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２０２０（令和元）年度 私学教員適性検査  家庭 解答 

解答 解説 

１ 
１．炭水化物（4kcal） 

脂質（9kcal）  

たんぱく質（4kcal） 

３大栄養素のエネルギー発生量は、例えば（約 4kcal）と

「約」を付ける方が正しいのかも知れない。  

「ポンべ熱量計」と「アトウオーター係数」の関係 

Atwater の実験 

ポンべ熱量計 アトウオーター係数 

糖質 4.10 ４ 

脂質 9.45 ９ 

たんぱく質 5.56 ４ 

２．（１）オリゴ糖 

（２）①ナトリウム：Ｎａ 

リン：Ｐ 

カリウム：Ｋ 

②カルシウム：Ｃａ

鉄：Ｆｅ

（１）天然の動物に多く含まれていて、体内のビフィズス菌 

などを増やす。 

（２）①ナトリウムは、「食塩」として過剰摂取しやすく、 

高血圧や脳卒中の原因に、リンは食品添加物とし 

て加工食品に含まれ、カルシウムとの摂取バラン 

スが崩れると骨軟化症になりやすい。カリウムを 

過剰摂取すると腎機能障害や不整脈になりやす。 

②カルシウムが不足すると、骨軟化症や骨粗鬆症の

原因となるが、Ｃａ：Ｐの１：１の摂取バランスが

大切。鉄不足は、鉄欠乏性貧血の原因となる。

※（２）の問題は問題。全体的に、どのミネラルも過不足に

よるリスクがある。更に、①は摂取バランにより摂取量が

左右されるものもある。また、微量（鉄）と多量（カリウ

ム）のどちらを答えるか迷う場合もある。 

３．水 人体の構成成分 

①水分･･･５０～７０％（平均約６０ ％）

②脂質･･･（１３～２４ ％）

③たんぱく質･･･１４～１８％

④無機質・ビタミン･･･（３～５ ％）

⑤炭水化物･･･０．５％

４．・糊化でんぷん（α―でんぷ

ん）を 80℃以上で加熱して

急速に脱水する。 

・糊化でんぷん（α―でんぷ

ん）に砂糖などの糖質を添

加する。 

・せんべい、アルファ化米など） 

・だんご など 
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１ ５．肉の熟成 ｏｒ 食肉の熟成 肉が軟らかく保水性を増す：カルシウムイオンあるいはタン

パク質分解酵素（プロテアーゼ）が関与ことで柔らかくなり、

この構造の変化は，水を保つ余地が増すと考えられる。 

味がよくなる：プロテアーゼが食肉タンパク質を分解して，

うま味などの味を持ったペプチドやアミノ酸が増加するこ

とに原因があると考えらる。 

香りがよくなる：ペプチドやアミノ酸は，食肉を加熱した時

に発生する香りの素で，それらが増加することは調理肉の香

りがよくなる。 

熟成に必要な日数：動物の種類によって異なり、と畜後の

4℃の貯蔵で，牛肉は 10日，豚肉は 3~5日，鶏肉は 0.5~1

日とされている。 

６．チルド ※チルド（ 約 ―１ ～ 2℃ ）の解答を望んだと思うが、冷

蔵庫のメーカによっては、チルド室がなく、パーシャルフ

リージング室（ 約 ―３ ～ ―１℃ ）があるものもある。 

７．ハサップ（HACCP） 2018 年 6 月に食品の製造・加工・調理・販売などを行う

全事業者に対してHACCP を義務化する『改正食品衛生法

案』が衆議院にて可決しました。 

８．（１）きな粉 

 （２）加糖練乳 

（コンデンスミルク） 

 （３）ベーコン 

（２）加糖練乳（コンデンスミルク）：牛乳にしょ糖を加え

約 1/3 に濃縮し、しょ糖が 45％くらい含まれてい

る。乳等省令では、乳固形分 28.0％以上（うち乳脂

肪分 8.0％以上）と規定されている。 

無糖練乳（エバミルク）：牛乳を約 2/5 に濃縮し、

缶に充填したあと、加熱滅菌してある。乳等省令では、

乳固形分 25.0％以上（うち乳脂肪分 7.5％以上）と

規定されている。 

（３）ベーコン：豚バラ肉を 7日間の塩漬け、一晩塩抜き、 

3 日乾かして燻煙、一日置いて出来上がり。（一例） 

９． レトルト食品 

 バナナ 

お茶の葉 

レトルト食品：常温で長期間保存できるように加工された 

ものがレトルト食品。 

バナナ：南国育ちのバナナは、13℃以下での保存は向か 

ない。冷蔵により品質が劣化してしまうと言われ 

るが、バナナの状態や保存方法により、冷蔵庫保存 

が可能な場合もありる。 

お茶の葉：冷蔵庫や冷凍庫は必要なく、冷蔵により劣化する 

場合もある。開封は早めに使い切る。 

https://activation-service.jp/iso/terms/1523
https://activation-service.jp/iso/terms/1523
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１ 10．107.5g 

