、いったいどれくらいの人が避難しているか把握できない状況でした。配布できる
食があったとしても、配布そのものが難しい状況でした。
・そもそも、配布する人がいない避難所も多いのが現状でした。マニュアルでは役所の人が避難所を運営する
ことになっていても、実際には役所も手一杯で、役所職員も被災をしているからです。役所の人が来ることが
できても、行政の「公平性の原則」に従って動く職員にとって、配布食数より避難者数の方が多いときは配る
ことができませんでした。
・避難者数が明らかになったころ、配給食も避難所に届くようになりました。しかし、阪神淡路大震災では、
30 万人もの避難者がいるなかで、壊滅状況にある被災地や周辺ではおにぎり・弁当づくりは不可能でした。遠
くは関東で作られたものが、遠距離と激しい渋滞を何時間もかけて被災地に運ばれました。やむなく、しばら
くはおにぎりと菓子パンだけで、それも避難者全員分はありませんでした。当然、ビタミンをはじめ栄養素が
足りず、避難所の劣悪な環境もあって高齢者を中心に体調を崩す人が続出しました。
冷えたおにぎりで苦労、あたたかいごはんが欲しい！
・特に、冷えたおにぎりは高齢者や子どもたちにとって消化しづらく、おなかをこわす人も多く出ました。お
にぎりは冷えるとデンプンが老化（β化という）し、消化しにくくなります。また、あとで食べようと取り置
いたものが、食中毒の原因になることもありました。おにぎりといっても、コンビニで売っている商品と同じ
スタイルで、しかも渋滞による輸送時間の長さなどを考慮して、ごはんは水分を減らしてかために炊かれます。
・毎日このおにぎりが続くと飽きてしまうのも現状でした。
「とてもありがたいのですが、正直なところ食べる
気がしなくなった。よかったら食べてね」と、高齢者などがボランティアにあげる光景もよく見られました。
・このため、避難所では炊き出し救援を行っている自衛隊などに「にぎらずにごはんのままでほしい」という
声が寄せられることもありました。にぎると固くなりやすく、高齢者に食べづらいほか、おかゆなどに加工し
にくいという理由からでした。
・配食のおにぎりが避難者からボランティアに渡された背景には、避難所のボランティアだけでなく、状況に
よっては現場で救援活動を行う消防職員や警察官の食事さえも確保が難しかったということもあります。

⛺ 避難所に入れなかった人、配給食を受け取れなかった人が大多数
学校教職員が車中泊者に食べ物を配ったことも
・ところで、実際には行政の指定する避難所に入れた人は、避難行動をした人の１割にも満たないのが現状で
した。避難しても満杯のため、あきらめて壊れた自宅や自動車で夜露をしのぐ人が多数いました。この状況は、
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阪神淡路大震災以降、2019 年に全国各地で発生した集中豪雨による避難所開設まで 25 年間にわたり繰り返さ
れました。
・避難所に入れなかった人は、行政が把握できないため、食の配給はありませんでした。なんとか食べるもの
がほしいと避難所にもらいにいって、トラブルになったケースは多々ありました。宮城県石巻市のある学校避
難所では、避難所を運営せざるをえなくなった学校の先生たちが「自動車などで生活してくれている人たちが
大勢いるからこそ、避難所で暴動も起きずにすんでいる。せめて自動車への避難者に配給物資を配って歩こう」
と、先生自ら手渡しで配給されました。
コロナリスクの現在、避難所に入れる人はわずか
・東日本大震災では海沿いの平野部分はほぼ壊滅したため、避難所は立錐の余地もない状況で、しかも負傷者
や病人が多数いました。こうした人に必要な栄養は、ほぼゼロの状況でした。
・2020 年３月に新型コロナ感染が拡大した後は、
「三密」を避けるため一転して避難所の収容人数を限定し、し
かも従来の定員の半数くらいに抑えました。このことで、九州から中部地方まで広範囲で発生した集中豪雨で
開設された避難所では、満杯のため入室を断られる避難者が続出しました。同年７月 30 日付毎日新聞による
と、７月の九州豪雨での車中泊者は 1580 人で、避難所に身を寄せた 1528 人を上回っていました。10 月９日の
ＮＨＫは報道で、そのあとの台風 10 号で九州・山口の避難所 500 か所が満杯になったと伝えています。
・こうしたことがあったせいか、９月の福島県沖地震では震度６強が観測されたものの、避難した人は福島、
宮城両県合わせて 258 人にとどまりました。コロナ感染リスクのほか、避難所が満杯になった時にたらいまわ
しされるおそれを考え、
「避難控え」した人が増えたと見られます。避難所への避難の判断にコロナが影響する
かを聞いた 2021 年３月１日のＮＨＫの調査では、回答者の９割が影響すると答えています。

⛺ 車中泊、在宅避難のメリット・デメリット
家族団らんで自炊できるのは、子どもにとっても重要
・避難所に入れない、あるいはリスクを考えて行かない人は、やむをえず自動車での車中泊や損壊が心配な住
宅にとどまることになります。国も、可能であれば避難所に行かず、自宅か自宅近辺で安全を確保できる避難
場所に避難するよう呼びかけるようになりました。
・車中泊と在宅避難には、デメリットとメリットがあります。在宅避難の場合、さらに大きな地震が来た時に
危険にさらされるいう問題があります。熊本地震では、１回目の震度７で避難所に行ったものの、その後自宅
に戻って２回目の震度７で死亡した人が、地震による死者 41 人のうち少なくとも 13 人いるとされます。
・車中泊では狭い車内で寝泊まりすることで、血管に血栓ができるエコノミークラス症候群や一酸化炭素中毒、
運動不足による廃用性症候群のリスクが高齢者を中心にあります。熊本地震では、震災後に亡くなった関連死
のうち、車中泊でのエコノミークラス症候群が 原因と考えられるのは、51 人にのぼりました（2016.6.5 毎日
新聞）
。このほか、熱中症や害虫（主に蚊）への対策が難しいこともデメリットとしてあげられます。
・メリットは、家族団らんの場が確保できることです。特に子どもにとって避難所のストレスから開放される
ことは重要です。また、コンロを用いて自炊ができることも大きなメリットです。交通問題が解決すれば移動
が自由なので、食材などを買い出しに行ってみんなで調理しながら一家団らんの食卓を楽しめ、栄養補給もで
きます。これは、避難所では実現が難しいことです。
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🌾ｺﾗﾑ 避難所での外部者による「炊き出し」のすばらしさ・難しさ

温かい食べ物と言葉は「心のビタミン」、一方で計画配食との重複
・避難所には救援でかけつけてくれるボランティアと⽀援物資のほか、「炊き出しをしたい」という依頼も多く寄せられま
す。被災地や避難所、避難者の現状と苦悩をよく理解して実施してくださるものは本当にありがたく、何より冷え切っ
た⼼⾝に温かいものをいただけるありがたさと、炊き出しをしてくださる⽅の優しい思いや⾔葉に勇気付けられること
は、他の⽀援には代えがたいものがあります。まさに「⼼のビタミン」でした。
・⼀⽅で、混乱をきたすことも多々ありました。⾏政や⾃衛隊による綿密な配⾷計画が決まっていて、実施の段取り
や⾷材の調達が完了している時に「なんとか炊き出しをさせてほしい」という依頼がくると、ありがたい熱意に応えたい
思いあり、現場はなんとか並⾏して実施しようと考えます。しかし、⾷がダブることで結果的に⼤切な⾷べものが余って
しまう、⾷べ残しが直中毒につながるといったさまざまな課題が出ることがありました。
・⾃⼰満⾜のためにやってくる炊き出し団体にも、現場は⼤変迷惑しました。避難所の実情も調べず突然やってきた
り、⾷数がずさんだったり、並ぶ⼈の管理ができなく混乱したり、ごみ処理ができない状況の中で容器など⼤量のゴミ
が残されていたり、多くの問題がもちこまれ現場はその対応に四苦⼋苦しました。
・著名⼈による「売名⾏為」とも受け⽌められる炊き出し活動にも、辟易させられました。中央からやってきたマスコミ
が殺到して、避難者よりも炊き出しをする⼈たちが主役になってしまい、避難所の運営に奔⾛している⼈だけでなく、
被災者の怒りを買うこともよくありました。集まったマスコミには、⼤型の放送⾞で避難場所を占領し、⾃分たちが⾷
べた弁当ガラを被災地に捨てて⾏くという悪質な⼈たちもいました。

炊き出しから取り残されがちな移動困難者、情報から孤立しがちな人たち
・炊き出しが始まると、必ず取り残される⼈も出てしまいます。どうしても元気な⼈が先に並び、移動が難しい⾼齢者
や障がい者には届きにくくなります。避難所ではスピーカーによる⾳声情報が中⼼になるため、特に聴覚障がい者に
は情報が届きません。周囲から障がいがあることがわかりづらいため差し伸べられる⼿もなく、みんながぞろぞろ動きだ
したのでわからないままついていって、列の最後⽅に並んで結局受け取らないという姿も⾒かけられました。さらに、視
覚障がい者にとってはどこへ、どう⾏ったらいいのかがわかりません。これは、断⽔時に給⽔⾞が来たときも同じです。
・最も課題が多かったのは、衛⽣管理です。炊き出しは応急的に善意で実施され、営業活動でもないため、厳格な
衛⽣管理を要請しづらく、また実施者も⾷の専⾨家や栄養⼠、調理師でないことが多く、⼤半は衛⽣管理に関す
る知識がない⼈によって⾏われていたのが現状でした。マスク、エプロン、帽⼦、⼿袋の着⽤がなく調理に関わってい
る⼈が多く、調理場所はいつ異物混⼊が起こってもおかしくない状況だったといえます。
・さらに、善意で⾏われているということもあって警備や安全管理体制が⽢く、何者かによって毒物を⼊れられてもわか
らない状況でした。避難所はトイレをはじめ感染リスクの⾼い場所が多く、避難者の多くが体調や免疫⼒を低下させ
ているので、ひとたび⾷中毒や毒物汚染があるとパンデミックになってしまいます。医療体制が整わない被災地では、
炊き出しは慎重に対応しなければならず、やはり個別に炊飯できる環境づくりが重要です。

炊き出しや給水の列にならぶ人たち
上：1995 年１月、神戸市東灘区住吉宮町
（阪神淡路大震災の被災地）
下：2013 年７月、那覇市与儀公園
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03．ライフライン断絶と、限られた資源や環境での炊飯／調理の実際

ポイント

概要版スライドから

⛺ ライフライン（水道・電気・ガス・携帯電話／スマホ）の長期広域停止
電気が最も早く復旧
・大都市での激甚災害となった阪神淡路大震災では、ライフライン復旧に要した期間はおよそ次のとおりです。
電気：１週間〜１カ月程度
水道：１か月程度
都市ガス：３か月程度
このほか「阪神」以後にライフライン化した携帯電話は、近年は２日ほどで中継局が設置されています。ただ
し充電が困難など課題もあります。また、東日本大震災では住める状態になるのに５年以上かかることも。
・電気の復旧が最も早く、地下に埋設されている都市ガスは時間がかかっています。ただし、プロパンガスは、
安全が確認されるとすぐに使えるという利点があります。
・同様に地下埋設された水道は、水道管の耐震化も進み地域や被災程度、地形によって差があります。沖縄の
場合、傾斜面の小道や旧集落の細街路は私道が多く、本管から枝分かれした送水管の埋設方法や構造が脆弱だ
った場合、復旧には時間がかかると思われます。また、配水池の状況もあり、長期停電の場合は配水池のポン
プが作動できず断水になります。豪雨災害では、配水池に土砂が流れ込んで長期断水になることもあります。
災害規模の巨大化と通信インフラ依存の問題
・携帯電話は、通信施設の破壊による不通のほか、災害発生時に通話が集中して回線がパンクする可能性があ
るためサーバーの機能を停止させて不通になるケースがあります。東日本大震災以降、携帯電話の復旧の短期
化はめざましく、１日程度で移動中継局が設置されるなどで比較的早期に通話再開されることが多くなった一
方、設備の防災対策が利用者の増加や災害の規模の巨大化や拡大傾向に追いつかない現状もあります。
・携帯電話は、不通の問題よりむしろ長期停電および避難所でのコンセントの問題から充電ができず、通話困
難な状況が課題となっています。電力会社が避難所に電源車を派遣しても、コンセントやタップが足りないた
め、
「充電難民」が大量に生まれるのです。
・2019 年の台風 15 号災害では、千葉県下で停電が長期におよび、地域によっては３週間近く電気が使えませ
んでした。まだアナログが主流だった阪神淡路大震災の時代にくらべ高度な IT 社会となった現在は、通信やＳ
ＮＳへの依存が非常に高く、電気がなければ情報伝達ができない状態になります。いくら災害時にＳＮＳが強
いといっても、充電ができなければ一気に孤立する人や地域が続出します。
・現在、携帯電話やＳＮＳはすべての障がい者にとって重要なライフラインです。メールやＳＮＳのテキスト
機能で聴覚障がい者はコミュニケーションがスムーズになり、スマホの音声読み上げ機能によって視覚障がい
者や手が不自由な人は情報を得ることや発信することが極めて容易になりました。移動が困難な人にとっては、
手元で通話や文書のやりとりができるほか、緊急時に自分の居場所を知らせて救援を求めることができます。
長期停電は、こうしたコミュニケーションを一気に奪うことになり、深刻な状況をもたらします。

⛺ ライフライン長期広域停止時における食での工夫
身近な自然や身の回りにある資源の有効活用、ゴミを出さない努力
・阪神淡路大震災や東日本大震災の時、一般被災者も施設などの給食関係者も、さまざまな工夫をこらして食
09

べる努力を行いました。
【熱源の確保】
・キャンプ用コンロやカセットコンロが威力を発揮しました。温かいものを食べると心身が落ち着くほか、湯
でガーゼ等の消毒もできました。約１週間で通電した後は、ホットプレートや電気ポットが活躍しました。
・プロパンガスの地域は、ボンベに残っているガスを無駄遣いしないよう、少しずつ使っていました。
【断水への対応】
・使用済みの食器を洗うことができないため、食器にラップを張って食事を盛り付ける方法が自然発生的に広
まりました。阪神地区で市民文化として盛んだった野外活動の知恵が生かされたと思われます。
・阪神淡路大震災では、震災前から利用されてきた六甲山の湧水も飲用水として利用されました。東日本大震
災では、野菜の下洗いを山水や川の水で行ったところもあります。
【食材のカット】
・福祉施設などの調理場では、停電のため通常使っているフードスライサーが使えないため、高校生などのボ
ランティアに手伝ってもらいながら具材を切り分けたとのことです。包丁、まな板が足りないため、ほうれん
草などは手でちぎりました。
【冷蔵庫の代用】
・冷蔵庫が無事だった家庭では、停電で冷蔵ができなくなったため、冷凍庫の食品を冷蔵室に移しながら２〜
３日で食べきるようにしました。できるだけ冷気を逃がさないよう、冷蔵室の開け閉めは最小限にしました。
阪神大震災、東日本大震災とも寒い時期での発生だったため、こうした工夫が可能でした。
・東日本大震災時の福祉施設では、業務用の冷凍イカ 30kg３袋を保冷剤代わりに冷蔵室に入れ、
「イカ冷蔵庫」
にして冷蔵を維持したところも。当時の外気温が約３℃だったので、外壁にダンボールを貼り付け遮光・遮温
しながら温度を保ったということです。
【生ゴミの管理】
・大規模停電で焼却炉が使えないこと、行政によるごみ収集が実施不能なことから、被災地では瓦礫も含め大
量のゴミが発生しました。
・カレーを作る際、具材のジャガイモは皮付きで入れるなど、衛生環境を維持するため各家庭でゴミを出さな
い努力がなされました。
・福祉施設など大量調理を必要とするところでも、りんごを皮付きで提供するなどゴミを排出しない工夫がな
されました。
🌾ｺﾗﾑ 災害時に野草は役立つのか？

山菜ブームで、ポピュラーでおいしいものは激減
・「防災ブーム」といってもいいほど、近年はメディアや書籍で災害時のさまざまな対応⽅法が紹介されています。それだけ、
災害の頻度の上昇や巨⼤化の傾向が進み、⽣きている間に⼤規模災害で被災する確率が上がっているといえます。その
なかで、「サバイバル」というキーワードも⽬⽴つようになりました。⾮常時に⾏く抜くために、太陽光などで⽕を起こす、草⽊
の露を効率的に集めて飲⽤⽔をつくるといった、冒険⼼あふれるものも多いです。
・野草ブームもあって、「いざという時に野草を⾷べよう」というテーマもよく⾒かけます。たしかに、野草にはおいしいものもあ
り、⼿に⼊れるのもたやすい感じがします。本⼟の⼭間地では、ワラビやゼンマイ、コゴミ、タケノコ、マツタケなど⾥⼭で採取
され常⾷されているものもあります。⽇本には「春の七草」など、本来は旬に応じて⼭野のものをいただいてきた⽂化もありま
す。実際に、過去の災害ではどうだったのでしょうか。
・阪神淡路⼤震災は、世界初の⼤都市での激甚災害でしたが、市街地の背後にある六甲⼭系では昔からハイキングなど
野外活動のほか、⼭菜採りも盛んで、⾃然も豊かな地域でもありました。実際、1970 年代までは地元の市⺠がハイキン
グがてらワラビやゼンマイ、フキ、イタドリ、タラノキ、ウドなどを採って帰り、家でいただく活動がよく⾏われていました。60 年代
までは、六甲⼭系でマツタケも採ることができました。
・しかし、90 年代ごろから⼭菜ブームもあって、近隣都市からも⾷べられる野草や⼭菜を採りにくる⼈が増え、乱獲状態に
なりました。かつてどこにでもあったワラビなど⼈気の⾼い野草は、ほとんど⾒かけることができなくなってしまいました。期を同じ
くして、六甲⼭に⽣息するイノシシが市街地に下りてきて、姿を⾒せるようになりました。⼭にエサが減ってしまったことが原因
と考えられます。イノシシの親⼦でまちのゴミ箱をあさるだけでなく、買い物をした⼈の⼿提げを狙うこともあります。
・そのような事情から、阪神淡路⼤震災後、被災市⺠が代々親しんできた六甲の野草に⽬を向けることは、ほぼありませ
んでした。そもそも⼈⼝密度の⾼い都市部で、⼭野草が採れたとしても⾷のアクセント程度にしかならないのが現実でした。
ましてまちなかに⽣えている野草は平時から野ネコなどのダメージを受けており、⼿を出す⼈はいませんでした。
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敷地の「所有者」「汚染物質の洗浄」の問題も
・現在は、⼭野の⾃然をめぐるこうしたさまざまな問題も増えています。法的な課題もありそうです。かつては「⾥⼭」という概
念が残っていて、⼭菜や野草が⽣えている野⼭は私有地であっても⽐較的⾃由に⼊ってそこの植物をいただくことも許容さ
れていました。しかし、現代社会は権利関係が複雑になり、厳密にいうと不法侵⼊や不法伐採、窃盗にあたってしまうことも
考えられます。つまり、許可がなければ勝⼿に⼊って採取することは難しくなっていると考えた⽅がよいでしょう。
・実際に、事件になっているケースがあります。代表的なものは、タケノコやマツタケです。所有者のいる⼭に勝⼿に⼊って盗
掘、盗採する⼈がいることがよく問題になります。ランなど希少植物の被害も多いです。
・阪神淡路⼤震災や東⽇本⼤震災のような 30 万⼈以上もの避難者が出るような⼤規模激甚災害の場合、多くの⼈が
採るとただちになくなってしまうでしょう。⽣態系への影響も出ます。実際、備蓄⾷や⽀援による配⾷があり、野草が必要だっ
たという話はありません。まちなかの野草にはさまざまなリスクもあり、混乱の中で⼭に⾏くこともままならない状況もあり、平時
の⾃然とのふれあい以外で野草を⾷べることは、衛⽣上も現実的ではないという感覚が被災地の市⺠にはあったとみられま
す。沖縄でも中南部は、⾸都圏同等の⼈⼝密度や過密な都市環境から、災害時の野草⾷は現実的でないといえます。
・「まちなかの野草」リスクのひとつは、コロナ禍で⽿にすることが増えた「エアロゾル」の落下による汚染です。エアロゾルとは、
気体中に浮遊する微⼩な液体または固体の粒⼦と周囲の気体の混合体（⽇本エアロゾル学会）で、産業活動で⽣まれ
た有害物質も含まれます。⾬が降ると、⼤気中に漂うエアロゾルが⼀緒に落下し、草⽊に付着します。
・エアロゾル以外にも、有害物質や⾮衛⽣的な物質が道端の植物には付着しています。こうした野草を⾷⽤とするには洗わ
なければなりませんが、⻑期⼤規模断⽔で⽔が乏しい状況では、野草を頼みにすることは現実的ではないといえます。
・このほか、植物そのものに有害な成分が含まれているものもあります。⾷⽤が可能な植物と外⾒がよく似た有害植物は多く
あります。例年、春先から初夏にかけて、有毒成分を含む植物を⾷⽤の⼭野草と間違って⾷べる⾷中毒事故が数多く起
きています。農林⽔産省はホームページで「知らない野菜、⼭菜は採らない、⾷べない︕」という注意喚起を⾏っています。

