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お家で楽しめるパンケーキ システム開発部  U・S 

皆様いかがお過ごしでしょうか？ 

私はパシオン通信に何を記載すればいいか悩んだ挙

句、パンケーキが食べた過ぎるのでパン

ケーキの話を記載することにしました。 

あまり話すことはないですが、実はパン

ケーキを食べることが趣味です。 

ですが、コロナ禍の中わざわざ店に足を運んで食べる

というのは抵抗があり、また不要なリスクを抱えると

いうのもあります。 

去年旅行に行っていた奴が何言ってるんだと思うかも

しれませんが、食事中はマスクをしないですよね。つ

まり否応なしに感染リスクが高くなります。 

旅行の時の食事は個室だったのでそれほど高いリスク

ではありませんでしたが、パンケーキを提供している

お店が個室なんてことはないです。 

それにパンケーキのお店はコロナ禍前には大抵は並ぶ

ほど人が多かったので、直接行くのは躊躇します。 
 
そこで今回はお家で楽しめるパンケーキの紹介をいた

します。ですが、パンケーキと言ってもいろいろあり

ます。一番わかりやすい言い方をすれば厚みがありふ

んわりとしたものとそれよりは薄くふんわりよりも硬

そうなものです。 

厚みがありふんわりしたパンケーキはスフレパンケー

キと言います。それよりも薄く硬そうな方が普通のパ

ンケーキです。 

ちなみにパンケーキとホットケーキは同じものです。

言うなればホットケーキで通じるのは日本だけとなり

ます。 

薄くて甘さが控えめなものをパンケーキ、厚く甘いも

のをホットケーキと呼び分けている説などあります

が、どちらも同じものという認識で良いと思います。 
 
私はスフレパンケーキ、つまりは厚焼きのものが好き

なため、そちらに絞って紹介いたします。 
 
 一つ目は、ローソンオリジナル 冷凍食品の 

【厚焼きスフレ パンケーキ】 

此間ようやく売っているものを見つけ食べました。 

お店で食べるものとほぼ同じ出来で感動しました。 

値段は340円と少し高めではありますが、十分なクオリ

ティだと思います。 

また、こちらはマーガリン

とシロップ付きの上、形を

崩さないよう紙の箱に入っ

ている為、横着すればお皿

も必要ないのであと片付け

の点も良いです。取り扱い

が少ないってのだけが残念

なポイントです。 
 
 二つ目は、日本製粉 【窯焼きホットケーキ】 

アマゾンで138円で買えます。 

商品名はホットケーキとなってますが、厚さは4cmほど

あり、スフレパンケーキよりは硬めの生地になりま

す。また、こちらは一つ目のものに比べてやや小さめ

です。 
 
 三つ目は、味の素冷凍食品  

【厚焼きスフレパンケーキ】 

アマゾンで250円で買えます。 

こちらは二つ目のものよりさら

に小さいです。 

ですが、スフレパンケーキなのでふんわりとしてい

て、生地がすこし甘めです。 
 
総評として、二つ目と三つ目は業務用の冷凍食品なの

で値段相応といったところです。 

私としてはローソンオリジナル 冷凍食品の【厚焼きス

フレ パンケーキ】が一番良いですが、そもそも購入で

きない為、日本製粉 【窯焼きホットケーキ】と味の素 

冷凍食品 【厚焼きスフレパンケーキ】をって感じで

す。気になった方

はぜひ一度試しに

食べてみていただ

ければと！ 
 
誤字脱字に関して

はご容赦頂ければ

幸いです。最後ま

でお読み頂きあり

がとうござ

います。 
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中国の教育大改革   システム開発部  T・Y  