１５％/120ｇ×100＝12.5ｇ 

120g － 12.5ｇ ＝ 107.5g 

可食部＝食品全体 ― 廃棄部

廃棄部＝ 廃棄部 / 食品全体 × 100 

🔶購入量＝可食部糞量/（100―廃棄率）×１００ 

11．地産地消 地産地消食品のメリット：CO2削減・新鮮で栄養価が高い・ 

生産者の顔が見えやすいなど 

12．あ・え・か・く 

１３．マイクロ波を食品に照射す

ると、食品にマイクロ波の

エネルギーが吸収され、食

品の水分温度が急激に上

昇し、食品が発熱（加熱）

する。 

マイクロ波：赤外線より波長が長い電磁波で、金属に反射さ

れ、紙や陶器は透過するが、水と出会うと吸収

され、発熱（加熱）する。 

２ １．発達課題（ライフステージ） 発達課題（ライフステージ） 

・乳幼児期（0歳～就学前） 

・児童期（６歳～１２歳頃） 

・青年期（１２歳～２０歳代前半頃） 

・壮年期（２０歳代前半頃～６４歳） 

・高齢期（６５歳～） 

２．（１）核家族 

 （２）拡大家族 

「世帯」についてもが学習しておくとよい。 

３．世帯 単独世帯増加原因：晩婚化に伴う独身の男女の一人暮らし・

配偶者と死別した高齢者の一人暮らしの増加 

４．男女雇用機会均等法 男女雇用機会均等法の改正（2017 年１月 1 日） 

・授業主に妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラ

スメント防止措置義務を新設している。 

５．リプロダクティブ・ヘルス／ 

ライツ 

・人々が生殖の過程で、身体的、精神的、社会的に良好な状

態であること、それを享受する権利を意味する。子どもを

持つか持たないか、いつ持つか、何人持つかを決める権利、

安全な避妊法についての情報やサービスを入手する権利

も含まれる。 

・翌年の世界女性会議でも合意された。 

・バチカンやイスラム諸国など、宗教的な背景から人工妊娠

中絶に反対している国は、慎重な立場を採っている。 

６．（１）個人 

  （２）平等 

憲法第 14 条 1 項で、性別に基づく差別が禁止され、第 24

条で、家族生活における個人の尊厳と両性の平等を定めてい

る。 

http://www.asahi.com/topics/word/人工妊娠中絶.html
http://www.asahi.com/topics/word/人工妊娠中絶.html
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２ ７．親権 親権に関係する民法 

・父母 (養子は養父母) が共同で行使 (民法 818)  

・親の離婚時の非嫡出子は一方が親権者となる (819 条) 

・親権者を欠くときは後見人が親権者となる (838 条 1 号) 

・親権に服するのは未成年の子に限られる (818条 1 項)  

・親権の内容は子の身上監護，教育に関する事項 (民法  

820～823，学校教育法 22，39など)  

・子の財産管理に関する事項 (民法 824) ，子の財産上の 

法律行為と一部の身分上の行為について親権者に子の代 

理権が認められる (824，787，797 条など)・ただし子

と親権者の利益相反事項について例外がある (826 条) 