沖縄で昔から食べられてきた、「野山の備蓄食」
・沖縄では、野にあったもので栽培に転⽤されたポピュラーな島野菜もあり、野草を⼝にすることは多かったと⾒られます。現
在は都市化された地域が多く、野草を摘んで⾷べることはめったにありません。しかし、⾷べられる種、⾷べておいしく栄養価
も⾼い種はよく知られており、そういった野草は道端のものでも洗浄できる環境があれば⾮常時に⼗分対応できます。
・沖縄で、救荒時の備えや医⾷同源に基づく⺠間療法として⾷べられてきた野草で代表的なものを表にします。あくまで救
荒時の代⽤⾷や薬効⽬的、⽇々の⾷のアクセントとして、持続可能な採取にとどまったものです。先⼈の知恵や医⾷同源
の伝統⾷⽂化の継承であり、野⼭の備蓄品として知っておくとよいでしょう。アタイグヮー（菜園）で育てるのもよいですね。
クワ（葉・実）

チョーメイグサ
和名︓サクナ、ボタンボウフウ
・味噌汁に⼊れる
・酢味噌あえや⽩⾝⿂とのあ
・実は⼦どものおやつ
えもの、ぞうすいの⻘菜として
広く⽣かされてきた
・あえもの、炒めもの、煮物に
・抗酸化作⽤がある
アダン（芽）
クバ（芯）
和名︓ビロウ
・⾷べられる量は少ない
・⾷べられる量は少ない
・煮物やお汁の実に利⽤さ ・あえもの、炒めもの、煮物に
れ、量感はないが貴重な存
在だった
・あえもの、炒めもの
パパイヤ
バンシル（果実）
（果実／⽊の芯）
・１本の⽊からかなりの量がと ・ ビ タ ミ ン Ｃ が 100g 中 に
れる
220mg と⼤量に含まれる
・芯もあえもの、炒めもの、煮 ＊野菜最強のゴーヤーのビタ
物にしてきた
ミンＣは 76mg
「聞き書 沖縄の食事」
（農文協・1988）の情報などから構成

サシグサ
和名︓シロバナセンダングサ
・戦後、⽶軍とともに⼊ってき
た外来種
・味噌汁に⼊れる

フーチバー
和名︓リュウキュウヨモギ
・栄養価が⾼く、万能野草
・カルシウム、カリウム、リン、
鉄分、カロチン、Ｂ1、Ｂ２、
Ｅなど豊富

イトバショウ（芯）

イモヅル
和名︓サツマイモ（茎）
・あえもの、炒めもの、煮物に
・災害時に⽋乏しがちなビタ
ミン B2 を多く含む
・カンダバーは野菜として栽培
されるもので、芋はできにくい
ソラマメ（葉）カボチャ（新
芽）ダイコンバー（葉）など
・野菜で普段使わない部分
の活⽤
・味噌汁に⼊れる
・ダイコンバーは炒めものにも

・あえもの、炒めもの、煮物に

ンジャナ、ウンチェー等
和名︓ニガナ、クウシンサイ
・栽培野菜だが、ンジャナは
道端に、ウンチェーは⽔辺な
どに⾃⽣する
・ンジャナはカルシウム豊富
・ウンチェーはビタミン B2 豊富
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04．水の確保／運搬／使い回し

ポイント

概要版スライドから

⛺ 生きるために必要な水の量
１日 2.5 リットルの水分が体から出ていく！
・人間は、通常の生活では１日 2.5 リットルの水分を補給することが必要です。これは、１日に体から出てい
く水分量と同じです。その内訳は、皮膚や呼吸から蒸発するもの：0.9 リットル、便となって排出されるもの：
1.6 リットルです。
・１日に補給する平均的な水分は、食事：1.0 リットル、食べ物を分解した際に得られるもの：0.3 リットル、
飲料水：1.2 リットル。そのため、食事を取る機会が減るようなら、その分水分は多めに取る必要があります。
・人間の体は、成人で体重の約 60〜65 パーセントが水分で構成されています。子どもの場合は 70〜80％と大
人より多いので、割合としてはそれだけ水分を多く摂る必要があります。１日あたりの必要量を換算すると、
体重１kg あたりで乳児：150ml/kg、幼児：100ml/kg、学童：80ml/kg が必要です。成人は 50ml/kg です。
・
「私たちの体は成人で体重の約 60〜65 パーセントが水分で構成されています。この水の働きで、栄養素や代
謝物の運搬、体温の調節などが行われ、生命の機能が保たれています。健康を維持するのに毎日水分補給をす
る必要があるのは、このためです」
。
（サントリーのホームページ「水の大事典」から）

⛺ 長期大規模断水下での水の確保と使い回し
水は非常に重く、運搬に課題。施設や地域で水を常備する必要
・飲料水は、震災翌日あたりから給水車での供給が始まりましたが、通信網が途絶えているためいつどこに来
るかがわからず、給水車が来ても家から遠いところだったり階段があったりで、運搬に苦労しました。旅行用
カートなどを使って楽に運ぶ方法が工夫されました。
・福祉施設では、貯水槽の水を直接使用しました。
・東北は災害への備えができていて、東日本大震災で大きな揺れが収まったと同時に、水道の蛇口をひねって
ありったけの水をバケツや鍋に汲み置いた家庭や施設が多数ありました。
・神戸は山水が豊富で、神戸では平時から飲用可能な水源があり、利用する市民が多かったです。東北でも、
山水や小川の水を使って野菜の下洗いなどが行われました。
野菜洗いや茹で汁など使った水は捨てず、最終的にトイレ用水
・災害時、水は飲食用だけでなく、手洗いやトイレ、洗濯、衛生管理においても非常に貴重なものです。過去
の大災害では、貴重な水をできるだけムダにしないよう、使いまわしをする工夫がなされました。
・野菜を洗った水は、きれいなものは手洗い用にまわし、さらに使ったものをトイレ用に使いました。
・米を洗ったり、麺を茹でた残り湯は、髪や肌を拭く水にしました。
・米をポリ袋に入れて湯煎する際、レトルトカレーのほかスープやチキンなどを別のポリ袋に入れ、一緒に湯
煎して調理をする方法も過去の震災で生まれました。本テキストでも紹介している、野菜を一緒に茹でて、湯
煎の湯と合わせて味噌をといて味噌汁にする方法なども震災の知恵です。
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⛺ 沖縄の脆弱な水事情に、湧水や井戸の再評価を
沖縄には給水できる車両が極めて少ない
・沖縄の湧水や井戸（カー）は、本土復帰ごろの水道普及と共に使われなくなりました。沖縄は河川の汚濁が
ひどいうえ、雨水などを海に流す水路として改修されているため、基本的に一般の人が川床に立ち入れない設
計になっています。さらに、給水車の保有は全県で那覇に１台あるだけで（2018 年７月 11 日沖縄タイムス）、
那覇市水道局の話ではトラック（２トン車）に乗せて給水活動ができるタンクも県内に６台しかないとのこと
です。消防用の水利も含め、極めて脆弱な体制です。地域からの利水が厳しい状況で、かつて人々の命を守っ
た湧水や井戸を見直すことは必要です。
・本土では、過去の災害から大災害発生時の水の苦労が知られ、多くの自治体が公園や街路に誰でも使える井
戸を設置するようになりました。給水車の増備も盛んです。那覇市と同じ人口規模の福島県いわき市（人口 35
万人）は給水車を５台保有していますが、2019 年 10 月の豪雨災害で 4 万５千世帯が断水した時はまったく足
りず、自衛隊のほか東北各県や市町村から給水車が駆けつけました。支援した給水車は自衛隊７台、他市町村
など 23 台を数えました。離島県・沖縄では陸路での給水支援は不可能で、島内で自己完結する必要があります。
・現在はダムの整備で渇水もなくなり、各家庭に備え付けられていた水タンクも使われなくなりました。放っ
ておくと足場が錆びて、地震発生時に転落して通行者を巻き込んだり、緊急車両の通過を阻むことになります。
水タンクも災害時の生活用水供給源として、見直すことが求められます。

🌾ｺﾗﾑ 沖縄のヒージャー（湧水）における伝統的水の使いまわし

飲料水 ➡ 野菜洗い ➡ 洗濯 ➡ 農機具・馬洗い ➡ 田畑へ
・沖縄の旧集落には、かつて地域に飲料⽔から⽣活⽤⽔まで供給した湧⽔の施設が遺されているところがあります。沖
縄は地下⽔が豊富とはいえ、貴重な⽔資源を効率的に使えるよう⼯夫が施されており、先⼈の知恵は災害時の⽔の
使いまわしに⼤いに参考になります。
・浦添市の仲間ヒージャーは、湧⽔を⾼さ１ｍくらいの⼤きな⽯積みのプールにため、取⽔⼝を設けて飲料⽔として採
⽔できる構造です。プールの⼿前は取⽔⼝から流れ出る⽔が落ちる⼤きめの平らな床にし、プールに近い前半分は野
菜の洗い場に、後半分は洗濯を⾏うゾーンに区切っています。床を通り抜けた⽔は、そのあともうひとつの低いプールに流
れこみます。ここで、農機具や⾺を洗いました。⽔はさらに流れ、⽥畑に供給されます。
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ⅱ 沖縄と米について知ろう
05．日本・琉球と米の文化史

ポイント

概要版スライドから（Google Map）

⛺ 米はいつ、どこから日本にやってきたのか？
中国南部から稲作が広がり、2400 年前には青森県まで到達
・米は、小麦やとうもろこしとともに、世界の３大穀物のひとつ。世界で最も多くの人口を支えている穀物で
す。今から約１万年前に現在の中国の長江流域で発祥したとみられます。約６千年前（縄文時代前期）に、①
朝鮮半島経由で北九州に②中国江南地方あたりから直接北九州へ③台湾や南西諸島を経由して九州南部に、伝
わったのではないかと考えられています。ただし、③のケースは、南西諸島に古い時代の稲作に関する遺跡が
いまだ見つかっておらず、稲作を行った明確な証拠がないため、可能性は薄いのではないかと言われています。
あるいは、定着しなかったのかもしれません。
・日本列島に到達した稲作は、急速に広がりました。1984 年から 88 年の調査で、青森県弘前市の砂沢溜池（す
なざわためいけ）で約 2400 年前ごろの水田跡が発見されています。
（日経電子版「NIKKEI STYLE」2016.10.27 https://style.nikkei.com/article/DGXMZO08537970Z11C16A0000000/ ）
・沖縄で本格的な稲作が始まったのがいつごろかは、ようやく明らかになりつつあります。９〜10 世紀ごろの
遺跡と考えられる那覇市の那崎原（なーざきばる）遺跡では、農耕の跡や須恵器（本土由来の土器）に加え、
栽培されたイネが発見されましたが、発掘時に年代測定がされていないため、この遺跡での稲作がいつから始
まったかは明確になっていませんでした。近年の発掘調査で、徐々に判明しつつあります。

⛺ 弥生時代から日本人の主食だった「米」
米を中心とする「和食」はユネスコの無形文化財に登録
・米を炊いてできるごはんを中心に、魚や肉、野菜、乾物（野菜や山菜、海藻を干したもの）などを主材料と
した、さまざまな「おかず」を添える、いわゆる「主食」と「副食」による食事パターンは、日本や朝鮮半島、
中国南部、東南アジアといった稲作地帯の特色です。日本においては、どのように発展したのでしょうか。
・日本では、すでに弥生時代から固粥（米を土鍋で煮た、水分の少ない粥のこと）や汁粥を副食の食事パター
ンがとられていたようです。庶民は、ごはんを主食に、塩を用いた漬物のほかに汁物とおかず（奈良時代には
ごはんに合わせて食べる料理を「菜」と呼んでいました）がそれぞれ１品という、一汁一菜は基本で、貴族や
高級官吏は一汁三菜でした。平安時代になると、貴族の食膳はごはんを中心にいろいろなおかずが少量ずつ並
んでいました。
（米国安定供給確保支援機構「お米・ごはん BOOK」から）
・現在の白いごはんの原型は弥生時代の「固粥」ですが、おにぎりやおすしの原型にあたるものも古代から中
世にかけてはあったようです。蒸した米をついて作るもちは、こしき（蒸し器）が登場した古墳時代ごろに登
場したようです。
・米を主食とした「和食」＝「日本人の伝統的な食文化」は、ユネスコの無形文化財に登録されています。
「和
食」を、
「自然を尊ぶ」という日本人の気質に基づいた「食」に関する「習わし」と位置づけています。和食は、
おいしさや健康面から、海外でも良さが注目され、和食レストランが増えて人気となっています。
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⛺ 琉球での稲作
グスク時代の幕開けと共に、沖縄での農耕・稲作が始まった
・2021 年４月発行の「奇跡の島々の先史学」
（高宮広土著）では、近年の奄美・沖縄諸島での遺跡発調査から、
沖縄で農耕が始まったのは 10〜12 世紀ごろ、つまりグスクが築かれはじめた時代としています。この時期から
アワ、イネ、オオムギ、コムギ、ヒエ、キビなど栽培植物が出土し始めます。量はアワが最も多く、イネが続
きます。首里城では、創建時の 13 世紀後半の土壌に栽培食物の出土はなく、14 世紀土壌からアワが 73%、イネ
26%、14 世紀末〜15 世紀前半にアワ 79%、イネ 20%、15 世紀中頃の土壌からアワ 64%、イネ 32%と、初期はアワ
の役割が大きく、やがてイネが増える様子がわかります。勝連城、今帰仁城の土壌にも同じ傾向が見られます。
当時は、アワ、オオムギ、コムギ等の穀類にイネを組み合わせた食性であったと考えられるとのことです。
・最新の人類学では、奄美・沖縄諸島のグスク時代から近世にかけての人々、つまり現在の奄美・沖縄在住者
の直接の祖先は、渡来系弥生人とその子孫に近いとのことです。遺伝子の研究に形質人類学や土器などの出土
物による考古学のデータを考慮すると、稲作がもたらされた 10〜12 世紀に九州南部から奄美を経て私たちの先
祖が多く移り住んだとされます。農耕や稲作そして言葉も、その人たちと共にやってきたと考えられています。
「おもろさうし」で琉球王国の創世に米づくりが関わる記述
・16〜17 世紀にかけ首里王府が編纂した沖縄最古の古謡集「おもろさうし」は、13 世紀より前に作られたもの
も収録されているとされます。その中に琉球王国の創世神と国造りの謡の中に、稲作に関する叙述が見られま
す。また、奄美群島から沖縄にかけ各地域に伝わる古謡には、地域の創世に関して稲作を謡い込んだものが豊
かに残されています。これらはおもろさうしに編纂されているものもあります。
・おもろさうしの稲作に関する記述を分析した国語学者の外間守善（おもろさうし研究者）は、
「弥生時代以後
の沖縄文化は、九州から奄美大島伝いに渡ってきたアマミク族（神歌に登場する創世神たち）による稲作文化
を基調にしたものであり、それらの上に 13 世紀以後になってアジア諸地域との経済交流による交易文化が時代
を異にして積み重なってきたものと考えている」と述べています。（外間守善「おもろさうし」岩波書店）
さまざまな地域の神歌にも遺されている
・外間は、おもろさうし以前の古琉球の時代は文字を持たず、こうした神歌や神話というかたちで伝わるもの
のうち、
「島々や村々の伝えるもっともだいじな神歌は、ほとんど部落創世か稲作にかかわっているようである」
とも述べています。
・琉球では記録がないものの、外国の漂流者による記述には沖縄群島で稲作がなされていたことが書き遺され
ています。沖縄群島での稲作についての最古の記録は、朝鮮・李氏王朝の歴史を編纂した「朝鮮王朝実録」に
記載された 1477 年の漂流記にあります。漂流者が最初に上陸した与那国島での記述には、
「専ら稲作を用う。
粟あると雖も喜ばざるのたぐいなり」と、稲作が主要な食糧生産手段であったことが伺われます。西表島での
記述でも「稲と粟を用う。粟は稲の三分の一にとどまる」とあります。
・与那国、西表の両島を除く八重山群島では畑作中心で、波照間島のように西表島との往復で米を入手してい
た記述も見られます。宮古島の記述でも稲作は盛んではなかったとみられますが、沖縄本島にいたると「水田
と陸田は相半ばにして、陸田やや多し」とあり、
「飯には稲米を用う」と、米食が普及していたことが記されて
います。しかも、二期作が行われていたことが伺われる記述があります。
（佐々木高明「南からの日本文化・上」）

⛺ 水田での水稲と「アゲダ」での陸稲
水田ができる場所
・沖縄では水田に適した土地が限られているため、稲作といっても必ずしも田んぼで行われたとは限らないよ
うです。現在でも水田が見られる代表的な地域は、本島および周辺では名護市羽地、恩納村、金武町、伊是名
島、伊平屋島、渡嘉敷島、久米島、八重山では石垣市、西表島、与那国島などです。宜野湾市大山の水田は、
戦前は稲作もありましたが、現在は田芋専用です。なくこれらの地域に共通するのは、高い山と比較的大きな
川や池、湧水が多いことです。安定して水を確保しやすい場所ということになります。
・青少年の家がある南城市玉城もそうです。玉城は沖縄稲作発祥の地と伝えられ、1713 年に編纂された「琉球
国由来記」では、
「アマミキヨ（天地開闢の神）がギライカナイ（海の彼方の理想国）から稲の種子を持ってき
て玉城親田、高マシノシカマノ田に植え始めた。また、伝説によると昔、稲穂をくわえた鶴が暴風雨にあって
新原村の「カラウハラ」という所に落ちて死んだ。種子は発芽してアマミツによって受水走水の水田（御穂田）
に移植されたという」と記されています。
（南城市教育委員会の「受水走水」説明板から）
・これらの地域以外は、多くが透水性の高い琉球石灰岩地質もあって水利に恵まれず、雨水だけが頼りです。
「アゲタ」
「アギタ」と言われる天水田（窪地に雨水をためた陸田）で、水が少なくても育つ「陸稲」が他の穀
物と一緒に栽培されていたという研究もあります。このことは、本土と異なり沖縄には地域の行事に田植え儀
礼がほとんど見られないことからも言えると考えられます。
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06．沖縄にとっての米

ポイント

概要版スライドから

⛺ 沖縄における行事と米
稲わらで編んだ綱で収穫感謝の綱引き
・沖縄には、本土のような田植え行事や神事は見られないですが、稲の収穫にまつわる行事は各地で行われて
きました。その代表が「綱引き」です。綱引きの綱は、収穫した後の稲わらを使って編みます。
「沖縄の祭りと
行事」
（比嘉政夫著、沖縄文化社）によると、綱引きは「豊年を祈り、勝負の結果で吉凶を占う行事である。沖
縄各地に見られるこの行事は、大きくわけて、６月ウマチーのころにひく綱と８月 15 夜のころにひく綱にわけ
られる」
「南城市中山では、稲の刈り入れがすむ６月に、ミーメーといって新米を祝う日があり、その日に子ど
もたちの綱引きが行われる」とのことです。
・この本では、綱引きの由来について「むかし害虫で不作がつづく村があり、田んぼの稲は虫に食われていた。
村人がいろいろためしたがどうしても追い払うことができなかった。そこで、村に食べるものがないためしか
たなく野に捨て置いていた老人に教えと請うと、田んぼの畦で鉦や太鼓を打ち鳴らし、大声をあげて綱引きを
せよということだった。いわれたとおりにすると、害虫は何事かと驚き、次々と水に落ちてすべて死んでしま
った。その年から村は豊作になり、老人を捨てることもなくなった。この村では毎年綱引きをするようになっ
た」という言い伝えが紹介されています。
・この６月ウマチーは旧暦６月 15 日に行われ、集落ではノロや神役たちが熟した稲の穂と、成熟した稲の穂を
醸したウンサクと呼ばれる酒（神酒）
、花米（ハナグミ）を持って拝所を巡拝し、豊作に感謝し、集落の発展と
門中の繁栄を祈願します。６月 24〜25 日には各家庭で６月カシチーが行われ、火の神と仏壇に新しく収穫した
米（もち米）で炊いたカシチー（強飯）を供え、収穫の報告と感謝の祈りを捧げます。この日のカシチーは小
豆をまぜない白飯で、白カシチーと呼ばれます。
（
「絵でみる御願３６５日」
）
・このほか、旧暦での１年を通して行われるほぼすべての行事で、米や米粉を使った加工品（ムーチーなど）
は地域の神や先祖にさまざまなかたちで捧げられ、収穫への感謝と次の豊作への祈願がなされてきました。

