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新 ら し い 調 理 器 具

講 師 岡 部   巍(本 学講師)

 最近の家庭生 活には 「文化 生 活」 とか 「生 活の合

理化」等が提唱され,そ れに応 して非常に機械化され

る傾 向を帯びて来た。この事は調理器具に対 しても例

外でない。之は女性の地位の向Lと か,電 化用品への

あ こがれ,製 造業者のマスコミ等色々な原因が重なつ

た ものである。然 しなが ら,其 の様な新 らしい器具を

家庭に備え付けなが ら熱望 した程も利用されていない

と云 うのが実情 らしい。之の原因は

 (1)根 本になる電気,ガ ス,其 の他家庭用品材料等

に対す る基礎的な智識の不足。

 ② 器具を購入するに際 し,家 族構成,住 居設備 等

に対する考慮の欠除。

 (3)器 具や材料其のもの自体に対す る智識の不足

等が考え られる。

 そこで少 しでも器具類や,調 理用材料に対する智識

の不足を補い,そ れ等の器具類が効果的に用いられる

と共に,使 用器具に関連 して往 々惹起され る危害の防

止に役立つ様に と考え.次 の内容の講義,実 験及び実

習を行った。

〔講義」(於 調理室)

1. 最近のガスの需給状況,電 気器具の普及状況。

2.家 庭生活に必要な電気の基本的知識,

 ① 電圧,電 流,抵 抗.電 力等の単位 と其の関係

 ② 電流の熱作用(電 熱器,及 び過剰使用によるコ

  ー ド,配 線の過熱)

 (3)電 気による色々の危害(過 熱漏電及びスパーク

  に よる火災.感 電)

 (4)家 庭におけ る電気配線,

 (5)供 給電圧.周 波数の変動 と其の電気器具に対す

  る影響

3. 石炭ガスとプロパンガス

  各 々の製法,成 分,発 熱量,特 失,危 害予防に対

 する注意。

4。 計量器

 (1)感 と計量,計 量は測ろ うとす る量を長 さに変換

  す る事,
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 ② 台所用秤,

 (3)台 所用時計の条件

 (4)タ イムスウイツチ(種 類 と使用法)

5.粉 砕,混 合機,

  各種の家庭用 ミキサー及 ジユーサーの特徴,

6. 自動炊飯器

  電気蒸気式,電 気直熱式,ガ ス蒸気式各々の構造

 と得失,

7. ガス瞬間湯沸器

  構造原理及使用法,

8,冷 蔵器

 (1)種 類,ア イスtツ クス,氷 冷,c,電 気 冷蔵

  庫,ガ ス冷蔵器,

 ② 圧縮式電気冷蔵庫 と吸収式 ガス冷蔵器 の作動原

  理

 (4)ガ ス及電気冷蔵庫用の冷媒の性質

 (5)各 種冷蔵庫の得失比較,

 (6)食 品冷蔵の必要性 と冷蔵適温,

9.排 気扇

  其の種類,必 要性,及 排気能力の算出法

10.デ スポーザー(厨 芥処理機)其 の原理,使 用法,

 使用による利点

11.殺 菌灯

  概説,殺 菌効果,応 用範開,使 用上注意

12.其 の他

  白熱灯 と螢光灯の比較,井 戸用水揚 ポンプ

13.器 具の選択及び使用YyL.対する総括的な注意,

14.台 所用材料の分類

  無機物  非金属  陶磁器,ガ ラス,タ イル等

       金 属  鉄,鋼,銅,銅 合金,ア ル

            ミ,ア ルマイ ト,錫 等

   (こ の中特殊鋼の一つであるステンレスステイ

    ール(不 誘鋼)に っいて説明した。)

  有機物  天然物  木材1漆 器,

       合成品  プラスチックス(合成樹脂)

15. プラスチ ツクスの種類

  熱可塑性合成樹脂(ス チロール,塩 化 ビニール,

 ポ リエチレン各樹脂)
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  熱硬化性合成樹脂(フ エ ノール,尿 素,メ ラ ミン

 各樹脂う

16, 各合成樹脂の製法,… 般的性質,一 般 用途,食

 品関係用途,食 品衛生一ヒの考.�v

17. 将来の台所

  科学の進歩に関連 した将来の 台所に つい て考察

 し,特 に電子a-一一プン,電 子冷蔵庫,太 陽エネルギ

 ー直接利川等の説明,

「実習〕(於 調理室)

1.電 気配線器具の修理(関 西電力下京営業所,平 山

 氏担当)

  電気に対する説明,感 電に関 した 実験 を 見学の

 後,コ ー ドの修理,接 続 等について実習,

2, 各種炊飯器に よる炊飯

  普通の炊飯釜,電 気,ガ ス,プ ロパ ンガス自動

 釜,其 の他の炊飯器 による炊飯 と其の試食

「実験」('於 工藤研究室所属実験室う

1.各 種プラスチ ックスの性質

  塩化ビニール(軟 質,硬 質)ス チmル,ポ リエ

 チ レン(高 圧法,低 圧法)'iE炭 酸各樹脂,に ついて

 強 さ,対 水性,耐 熱性,耐 酸性,耐 アルカリ性,を

 比較検討 し,焔 にか ざした時の現象による鑑別法にこ

 ついて実験 した。

〔展示〕

1。 実庭用 プラスチ ツクス製品

2.化 学実験室用 プラスチ ックス製品

3. メラ ミン化粧板

 内容が多岐にわた り且量 も多かつたが,家 庭生活,

或は家庭科教員 として直接関係のある事柄なので,聴

講生一同熱心に受講 した。最後に関西電力より寄贈さ

れた果物で冷たいジエーを造 り一同御馳走になつた。

 講義,実 習,実 験,展 示に用いた教材,試 料,器 具

の調達には次の商社の協力を得た。関西電力KK下 京

営業所,大 阪ガス京都支店,積 水化学KK,東 光 プロ

パンKK ,朝 日機材KK,三 上 プラスチックKK,京

都電Il:KK,西 脇商店,村 上商会,住 友化工KK,

                (順 序不同う