最近、中国政府が「全ての地域で義務教育段階の生徒

の宿題負担を軽減、学外教育の負担を軽減する」とい

う通知（中国語の略称：双減文件）を発表した。これ

は教育部からの通知ではなく、政府が発表したことで

ある。その執行の決心が見られる。 

この改革の狙いは２つある。1つは学校の宿題を減ら

す、もう１つは学校以外の教育機構を減らす。 
 
学生にとって、一見嬉しいニュースだが、保護者は子

供の未来にさらに不安を抱くことになる。学習塾関係

者にとってまさに「寝耳に水」だった。株価が30～

50％以上急落で、まさに全滅になった。 
 
それではどんな通知かを見てみましょう。 

 
1.宿題の総量を減らす。難度は教科書レベルを超え 

 ないこと。 

2.宿題の質をあげる。重複な宿題をさける。 

 懲罰目的の宿題を無くす。 

3.教師の責任を強調する。宿題は小学生が学校内で 

 完了できるように各教科の担任と調整する。 

 中学生は学校でほとんどの宿題を完了できるよう 

 に指導する。学校内で疑問をきちんと解説し、 

 宿題は学生自分自身にチェックさせないこと。 

4.保護者の負担を減らす。宿題のチェックは学校の 

 責任である。保護者にやらせないこと。 
 
一方、放課後の外部学習塾の管理はかなり厳しくなっ

た。 
 
1.現有の学習塾は全部NPOに登録しオンライン教育 

 は国の審査が必要となる。 

2.学習塾の上場や融資や投資は禁止となる。 

3.学習塾のオリジナル教材や欧米本土の英語教材の 

 使用は禁止となる。 

4.学習塾は土日、休日、夏休み、冬休み期間中の 

 授業は禁止となる。 

5.学習塾はNPOになった後その授業料は政府指導の 

 元に定価する。 
 
双減の同時に、学校内でちゃんと勉強できるよう学校

教育レベル差異を減らすため、下記の意見も定めた。 
 
1.義務教育の公平化 

 無料かつ高い質の学習資源をオンラインで提供す 

 る。都市と農村の教育資源を共有し教育の公平化 

 を実現する。 

2.学校内の教育は減らなく効率よく勉強できるよう 

 教え尽くすこと。 

3.早く授業内容を終え、テスト準備することのない 

 こと、テスト難度を上げないこと、順位を作らな 

 いことなど。 

4.教師は学校外有償で授業することは禁じ、学校以 

 外の学習塾に任務されることも禁止となる。 
 
これほど強い改革は今まではなかった。 

なぜここまで厳しいかというと、中国の教育現状を知

ることが必要だ。 
 
中国は受験大国だ。小中学までみんなの基礎能力は満

点取れる程基礎力はしっかりしていた。しかし、この

十数年のゆとり教育（勉強負担を軽減する）の下で小

学校は3時半までとなり、レベルの高い問題は学校で

学べない一方、テストは難問が問われているから、学

校外の学習塾が必要になり、その結果、学習塾に参加

しない子はほぼいない

ほど、学習塾ブームに

なっている。それに伴

い、学校内では先生た

ちは責任感が薄くな

り、どうせ塾で習うだ

ろうとちゃんと重要な

ことを教えなくなっ

た。 
 

家庭では学校の宿題プラス塾の宿題、小学生なの

に毎日10時半までやってもなかなか終われない。 

また、難度が高いため、小さい子供にとって、理

解しづらいため、勉強に対する倦怠感、さらに反抗期

のため、親子関係が悪化している。保護者は毎日仕事

が終わり、さらに宿題のチェック、 次ページへ続く 

【塾の戦国時代】 
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総務部Sです。皆さんコロナワクチン接種の予約はできていますか。それぞれの市区町村で年齢等でにより予約がいつ