⛺ 戦前の稲作とごはん
那覇と八重山では米を常食
・1600 年代から沖縄の３大作物は「米、甘藷（サツマイモ）、甘庶（サトウキビ）」ですが、水田に適した土地
が少ないことや干ばつ、台風などで米の収量は多くなかったとみられます。1605 年、野国総管が甘藷を導入し
てからは、甘藷が安定した栄養供給源として主食の位置を占めたようです。第一尚氏時代の 1406 年までは、人
口がわずか７〜８万人にしか過ぎなかったのが、甘藷が導入されてから 100 年後には 20 万人に達するようにな
りました。
・大正元年の耕地の利用状況を見ると、甘藷（サツマイモ）が２万８５２４町、甘庶（サトウキビ）が１万１
０４９町（収穫面積）
、水稲が８０９７町となっています。これら３作物の合計が４万７６７０町で、全耕地の
88％を占めていました。
・
「聞き書 沖縄の食事」によると、戦前の米づくり入手、米飯は地域によってずいぶんと異なっていたことが
うかがわれます。那覇の人は市場で買い、１年を通じて朝夕の家での食事および昼の弁当は白飯が基本でした。
中部では、小さいものの家ごとに田をもっていて、節目や運動会、遠足、体調不良、お産などの時に食べる分
は自分の家で確保していたそうです。
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・糸満では山がなく琉球石灰岩の原野のため水田はなく、窪地の雨をためたアギダで自家用の米を作っている
家があったようです。やはり行事など特別な日に米を食べていたとのことです。やんばるは島や地域によって
状況が異なるようです。
・先島では、宮古島は自然湧水の下流一帯だけは水田で水稲がとれるが、それはごく限られた土地で、多くの
家では本土米や台湾米を買って食べたとのこと。米とあわ、ひえ、大麦、たかきび、ひえを混ぜて炊き、材料
の割合の多いものの名をとって「あわごはん」
「ひえごはん」などと言ったそうです。米だけのごはんは、やは
り特別な日の食事でした。
・八重山では、石垣島は山が多く水が豊富にあり、稲作りが盛んで６月と 12 月の二度収穫できるので、ごはん
が日常食にとり入れられていました。日常的に工夫していろいろなごはんが炊かれたそうです。おめでたい時
には食紅を使ったもち米の赤飯、うるち米の小豆ごはん、田植えのさいは腹持ちがいいとのことで、もち米の
おにぎりを作ったとのこと。換金用、病人用や隣近所への交際用にも使われていたそうです。

⛺ 日本で最も早い新米
日本では珍しい二期作、岩手を救う
・亜熱帯気候の沖縄では、稲作の周期が本土と異なります。冬の平均気温が 17 度くらいで、１年を通じて栽培
を行うことが可能なため、二期作が行われています。１期目は２月に苗作りをして３月に田植え、６月に収穫
します。２期目は７月に苗作りをし、８月に田植え、11 月に収穫します。米の収穫が本土よりかなり早く行わ
れるので、６月に収穫したものは「日本一早い新米」として出荷されます。
・日本で二期作を行っている地域は、現在は高知県などに限られています。温暖な気候が必要なことと、稲刈
りと田植えをほぼ同時に行わなければならないため、農家の労働負担が大きいことが理由としてあげられます。
・ですが、耕地面積と収穫量は多くありません。内閣府沖縄同業事務局農林水産部の平成 30 年のデータによる
と、県内の耕地面積全体のうち田は２％（全国平均は 54％）
、収穫量は 2200 トンで、日本全体の 0,0003％に過
ぎません。昭和 48 年は 5130 トンで、６割近く減少しています。理由は、生産農家の高齢化による離農等とな
っています。また、二期作目は台風の時期と重なるため、昨付けは一期目の半分程度になっています。
・1993 年、全国的な冷害に見舞われ、外国産の米を大量輸入するなど大きな社会不安となりました。翌年の田
植えのための種もみも確保できなかったため、岩手県ではわずかに残った種もみを石垣島に送り、冬の間に稲
を育てて種もみを増殖させ、種まきに間に合わせるという前代未聞のプロジェクトが着手されました。石垣島
では通常より２か月も早い１月上旬に田植えを行うため、また勝手がわからない違う品種のため関係者は苦労
しましたが、沖縄県と石垣島の農家の協力で見事成功、石垣島に送られた２トンの種もみが 116 トンに増え、
翌年の岩手県での田植えに間に合いました。平成６年、岩手県では大豊作となりました。この種もみは愛称が
募集され、
「かけはし」と名付けられました。亜熱帯気候、そして二期作の経験が大いに役立ちました。
（いわ
て純情米ホームページ http://www.iwate-kome.jp/story/special.html ）
🌾ｺﾗﾑ 緊急時、米が人々を喜ばせた

沖縄戦直前、台湾から届いた米が住民に配布された
・沖縄戦直前の 1945 年２⽉、すでに住⺠は⾷糧不⾜にあえいでいました。さらに、予想される⽶軍上陸に伴う住⺠
の避難⾷を確保する必要もありました。神⼾市出⾝で、⼤阪府内政部⻑から沖縄に赴任したばかりの島⽥叡知事は
２⽉下旬、⾃ら⽶軍潜⽔艦が出没する中を台湾に赴き、⽶ 450 トンを調達することに成功しました。
・⽶は３⽉下旬に本島に届き、ただちに県庁職員により夜を徹して住⺠に配給されました。４⽉１⽇に⽶軍が上陸
し、「鉄の暴⾵」と呼ばれた艦砲射撃が始まった後も、⾸⾥などでは配給への⻑い列ができたそうです。⽶を積んだ船は
北部にも⾏き、⼤宜味で陸揚げされて住⺠に配給されました。
・この時の⽶ 450 トンを換算すると、300 万⾷（300 万合）に相当すると考えられます。実に 600 万茶碗分にあた
ります。当時の沖縄の⼈⼝は 60 万⼈なので、単純計算ではひとり 10 椀分が配給されたことになります。南部の避難
壕などで炊飯が⾏われた記録が残っています。
・このほか島⽥知事は、４⽉ 27 ⽇に戦前の沖縄最後の市町村会議を開催し、砲弾が⾶び
交う中を集まった南部地区 18 市町村⻑と４警察署⻑に「戦いがいかに激しく、また⻑びこう
とも、住⺠を飢えさせることは⾏政担当者として最⼤の恥である」と述べたうえで、「芋の植え付
けや⻨、⼤⾖の収穫を、⽉明かりを利⽤して⾏うよう」指⽰しました。さらに、「避難⺠はどの畑
からでも作物を⾃由に取って⾷べてよい」ことも取り決めました。果たして、戦⽕が南部に拡⼤
するにつれ住⺠は南部の追いやられ、畑にあったイモやサトウキビをかろうじて⾷いつないだと伝
えられています。
・島⽥知事は６⽉ 23 ⽇に第三⼗⼆軍・⽜島満司令官らが摩⽂仁で⾃決し、組織的戦闘
の終結後、具志頭〜⽟城の海岸付近で殉職されたといわれています。
2021 年にも映画化された、戦前最後の沖縄県知事・島田叡さん（©2021 映画「生きろ 島田叡」製作委員会）
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07．「沖縄ローリングストック」 米が主役

ポイント

⛺ 米は最強の備蓄品！
水と鍋とカセットコンロがあれば OK
・近年、地震津波も風水害のいずれも頻度が上がり、規模も拡大しているためこれまで以上に備蓄品の重要性
が問われるようになりました。さまざまな防災グッズや防災食が開発され、市販されるようになりました。し
かし、価格の問題や日々食べ続けるものとしての課題があります。その中にあって、米こそが持続可能な生活
環境を整えるうえでの最強の備蓄品といっても過言ではありません。
・その理由は、次のとおりです
１）保存性
・風通しがよい冷暗所なら、どこに置いておいても大丈夫です。賞味期限は夏場で３週間ほど、冬は２か月程
度とされています。必然的に、食べながら補充していくことになります。冷蔵庫なら、保存期間は２倍になり
ます。できるだけ密閉した状態で保存しましょう。
「お米の総合通販サイト ごはん彩々」によると、米を冷蔵庫で保存して、使う時に冷えたまま研ぐと、米が
研ぐ際に受けるダメージが下がり、汚れだけが取れるメリットがあるそうです。冷凍庫に入れると、水分が飛
んでしまい、米にひび割れが入るので、冷凍庫は NG とのことです。
（
「お米の総合通販サイト ごはん彩々」https://www.gohansaisai.com/fun/entry/detail.html?i=460 ）
２）どこの家にもある
・日本人の主食であり、防災備蓄品としてあえて買わなくても、ほとんどの家に数日分〜数週間分はあります。
米を切らしている人、少ししかない人に分けることもたやすいですね。
３）常に補充されており、
「ローリングストック」代表食品である
・ローリングストックとは、日々の食事を冷蔵庫（生鮮食品）と冷凍庫（冷凍食品）
、棚の食料（乾物・缶詰）
をローテーションしながら、足りなくなったらその都度補充していく食材管理方法です。災害が起きた際、避
難先の提供食に頼ることは不可能であり、非常時にいつでも持ち出せるよう、また非常時であっても平時と同
じ食の環境を維持できるよう、家庭での防災備蓄にはこのローリングストックが欠かせないとされています。
日本ならどこの家にもある米は、まさにローリングストックの主軸です。
４）安価
・ごはん関連の防災用備蓄食品には、水や湯を注いだだけで食べられるものも数多く市販されていますが、１
食あたり（販売時 100g、できあがりで 260g）の値段は 250 円〜400 円ぐらいです。一方、茶碗１杯分（できあ
がり 150g）の米は、約 25 円です。安いだけでなく、やはり炊きたてのごはんは力と勇気が出ます。災害を乗り
越えるためには、ふだん食べているものをいつでも食べる状況にしておくことが重要です。そのためには合わ
せてカセットコンロなど熱源も備蓄しておくことが大切です。
５）栄養価とエネルギー
・主食になりうる食品の主な栄養価とエネルギーを比べてみましょう。（１食相当分）
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⾷品

エネルギー

３⼤栄養素（ｇ）

１⾷分

Kcal

タンパク質

脂質

炭⽔化物

ミネラル（mg または g）
ナトリウム

カリウム

カルシウム

鉄

ビタミン（mg）
B1

B2

C

ごはん

504

7.6

1.0

106.8

0 mg

0

10

0.4

0.06

0.04

0

426

6.38

0.77

93.7

2.2 mg

72.6

7.7

0.2

0.06

0.02

0

784

13.0

39.2

94.9

5.6g

0

275

0

0.53

0.57

0

351

10.5

14.5

44.5

0

105

0

0.19

0.32

0

432

10.6

19.1

54.4

0

172

0

0.31

0.31

0

343

9.45

1.08

70.0

230 mg

14

16

0.54

0.05

0.03

0

338

12.0

1.84

64.4

391 mg

184

21

0.92

0.32

0.36

0

242

5.98

0.92

50.0

276 mg

20.7

13.8

0.46

0.05

0.02

0

373

13

2.25

71

425mg

30

17.5

1.5

0.13

0.08

0

216

6.12

6.13

32.9

160 mg

104

61

0.75

0.1

0.14

0.39

300

11.54

14.4

30.6

668 mg

149

137

0.69

0.07

0.11

7.85

268

2.4

0.4

63.8

22mg

960

72

1.2

0.22

0.08

58

300g
アルファ化⽶
300g
カップ焼きそば
171g (乾燥)
カップラーメン

⾷塩相当

78g (乾燥)
カップうどん

⾷塩相当

96g (乾燥)
そうめん

4.9g
6.6g
⾷塩相当

270g ゆで後
沖縄そば麺
230g
湯通し後
うどん麺
230g ゆで後
パスタ
250g ゆで後
クリームパン
92g
ピザトースト
121g
サツマイモ 1 本
200g ⽪むき
カロリーSlism https://calorie.slism.jp/ （⽂部科学省 ⽇本⾷品標準成分表に基づく）などから作成

・カップ麺は、脂質、塩分が圧倒的い高いことがわかります。そうめんやパスタなど乾麺は、多めの湯でゆで
る必要があること、蒸し麺は災害時に入手することが難しいといった困難があります。菓子パンは、腹持ちが
よくない、個数を食べるとカロリー等がオーバーするといった課題や、毎日続くと糖分過多の問題があります。
・栄養価やエネルギーからみて米は非常にバランスがとれていることがわかります。ここにあげた穀類はどう
してもビタミン類が不足するので、野菜など副食と合わせる必要があります。
・阪神淡路大震災の避難所での１日１人あたりの栄養素の平均摂取量についての調査を見ると、基準値に比べ
て欠乏していた栄養素の上位は①鉄分（充足率 56％）②カルシウム（72％）③ビタミンＣ（73％）④ビタミン
Ｂ２（80％）というデータがあります。
同じ調査で、欠乏した食品群として①砂糖（充足率 11％）②豆（18％）③イモ（27％）④野菜（33％）⑤卵（34％）
があげられています。災害時の限られた状況で副食をどうするか、家庭でのローリングストックの中身が重要
になってきます。
（
「阪神大震災研究２・苦闘の被災生活」神戸大学震災研究会編、神戸新聞総合出版センター）
６）日本人の主食であり、体を構成する基礎
・これまでにも述べてきたように、日本人は長く米を炊いて食べてきました。日々炊飯しごはんをたべことで
心身の基礎やリズムが整えられています。災害時こそ、平時と変わらないものを食べることが、体調を維持し
困難の乗り切るエネルギーになります。
７）少しの水と鍋と熱源さえあればすぐ食べられる
・茶碗２杯（米１合）分のごはんを炊くには、カップ１杯と少しの水（米の 1.2 倍）
、鍋、焚き火でも小さなコ
ンロでも熱源となる火力があれば、すぐに作って食べられます。米や日々の食材をローリングストックしなが
ら、カセットコンロなど熱源も持っておきましょう。
８）さまざまな食材を合わせやすく、加工もしやすい
・レトルトや缶詰と合わせると、必要な栄養分をおいしくいただくことができます。炊飯時に具材と調味料を
混ぜる、あるいはレトルトや缶詰の汁物を入れると、炊き込みごはんとしてバランスのよい食事ができます。
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ⅲ 米の持つチカラを知ろう
08．米を炊こう！

ポイント

概要版スライドから

⛺ 炊飯の仕組みと手順
水と鍋とカセットコンロがあれば OK
・あの硬い米が、水と火の力でどうしてふっくらしたおいしいごはんになるのでしょうか？
・炊飯の手順を歌った「はじめチョロチョロ、なかパッパ、じゅうじゅう吹いたら火を止めて、ひとにぎりの
わら燃やし、赤子泣いてもフタとるな」という、日本本土で伝わるわらべうたがあります。ごはんが炊きあが
る理屈や仕組みを、歌が示す手順に合わせて炊飯の手順とともに見て行きましょう。
★玉城青少年の家のプログラムでは、災害時にできるだけ水や道具を使わないで炊飯できるよう、ポリ袋を使っ
た湯煎による炊飯を行います。この手順は、
「12『災害に役立つ！沖縄自炊学』プログラムの実際」で示します。
１）吸水 …水分を増やす
・米にもともと含まれている水分は重量の 14〜15％です。硬い状態で、含まれているデンプンも消化できるも
のではなく、食べることはできません。
・ごはんにするには、まず米を洗って（
「米を研ぐ」とも言います）水に浸します。米を水に浸けると、徐々に
水を吸って膨らんでいきます。この状態では、米のデンプンは水に溶けていません。
・なぜ、米を洗って水に浸すのでしょうか？どれくらいの時間、浸すことが必要でしょうか？
①米を洗うことで、さらに 10％の水分が吸収される。
②米の最大吸水量は、米の重量の 25％程度。100％吸水するには、２時間半〜３時間が必要。
③炊飯には、90％の吸水でＯＫ。そのため、水に入れて 30 分程度で 90％の吸水を達成できる。
【手順】
①米を洗う。
②米を 30 分ほど水に漬ける。
③鍋に米と水をセットする。水の量は、米の 1.2 倍。
🍚無洗米の場合は、洗わなくても炊飯が可能です。
🍚最近の米は精米技術が高く、災害時など水に乏しい状況に米を洗わなくてもおいしく食べることができます。
🍚加熱することで米の吸水する力が上がるので、時間がない時など漬けておかなくても最初は弱火にすること
でおいしく食べることができます
🍚炊飯に必要な水の量は、通常は米の容量の 1.2 倍、または重量の 1.5 倍です。容量で行く場合は、米を入れ
た時の高さと同じ高さの水を上に積み重ねることで 1.2 倍になります。重量で水の量を決めるのは、大量炊
飯で容量が測りにくい時などです。
🍚フタのない鍋の場合は、アルミ箔などでフタを作り、上から何かで抑えるだけでもフタ代わりになります。
🍚ホットプレートでも問題なくできます。
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２）加熱 …熱でデンプンを加水分解させる
♬「はじめチョロチョロ、なかパッパ」
・米の吸水を促進させるため、最初は弱火で加圧します。加熱されることで水分の吸収が加速します。やがて、
水温の上昇と水の対流による加圧により、水を吸った米のデンプンが化学反応（加水分解）を起こし、やがて
表面が溶けはじめて糊のような状態になります。デンプンの分子の中に水が入った状態です。これを「糊化」
（アルファ化ともいう）といいます。
・糊化したデンプンには、口に含んで噛んだ時に酵素のアミラーゼが入り込むことができ、分解されて糖にな
るので、甘くて美味しいと感じます。また、消化しやすい状態でもあります。
・糊化は、水温が 50〜65℃で始まるとされています。この状態があまり長く続くと、米のデンプンが水に溶け
出して米の煮崩れを起こし始めます。容器の材質にもよりますが、早めに沸点に達した方が煮崩れを防ぐので、
沸騰までの時間は 10 分程度が適当とされます。沸騰するまでは、フタがなくても炊飯にはそれほど影響はあり
ませんが、沸騰したあと白い上記を吹き上げる状態を確認するにはフタがあった方がよいでしょう。
・沸騰し始めると、表面から始まった糊化がお米の内部でも起こり始めます。水はどんどん米に吸収されつつ、
同時に水蒸気になって釜の中の圧力を上げます。
＜参考＞アルファ化米：炊きたてのご飯を熱風乾燥機で水分だけを取り除いたドライライス。元は軍用として
製造されたが、現在は災害備蓄食としてよく用いられる。
【手順】
ポイント
①弱火で点火し、２〜５分で強火にする。
水にしっかり漬けていたら、最初から強火でＯＫ。
🍚金属製の鍋は熱伝導が早く、米の給水時間が必要なため、
弱火で数分の加熱後に強火にします。
土鍋は熱伝導が緩やかなので、最初から強火で加熱します。
②白い蒸気を吹きフタがカタカタ音を始めたら、極弱火に。
🍚その日の天候や環境により、水蒸気が吹かない場合も。
その時は、時間で頃合いを見てごはんのよいにおいがして
きたら、沸騰➡極弱火のサインです。
３）蒸らし …100℃近くを維持しながら水分を米に吸着させ、デンプンの糊化（アルファ化）を完了
♬「じゅうじゅう吹いたら火を引いて、ひとにぎりのわら燃やし、赤子泣いてもフタとるな」
・強火での沸騰状態が続くと、水蒸気になった水が容器の外に出て減ってしまうので、極弱火にして容器の中
の高温と圧力を維持しながら水蒸気により米をふっくらさせる「蒸し煮」を行います。
・10 分たって火を落としたら、さらにフタを閉じたまま 10〜15 分ほど蒸らします。これは、釜の中に水分が
水蒸気として残っているものを、火を止めて冷ますことで米の表面に吸着させ、米の細胞にハリを出させるこ
とで表面にもちっとした粘りが生まれます。このとき、釜の中は高温でふくらんでいた空気が温度の低下につ
れ減圧され、米による水分（水蒸気）の回収とふくらみが生まれます。
・
「蒸す」とは、安定して 100℃で加熱する調理法で、調理のムラができずに最も早く熱を通すことができます。
煮崩れしにくい、旨味が水の中に溶け出しにくい調理法でもあります。
・沸騰後、ここまでの 20〜25 分で、デンプンの糊化は完了します。
【手順】
ポイント
①極弱火にし、10 分ほど蒸し煮にする。
②火を止める。フタを閉じたままさらに 10 分ほど蒸らす。
🍚この蒸らしがおいしく炊きあがるための最大のポイント。
４）天地がえし …蒸気や空気の通り道の分散
🍚フタをあけ、ごはんの天地を返します。蒸気を均等に
分散させ、空気を通してごはん全体をふっくらさせます。
下のごはんのデンプンがそのまま固まることを防ぎます。
【手順】
🍙 鍋・釜での炊飯
①フタをあけて、ごはんの上から十字を描くようににしゃもじを入れて、ごはんを起こす
②全体に均等に空気が行き渡るよう、ごはんの天地をかえす。
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09．先人の知恵！「沖縄ローリングストック」を支える伝統食材