・親権者の親権行使が失当な場合は，家庭裁判所の審判によ 

って，親権喪失宣告 (834 条) や管理権喪失宣告 (835 

条) が行われることもある。 

８．「男性は仕事、女性は家事・育

児」という考え方 

男女に割り当てられた役割期待は、「生物学的性：sex」に決

められたものではなく、「文化的・社会的：ジェンダー」によ

って作られたものである。 

９．民法 733 条は、再婚禁止期 

間を謳ってる。改正前の女 

性の再婚は、離婚後 6 カ月

と規定していたが、これを

100 日に短縮した。また、

女性が離婚時に妊娠してい

なかったり、離婚後の妊娠で

あることが証明できれば、

100 日以内でも再婚が認め

られる。 

最近の民法の改正（成人年齢の改正） 

2018 年 6 月 13 日、成人年齢の引き下げを主な内容と

する「民法の一部を改正する法律（以下、改正法）」が参議院

を通過し、成立した（6 月 20 日公布）。これにより、 

①成人年齢の 18 歳への引き下げ、

②婚姻適齢の 18 歳への統一、

③養親年齢の 20 歳維持の三つがある。

2022 年 4 月から施行される。  

３ １．乳幼児の胃の入り口は、「噴

門部」が未発達なため、食べ

物を吐きやすい。乳を吐いて

窒息しないように、授乳後は 

「げっぷ」をさせる。 

成人の胃は、容量が大きく、カーブしているが、乳幼児の 

胃は、容量が小さく、直線的な形状をしていることも食べ 

物を戻す原因になっている。 

２．頭部から尾部（足）へ 

  中心部から末梢へ  

※この問題は問題。「子ども」とは、学校教育法第 17 条・

第 18 条の定義では「学齢児童」とし満 6 歳になった翌日

が属する学年の始まりから満 12 歳となった日が属する学

年の終わりまでの期間にある子供。中学・高校の家庭科では

乳幼児（６歳）までの範囲を扱うことになっている。 

https://kotobank.jp/word/%E6%B0%91%E6%B3%95-140170
https://kotobank.jp/word/%E8%A6%AA%E6%A8%A9%E8%80%85-81638
https://kotobank.jp/word/%E5%BE%8C%E8%A6%8B%E4%BA%BA-61978
https://kotobank.jp/word/%E6%9C%AA%E6%88%90%E5%B9%B4-138712
https://kotobank.jp/word/%E8%BA%AB%E4%B8%8A%E7%9B%A3%E8%AD%B7-671824
https://kotobank.jp/word/%E8%B2%A1%E7%94%A3%E7%AE%A1%E7%90%86-671394
https://kotobank.jp/word/%E6%B3%95%E5%BE%8B-132500
https://kotobank.jp/word/%E8%A6%AA%E6%A8%A9%E5%96%AA%E5%A4%B1-1996529
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３ ３．（１）愛着（アタッチメント） 