からできるか違ってくると思います。私はこまめに自分がいつから予約できるか「横浜市ワクチン接種予約」とネット

で検索していました。横浜市は8/6～所定された病院へ直接連絡し予約出来るようにもなりました。ただし病院によっ

て予約できる日時が決まっていて、2か所電話してみましがなかなかつながらず1時間以上かけ続けました。しかし

8/13の時点で予約できるのは10月頭だと言われました。 

私の集団接種と大規模接種受付開始日時は、8/16の9時からだったので5分前からネットでスタンバイして（あと何分

とカウントされていました）いましたが、つながったのは20分後でした。予約は8/24横浜ハンマーヘッドでとれ無事

接種してきました。接種後外に出たらありあけにて、一回目接種した人限定で「ガレット」をもらえるチケットをくれ

たので交換。ラッキー。美味しかったです。 

仕事をしながらだと難しいかもしれませんが、私は実家の母、友人は親戚の予約（スマホとパソコンとタブレットを

使って三人分）をしました。誰かにお願いするという方法もありますよ。早く皆さんが接種できればと思っています。 

フォロー

で心身疲労の状態だっ

た。厳しい競争社会だ

から、誰でも自分の子

供に負けて欲しくない

から、幼少期から英会

話、ピアノ、プログラ

ミングなどを学ばせ、

教育費は子供将来への

投資と考え、今家庭の大きな支出になっている。週末

デパートにあまり人が見られない理由の一つとして、

親たちは各学習塾や習いごとの送迎で暇はないから

だ。 

 教育費と住宅ローンは現代子持つ世代の大きな負担

になり、近年の少子化の原

因にもなっている。一人子

政策はなくし、子供2人が

推奨されてから間もなく、

3人まで推奨されるほど、

政策が変わっているが、み

んな目もくれなかった。こ

のような厳しい教育競争は

子供一人でも不安とストレ

スいっぱいだから、さすが

3人育つのは無理だろう。 
 

この教育改革の目的は単に教育への過剰な熱を下げ

ることではなく、都市と農村との教育格差も減少する

つもりだった。都市では教育資源（学習塾）が多いた

め、より質のいい先生と教育を受けられ、有名学校へ

の進学も農村の学生たちより簡単だった。一方、農村

の学生たちは教科書しかないし、教師も少ない。 

しかし、教育の公平性を追求することはあくまでも

理想と私は思っている。学習塾がなくなると、優秀な

学生たちは学校のみの勉強は物足りなく、伸びるチャ

ンスがなくなるだろう。この教育改革時代の子供たち

は試験品になってしまうだろう。親たちもフォローの

負担は減らすことではなく逆に増えるだろうと思う。 

なぜかというと近年、大卒、大学院卒の人材が増え

る一方、工場で働く従事者は少なくなった。特に2021

年では大卒の人数

は14億の中に909

万人にもなった。 

その卒業生は

卒業した後、すぐ

に就職難民にも

なった。2021年の

就職率を2020年と

同じく20％（909

万人×20％＝182

万人）と仮定すれ

ば、少なくとも

1400万人以上の大学卒業生が就職浪人となる。この就

職状態では、多くの大学生が育つのはあまり意味がな

いと政府は思った。もっと就職しやすい専門学校、職

業学校への進学を導くため、新しい改革政策では、高

校までの進学率も半分まで下がり、高校から大学への

進学もさらに半分になる見込みだ。この数字を見る

と、我が子は将来大学も行けなくなるかと親たちはさ

らに不安に落ちていく。この極端な改革では、塾業界

は大きなダメージになり、親たちも塾に頼れないか

ら、自分でフォローすることになってしまう。 

しかし、科挙を生んだ中国では、依然として学歴至

上主義が流行している。職業学校進学者は頭の悪い

「負け組」だという見方が一般的だ。この凝り固まっ

た風潮を覆すのは容易ではないだろう。学習塾は子供

相手の教育が禁止され、親の育児指導へとシフトした

ことも現在一つの打ち手になった。国の政策と国民の

対策の戦いは長く続くだろう。 

前ページより 
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中華街ランチ  システム開発部  Ｍ ・ Ｓ 

お疲れ様です。Ｍです。 

４月に１ケ月間だけ元町・中華街に勤

務だったため、そこで食べた昼飯につ

いて紹介したいと思います。 
 
１. 華錦飯店 海鮮チャーハン 

鮮魚店を経営しており、魚介類が売りのご飯屋さんで

す。ランチは650

円～となってお

りとても安く食

べる事が出来ま

す。４～５回程

行きましたが、1

番美味しかった

物が海鮮チャー

ハンです。イカ

やエビが沢山

入っておりとて

も美味しかったです。 

２. 蘭州牛肉拉麺 ビャンビャン麵 

前にコンビニでビャンビャン麵を食べましたが、店で

一度食べたいと思

い、どこで食べられ

るか検索した結果こ

こが見つかったため

食べに行きました。

何種類か味が選べま

すが、今回食べたの

は香辣ビャンビャン

麺です。 

コンビニのも美味し

かったのですが、お

店の方が麺のコシが

強く辛さもあってとても美味しかったです。 
 
また、気になる店がありましたら紹介したい

と思います。 

いつもパシオン通信の原稿を快く引き受けてくださって感謝しています。今までは一年に一回の掲載をお願いして

いましたが、今年度は人数も減ったこともありそろそろ一回りしそうです。今年度またお願いすることになるかも

しれません。その際はご協力いただけたら助かります。 

また、私も最近写真を撮ってネタ集めをしています。皆さんも周りでおもしろかったり、めずらしかったり、感動

写真等ありましたら写真のみで構いませんので、佐々木まで「タイトル」をつけてメールを送っていただけたら助

かります。宜しくお願いします。 
 
 

 

 

 

 

オリンピック、 

パラリンピック 

の時の「ブルー 

インパルス」 

です。 【7/23 三田上空にて】 【8/24 葛飾上空にて】 

https://tabelog.com/kanagawa/A1401/A140105/14069195/