ポイント

⛺ 味噌をみなおそ！
沖縄の伝統食品であり、保存食
・意外かと思われる方が多いかもしれませんが。沖縄で最もよく使われてきた調味料は「味噌」です。多種多
様な調味料が増えた現在も、その地位と役割は変わっていません。三食にいただく一汁三菜の味噌汁としての
ほか、昔ながらの食堂の定番メニューで、大ぶりのうつわにさまざまな具材が入った豪華な「味噌汁」、
「アン
ダンスー（油味噌）
」
「ポーポー」
「ナーベーラー味噌煮」といった味噌を使った県産家庭料理など、味付けから
おかずとしての一品までバリエーションに富んでいます。
・味噌は、戦前はどこの家庭でも自家製の味噌を作っていました。
「聞き書 沖縄の食事」では、那覇のような
都市からやんばるの農村、先島の離島まで、全県の家庭で盛んに味噌づくりが行われていました。原料となる
大豆をはじめとした豆類も、家庭で栽培していました。大豆は、自家製醤油づくりにも使われるだけでなく、
行商人が売りに来る塩と交換することもあったそう。
・仕込みは年１回のところもあれば、年２〜３回行う家庭もあったようで、２〜３年分を作っていたようです。
つまり、味噌は高温多湿のうえ干ばつや台風リスクが高い亜熱帯気候でも保存が可能な食品として、重要な役
割を果たしてきたのです。
・地域では、裕福な家庭ほど味噌を蓄えた瓷が増え、２年味噌、３年味噌と自慢しあい、誇りを持っていたと
いいます。また、各家庭の主婦は、
「若味噌は家族に食べさせることがないように」つまり年季の入ったおいし
い味噌を家族が食べ続け、味噌瓷が常にいっぱいであるようにと、味噌の材料をしっかり確保し蓄えに努めた
のだそうです。
沖縄の長寿を支えてきた味噌、かつお節、昆布
・味噌は発酵食品です。最近の研究では胃がんのリスクを下げ、腸内に善玉菌を増やし、体の免疫力を揚げる
力を持つことがわかってきました。2003 年には、みそ汁の喫食量が１日２〜３杯の人は１杯の人よりも乳がん
発症リスクが減少するということが、国立がん研究センターから発表されています。塩分をそのまま摂取する
より、みそとして摂取するほうが血圧を上昇しにくくすることも発見されています。
・沖縄県の平均寿命は、1980 年、1985 年に男女とも全国一でした。特に女性は、データのある大正 10 年から
2005 年までほぼ毎年１位でした。残念ながら平成になり、伝統的な食生活から新しい食生活への変化に伴い順
位を下げ、2017 年には女性 7 位、男性 36 位に後退しています。伝統的な食生活が当たり前だった時代に生き
た人たちは寿命も長かったと考えられ、平素での伝統的食文化の見直しが求められています。
・沖縄の伝統的食文化に現在でも大きな役割を果たしているのが、昆布とかつお節です。昆布は北海道産、か
つお節も現在は大半が鹿児島産と県内産ではないですが、２つの乾物が沖縄の伝統食文化の特色を決定づけて
きました。総務省の家計調査によると、2017-19 年における家庭あたりの消費量は、全県庁所在地・政令指定都
市 52 市中、かつお節は那覇市がどちらもダントツで１位。昆布は昭和 63 年まで１位前後をキープ、平成 10 年
まではひと桁順位を維持していましたが、2017-19 年は 14 位とやや順位を落としています。
栄養価が非常に高い
・かつお節は、ミネラル（リン、鉄分、カリウム）やビタミン B1・B2 が豊富。100mg あたりのリン、カリウム
はそれぞれ牛乳の８倍、６倍となっているほか、牛乳ではほとんど採れない鉄分を多く摂取できます。B1、B2
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はそれぞれ牛乳の 13 倍、２倍です。冲縄では濃いだしを使うため、鹿児島で製造されるかつお節のうち沖縄向
け製品は製造での乾燥工程を短くして、濃いだしが出るように作られています。沖縄ではかつお節そのものも
食べるため、同じかつお節でも栄養素の摂取量は本土より多いと見られます。
・沖縄の各地では、昔から体調を崩したときや風邪のときにカチューユをいただきます。含まれる栄養素から
考えると、非常に理にかなっているのです。しかも、かつお節に湯を注ぐだけで十分な栄養を摂ることができ
る、沖縄生んだすばらしい即席食品です。
・昆布の 100mg あたりのカルシウムは、牛乳の６倍以上あります。沖縄の伝統食の多くは、昆布と沖縄向けか
つお節でとった濃いだしを使うため、他の調味料を使わなくても十分なうまみを得ることができます。さらに、
多くの栄養素が含まれるだけでなく、塩分の摂取が抑えられます。
・ちなみに、沖縄県の厚生労働省の 2010 年の都道府県別食塩摂取量を見ると、最も食塩摂取が少ない県は、男
女とも沖縄県となっています。この塩分摂取の少なさと関係があるのか、2015 年の沖縄県の女性の脳血管疾患
による死亡率、男女の脳梗塞による死亡率は全国で最も低いとなっています。また、2016 年の厚労省データで
はがんの罹患率が最も低いのは沖縄県で、胃がんによる死亡率も男女とも全国最下位となっています。胃炎、
胃潰瘍でも沖縄県は最も少ない県となっています。
カチューユ、沖縄味噌汁は「命のスープ」
・災害や経済的な困窮状況になっても、ごはんを炊くことに合わせて味噌、昆布、かつお節というすばらしい
伝統的保存食を生かすことができれば、困難を乗り切る力「生きる力」はますます強固なものになります。腸
を整え、免疫力を揚げるとされる味噌をごはんとともにいただくことは、劣悪な環境や過大なストレスによっ
て体調が崩れがちな災害時に極めて有効です。
・通常、
「カチューユ」に味噌を加えるケースもありますが、非常時にはそれだけでも栄養補給になり、手間も
かかりません。究極の高機能インスタント食品といえます。さらに、野菜や根菜、肉類などさまざまな具を加
えて「沖縄味噌汁」にしてごはんと合わせると、一汁一菜にもなり最強の食ではないかと考えます。カチュー
ユ、沖縄味噌汁はまさに「命のスープ」です。
・もうひとつ、沖縄の伝統的調味料に「黒糖」があります。成分をみると、これがまたすばらしく万能です。
おじいおばあのおうちに行くと、まず黒糖が出てくることも非常に理にかなった習慣であることがわかります。
沖縄が誇る調味料にして保存食である、どの家にいっても常備されている味噌、かつお節、昆布、黒糖の主な
栄養成分表を示しておきます。
⾷品

エネルギー

３⼤栄養素（ｇ）

100 グラム

Kcal

タンパク質

脂質

炭⽔化物

ミネラル（mg）
ナトリウム

カリウム

カルシウム

鉄

ビタミン（mg）
B1

B2

C

⽶味噌(⽢)

217

9.7

3.0

37.9

2400

340

80

3.4

0.05

0.10

0

217

17.2

10.5

14,5

4300

930

150

6.8

0.04

0.12

0

143.5

8.4

1.6

60.0

2717

5183

668

4.4

0.34

0.38

16.3

940

28

5.5

0.55

0.35

0

100g
⾖味噌
100g
昆布類平均
100g

⾷塩相当
6.9g

かつお節

365

77.1

2.1

0.8

100g
⿊糖

⾷塩相当
0.3g

354

0

0

89.7

27

1100

240

4.7

0.05

0.07

0

384

0

0

99.2

1

2

1

微量

0

0

0

67

3.3

3.8

4.8

0

150

110

微量

0.04

0.15

1

176

14.8

9.8

8.4

1

530

79

2.2

0.17

0.08

0

291

18.3

22.6

0.2

39

310

3

0.3

0.77

0.13

1

100g
参考
砂糖
100g
⽜乳
100g
⼤⾖(ゆで)
100g
豚⾁中型種
ロース 100g
⽂部科学省 ⽇本⾷品標準成分表に基づく

＊大豆は「畑の肉」といわれますが、まさに豚ロースと遜色がないことが示されています。大豆の加工品である
味噌のエネルギーやタンパク質にも反映されていることがわかります。ミネラルは、親である大豆をはるかにし
のいでいます。
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10．人生のさまざまな困難を乗り切るチカラ「自炊力」！

概要版スライドから

⛺ ３つの「生きる力」を育む

ポイント

災害・貧困を乗り越え、伝統的食文化を担う力に
・なぜ沖縄の子どもたちに「自炊力」が求められるのでしょうか。これからの時代、社会において、次の３つ
の「生きる力」を育むことが求められるからです。
① 災害を乗り切る力を育む ➡身の回りにあるもので炊飯ができることは、困難時の大きなアドバンテージ
…阪神淡路大震災で壊滅状況に陥った阪神地区では、明治開港で外国人がもたらした、背後の六甲山や河川、
海岸をフィールドにしたハイキング・キャンプなどの野外活動が市民文化として定着していました。これが被
災直後の生活や自立再建におおいに役だちました。野外活動で育まれる、米・水・うつわ・熱源があれば炊飯
できる技術は、困難時に自分や周囲の人々を救うことにつながります。
② 貧困にならない力を育む ➡「味覚」
「調理センス」向上が文化的・経済的貧困の回避に
…共働きやひとり親家庭の増加、男女とも働く社会の到来、子どもが塾や稽古事で忙しいなどで、親から料理
を教わる機会が減少しています。
「外食」
「中食」
「冷凍食品」の子どもへの浸透も広がりました。また、夜の遅
い時間に居酒屋での夕食や、夜のスーパーに買い物に行くようなことも起こっています。このことがファスト
フードや加工品、外食への依存による味覚の劣化につながり、文化的・社会的貧困や「体の貧困」をもたらし
ます。子どもでも安く簡単に作って食べる自炊力を身につけていれば、経済感覚や消費感覚も向上できます。
＊2016 年の沖縄県の調査では、沖縄では貧困状況にある子どもが 29.9％と全国ワースト（全国 16.1％）で、親
がいない食事の代わりにスナックを食べている子や、親が子を養育することが難しい状況に陥ったためまとも
に食事をしていない子も少なくない。
③ 伝統的な食文化を受け継ぐ力を育む ➡長寿だけでなく、防災機能も備えた沖縄食文化の再評価
…首里王府の琉球料理の継承ももちろん必要ですが、自然の恵みを生かしながら厳しい亜熱帯の自然環境に適
応してきた地域や家庭の身近な食文化を、炊飯技術の習得とともに受け渡していくことが必要です。今のよう
にライフラインが整備されていない中で、干ばつや台風などの災害に対応しながら、戦後のアメリカや日本本
土から移入された食材もとり入れながら発展してきた独自の食文化を再評価する機会になります。

⛺「生きることは食べること」。自分で作って食べる力を
自炊は「困難時にお金をかけず、工夫する力」を育む
・災害にせよ、貧困にせよ、生き抜くことはすべて「食べること」から始まります。このとき、自分の力で食
を生み出せるかどうかによって、状況はすいぶんと変わります。
「自力でごはんを炊ける」力は、さまざまな困
難状況にあって身のまわりにあるものを工夫し、お金をかけず自力で難局を打開する源泉になります。困難状
況を予測し、危機に陥った時に必要な備えや環境づくりができる力にもつながります。
・自炊を通じて沖縄の食材、水、火熱の持つ力を理解することは、限られた状況の中でそれらを生かし、食の
可能性広げることにつながります。炊飯実践で育まれる、レシピに頼らずに食材や道具を組み合わせる調理の
「直感」
「センス」は、
「創意工夫」
「率先」
「協働」
「臨機応変」
「先を読み、視点を変えて見る」力となり、人々
と共に災害を乗り越える原動力になります。それは、災害発生時、混乱の中で「いま何をすべきか」落ち着い
て考え、自分の命を守りながら周囲の人に適切に手を差し伸べていく地域人材の育成につながります。
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「食のじんぶん」が貧困を遠ざける
・茶碗１杯のごはんには、252 キロカロリーのエネルギーがありますが、必要な米の量は 50 グラムに過ぎませ
ん。金額にして 25 円前後です。おかわりをしても 50 円です。この茶碗２杯分が米１合に相当します。水、容
器、熱源、そして簡単な自炊の技術があれば、いつでも温かいごはんでお腹を満たすことができます。これに、
沖縄で最もよく使われてきた伝統的調味料かつ保存食の味噌に、少しの野菜・根菜・豆腐等を合わせるコツを
知っていれば、１食 100 円１個で必要な栄養と満腹を簡単に得ることができます。
・本プログラムの体験学習で行う、ポリ袋を使った湯煎による炊飯では、野菜を一緒に茹でて、残り湯に味噌
を溶かし味噌汁にする工夫も可能です。昆布やかつお節を加えるとうまみも栄養価も飛躍的に向上します。水
と熱の節約も体験できます。
「命の源」となるごはんと「命のスープ」味噌汁を作る簡単な技術を身に付け、自
分で食べて困難を乗り切る力を育むための学びが、
「沖縄自炊学」です。まずは、子どもたちが自宅で台所に立
つことが重要です。そのきっかけとして、体験学習は実施されます。

🌾ｺﾗﾑ 沖縄戦時の避難生活で役立った、家庭の伝統食

食糧に伝統食材を持たされた。「一番よかったのは、かつお節。その都度削って食べた」
・宜野湾市嘉数⾼台で沖縄戦の語り部をされている伊波義雄さんに、避難時に持った⾷品を伺いました。「⼩学校
に⼊る前、家のあった嘉数から南部に避難しました。避難中にはぐれた時のため、⾷糧として⿊糖、でんぷん、かつお
節、味噌、塩などを親から持たされました」。これらは⽇常的に家庭で使われ、保存⾷として機能していたものです。
・「かつお節はその都度削って⾷べましたが、これが⼀番よかったです。爆弾などで⽕傷して⽔ぶくれができた時、上か
ら味噌で抑え、⽔ぶくれがなくなったら塩で殺菌しました。こうした⾷べ物を持っていたから、今もこうして元気にがんば
れているわけです」と話してくれました。栄養としてだけでなく、負傷した時にも役⽴っていたことがわかります。
🌾ｺﾗﾑ 災害時の４大メニュー「カレー」「豚汁」「おでん」「お好み焼き」

キーワードは「運搬時の安定」「水をあまり使わない」「転用しやすい」「温かい」
・災害時に喜ばれるメニューで、⽐較的提供もしやすく、栄養に富んでいるメニューはずばり、「カレーライス」「豚汁」
「お好み焼き」です。いずれも、かつての震災や戦災で発展した、⽂字通りの災害⾷です。
・カレーライスは、旧⽇本海軍の基地があった呉や舞鶴、横須賀が発祥の地とされます。揺れる船内でもこぼれない
もので、栄養価が⾼いメニューをと開発されたそうです。インドカレーはさらさらなのに、⽇本のカレーにとろみがついてい
るのは、そのせいです。このことは、⾼齢者も⾷べやすいことを意味します。同じ⾷材で「⾁じゃが」への転⽤がたやすく
できます。実際、この利点があるために現在も⾃衛隊では毎週カレーと⾁じゃがの⽇があると聞きました。防災⾷の
王者・レトルト⾷品の先駆けでもあります。
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・豚汁は、何よりも温かいことで喜ばれます。１⽉に起こった阪神淡路⼤震災、３⽉に起こった東⽇本⼤震災で
は、暖房もなく寒さに震える⼈たちにとって命を守る役割を果たしました。⼿軽であること、これまでにもその効果に触
れてきた味噌が使われることで、体調を整え抵抗⼒をあげることにもつながります。難点は、ごったがえしている避難場
所で持ち歩く時に、こぼしたり転倒したりして事故につながる可能性が⼤きいことです。また、夏の暑い時期には⼝に
しにくいメニューでもあります。那覇市の繁多川公⺠館で、真夏の炎天下に⾷品衛⽣を考えた炊き出し実験として
豚汁を提供したのですが、特に⾼齢者の多くが残してしまいました。このとき、季節や⾷べる相⼿によっては、具材を
細かく刻まなければならないという課題が⾒えました。
・全国に類似の郷⼟⾷があり、東北各県の「芋煮」が震災後にあちこちでふるまわれました。芋煮は、東北の各地で
住⺠がグループで川原などに集まってサトイモや⾁を使った鍋料理です。「芋煮会」と呼ばれる季節⾏事になってお
り、⼦どもの時から馴染んでいるソウルフードです。味は地域ごとに特⾊があります。
・災害で発展したメニューとしては、「おでん」が最も古いといえます。江⼾時代に江⼾のまちで⽣まれたものが、関東
⼤震災の時に関⻄から救援に駆けつけた⼈々（今でいうボランティア）によって炊きだされ、その後関⻄でおでんの
ことを「かんとだき（関東炊き）」呼ぶようになりました。
・災害時には、それぞれの具を出汁とともにポリ袋やジップロックに⼊れて鍋で湯煎状態にすると、いろいろ⾷材を同
時に温めたり、残り湯を活⽤できます。

野菜や地域の食材を入れることで、栄養価を高めることができる
・お好み焼きの由来にはさまざまな説がありますが、明治時代に東京の縁⽇などで売られた「どんどん焼き」、近畿地
⽅で広まったソース味の「⼀銭洋⾷」、神⼾でスジ⾁を⼊れて焼いた「⾁天」がルーツと⾔われています。⼦どものおや
つ程度の扱いが多かったのが、簡単にできるので関東⼤震災時に東京で市⺠権を得た、あるいはもんじゃ焼きとして
発展したという説もあります。
・太平洋戦争後の極端な物資不⾜で、「コナモン」を扱う店が乱⽴した⼤阪・神⼾の闇市を舞台に主⾷の座につい
たとされます。戦後まもなくから阪神地区で盛んに開発されたウスターソースにより、現在のステータスになりました。広
島では、軍隊への招集や原爆で夫を亡くした多くの未亡⼈が市内の⼀⾓に集まり、⽣きていくために鉄板⼀枚でお
好み焼き屋を始めたのが広島焼きのスタートと伝えられています。
・これも類似の料理が各地にあり、沖縄では「ヒラヤーチー」がおなじみです。台⾵の時などに、平時から家で備蓄して
いる⼩⻨粉やツナ⽸を使って簡単に調理します。ニラや卵があれば⼊れますが、何もない時や暴⾵で外に出ることが
できない時の⾷べ物なので、かつては⼊れないことも多かったといいます。このほか、沖縄を代表する台⾵フードに「そ
ーみんチャンプル」もあります。台⾵時のほか、急な来客をもてなすために出されてきました。いつ来客があってもよいよ
う、⼩⻨粉とそうめんはどの家でも常備されてきました。
・お好み焼き系グループのもうひとつの利点は、「⽔を少ししか使わない」ことにあります。このことは、断⽔時に有効と
いうだけでなく、トイレが使いづらいため⽔分を控えたい⾼齢者や⼥性にとってありがたいということにもうつながります。
⾼齢者、⼦ども、障がい者など移動に困難を抱える⼈にとっても持ち運びやすい点は、豚汁の難点を補うものです。
お好み焼きだけで主⾷になることも⼤きな強みですね。
・いずれも、配給⾷が炭⽔化物に偏りがちな災害時になって具を⾃由に⼊れることができ、特に「家にあるもの」や、
野菜を⼊れることで栄養価を⾼めることができるのがメリットといえます。何より、地域の⾷材を活⽤できることが、被
災地や被災者にとって⼤きな勇気になります。そして、これらを提供される⽅々の姿や声かけ、相互のコミュニケーショ
ンが、被災者の勇気と希望につながり、⽇常を取り戻す「第⼀歩」になっていきました。
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⛺ 実践編