 （２）アミニズム 

（２）子の問題の内容で、「アミニズム」と答えられるだろ

うか？ 例えば、「幼児期のもののとらえ方とし

て・・・」などの記述があるとよかったのではないか。 

４．（１）成長する乳児にとって

最適な乳成分が含ま

れている。 

 免疫物質を含むため、

感染症の発症が少な

く、死亡率も低い。 

 （２）初乳 

（１）の追加（解答以外に以下の内容で答えても良い） 

・アレルギーを起こしにくい。 

・授乳により母子共に精神的安定と満足感を得られ、きずな 

が深まる。 

・授乳により子宮の回復が促され、産後の母体の回復促す。 

・調乳や器具の消毒の手間がなく、衛生的で、いつもどこで 

も与えられる。など 

５．母子健康手 ・母子健康手帳は「母子保健法」という法律に基づき、交付

されるもの。市区町村役場に妊娠届けを出して入手する。

妊娠初期から子供が小学校に入学するまでの間の母子の

一貫した健康記録。妊婦健診や健康相談、乳幼児健診、予

防接種、ほか赤ちゃんが病気で受診するときなどは必ず持

参する。 

・１９４２年に始まった「妊産婦手帳」が母子健康手帳の原

形。市町村が作成し、厚生労働省令による全国共通部分と、

市町村の判断で内容を作る部分がある。おおむね１０年ご

とに大きく見直される。 

６．（１）A 

 （２）D 

遊びの種類（数種類の分るがあるので注意する） 

・感覚遊び（０～１歳頃）：ガラガラ、ラッパ 

・運動遊び（０歳～）：ブランコ、すべり台 

・受容遊び（１歳～）：絵本、音楽 

・創造遊び、模倣遊び（1 歳半～６、７歳）：ままごと 

・構成遊び（２歳～）：お絵描き、折り紙 

７．ジフテリア 

  百日咳 

  破傷風 

  ポリオ（小児まひ） 

予防接種の種類（①②に大別される） 

①定期接種･･･法律に基づき市町村が実施する。（四種今後

接種、MR ワクチン（麻疹、風疹）、BCG、 

日本脳炎、Hib感染症、小児の肺炎球菌感染 

症、水痘（水ぼうそう）、B 型肺炎 

②任意接種･･･接種者や保護者の希望により受ける。（イン

フルエンザ、流行性耳下腺炎（おたふくか 

ぜ）など 

４ １．65 歳以上 高齢者の分類 

・前期高齢者･･･６５歳～７４歳まで 

・後期高齢者･･･７５歳以上 

https://kotobank.jp/word/%E6%AF%8D%E5%AD%90%E4%BF%9D%E5%81%A5%E6%B3%95-133024
https://kotobank.jp/word/%E5%B8%82%E5%8C%BA%E7%94%BA%E6%9D%91-1996452
https://kotobank.jp/word/%E5%A6%8A%E5%A8%A0%E5%B1%8A-14138
https://kotobank.jp/word/%E5%A6%8A%E5%A8%A0-14132
https://kotobank.jp/word/%E4%B9%B3%E5%B9%BC%E5%85%90-593281
https://kotobank.jp/word/%E5%8E%9F%E5%BD%A2-491722
https://kotobank.jp/word/%E5%8E%9F%E5%BD%A2-491722
https://kotobank.jp/word/%E5%B8%82%E7%94%BA%E6%9D%91-521001
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４ ２．（１）総人口に占める６５歳 

以上の人口比率が７％

以上の社会。  

 （２）総人口に占める６５歳 

以上の人口比率が 

１４％以上の社会。  

 （３）総人口に占める６５歳 

以上の人口比率が 

 21％以上の社会。 

 （４）（３） 

日本の高齢化率 

（１）高齢化社会･･･1970 年に達している 

（２）社会齢者･････1994 年に達している 

（３）超高齢社会･･･2015 年に達している 

３．（１）認知症 

（２）ロコモティブシンドロ 

ーム（運動器症候群）  

 （３）白内障 

（２）健康寿命とは（ＷＨＯ：２０００年） 

健康で日常的に「介護を必要としない」で、「自立した生 

活ができる」生存期間のことで、平均寿命より短い。 

４．（１）４０歳以上の介護保険 

を支払う国民。  

 （２）要介護認定  

 （３）介護保険専門員（ケア 

マネージャー） 

（１）（①②に 2 種類） 

①第 1 号被保険者･･･６５歳以上の被保険者

②第２号被保険者･･･４０歳以上６４歳までの被保険者

（2）「要支援１」要支援２」｢要介護１｣「要介護２」「要介 

護３」｢要介護４｣「要介護５」の７段階に分かれる。 

５ １．（１）塩素系及び酸素系漂白 

剤を使用禁止  

 （２）ダブル乾燥ができる 

（排気温度上昇 80℃） 

 （３）液温は 30℃を限度と 

し、洗濯機で非常に弱 

い洗濯ができる 

 （４）日陰の平乾がよい 

家庭用品品質表示法による表示 

・組成表示･･･繊維の種類と混用率（布地などに対する使用

繊維の重量割合） 

・性能表示･･･はっ水性 など 

・取り扱い絵表示･･･家庭用洗濯機等取り扱い方法の表示で 

2016 年より ISO 基準に適応 

＊現在の新 JAS は 2016 年 12 月 1 日より使用 

２．適温：200℃まで 

（底面温度 200℃を限度） 

  繊維：綿（麻） 

「取り扱い方法の表示」と「繊維の種類と特徴」をミックス

した総合的な問題になっている。 

３．（１）バストサイズが 84 ㎝ 

 （２）チエスト 

女子、男子との 9 号サイズが「基準身体寸法」になってい 

る。9号がよく出題されるので確認しておくとよい。 

※問題には「･･女子」と「･･男性」の「子」と「性」が混

在、JIS の「既成服」サイズ表は「子」に統一している。

JIS の「既成服」サイズ表示であることを知らすべき。 

４．脂肪酸塩 

（純せっけん分 100％） 

合成洗剤の界面活性剤についても確認していくと良い。 
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５ ５．ピレスロイド系 防虫剤の種類と使用方法 