（プログラム実施教本）

11．「防災エコパック炊飯」プログラムのアウトラインと実施ポイント
🌾 プログラム概要と目的
・
「災害に役立つ！沖縄自炊学」の中核となる体験学習プログラム「防災エコパック炊飯」を通じ、
「活動での生
徒の到達目標」
「生徒が身につけたい技術」
「生徒に期待する行動変容」を以下の通り明確にしています。さらに、
小中学校学習指導要領が求める「生きる力」の育みにどう関連づけられるかも設定しています。
ねらい
タスク・ゴール

プロセス・ゴール

ソーシャル・ゴール

（プログラムを通じた生徒の到達目標）

（プログラム課程で身につける技術）

（プログラム実施後の行動変容）

① 米と水と容器と熱源があれば、
炊飯ができる技術の習得
② 災害発生時の限られた水や熱源
の状況に対する理解
③ 身近にあるものを工夫・応用し、
新しい価値を生み出す力の獲得

① 率先して取り組み、役割を分担
し、助け合うことの大切さの理解
② 米の持つ力（保存性、柔軟性、
栄養価、価格面での優位等）の理解
③ 稲作や炊飯を発明し、生産を続
けてきた先人と米への感謝

①「自分の持つ強さ」
「課題解決力」
確信と日常的な行動の変容
② 貧困状況にでも自力でごはんを
作り、食べる力の獲得
③ 自炊力の普及による経済的・社
会的・文化的貧困からの脱却

子どもたちが身につける社会的能力
①率先する力 ②仲間になり助け合う力 ③工夫する力 ④リーダーシップ ⑤感謝の心

・・・
「生きる力。明日、そして将来につながるように」（学習指導要領）
行動変容後の姿
まずは、家の台所に立って、自分でごはんを炊いてみようとする。保護者に習得した知識や技術を教える。
🌾 実施について
・流れの概略とリスクマネジメント、役割分担などの留意点を示しています。
当日の体験学習プログラム 活動の流れ
１）衛星管理と確認（体調・服装・道具・安全・係）
・導入学習「災害生活の理解」
「何のために行うのか」
２）炊飯準備：①紙パックを使って米と水を計る ②米と水を測りポリ袋に ③鍋に入れ、湯煎水を適量満たす
３）カセットコンロ点火：火力のチェックと管理
４）炊飯時間を活用したプログラム：講話、食器にラップをかける
５）炊飯チェック：米の状態を観察しながら、
「蒸し煮」「蒸らし」
６）安全衛星管理と盛り付け：食卓の安全衛星環境づくり、ラップを敷いた皿に米とカレーの盛り付け
７）ふりかえり学習
※事後に関連プログラム（ウオーキングラリー、ワークなど）も体験学習
必要なリスクマネジメント
・必ず事前に来所して下見および当所職員との打ち合わせや確認を行ってください。（人数変更時なども）
・火傷や熱中症、転倒等アクシデントへの予防策を徹底願います。
・災害時を想定したプログラムでもあり、極力ゴミを出さないなど環境・衛生管理への配慮をお願いします。
学校での事前学習／ふりかえり学習について
・事前学習やふりかえり学習の資料として、プログラムのミッションや災害時の食の実際、体験学習の進行、
衛生管理などを記述した教師向け PDF テキストを提供します。
・
「なんのために行うのか」生徒が理解して取り組めるよう、特に事前学習はしっかり行ってください。
・失敗することも学びのひとつ。失敗を恐れずにチャレンジすることを生徒に示してあげてください。
教員の役割分担

準備物

①引率責任者：統括・指示、連絡調整、全体安全管理、支払い

【青少年の家】米・水・鍋・カセットコンロ・皿・耐火ポリ袋・

②用具係：用具の準備、返却時の洗い残し等確認、カレーかけ

ゴミ箱・ゴミ袋・清掃用具・衛生用品・各班用具入れカゴ

③支援員：個別安全管理、火加減ガスコンロ等確認、清掃確認

【学校／団体】班名簿・カセットコンロ用ボンベ（班数分）
・

④目視係：全体の様子を客観的に見る

給食用牛乳パック１人１個・布巾１人１枚・マイスプーン・

⑤緊急時連要員：緊急事態発生時の伝令、連絡

エプロン・ラップ・帽子・軍手・ティッシュ
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⛺ なぜ、わざわざポリ袋に入れて炊飯するのか？
限られた水で持続的な食環境を維持できる力を育む
・耐熱ポリ袋を使った炊飯を学ぶにあたり、まず「水・米・鍋・熱源があるのに、なぜわざわざポリ袋に入れ
て湯煎するのか」という疑問を児童生徒が抱くことは、非常に重要です。
・最大の理由は「災害に役立つ！」とあるように、災害時の大規模断水による水資源が極めて限られた状況で、
できるだけ水を使わない、あるいは手持ちの水をできるだけ多目的に使い、平時と変わらない持続的な食環境
を作っていくためです。
・具体的には、以下の災害時ニーズに対応します。
①鍋を汚さずにすむ。
②湯煎しながら、同時に他の食品や食材を温める、あるいは調理することができる。
③湯煎の湯を再利用できる。
（コーヒーや紅茶、味噌汁など）
④しゃもじがいらない。
（洗わずにすみ、共用を避けることでコロナ感染対策にも）
⑤食器を使わず、ポリ袋からそのまま食べることが可能である。
⑥ポリ袋のままおにぎりや混ぜご飯にもできる。
⑦湯煎する水がない時、海水でも可能。
⑧コロナ感染リスクがある中で、完全に個別で食事を取ることができる。
・ポリ袋での炊飯実践を通して、児童生徒が災害時にどのような不便な状況が訪れるのか、限られた水と身の
回りのものでどう工夫して乗り切れるかという視点を持てるよう、促しをすることで本プログラムの効果は上
がります。

概要版スライドから

⛺ 道具について
１）熱源：カセットコンロ
・体験学習プログラムでは、3.5kW（3000kcal/h）の火力を出せるカセットコンロを使います。カセットコンロ
は、製品によって出力が異なります。
「沖縄自炊学」で学んだことを自宅やキャンプなどで行うとき、カセット
コンロの出力によっては炊飯時間が体験学習と異なることがあります。また、気温、湿度、風向きによっても
違いが出ます。特に屋外の場合は風に影響されることが多いので、風防を作るなどの工夫をしてください。
・体験学習プログラムでは、カセットコンロ本体は玉城青少年の家で準備しますが、ボンベは学校で準備して
ご持参ください。
・カセットコンロは、ボンベが加熱されると危険な状態になります。また、使用する場所にも注意が必要です。
チェック点を上げておきますので、よく理解しておいてください。
【カセットコンロのルール】
🔥 ボンベが加熱されるリスク
・コンロが見えなくなるほどの大きな鍋は使ってはいけない。
・石綿やセラミック付き魚焼き器を使用するのも、蓄熱性があるためダメ。
・カセットコンロで炭の火起こしをすることは危険。炭は見た目よりも熱を持っている。
・カセットコンロは並べて使わない。２台並べて鉄板を置くことは厳禁。近くに別の熱源を置くことも危険。
・五徳（受け皿）を反対にして使ったために爆発した事例がある。箱に入ったままの状態で使ったことが原因。
箱に入っている時は逆さになっているので注意。
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🔥 使用する環境での注意
・一酸化炭素中毒や酸欠の恐れから、テント内や自動車の車内での使用は禁止。
・引火を防ぐために、壁やカーテンなどから 20 センチは離す。
🔥 ボンベ管理の注意点
・炎天下に置いたままにしない。自動車車内に置き忘れてしまうことは要注意。
・古いボンベにはガス漏れの危険があり、危険。コンロ自体の耐久性は 10 年で、買い替えも 10 年が目安。
・ボンベの規格は、阪神淡路大震災でカセットコンロの需要が増えた際、メーカーごとにボンベの規格が異な
っていて「火がつかない」という苦情が増えたため、1998 年に JIS 規格がメーカー間でかなり統一された。と
はいえ、コンロの表示に従ったメーカーのボンベを使うことが望ましい。
・沖縄は気候的に金属が錆びやすいので、湿気の多い場所に保管しない。分散させず、まとめて保管する。
・IH 調理器具の上で使用し、ボンベが加熱されて爆発したケースあり。誤って IH 調理危惧が作動してしまっ
たため。
＊ 独立行政法人「製品評価技術基盤機構」は 2020 年 5 月 26 日、新型コロナの感染拡大防止により、
「今年に
入ってからカセットボンベの需要が増えています。備蓄や屋内での調理のためと考えられますが、使い方を誤
ると製品事故が発生するおそれがあります」と注意喚起しています。
２）容器・鍋について
・湯煎をするためのアルミ鍋と、米を入れる耐火性ポリ袋は、玉城青少年の家で準備します。
【鍋】
火にかけて大丈夫なものなら、なんでも炊飯できる！
・一般家庭や野外活動などで炊飯に使う鍋は、火にかけて大丈夫なものなら、通常炊飯もポリ袋による炊飯も
できます。
・フライパンは、ふたがあれば通常の炊飯ができます。ポリ袋を使った炊飯なら、ふたがなくてもできます。
ただし、深さがないので、ポリ袋の置きかたや火力に注意が必要です。
・玉城青少年の家での体験学習プログラムでは、施設に常備されているアルミ鍋（炊飯ポリ袋は７個入ります）
を使います。
【耐熱性ポリ袋】
110℃耐熱で安全に炊飯
・市販されている、110℃までの耐熱性があるものを使います。加熱時も食品は安全で、日本栄養士会も災害時
の簡易調理「パッククッキング」として推奨しています。
・耐熱性であっても、湯煎の湯が減ると鍋の底やふちなど温度が高くなっているところに接している部分が溶
けます。
・玉城青少年の家での体験学習プログラムでは、施設側で準備します。
【食器】
「洗えない」
「割れてしまった」を想定
・玉城青少年の家での体験学習プログラムでは、児童生徒がつくったごはんに、施設の食堂で調理したカレー
をかけていただきます。カレー皿は、施設側で準備します。
・災害時は、水や電気だけでなく、食器も使えなくなります。地震の場合は落下などで大半が割れてしまうこ
と、大規模断水で洗うことができないこと、などが理由です。
・こうした、災害が起こった時に起こる食器の課題と、もし災害が起こったときにどう食べていけばよいかを
考えながら、配膳作業をすすめることが理想です。
・体験学習プログラムでは、炊飯の前後や合間を利用して、食器がないときに自分たちでなんとかする体験と
して紙パックでのコップやスプーンづくりを紹介します。そのため、学校給食で使った牛乳パックを各自１個
用意してください。プログラムでは皿はつくりませんが、紙パックは皿やまな板に転用できなど、さまざまな
用途に応用できる気付きをうながしてください。実際に、野外活動や震災でまな板として使われただけでなく、
一般家庭でも魚を切る場合などに使い捨てまな板として使われています。
・紙パックで使うコップは、炊飯で使う計量カップと、水を飲むためのコップを兼用して使用します。
「１合」
を覚える機会となります。
・紙パックを切るはさみは、施設で準備します。
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【ラップ】
阪神淡路大震災で生まれた知恵を生かす
・災害時を想定し、できるだけ水を使わない状況で食事をする体験をします。食器を洗う水がないという前提
で、食器にラップをかけて使用します。平時の野外活動で行われてきたものが、阪神淡路大震災の時、被災地
で自然発生的に広がった代表的な知恵です。
・地域での炊き出し実践などでこれを行うと、意図が正確に伝わっていない盛り付け役の人が、ラップを皿の
ほこりよけと勘違いしてわざわざ外して盛り付けることがよく起こります。防災実践はどれもそうですが、
「な
ぜこれをやるのか」という明確な意図が全員で共有される必要があります。そのため、事前学習には全員が参
加し、目標設定を行う必要があります。
・災害時はゴミが出ても、行政の機能がストップしていたり、大規模な停電で焼却ができなかったりで、回収
されません。被災地には、いたるところにゴミの山ができ、食中毒につながる感染症リスクが高まって危険な
状況になります。特に１年の３分の１が熱帯夜である沖縄では、極力生ゴミは減らす必要があります。紙皿な
ど平時の使い捨て感覚が通用しないことをしっかり理解して、食器づくりやラップかけの実践を行いましょう。
３）米・水について
水は、米の分量の 1.5 倍
・米は、玉城青少年の家で無洗米を準備します。
・もち米や赤米・黒米、雑穀等は持ってこないよう指導願います。
（赤米・黒米はもち米にあたるものが多い）
・水は、米１に対して 1.5 の割合をポリ袋にセットします。また、湯煎用として鍋に３分の２くらいの水を満
たします。施設の水道水を使用します。
【学校給食で使った牛乳パック】
口の部分を切る取るとちょうど 200ml。計量カップ＆飲料用コップとして
・体験学習プログラムでは、学校給食で使った牛乳パック（200mg）を計量カップとして使い、米は紙パックの
５分の３程度、水は満杯より少し少ない程度の分量を測ります。
⛺ 失敗も大切な体験。あえて失敗してみるチャレンジもあり
決められた時間や行動範囲で、トライ＆エラーのチャンスを
・体験学習プログラムは学年全体の取り組みであることから、人数の多さや生徒の多様性に対する配慮の必要
性、時間的および施設的な制約が出てきます。火と食品を扱うため、十分な安全確保や衛生管理も求められま
す。そのため、どうしても児童生徒を管理しがちになり、大人がお膳立てせざるを得ない場面が増えます。野
外活動のおもしろさを生かすことが難しく、児童生徒の活動や思考の自由度も下がり、受け身になりがちです。
・管理化やマニュアル化がなされ、自由度が下がると、児童生徒は「失敗してはいけない」
「ひとつの正解を求
めなければいけない」と考えがちです。しかし、成功も失敗も「体験する」学習であること、失敗した児童生
徒をグループ全体で支え、修正することが大切であることをご指導願います。また、安全管理ができている範
囲で。あえて失敗してみるチャレンジ（たとえば水の量を変えてみる）も認めてあげたいと思います。
・たとえば、米をこぼしてしまった児童生徒がいた場合、どのような介入方法があるでしょうか。一例として、
「同じように見える人間の手にもそれぞれ個性があり、ひとつの方法で全員が同じようにできるわけではない
ことにグループで気づき、こぼれないような方法をみんなで一緒に考える」という促しなどあげられます。
「失
敗に学ぶことは多い」
「正解は決してひとつだけではない」「こんな考え方ややり方もある」という、柔軟で多
様な学び視点やリフレーミングにつながる機会に体験学習がなればと考えます。
・こうした想像力や工夫する力を身に付けるには、決められた時間や行動範囲でできるだけ「トライ＆エラー」
のチャンスを与える必要があります。体験学習と災害時はある意味で似ていて、どちらも限られた時間や環境
での食事となることを示すのも、ひとつの方法でしょう。
児童生徒が「家の台所に立って、やってみたくなる」体験に
・自由度が下がると、児童生徒が「マニュアル」
「レシピ」をどおりにやらねばならないという概念に縛られま
す。若い世代と活動していて、この傾向は強くなっていることを感じます。非常事態など限られた環境で工夫
することは、レシピやマニュアルに頼らず、そこにあるものを状況に応じて自由に組み合わせることでもあり
ます。本プログラムは、レシピがなくても「カン」や「センス」でできる、米は自在に応用が効くことを学ぶ
アクティブ・ラーニングです。
・本プログラムをきっかけに、子どもたちがまず日々家庭の台所に立って、自分でごはんを炊いてみようとす
る、あるいは保護者にポリ袋炊飯について教えるなど、日々の行動に変容が起こることを目標としています。
・そのうえで、野外活動やキャンプなど自由度が高く、同時に環境的な制限も多くなるなかで炊飯を行う機会
を広げることにつながると、子どもたちの「生きる力」はさらに飛躍するはずです。
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🌾ｺﾗﾑ 空き缶を使った炊飯

災害時に活用用途が広く、熱伝導や炊飯の原理を学べる
・ポリ袋ではなく、アルミ⽸の空き⽸を使って湯煎する⽅法もあります。通常の炊飯とまったく同じ⽅法で、簡易飯ごう
といってもよいでしょう。これも、野外活動や阪神淡路⼤震災で⽣まれた知恵です。
・⽸の⼝を⽸切りで切り取ったものに⽶１に対し⽔ 1.2 の割合でセットし、アルミホイルでふたをします。直接⽕にかけ
てもよいですが、安定が悪いのでポリ袋炊飯と同じく湯煎にした⽅がよいでしょう。
・廃品のリサイクルや⾝近なものを使った⽅法としておもしろく、熱伝導がよいため失敗も少なく、炊飯の原理を理解
しやすいなどの魅⼒があります。
・課題は、⽸の底についたごはんを洗う必要があること、洗うのにけっこうな⼿間がかかることです。リサイクルの観点か
らすると、⽸は洗浄した状況で回収してもらう必要があります。洗うのに⽔が必要という点も、災害時を想定して⽔を
できるだけ使わずに炊飯するという教育⽬標と相反してしまう問題も残ります。
・実際の災害時など極めて限られた環境下であっても、こういう⽅法で炊飯ができるということを学びながら、付随する
ゴミの問題等も理解し、使⽤後の⽸をきちんと洗って回収してもらう環境学習も兼ねて⾏うとよいでしょう。
・空き⽸は、炊飯以外にも中にスープやホットドッグを⼊れて湯煎や直⽕で温める「空き⽸オーブン」として使えます。

ウツボカズラ

🌾ｺﾗﾑ ポリ袋炊飯・空き缶炊飯と似ている…台湾ちまき、ネペンテス・ライス

なんでも炊ける、米のすばらしさを実感！！
・ポリ袋や空き⽸だけでなく、包むものがあれば⽶は炊くことができます。アジアの伝統料理にも⾒ることができます。
🍙 台湾ちまき（台湾）
・台湾料理店ではおなじみのちまきは、⽶を⽵の⽪でくるんで蒸してつくります。⽶はもち⽶で、たっぷり⽔分を含ませ
たものに調味した具材を混ぜ、⽵の⽪で三⾓に巻くように包み、タコ⽷で結んで蒸すとできあがります。
・もともとは台湾の少数⺠族の伝統⾷だったようで、⽉桃の葉でくるむ栗ちまきや⽵に詰めて蒸したごはんなど、さまざ
まなバリエーションをうかがうことができます。
・⽉桃やバナナの葉、芭蕉は亜熱帯以南のアジア地域で調理器具としても使われてきました。バナナの葉で蒸すイン
ドネシアの餅や、⿂や⾁を蒸す料理を知っている⽅も多いと思います。沖縄でもムーチーがあり、またこれらの葉は⾷
器としても使われてきました。
🍙 ネペンテス・ライス（マレーシア／ボルネオ島）
・マレー半島やボルネオ、スマトラ島に広く分布する⾷中植物「ウツボカズラ」（イラスト）は、葉が変化してろうと型に
なっている「捕⾍袋」に⼩型昆⾍を誘い込んで捕⾷し、栄養分とし⽣⻑します。ボルネオ島には、この捕⾍袋を利⽤
して炊飯する伝統料理があります。
・ウツボカズラの捕⾍袋に、⼗分に⽔を吸った⽶とココナッツミルク、砂糖を⼊れ、ポリ袋での炊飯と同じように湯煎して
作るそうです。砂糖ではなく塩を使う場合や、通常のうるち⽶の場合ともち⽶の場合があるようです。エビなど具材を
⼊れる料理もあります。インターネットでレシピが⾒つかります。 https://flyplants.com/essay/utubokazurameshi/
・ウツボカズラは観葉植物として、⽇本でも⾒ることができます。
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12．「防災エコパック炊飯」プログラムの実際
⛺ 炊飯の手順
・災害時にできるだけ水や道具を使わないで炊飯できる技術を身に付ける、ポリ袋を使った湯煎による炊飯の
手順です。先に示した、鍋・釜での直接炊飯との違いも合わせて示します。
１）米と水のセット …
ポリ袋を使った「防災エコパック炊飯」
① 耐火性ポリ袋に米と水を入れる。水の量は、容積比で米の
1.3 倍、重量比で 1.6 倍（通常炊飯よりやや多め）
。
② 水と米の入ったポリ袋を、空気を抜いて口を閉じる（空気は
完全に抜ききらなくても大丈夫）
。
③ 鍋の中にポリ袋をセットし、ポリ袋全体が浸かるよう水を
満たす。鍋には最大６つの米入りポリ袋を並べることが可能。

鍋・釜での炊飯
① 米を洗う。
② 米を 30 分ほど水に漬ける。
③ 鍋に米と水をセットする。水の量は容積
比で米の 1.2 倍。
＊無洗米の場合は、①②は不要です。

【ポイント】
・最近の米は精米技術が上がっており、災害時など水に乏しい状況で米を洗うことができなくて、もおいしく
食べることができます。玉城青少年の家での体験学習プログラムでは、無洗米を使います。
・ポリ袋を使った湯煎の場合、水の量は容積比で米の 1.3 倍、重量比では 1.6 倍で、通常よりやや多めです。
・集団活動のため鍋が大きい場合は、ポリ袋内の空気を完全に抜ききらなくても大丈夫です。実験では、袋の
３分の１くらい空気が残っていても、ポリ袋が破裂することはなく、おいしくごはんが炊けました。
・袋の閉じ方は、底の角を下に袋が縦に長くなるようにした方が、炊きあがり時に米を出しやすくなります。
・鍋に満たす水を少なくするには、入れるポリ袋の数に合わせて小さい鍋にすることが必要です。あまり水の
量が少ないと、ポリ袋が鍋の底などで溶けてしまいます。鍋の半分は水を入れるようにしましょう。
🍙 災害時を想定して、紙パックを計量カップ＆コップにしてみよう！
給食用牛乳パックは、口の部分を切り取ると約 200ml です。家庭用は、1000ml と 946ml のものがありますが、
箱の容積はどちらも 955ml なので底から５分の１のところ（高さ４cm）で切ると１合より少し多いくらいです。
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２）加熱 …熱でデンプンを加水分解させる
ポリ袋を使った「防災エコパック炊飯」
① 中火で点火。
② フタが持ち上がり、白い蒸気を吹き始めたら、鍋の水の状態
をチェック（点火から 20〜30 分後に沸騰）

鍋・釜での炊飯
① 弱火で点火し、２〜５分で強火に。水に
しっかり漬けていたら最初から強火でＯＫ。
② 白い蒸気を吹いてフタがカタカタ音をさ
せ始めたら極弱火にする。

【ポイント】
・火力はカセットコンロによって異なるため、火力が弱いものは強めの火にする必要があります。玉城青少年
の家で使用するカセットコンロは 3.5 kW（3000kcal/h）のものです。家や屋外で行う場合は、使用するカセッ
トコンロの出力を確認したうえで、火力を調整してください。
・屋外で炊飯する場合は、風の影響を考慮する必要があります。カセットコンロは、家庭でのガスコンロや IH
ヒーター、キャンプ用に開発されたコンロよりも火力が弱いため、風がある時は鍋に熱が届きにくく、炊飯に
時間がかかります。風よけの仕切りなどを準備しましょう。

３）蒸らし …100℃近くを維持しながら水分を米に吸着させ、デンプンの糊化（アルファ化）を完了
ポリ袋を使った「防災エコパック炊飯」
鍋・釜での炊飯
① 沸騰後も中火のままにしておく（沸騰から 10 分程度）
。
① 極弱火にし、10 分ほど蒸し煮にする。
② フタを開け、ポリ袋や米の状態を見た目で確認してもよい。 ② 10 分たって火を落とす。フタを閉じたま
③ 点火後 35〜40 分で火を止める（玉城では 35 分で消火）
。 ま、さらに 10 分ほど米を蒸らす。
④ 火を止めて、そのまま 15 分間蒸らす。
⑤ 15 分後（点火から 50 分後）に鍋のフタをあけ、ポリ袋を
取り出す。
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【ポイント】
・ポリ袋の口は閉じられているので、点火中に鍋のフタをあけて確認してもそれほど影響はありません。
・フタを開けると、膨らんでいるポリ袋がしぼみますが、フタを閉じるとまた膨らみます。袋の口が閉じられ
ていても、フタによって袋の中の米にかかっている圧力が変化することがわかります。
・フタを開けて確認する時は、ポリ袋が熱で溶けたりしていないかもチェックしましょう。
・20〜30 分で沸騰します。クーラーや窓からの風など、コンロまわりの環境などによって沸騰時間は異なりま
す。25 分たっても沸騰しない場合は、火を強めるなどしますので、スタッフに教えてください。これは、沸騰
に 30 分以上かかると、米のデンプンが外に溶け出て「荷崩れ」を起こす可能性が高くなるからです。
・カセットコンロでのポリ袋炊飯は、コンロの熱量が小さいことやポリ袋の熱伝導特性から、沸騰後も中火を
10 分程度維持し（蒸し煮）
、火を消した後は 15 分間蒸します。
４）米の通気 …蒸気や空気の通り道の分散
ポリ袋を使った「防災エコパック炊飯」
① ポリ袋のフタをあけて皿に盛り付ける。
② 自分のスプーンでごはんをまんべんなく開いていき、米全
体に空気を通してデンプンが固まらないようにする。

鍋・釜での炊飯
① フタをあけて、ごはんの上から十字を描
くようにしゃもじを入れて、ごはんを起こす
② 全体に均等に空気が行き渡るよう、ごは
んの天地をかえす。

【ポイント】
・ポリ袋に米と水をセットして袋を閉じる時に、底の角を下に袋が縦に長くなるよう閉じた方が、袋を水平に
して閉じた時よりも米を出しやいです。ちょうどおにぎりのかたちで、皿にゴロンと出てきます。おそらく、
台湾チマキと同じ理屈なのでしょう。外と中の米の状態はほとんど変わりません。
・袋を取り出す時に、やけどをしないよう気をつけましょう。
🍙 ポリ袋を使った「防災エコパック炊飯」で必要な米・水の量と時間経過
食材
米
水
経過時間
０分
20〜30 分
25 分ごろ
35〜40 分
50〜55 分
60 分

1 人あたりの量
110g （0.73 合＝132mL）
＝学校給食用紙パック（200ml）の 3/5 強
175mL （約１合） ＊通常炊飯よりやや多め（容量で米の 1.3 倍、重量で米の 1.6 倍）
＝給食牛乳紙パック（200ml）１杯弱
他に鍋に入れる湯潜水：約１L
作業／状態
点火（中火）
沸騰（コンロまわりの環境などにより、異なる）
ふたをとって中を確認
★沸騰後も中火のまま、45 分間の「蒸し煮」
火を止める。フタを閉めたまま、鍋の中で「蒸らし」スタート
「蒸らし」終了
袋を取り出し、皿にごはんを開く
鍋の冷却、コンロの片付け
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⛺ 最も大切！「道具とゴミの管理」
・
「沖縄自炊学」体験学習プログラムでは、道具・食材の管理や環境負荷をゼロにする能力を身に付けることも
炊飯に含めます。以下の３つの視点によるものです。

ポイント

概要版スライドから

①野外活動の視点から
・野外活動の基本として、自然環境での人間活動が与える自然への負荷は限りなくゼロにし、すみやかに原状
回復させなければならなりません。たとえば、山を歩く際は人が通るために設けられた道以外は歩かないこと
や、排泄は自然環境が維持される範囲で行うこと、河川の使用は当該地だけでなく下流域の生態系や生活に影
響を最大限に考慮すること、すべてのゴミは持ち帰って人間社会内で処理することなどは、野外活動のルール
になっています。玉城青少年の家での体験学習も野外活動の一環であり、自然環境への負荷は限りなくゼロに
することが求められます。
②災害時を想定した活動としての視点から
・災害時は長期大規模停電や地震による損壊のため焼却施設が使用できない、行政や業者が被災や業務過多に
よる機能停止で回収ができないといった理由で、ゴミの処理ができなくなります。一方で、被災地には瓦礫も
含めいたるところにゴミの山ができ、食中毒につながる感染症リスクが高まり非常に危険な状況になっていま
す。１年の３分の１が熱帯夜である沖縄では、災害時の生ゴミは極力減らさなければなりません。そのための
工夫を心がけましょう。たとえば、ジャガイモやりんごを皮付きで食べることは、生ゴミを減らすだけでなく、
ビタミンＣの摂取につながるというリフレーミングにもつながります。
③「道具管理力」
「片付け力」は「生きる力」の必須技術
・野外活動や災害時を想定した活動では、準備段階からできるだけゴミを出さない戦略が求められます。これ
は、使用する道具や荷物を最小限にとどめ、道具を段取りよく使い、資源のムダを出さないセンスを磨くこと
につながります。事前に管理された道具を手際よく使うことは、事故や予期せぬアクシデントに遭うリスクを
下げるだけでなく、万が一緊急事態になっても落ち着いて簡潔に対応できます。排出されるゴミを考えながら
備える能力は、
「創造力」
「先を読む力」
「危険回避能力」を育み、社会的・文化的・経済的貧困から自身を遠ざ
けることにつながります。
④「片付け上手」は、
「生きる力」も強い
・
「東大合格生のノートはかならず美しい」
（文藝春秋社）といった書籍が話題になるように、学習でもスポー
ツでも、道具や情報の管理や段取り、片付けが上手な人やチームは目標に手が届きやすいポジションを獲得で
きます。野外活動でそれらができている人は、安全性や自然へのリスペクトが高いだけでなく、活動での楽し
みかたや自然とのコミュニケーションにも深みがあります。できるだけゴミを出さず、資源はムダを出さずに
すべて使い切り、人間活動の痕跡を残さず立ち去れるよう準備することは、こうした道具や段取りのマネジメ
ントの基本であり、スムーズで楽しい後片付けの実現につながります。
「沖縄自炊学」体験学習プログラムで基
礎を身に付けることができるよう、気づきの促しや働きかけをお願いいたします。
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🌾ｺﾗﾑ 伝統的沖縄型リサイクル① 養豚の発展とイモ

茹でたときに出る皮や茹で汁もエサに
・昔から沖縄では豚の消費量が多く、各家庭で飼育し、旧正⽉につぶして塩漬けなどにしながら１年を通じて⾷べて
きました。1906 年の統計を⾒ると、全国の約 40％の豚が沖縄で飼育されています。部位も「鳴き声以外は全部
⾷べる」と⾔い伝えられてきたように、⾁から脂、⾎まであますところなくいただいてきました。
・沖縄で豚がよく⾷べられた背景には、本⼟のような仏教の影響が少なく⾁⾷に対する禁忌がなかったこと、養豚が
気候に合っていることと、資源が少なかった沖縄でリサイクルによる養豚ができたからと⾔われます。1606 年に野國
總管が中国から導⼊した⽢藷（イモ）は、⼲ばつや台⾵でたびたびの飢饉に苦しんでいた⼈々を救っただけでなく、
豚を育てるエサにもなり、急速に⼀般家庭に普及したとされます。
・イモが主⾷になり、各家庭では⼀⽇に⾷べるイモを朝のうちに⼤量に蒸し上げるようになりました。⾷べる時は⽪を
厚くむくため、相当量の⽪が出ますが、これが養豚飼料として貴重なものになったそうです。（翁⻑君代「琉球料理と
沖縄の⾷⽣活」）
・このほか、イモやそうめんをゆでた残り汁もエサになりました。泡盛を作る際に出る酒粕も、豚の⾼級な飼料になりま
した。本⼟復帰前あたりまでは、地域によっては電柱に⼀⽃⽸が設置され、そこに⼈々が⾃由に残飯を放り込んだ
ものを豚の飼料として持っていったという話もあります。
・豚が排泄したものは畑に流され、重要な肥料になり、農業の発展につながりました。昔の家は豚⼩屋に「フール」と
いう豚のトイレが併設されていて、畑につながる⽯積みの⽔路を流されていったのです。
・2021 年４⽉７⽇の沖縄タイムス・琉球新報に、嘉⼿納町の野国遺跡で出⼟したイノシシの⾻の形を分析した
結果、⼤部分が家畜化した 7000 年前の豚で、中国本⼟から持ち込まれたと考えられるという記事が掲載されまし
た。もしかしたら、かなり古い時代から沖縄で養豚が盛んだったのかもしれません。

🌾ｺﾗﾑ 伝統的沖縄型リサイクル② 高度経済成長を生かした、都会の養豚

阪神工業地帯の食堂から出る残飯をエサに
・昭和 30〜40 年代の⾼度経済成⻑期、兵庫県尼崎市では出稼ぎで移住していた沖縄出⾝者やその師弟が、
市内北部の農村地帯で養豚業を発展させました。当時の尼崎市は、重⼯業の発展でたくさんの労働者が集まり、
寮や社宅が急増していました。その⾷堂からは、毎⽇⼤量の残飯が出ます。養豚業をはじめた県出⾝者は、毎⽇リ
ヤカーを引いて寮や社宅の⾷堂や飲⾷店から残飯を集め、豚のえさにしていたのです。まさに、沖縄伝統⾷⽂化を
⽣かしたリサイクルシステムだったわけです。
・産業廃棄物の法律などが変わり、⾷堂の残飯を⼊⼿することがなくなったり、排⽔による公害の問題から、尼崎の
沖縄系養豚は姿を消していきました。
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⛺ 家で「防災エコパック炊飯」をやってみよう❗
玉城青少年の家で行ったことを、お母さんやお父さんと一緒に家でもやってみましょう。災害時にライフライ
ンが使えなくなった時、節水・節熱しながらふだんと同じようにごはんを食べるためのテクニックとして、ぜひ
家族のみなさんに教えてあげてください。防災エコバック炊飯なら、茶碗１杯分だけでも炊くことができます。
鍋の大きさや換気で沸騰時間が変わる
・家庭で行う時は、玉城での実践とやや異なる可能性があります。どんなところが違うでしょうか？
資源

玉城青少年の家

家庭で行う場合

コンロがある環境

大食堂

キッチン ／ リビング ／ 庭 ／ その他

風の状況

・窓の風

・窓の風：

・扇風機：換気用として使っているが、 ・扇風機：
風がコンロに当たらないよう調整
・エアコン：
・エアコン：大型だが、風ができるだけ
コンロに当たらないよう設定
カセットコンロ

3500ckal

鍋

直径（内径）24cm、高さ 15.5cm

耐火性ポリ袋

110℃まで加熱可能（100 円ショップなどで売っている）

・風とカセットコンロのパワーによって、沸騰までの時間や炊飯にかかる時間や炊き具合がずいぶんと変わりま
す。玉城青少年の家でも（カセットコンロのパワーは 3500kcal）、クーラーの風が少しでもカセットコンロにあ
たると、強火にしても沸騰まで 50 分近くかかりました。風が直撃すると、炎が鍋の底に届かず、沸騰が難しい
こともあります。屋外で行う時はさらに風の影響を受けやすく、風よけなどの工夫が必要です。
・沸騰が遅れると、どのような影響があるでしょうか？ 水温が 50〜65℃になると、水を吸った米のでんぷんが
溶ける「糊化」が始まりますが、この状況があまり長く続くと米が煮崩れを起こします。沸騰までの時間が 30 分
を超えると、米が溶けた状態になってしまいます。
沸騰が早すぎても NG。10 分程度で沸騰できるよう火力調整を
・家庭で行う時は炊飯する米の量が少ないことが多く、鍋も小さめになり、湯煎の水量も少なくなります。そう
すると逆に早く沸騰しすぎてしまい、糊化が不十分になったり、吸水が弱く水っぽい状況になる可能性がありま
す。沸騰が早すぎないようにするには、火力を弱めにしなければなりません。そのため、通常の炊飯原則「はじ
めちょろちょろ➡なかぱっぱ」のように強火で炊き上げることができません。
・少ない分量（袋の合計が２合未満）で行う場合は、10 分程度で沸騰するよう火力を調整します。最初は弱火で、
10 分以上かかりそうなら火を強め、吹きこぼれたら弱火以下にする感じです。また、鍋が小さいため袋がふくら
んでフタと底に密着し、弱火でも耐熱ポリ袋が溶けることがあります。時々フタをあけて袋を泳がせましょう。
・少量炊飯は弱火にせざるを得ないため、米に入れる水の量も少なめにする必要があります。たとえば茶碗１杯
分（半合）だけ炊く場合は、コップに入れた米の高さの 1.3 倍くらいが目安です。まず洗った米をコップに入れ、
次に米の高さの 1.3 倍ぐらいまで水を注ぎ、そのままコップの中の米と水をポリ袋に移すとよいでしょう。
・失敗を重ねて、なぜそうなったかを研究しながら、自分なりの正解を見つけることが重要です。そして、柔ら
かめになったり硬すぎたりした場合は、これらをどうやっておいしく食べるかを考えることも大切です。
・アルミ製のコッヘルや耐熱ガラスに米と水を入れ、ラップをかけて湯煎してもおいしく炊けます。この場合は
ラップのすき間から水分が蒸発するので、やや多めの水が必要です。いろいろチャレンジしてみましょう！
インスタントラーメン感覚で、茶碗１杯分だけ「防災エコパック炊飯」で炊いてみよう！
・ガラスコップを使い、目分量で計量しながらやってみましょう。米洗いはコップの中で行ってもよいです。
① 米

0.5 合（75〜80ｇ）
。飲食店にあるようなガラスコップ（約 180ml）に半分ほど入れる

② 水

米を入れたコップに、米の高さの 1.3 倍ほど水を入れ、そのまま米と水をポリ袋に

③ 鍋に入れる水

片手鍋の場合、半分くらいの高さまで水を入れる（ポリ袋の米部分が沈む程度）

④ 着火

弱火。10 分くらいで沸騰するように火力調節。沸騰までフタは開け、袋をチェック

⑤ 沸騰➡蒸し煮

沸騰後も弱火のまま、フタをして 15 分間「蒸し煮」
。吹きこぼれたらさらに弱める。

➡消火➡蒸らし

袋が底に密着しないよう、時々フタを開けて泳がせ、消火後は 15 分間「蒸らし」
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13．スタンダード・プリコーション（標準予防措置策）
⛺ 医療・ケアを提供するすべての場所で適用される感染予防策に学ぶ
汗以外のあらゆる体の液体や排出物に感染性があるとみなす
・スタンダード・プリコーションとは、医療・ケアなどを提供するすべての場所で、あらゆる利用者や患者に
対して普遍的に適用されるものです。
「ヒトの血液・体液・分泌物（汗をのぞく）、喀痰、糞便に感染性がある
とみなして対応する方法」です。
「損傷のある皮膚・粘膜」も含まれます。主として手指衛生や個人防護服（マ
スクやガウンほか）の着用など感染リスクを減少させる予防策を示しています。
・集団生活における衛生の基本的な考え方として、スタンダード・プリコーションを理解し、適切な対応をす
ることで、感染を最小限にすることができます。

😷 感染する可能性があると考えられるもの
・血液、体液（精液、膣内分泌液）
・粘膜（口、鼻の中、肛門、陰部）
・汗をのぞく分泌液（鼻水、目やに、涙、痰、唾液、母乳）
・排泄物（便、尿、吐物）
・傷や湿疹などのある皮膚 など

・感染症の媒介の多くは手指からの感染のため、手洗いは感染症予防の基本です。正しい手洗いの方法やタイ
ミングを身につけ、感染経路を遮断することが大切です。

😷 手指の衛生管理
・通常
：流水、石鹸で十分手洗いする。
・下痢、感染症発生時：流水、石鹸で十分手洗いしたあと、消毒用エタノール等で消毒する。
次亜塩素酸ナトリウム消毒液は、手指には使用しない。
（便や嘔吐物処理時は、使い捨て手袋を使用）
・その他
：食事用のタオルとトイレ用のタオルは区別する。
血液は使い捨て手袋を着用して処理する。

・嘔吐物には１グラムあたり 100 万個から 10 億個もの大量のウイルスが含まれているといわれ、迅速で適切な
対応が必要です。飛散した吐物は、見えないところまで広範囲に飛び散っています。
・50 センチの高さで吐いた場合、吐物の内容物にもよりますが、飛散距離は 130〜150 センチほどになります。