・パラジクロロベンゼン、ナフタレン、しょうのう、ピレス

ロイド系 など 

・防虫剤の昇華したガスが空気より重いので、防虫剤は衣服

の上に置く。（ガスが衣類にシミを付けるのを防ぐため） 

・５以外の防虫剤は混合使用すると、ガスが化学反応し、シ

ミが強くなるので、混合使用は避ける。 

２．（１）ブータン 

 （２）スコットランド 

 （３）イヌイット 

 （４）インド 

衣服の基本形（民族衣装にみる） 

（１）懸衣形（かけいけい）→ 平面構成 

・アフリカや東南アジアなどの熱帯・亜熱帯地方では簡単

に身を覆う通気性の良い巻衣や巻頭衣などがある。 

①巻衣（まきい）は、一枚布を裁断も縫製もしないで体に巻

き付けて着る。（インドのサリー、タヒチのパレオなど）

②貫頭衣（かんとうい）は、布を二つ折りにして中央に穴を

開け、頭を通して着る。（ペルーのポンチョなど）

（２）寛衣形（かんいけい）→ 平面構成 

・東・中央・西アジア諸地域には、布を直線的に裁断、縫

製する民族服がある。直線的で人体にフイットしない日

本の和服、西アジア・中央アジアの民族衣装が代表的。

（日本の和服、韓国のチョゴリ、ブータンのゴーなど） 

（３）窄衣形（さくいけい）→ 立体構成 

・ヨーロッパ諸地域では、１３世紀より体の線にそって裁 

断、縫製された窄衣形の衣服が発達した。この代表的な

ものが洋服であり、ダーツなどにより立体的に構成さ

れ、機能的で動きやすく、現代では世界共通の衣服にな

りつつある。（イギリス（スコットランド）のキルト、ポ 

ーランドのエプロン付きスカートなど） 

３．（１）本返し縫い 

 （２）半返し縫い 

 （３）千鳥がけ 

その他の縫い方 

・並縫い ・三つ折り縫い ・袋縫い 

・折り伏せ縫い など 

７ １．（１）南 

 （２）建築基準法  

 （３）７ 

 （４）二酸化炭素（CO2）

（５）シックハウス 

   （６）結露 

（７）20 

室内環境 

・明るさ･･･最小限 2時間以上、4時間を標準とし、６時間 

以上が望ましい。 

・温度･･･快適温度：夏は 25～28℃、冬は 18～22℃ 

・湿度･･･快適湿度：40～６０％前後 

・音･････住宅地の騒音環境基準（環境省）は、昼間 55ｄＢ 

（デシベル）以下、夜間 45ｄＢ以下。 
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７ ・換気･･･自然換気と換気扇などによる機械（人工）換気が 

ある。二酸化炭素濃度の限界は 0.1％。一酸化炭 

素濃度の限界は 0.001％以下。 

＊室内気候･･･温度、湿度、気流のこと。 

２．ヒートショック 脱衣所や浴室を暖房器具で温めておく シャワーで風呂に

お湯はりをする 風呂の温度は 41度以下にする 

３．たばこ 

４．寝室 

５．50 ㎡（4 人中３～５歳が 

1 名もいない時） 

※この問題には問題。4人の年齢構成が記されていない。（３

～５歳児が 1 名でも存在していたら解答は異なる。）  

最低居 住面積水準 

世帯人数別の面積（例）（単位：㎡） 

単身 ２人 ３人 ４人 

25 30(30) 40（35） 50（45） 

（ ）内は、３～５歳児が１名いる場合  

６．（１）両開き窓 

 （２）雨戸  

 （３）格子付き窓 

 （４）引き違い戸 

これら以外の平面表示記号についても学習しておくとよい。 

８ １．（１）催眠商法（SF商法） 

 （２）マルチ商法  

 （３）ワンクリック詐欺 

 （４）同意 

   （５）2018（平成３０） 

 （６）１８ 

その他の悪質商法 

・無料商法  ・不当請求 

・キャッチセールス  ・デート商法 

・ネガティブオプション    ・劇場型勧誘 

・アポイントメントセールス 

・ネットショッピング詐欺  など 

２．１８８番 

３．20 日 

４． ・安全である権利 

     ・選ぶ権利 

     ・知らされる権利 

     ・意見が反映される権利 

消費者の 8 つ権利と 5 つ責任 

8 つの権利は残りの 4つを、５つの責任は全部について 

確認しておくとよい。 

５．（１）ジャドママーク 

 （２）国際フェアトレード 

マーク 

※この問題は、マークの名称が「意味」になっていると考え 

るのか、以下の詳細な「意味」まで答えるのかが不明。 

（１）日本通信販売協会生会員であることを表すマーク 

（２）国際フェアトレード機構の基準を満たしたフェアト

レード商品につくマーク 