😷 嘔吐物の処理手順
・使い捨てのものを使う（手袋、マスク、エプロン、足袋、雑巾）
・他に必要な物品は、ビニール袋（大・小）
、消毒容器、次亜塩素酸ナトリウム（50〜60 倍希釈液）
・応援を呼び、他の児童生徒を別の部屋に移動させる。
・嘔吐物を覆って消毒液を使って拭き取り、嘔吐場所は消毒する。
・処理に使用したものはすべて破棄する。
・処理後は手洗い、うがいをし、状況により着替える。

・食中毒対策として、加熱すればよいという誤った情報が伝わっていることがありますが、病原菌には加熱し
ても死滅しないものも多くあります。ぜひ知っておきましょう。また、調理現場でいくら衛生管理をしていて
も、思いがけないところで付着することもあります。容器にリスクがあることも知っておきましょう。
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😷 食中毒に関わる感染症と菌
🔥 加熱したら死滅する菌
・サルモネラ
：75℃で１分
・腸管出血性大腸菌 O157 ：75℃で１分
・腸炎ビブリオ菌
：75℃で１分
・ノロウイルス
：85〜90℃で 90 秒
👹 加熱しても死滅しない菌
・セレウス菌
・ウエルシュ菌
・ボツリヌス菌
：80℃・30 分加熱で失活
・黄色ブドウ球菌の毒素エンテロトキシン
熊本地震の配食おにぎりで起きた食中毒 …災害時は、プロが作ったものも汚染しうる
・小学校の避難所にボランティアで食事を提供していた熊本市内の飲食店が、６日におかかおにぎり 70 個を作
って搬入したところ、食べた避難者ら 34 人が嘔吐や下痢の症状を訴えた。黄色ブドウ球菌が検出された。
・おにぎりは手袋を着用した従業員が作り、ラップで包まれていた。
「とにかく早く」の思いで、あわてておに
ぎりを熱いままラップにつつみ、保温効果のある発泡スチロール容器に入れて同小に運んだため、菌が増殖し
た可能性があるという。
（2016 年５月６日付 朝日新聞の記事を要約）

⛺ 玉城青少年の家での体験学習現場の衛生管理
食堂のホールで行うため、万全の体制で
・玉城青少年の家で炊飯体験学習は、施設内の食堂で実施します。炊飯は、通常なら衛生管理が完全に行き届
いた調理場内で行われるものですが、体験学習により不特定多数の人が出入りすることになる食堂で行うため、
食堂の衛生管理体制もスタンダード・プリコーションに則って行います。
①靴
・食堂は土足では入れますが、入口で靴の裏をきれいにする。
②手指消毒
・食堂内外の水場に分かれて行います。
③帽子、エプロン、マスク着用（衛生管理用品）
・参加者全員が各自で持参願います。
・コロナおよび食中毒両方のリスク低減策として着用します。
④軍手着用（火傷防止用品）
・参加者全員が各自で持参願います。
⑤皿・スプーン
・施設で管理している皿を使用します。
・災害時の断水を想定して、皿にラップをかけて、盛り付けます。
⑥コップ
・持参していただく学校給食で使った紙パックを利用し、米の計量カップと飲用水用のコップを兼ねたものを
児童生徒で作成します。
・使用前にアルコール消毒を行います。
⑦ごはんとカレー
・給食のように大鍋や寸胴から米を茶碗に盛り付けるのではなく、最初から自分が食べるだけの米をポリ袋に
入れて炊飯するため、しゃもじやレードルを共有することはありません。
・カレーは、衛生管理対策を行った引率者が児童生徒の皿に盛り付けます。
⑧片付け
・帽子、エプロン、マスク着用のうえ、鍋のふきとりや皿の回収、使用済みラップの処理、床のモップでの清
掃など行います。
⑨コロナ対策
・帽子、エプロン、マスク着用のうえ、できるだけ密をさけ、児童生徒間での会話も抑制しながら進めます。
・食事の際は、それぞれの学校での給食スタイルも考慮しながら、できるだけ向かい合わせにならない配置で
行います。学校の規模によっては、全員がテーブルの片側だけに座ることは難しいため、飛沫防止スクリーン
を設置するなど、リスクが最も下がる方法で食事を実施します。
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🌾ｺﾗﾑ 亜熱帯沖縄における、復帰前の食中毒動静

ライフライン未整備の時代、腐敗が多く、カビも発生しやすい環境だが…
・⾼温多湿の亜熱帯気候で、１年の３分の１が熱帯夜になる沖縄では、⽔分を含んだものの腐敗が早く、カビも
発⽣しやすい。⽔道や冷蔵庫の普及が遅れていた時代、どのように衛⽣管理が⾏われてきたのでしょうか。琉球⼤
学教授だった翁⻑君代さんの「琉球料理と沖縄の⾷⽣活」（績⽂堂、1969 年）から引⽤してみます。
・昭和 40 年ごろは、⾚痢の発⽣が増加傾向にあり、簡易⽔道による集団⾚痢の発⽣が⽬についていたといいま
す。簡易⽔道というのは、集落住⺠で管理する脆弱な⽔道設備で、塩素消毒も実施されていないものです。この
簡易⽔道によるもの以外は、⼤きな集団発⽣はなかったということです。理由は、本⼟に⽐べて加熱⾷品が常⾷で
あったからでないかという報告があります。
・⾷中毒については、年中⾼温多湿でありながら、夏期に限定されていました。本⼟と同じく⿂介類、なかでも刺⾝
によるものが多く、次いでかまぼこなどねり製品でした。また、穀類（ごはんとそば）の⾷中毒があることが特徴だとさ
れています。
・当時の市場は冷蔵庫もなく、那覇の市場を訪れた東京医科⻭科⼤学の柳沢⽂徳教授（⾷品衛⽣学、故
⼈）は「ハダカ電球が昼間から吊るされ、冷蔵庫もないようなところで、間⼝１〜２メートルの台の上に豚⾁の⼤き
な塊が積み重ねられ、その豚に⼿で塩を刷り込んでいた。そのとなりでは、名前もわからない⿂がむきだしに並んでい
る。他の台にはねり製品があり、乾物があり、野菜があり、その夜の⾷欲をなくした。これでは沖縄はさぞ⾷中毒が多
く、⾚痢も多発すると想像した」と綴っています。

沖縄の「必要なだけ作って食べる」食文化が感染症予防に
・ところが、柳沢教授が調べていくと、特に問題は起こっていないようでした。その理由を聞いていくと次のようなことがわ
かってきたといいます。「市場には冷蔵庫はないが、１⽇に消費されるだけの量が販売されているので、とくに保存を
問題にすることもなく、つねに新しい⿂や⾁が持ち込まれ、それが消費者にわたり、消費者はその⽇のうちに使ってし
まう。この経路は、実に⾷品衛⽣的で、かえって防腐剤の使⽤が⽐較的少ない効果もある。沖縄のどの地⽅でも同
じ光景が⾒られる」「ねり製品でもそれほど防腐剤を⽤いなくてもよく、⾖腐もかたいため⽔槽に⼊れずに販売してお
り、⼿指からの汚染もうけにくい。製造した⾷品がすぐ消費者の⼿にわたるこのシステムは、本⼟の⼤企業化した⾷
品加⼯業中⼼の⾷品流通機構では考えられない」。
・この話は復帰前であり、現在はさすがに⾷品衛⽣法もあって、市場には冷蔵庫がありますが、⾁屋の光景は当時
と変わりません。つまり、現在も「間⼝１〜２メートルの台の上に豚⾁の⼤きな塊が積み重ねられ、その豚に⼿で塩
を刷り込んで」いる状況が続いており、これが那覇市第⼀牧志公設市場の最⼤の特⾊であり魅⼒なのです。お客さ
んの感触で選びやすいよう、⽬の前に積み上げられ並んでいることと、市場の上階に精⾁所があって移動時間がかか
らないこと、パッキングも必要ないので⼿指からの汚染もないこと、回転が早くその⽇のうちに売れてしまうことで衛⽣
環境と鮮度が維持されていると、組合⻑や⾁屋さんは
話してくれます。実際、市場で買った⾁は鮮度が⾼く、
おいしいです。眼の前の⾁について店の⼈と会話しなが
ら、どの料理にはどんな部位がよいかなどのアドバイスも
受け、「しーぶん」（おまけ）もいただく「あちねー」（商
い）⽅式は、沖縄の伝統的⾷⽂化を⽀える那覇のマ
チグヮー⽂化としていつまでも続いてほしいものです。
・市場だけでなく、少し前までは旧盆前の⼤型スーパー
でも豚⾁の固まりがむき出しで置かれていました。
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14．体験学習中のコロナ感染対策
⛺ 最新のデータに基づくコロナ対策
マスクの素材や付け方、距離のとり方でずいぶん防げる
・2021 年３月５日、理化学研究所がスーパーコンピューター「富岳」を使ったウイルス飛沫感染に関する新た
な分析結果と防止策を発表しています。そのデータも含め、体験学習中のコロナリスク対策に関係するものを
プログラムに合わせてリライトします。
【マスクの扱い】
素材より付け方が重要
・マスク素材よりも、正しい装着をすることが大切。
😷 マスクの素材：不織布が最も効果があるが…
・飛沫の捕集効果（粒子を通過させない効果）は、
「不織布」＞「布」＞「ウレタン」の順で高い。ただし、不
織布マスクは捕集効果が高い分、顔に装着すると空気抵抗が大きくなり、横から漏れてしまい、性能が 70～80%
に低下するという。
😷 マスクの付け方：
「タイトフィット」が有効
・不織布マスクの付け方によって、マスクの飛沫捕集に違いがあった。きちんと着けようという意識を持つこ
とが大切である。
(1)マスク上部の金具を鼻に沿って折り曲げずにそのまま装着する「ルーズフィット」では、飛沫の捕集効率は
69％にとどまる。
(2)金具を鼻の形状に沿って変形させて装着するタイトフィットをすると、85％に上がった。
😷 二重マスク：あまり効果なし
・緩い状態の不織布マスクの上に布マスクやウレタンマスクをつけても、不織布マスクをタイトフィットで１
枚つけている時と変わらなかった。
・むしろ、空気抵抗が大きくなるため、隙間からの漏れが大きくなってしまう。
・二重マスクにした時に効果が上がる方法は、内側に不織布マスクを着け、その上にウレタンマスクなどで押
さえて、隙間をなくす方法にすると性能は上がるという。
【飲食時の対策】
互い違いに座ることが防止に効果的
・正面の人と 80 センチ、隣の人と 40 センチの距離で４人が着席、手のひらサイズのマウスシールドを使いな
がら１分間会話を行った。テーブルの大きさは、60 センチ✕120 センチ、高さ 75 センチで、４人がけとした。
😷 マスクなし：互い違いに座ることが防止に効果的
・マスクなしては正面の人には飛沫の５％程度が届く。
・斜め向かいの人に話しかけた場合は、正面の人と話した場合の４分の１程度の飛沫が届いた。
・隣の人に話しかけた場合は、正面の人と話した場合の５倍程度の飛沫が届いた。
・マスクをつけることが困難な飲食時は、飛沫感染リスクが高まる。
・飛沫は直進性が強いため、話しかけた人以外にはほとんど到達しない。
😷 マウスシールド使用：扇子程度のものでもリスクは下がる
・20％程度の飛沫はマウスシールドに付着、エアロゾルは人の体温で上方向に広がったが、前方への飛散はあ
る程度抑えられた。
・話す時には、手のひらサイズ程度の簡単なマウスシールド（口をおおうような紙、下敷きのようなもの）を
近づけるだけでも、リスクはかなり下がる。換気などでエアロゾル対策を行うことが必要である。
・扇子やうちわで口元を隠しながら話すことも効果がある。
【歩行時の対策】
歩いている時もマスク着用を
・時速 4.6km で歩行した際の飛沫やエアロゾルを分析したもの。
・歩いている時もマスクを着用していた方が、飛沫の発生量を減らすことができる。
・体験学習のオプションで行われる「ウオーキングラリー」で、児童生徒がお互いにどのような位置で歩行す
ることが効果的な予防になるか、考える必要がある。
41

😷 歩行者の後方への影響：飛沫がたまった空気の塊を背負って歩いている
・歩行時には、後方に飛沫やエアロゾルが集中する領域が発生し、通常の会話時に対しても広くなる。
・歩行速度が速くなると飛散の広がりが大きくなる。そのため、歩行時のソーシャルディスタンスは、１～２
m と言われているが、歩行時はもう少し広がる。３m 離れていても、その状態が１時間続くとリスクが上がる。
・歩きながら話す人は、飛沫がたまった空気の塊を後ろに背負って動くかたちになる。
😷 話しながら歩く時：少し横を歩くのがよい
・２人で話しながら歩いている場合には、どんな角度で喋っていても、隣の人への影響にそれほど差はない。
・歩く時は、真後ろではなく、少し横を歩くのがよい。
・歩いていても、大声で会話した時のほうが飛沫は飛びやすい。
😷 呼吸が激しい時：通常より飛沫は多い
・早歩きや走って呼吸が激しくなっている時は、通常の会話時よりも飛沫が飛ぶことが考えられる。
😷 歩行時の風の影響
・毎秒２～３m の風が吹いていれば、飛沫は拡散する。
・0.5m～１m の風の場合は特定の方向にリスクがある

⛺ カセットコンロ使用にあたってのコロナ対策
調理器具の使いまわしは厳禁、食材もゴミも完全自己完結で
・体験学習をきっかけに、家庭や野外活動時のカセットコンロまわりでのコロナ対策をあげておきます。沖縄
ではビーチパーティが盛んですが、食材から器具のセッティング、ゴミ処理までほとんどが業者まかせのため、
グループとしての会食感染対策がおろそかになりがちです。大量の食べ残しやゴミに対する意識も薄れがちで、
「沖縄自炊学」の精神や哲学とは真逆のレジャーとなっています。コロナ下で今一度、感染症対策とともにビ
ーチパーティのあり方を考えましょう。
①バーベキューや鍋料理で、トングやレードルの使い回しは、危険度が高いです。
「直箸」はもってのほかです。
各自が衛生手袋をすると、安全は確保されます。
②皿やコップの使いまわしも厳禁です。コップには名前を書いて、その人だけが使うように。
③ひとつのカセットコンロに集まる人数は、屋外の場合でも最大６人に。参加者全体でも最大 10 人程度に。
④出発前に、検温など健康状態チェックを忘れずに。
⑤手洗い、うがい、アルコール消毒の徹底を。
⑥飲食時もマスクは着用し、可能な限りソーシャルディスタンスを確保しましょう。
⑦大声を避けましょう。
⑧ゴミは必ず持ち帰ること。
⑨トイレがさまざまな感染症の発生源になることは多く、手だけでなく靴の裏からも侵入します。屋外で行う
場合は、できるだけトイレから離れた場所で調理・飲食を行いましょう。
⑩トイレ使用時は手洗いと手指消毒を徹底し、飲食場所ではスリッパなど別の履物に履き替えた方が確実です。

⛺ 落下し、付着している飛沫への意識を
新型コロナウイルスが死ぬまでの時間
・飛沫に含まれて落下、付着したコロナウイルスは、なんとインフルエンザウイルスの５倍も「長生き」しま
す。ウイルスが付いたものを触った手指から感染する可能性は、意外に大きいといえます。手指消毒や手洗い
の励行とともに、ツルツルした面、特に不特定多数の人が集まる場の床など、多量の飛沫が落ちて残っている
と思われるところをできるだけ触らないことが重要です。
・かばんなどは床に直接おかず、紙箱等に入れておく。
👹 新型コロナウイルスが死ぬまでの時間
（専門誌「ランセット・マイクローブ」
、毎日新聞から）

印刷紙、ティッシュペーパー：３時間
皮膚：９時間
加工木材、布：２日
ステンレス、ポリプロピレン・プラスティック：３日
…ホールや体育館、研修室の床材に多い
ガラス、紙幣：４日
サージカルマスクの外側表面：７日以上
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15．熱中症の対策
⛺ 熱中症の種類と対策
基本は水分と塩分の補給
・野外での体験学習では、新型コロナ感染対策と同時に熱中症対策も必須です。実は、熱中症にはいくつか種
類があること、対応の仕方がそれぞれ異なることはあまり知られていません。ここにまとめておきます。
・どの症状も水分補給が必要ですが、お茶やビールは利尿作用により、水分補給にならないことがあります。
１）Ⅰ度軽症
熱けいれん（筋肉痛・筋肉の硬直＝こむら返り）
<原因> 血液の塩分濃度の低下による。
<対策> 涼しい場所に運び、水分（できれば生理食塩水＝塩分 0.9％）を補給する。
【生理食塩水の作り方】塩分濃度 0.9％＝体液と同じ 普段から鼻うがい用に！
用意：水１リットル（生理食塩水にするのは 500ml）
、
食塩 4.5g＝小さじ１弱（ペットボトルのフタのすりきりから８分目くらいの量）
① 殺菌のため、水を 10 分程度沸騰させる
② 沸騰水のうち 500ml で容器（ペットボトル）を殺菌
③ 残り 500ml を十分に冷まし、塩 4.5ｇを入れる
★海水（塩分濃度 3.5％程度）を４分の１に薄める手もある。代用血にもなる
熱失神（めまい、たちくらみ、顔面蒼白）
。
<原因> 暑熱環境下で皮膚血管が拡張し、血圧が低下する。
<対策> 涼しい場所に運び、衣服をゆるめて寝かせ、水分を補給。
できればスポーツドリンクか熱中症対策飲料（経口補水液）を。
【経口補水液の作り方】塩分濃度 0.3％
用意：水１リットル
塩３g＝小さじ 1/2（0.3％）
砂糖 40ｇ＝大さじ４＋1/2
①ペットボトルでかきまぜてできあがり
②レモンなども適宜入れる
③熱中症の予兆があれば、まず少しの量をゆっくり飲み、1~2 分後にまた少量を。
★生理食塩水を３倍の水で薄め、砂糖を加えてもよい。
２）Ⅱ度中等症
<症状> 熱疲労（頭痛・吐き気・嘔吐・下痢・倦怠感・虚脱感・失神・判断力や集中力低下）
。
<原因> 体内の水分や塩分不足による脱水症状。
<対策> Ⅰ度熱失神と同様、熱中症対策ドリンク（経口補水液）を補給。医療機関へ。
３）Ⅲ度重症
<症状> 熱射病（意識障害・高体温＝40℃以上）
<原因> 運動で発生した熱が体表面から発散できず、体温が上昇し体温調節の中枢神経に障がい発生。
<対策> 緊急対応で、体を冷やしながら集中治療や入院ができる病院に一刻も早く搬送。
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Ending
沖縄の「子ども貧困」の現場と「食」
小５・中３の５〜６人に１人は「ひとり親」
・沖縄県は、以前から子どもを取り巻く環境が劣悪な状態にあることが懸念されていました。ひとり親の多さ
や親の離婚率、10 代妊婦の多さ、子どものいる家庭の世帯年収の低さ、失業率の高さと非正規雇用割合の高さ、
子どもの虫歯有病率の高さ、大学進学率の低さ、そして少年の補導率の高さなど、子どもに関するさまざまな
数値が軒並み全国ワーストを示していたからです。
・2015 年、ようやく子どもの貧困状況に対する検討・調査が始まり、メディアも取り上げるようになりました。
2016 年に県が打ち出した「子どもの貧困対策計画」で、子どもの相対的貧困率が 29.9％になることが明らかに
なりました。2016 年の全国調査は 13.9％で、沖縄は全国平均の２倍以上の高さとなります。ひとり親家庭に限
ると 58.9％（2015 沖縄子ども調査）にのぼります。
・沖縄における子どもの貧困の最大要因のひとつが、ひとり親家庭の多さです。沖縄の経済環境に起因する親
の雇用状況や、親の疾病の問題が絡んで、貧困を加速させているといえます。2014 年に実施された調査では、
沖縄県の世帯総数に対してのひとり親家庭の出現率は、母子世帯が 5.5％、父子世帯が 0.9％でした。全国平均
は母子世帯が 2.7％（父子世帯は不明）で、沖縄県の母子世帯率は全国の２倍になります。
・小中学校の学年別の調査では、以下の状況でした。
小学１年：母子世帯 9.4％
小学５年：母子世帯 14.4％
中学２年：母子世帯 14.0％

父子世帯：1.2％
父子世帯：2.5％
父子世帯：2.6％

計 10.6％
計 16.9％
計 16.6％

・小学５年、中学２年の実に６人に１人が「ひとり親」です。保護者が離婚はしていないものの、実質的にひ
とり親状況になっているケースを含むと、４〜５人に１人がひとり親といえるかもしれません。また、過去の
国勢調査では祖父母など他の世帯員が同居する場合は「ひとり親」に含まないケースもあります。2012 年の宜
野湾市の調査では、国勢調査ではひとり親世帯数が 1059 世帯だったのに対し、ひとり親の低所得世帯に支給す
る「児童扶養手当」の受給者数は 1673 世帯と、実数が調査の 1.6 倍にのぼりました。
コロナでさらに経済的苦境に
・夫婦そろっていても、どちらかが病気などで働けない場合は貧困状況に陥ります。夫婦共働きでなければ子
育てができない経済・雇用環境が、沖縄にはあるといってよいでしょう。
・沖縄県の県民所得は、2016 年の国の調査では 210 万円で、全国平均の 306 万円の７割です。勤労世帯の年収
分布を見ると、200〜300 万円が 23.0％で最も多く、ついで 200 万円未満が 15.9％でした。県民の４割近くが
300 万円未満の所得ということになります。
これを全国平均で見ると、最も多い階層は 600〜800 万円で 20.9％、
次いで 400〜500 万円が 15.9％です。沖縄の勤労者は、他のどの地域よりも低所得です。
・沖縄県の非正規雇用の割合は、2017 年 43.1％で、全国で最も高い数値です。女性は６割が非正規雇用です。
2020 年の新型コロナウイルスの拡大で、非正規雇用者の解雇や雇い止めが爆発的に増加しました。2021 年４月
段階でいったいどれくらいのひとり親家庭の保護者が失業しているかは、県による実態把握がされていないた
め不明ですが、飲食店への自粛要請や観光業の苦境から考えるとかなりの数にのぼります。各市町村の社会福
祉協議会で、膨大な額の生活福祉資金や総合支援資金特例貸付が行われています。しかし借金であり今後の返
済が必要で、貧困の加速は避けられそうにありません。
・コロナ感染拡大に伴い、社協の貸付窓口や公民館、地域の子どもの居場所などで有志による食べ物配布が盛
んになりました。ですが、コロナ収束の気配がまったく見えない中で、いつまで支援がもつのか、極めて不安
な状況です。その中で、宜野湾市のある子どもの居場所では、貧困状況にある保護者や子どもが自立につなが
るよう、調理前の食材を提供していました。自分で作れるようにならなければ、コロナが続く限り問題は解決
しないとの観点からです。
無制限の清涼飲料水やお菓子で、肥満と激ヤセが多い
・貧困状態にある家庭の保護者や子どもたちの話を聞くと、子育ての困難な状況および子どもたちが自立しに
くい環境によって貧困がもたらされていることがわかります。子育てが困難な背景には、仕事が忙しい、保護
者に病気や障がいがある、保護者がパートナー（恋人）に夢中、子育ての知識がない、下の子（乳幼児）の世
話にかかりきりで上の子に対応できないといった理由がありそうです。
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・こうした家庭の子どもで目立つのは、肥満状態か痩せている状態が見られることです。肥満の原因には、無
制限に清涼飲料水を飲んでいる、あるいは菓子やスナック類を食べ続けていることがあげられます。逆に痩せ
ている子どもは、１日１食で、しかもカップ麺だったりするケースです。いずれも、保護者が３食どころか食
事の準備をすること自体が困難な家庭の子どもに多く見られます。こうした放置やネグレクト状況にある子ど
もは、毎日シャワーを浴びて体を清潔にするといった一般的に当たり前になっている生活習慣がないことも多
く、頭にシラミをかかえている子も少なくありません。１日じゅう布団の中にいる子もいます。
・ゲーム依存と不登校、登校しぶりの傾向も共通して多く見られます。物事に対する意欲がなく、
「めんどくさ
い」が口癖で、ゲームの中にしか自分の居場所がない子どもたちを多く見ました。不登校になると給食もない
ので、食習慣は崩壊します。中学年代も多く、卒業後に高校進学できなければ学校や社会との縁が切れてしま
い、社会的に孤立した成人になる可能性が高くなります。
・このほか、家庭に幼い妹や弟がいて、その子らの世話をしなければならず、満足に食べていないケースもあ
ります。世話の対象が乳幼児ではなく、祖父母や病気の保護者のケースもあります。ヤングケアラーと呼ばれ
る子どもたちです。
・仕事や保育園の送迎などで極めて忙しい中でも、保護者が一生懸命がんばって子どもたちに食事の準備をし
ている家庭も多くあります。しかし、過労やストレスで保護者が倒れてしまうと、子どもたちの状況は一気に
悪化し、上記の食崩壊になってしまいます。実際に力尽きてしまってメンタルの重い病になり、子どもを育て
ることが難しくなったお母さんとも何人か面談する機会がありました。

自炊力で「生きる力」を育む
自力で食べる力を身に付けて、自分とお母さんを楽に
・こうした困窮状態にある家庭は、当然のことながら大きな災害が起きるとさらに困窮が悪化し、孤立が進み
ます。金銭的課題から老朽住宅に住んでいることで犠牲になりやすいほか、自力で解決できる知識も情報も気
力も持てないため、深刻な事態に陥ります。現在のコロナ感染下はこうした家庭を直撃し、経済的、社会的貧
困を加速させています。
・もし、食に関して子ども自身でなんとかできる力と意欲、知識を持っていたら、保護者が働けなくなって貧
困状態に陥ってもジュースやお菓子依存による肥満や激痩せにならず、健康を維持し学校に通い続けることが
できます。災害に見舞われ、ライフラインやコンビニが使えなくなっても、家族で協力しあって食を維持し、
生き抜くことができます。
・平時から、子どもたちが積極的に食事を作れるようになるとしたら、特にひとり親家庭の保護者はどれだけ
負担が減ることでしょう。辛い環境に対しても、立ち向かう勇気が湧いてきます。幸いにして、私たちは「米」
というすばらしいアイテムがごく身近にあります。水と鍋と熱源があれば、おいしく簡単にごはんにしていた
だくことができます。しかも、茶碗１杯で 30 円もかかりません。これに、沖縄が誇るスーパーインスタント栄
養食品であり、
「命のスープ」であるカチューユに味噌や野菜を入れて沖縄味噌汁にすると、家にあるもので安
くおいしく栄養を付けることができます。
・災害に対する最近の動きとして、子どもたちはたんに守られるだけの存在ではなく、自分で自分の身を守る
こと、さらには他者に手を差し伸べることも考える存在であるべき、という実践が増えてきました。沖縄でも
地域や学校でそのような活動をするところが増えています。自力で炊飯する力は、災害でも貧困からもまさに
自分で自分を守ることにつながり、さらには他者に手を差し伸べる力を育むことにつながります。
・多忙なお母さんのために、自分たちにもできることがあると考え、実践する子どもたちが増えることを願い、
本プログラム「災害に役立つ！沖縄自炊学」を玉城青少年の家と共同開発しました。子どもたちが、まずは台
所に立って自分でごはんを炊いてみたいと思ってくれることを願っています。
大学生も社会的貧困状況。自炊力で沖縄短寿化の防波堤に！
・子どもだけでなく、大学生の食生活にも崩壊に近いものを感じることがあります。県内私立大学の学生の昼
食を見ていると、大半が揚げ物ばかりの安い弁当です。弁当を買って食べる学生はまだよいほうで、カップ麺
ですます学生も多くいます。以前、某大学の売店が「うちは九州の大学売店でカップ麺の売上ナンバー１です」
と豪語していたことがありますが、とんでもないことです。さらに、昼休みが終わった構内のゴミ箱は、弁当
ガラとカップ麺の容器で埋め尽くされています。環境への負荷やリターナブルという発想は皆無でした。
・背景にあるのは、安く栄養価の高い食事を提供できる食堂が大学に設置されていないこと、学外で食べる場
所が少なく、高いことが上げられます。学内に自炊設備があるといいのにと思いますが、この発想は現状では
とても受け入れてもらえそうにありません。せめて、家でごはんを炊いて、味噌やかつお節、昆布といった沖
縄の機能的・伝統的食材を生かした簡単なおかずを付ける技術と知識があれば、65 歳以下の死亡率が全国ワー
ストの沖縄で短寿化の防波堤になると考えます。
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・県内の大学に勤務していた時、よくホットプレートで簡単にほかほかのごはんを炊いて、学生たちとおかず
をシェアしながら楽しく食べました。水と容器と熱源があれば簡単にごはんが炊け、米って本当にすごい！と
改めて感心する日々でした。東日本大震災の被災地との交流でいただいた東北の食材などが並んだ時は、最高
でした。特に、福島から送っていただいたお米を、岩手のサンマでいただいた時のおいしさといったら…。
＜子どもの貧困について＞
・
「相対的貧困率」とは、
「世帯所得を世帯人員の平方根で割った額について、全人口における中央値の半分（貧
困線）を下回る人の割合」で、調査が行われた 2015 年の貧困線は 122 万円でした。貧困線は、１年の手取り額
が２人家族 172 万円、３人家族 211 万円、４人家族 244 万円、５人家族 273 万円ということになります。
・
「子どもの相対的貧困率」は、18 歳未満で相対的貧困世帯に属する子どもの割合を示し、沖縄の子どもの３割
が貧困線以下の世帯で属しています。全国平均は 2013 年調査によると 16.1％で、沖縄には全国の２倍近い数
の貧困状態の子どもたちがいます。この数字は、保護者の世帯年収によって異なる保育料からも推測できます。
2012 年に沖縄市の認可保育園を利用する保護者のうち、年収（ここからさらに税金や社会保険料が引かれる）
が 255 万円未満の世帯が 27％を占めていました。
・2016 年の県計画によれば、沖縄での中学２年生のいる世帯の手取収入は、200 万円未満が 18.9％、200～300
万円未満が 20.1％となっています。全国平均は、それぞれ 8.0％、9.0％で、全国に比べ沖縄の子ども世帯の所
得の低さがわかります。
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「熊本地震 連鎖の衝撃」
（熊本日日新聞社、2016 年）
「３.11 石巻・小学校校長奮戦記〜学校防災への提言」（岸澄夫、不昧堂出版、2013 年）
「聞き書 沖縄の食事」
（同編集委員会、農文協、1988 年）
「ヤンバルの森の山菜たち」
（樋口純一郎、沖縄環境分析センター、2011 年）
「おきなわ湧き水紀行」
（ぐしともこ、ボーダーインク、2016 年）
「南からの日本文化・上」
（佐々木高明、日本放送出版協会、2003 年）
「お米・ごはん BOOK」
（交易社団法人米国安定供給確保支援機構、配布品、2019 年）
「おきなわが食べてきたもの」
（上里隆史・ぎすじみち、ボーダーインク、2019 年）
「南島考古学入門〜掘り出された沖縄の歴史・文化」
（沖縄考古学会、ボーダーインク、2018 年）
「奇跡の島々の先史学〜琉球列島先史・原始時代の島嶼文明」（高宮広土著、ボーダーインク、2021 年）
「古典を読む〜おもろさうし」
（外間守善、岩波書店、1998 年）
「絵でみる御願３６５日」
（むぎ社編集部、むぎ社、2019 年）
「沖縄の祭りと行事」
（比嘉政夫著、沖縄文化社、2006 年）
「沖縄の島守」
（田村洋三、中央公論新社、2003 年）
「神戸とお好み焼き」
（三宅正弘、神戸新聞総合出版センター、2002 年）
「琉球料理と沖縄の食生活」
（翁長君代、績文堂、1969 年）
「よくわかる御願ハンドブック」
（同編集部、ボーダーインク、2008 年）
「食品と料理 おきなわの味」
（外間ゆき、松本嘉代子、1998 年）
「保健衛生安全対策」
（小林美由紀、ミネルヴァ書房、2020 年）

災害時等自立炊飯体験プログラム「災害に役立つ！沖縄自炊学」テキスト
2021（令和３）年６月 12 日版
発行：沖縄県立玉城青少年の家（指定管理：[一社]沖縄じんぶん考房）
文・写真／プログラム開発・制作：稲垣 暁
（災害教育ワーカー・社会福祉士・防災士 [一社]災害プラットフォームおきなわ 共同代表理事）
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巻末資料
⛺ アルミ缶・ポリ袋炊飯実験 データ（2021 年３月５日〜５月 18 日 ＠玉城青少年の家 食堂・会議室）
【プログラムでの最終仕様】
・熱源 カセットコンロ 3500kcal
・容器

耐熱ポリ袋（110℃）／ 蓋付き大鍋 ／ 給食用牛乳パック（200ml）＝計量カップ、飲用コップとして

・食材 米：110g（0.7 合強・パック 3/4） 水：米重量の 1.5 倍（1 合・パック 4/5） 鍋水：１L（鍋半分弱）
・環境 玉城青少年の家 食堂・会議室（室内） 冷房：風なし 扇風機：通常通り 換気：２方向
・火力

着火〜吹き上げ：中火 20〜30 分 ➡ 吹き上げ後の蒸し煮：中火 10 分 ➡ 消火後の蒸らし：15 分

【実験記録】
月/日

冷房/扇風機

無洗米

水量

湯煎鍋

ﾊﾟﾜｰ

沸騰

沸騰後

蒸し煮

蒸らし

完成

器材

ｺﾝﾛ周辺環境

空気

(重量比)

水量

着火

時間

火力

所要時間

所要時間

度合

3/5

換気のみ

1 合 150g

米 1.2 倍

大鍋・蓋

2500k

0:20

➡維持

0:25 中火

0:30 消火

Best

ｱﾙﾐ缶

20℃60%

1/3

強火

+5 分

+5 分

+10 分

350ml

0:40 天地

✕8

返し+15 分

同

同

500ml

1 合 150g

同

同

同

同

同

同

2 合 300g

0:30 消火

Best

+15 分

✕8

0:45 天地
返し+10 分

月/日

冷房/扇風機

無洗米

水量

湯煎鍋

ﾊﾟﾜｰ

沸騰

沸騰後

蒸し煮

蒸らし

完成

器材

ｺﾝﾛ周辺環境

空気

(重量比)

水量

着火

時間

火力

所要時間

所要時間

度合

3/18

換気のみ

1 合 150g

米 1.2 倍

大鍋・蓋

2500k

0:15

0:15 中火

0:40 消火

Good

ﾎﾟﾘ✕6

24℃60%

空気ゼロ

1/2

強火

蒸煮へ

+25 分

+10 分

同

同

同

米 1.5 倍

同

同

同

同

同

同

Best

同

同

同

米 1.2 倍

大鍋・蓋

同

0:14

➡維持

全開維持

0:35 消火

Best

+20 分

+20 分

同

0:35 消火

1/3

ﾎﾟﾘ✕8
同

中火

同

同

米 1.5 倍

同

同

同

同

Good

+23 分
同

同

1 合 150g

米 1.2 倍

空気 1/3

ﾎﾟﾘ✕6

大鍋・蓋

2500k

1/2

強火

0:15

中火

0:15 中火

0:40 消火

蒸煮へ

+25 分

+10 分

Good

同

同

同

米 1.5 倍

同

同

同

同

同

同

Good

同

同

同

米 1.2 倍

大鍋・蓋

同

0:14

➡維持

全開維持

0:35 消火

硬め

+20 分

+31 分

同

0:35 消火

1/3

ﾎﾟﾘ✕8
同

同

同

米 1.5 倍

同

同

同

同

Best

+24 分
同

同

1 合 150g

米 1.2 倍

空気 1/3

ﾎﾟﾘ✕6

大鍋・蓋

2500k

1/2

強火

0:15

中火

0:15 中火

0:40 消火

蒸煮へ

+25 分

+10 分

Best

１mm 穴
同

同

同

米 1.5 倍

同

同

同

同

同

同

軟

同

同

同

米 1.2 倍

大鍋・蓋

同

0:14

➡維持

全開維持

0:35 消火

Best

+20 分

+34 分

同

0:35 消火

1/3

ﾎﾟﾘ✕8
同

同

同

米 1.5 倍

同

同

同

同

+26 分

Good

月/日

冷房/扇風機

無洗米

水量

湯煎鍋

ﾊﾟﾜｰ

沸騰

沸騰後

蒸し煮

蒸らし

完成

器材

ｺﾝﾛ周辺環境

空気

(重量比)

水量

着火

時間

火力

所要時間

所要時間

度合

4/19

換気/窓近

1 合 150g

米 1.2 倍

大鍋・蓋

3500k

0:30

中火維持

0:40 消火

Best

ﾎﾟﾘ✕2

24℃55%

空気少し

袋：水平

1/2

中火

+10 分

+15 分

硬め

同

同

同

米 1.2 倍

同

同

同

同

Best

同

維持
同

袋：縦型
同

換気/窓遠

同

同

袋：水平

ﾎﾟﾘ✕6
同

米 1.5 倍

硬め

同

同

米 1.5 倍

3500k

0:25

維持

中火
同

同

同

同

袋：水平
同

同

同

米 1.5 倍

同

同

同

同

中火維持

なし

+５分

引き上げ

中火維持

0:35 消火

+10 分

+10 分

同

0:35 消火

袋：縦型
同

同

同

米 1.5 倍

同

同

米 1.5 倍

Best
Best

+10 分
同

同

同

同

同

0:35 消火

袋：水平
同

硬

Best

+15 分
同

同

同

同

同

0:35 消火

袋：縦型

Best

+15 分

月/日

冷房/扇風機

無洗米

水量

湯煎鍋

ﾊﾟﾜｰ

沸騰

沸騰後

蒸し煮

蒸らし

完成

器材

ｺﾝﾛ周辺環境

空気

(重量比)

水量

着火

時間

火力

所要時間

所要時間

度合

5/6

冷房/扇風機

0.9 合

米 1.7 倍

大鍋・蓋

3500k

0:45

中火維持

0:55 消火

軟

ﾎﾟﾘ✕7

24℃65%

140g

袋：縦型

1/2

中火

+10 分

+15 分

(米が

冷房風有

空気少し

同

同

同

ﾎﾟﾘ✕6

冷房風強

煮崩)
同

同

同：火

0:40

が鍋に

(0:36 ﾌｧﾝ停止

届かず

ｸｰﾗｰ羽根上に)
0:08

5/18

冷房/扇風機

0.8 合

米 1.5 倍

大鍋・蓋

3500k

ﾎﾟﾘ✕7

24℃65%

120g

袋：縦型

1/3

強火

冷房風無

空気少し

決定

冷房/扇風機

0.7 合強

米 1.5 倍

大鍋・蓋

3500k

ﾎﾟﾘ袋

冷房風無

110g

袋：縦型

1/3

中火

6〜7

維持

維持

中火

同

0:50 消火

微妙

+15 分

(米が
煮崩)

中火

0:18 消火

+10 分

+15 分

沸騰 0:20-30

中火

0:40 消火

そのまま中火

+10 分

+15 分

空気少し

Best

Best

0:55 完成

【分析】カセットコンロのパワーと沸騰までの時間
パワー

環境

容器

湯潜水

沸騰まで

評価

アルミ缶８本（350/500）

800ml 強火

20 分

○

24℃ 湿度 60％ 非冷房 窓遠

ポリ袋６個

1L

強火

15 分

◎

24℃ 湿度 60％ 非冷房 窓近

ポリ袋 8 個（袋 2 個溶ける） 800m

強火

14 分

○△

3500kcal 24℃ 湿度 55％ 非冷房 窓近

ポリ袋２個

1L

中火

30 分

◎

24℃ 湿度 55％ 非冷房 窓遠

ポリ袋６個

1L

中火

25 分

◎

24℃ 湿度 65％ 冷房 風あり

ポリ袋７個

1L

中火

45 分

✕

24℃ 湿度 65％ 冷房 風強い

ポリ袋６個

1L

中火

40 分

✕△

800m

強火

8分

◎

2500kcal 20℃ 湿度 60％ 非冷房 換気

火力

＊炎の先が鍋底に届かず、36 分後に冷房風なしに変更
24℃ 湿度 65％ 冷房 風なし

ポリ袋７個

★分析の結果から、コンロ周辺は冷房下で風のない環境のもと、
「3500kcal✕中火＝沸騰時間 20〜30 分」で
「防災エコパックライス」プログラムを設定

