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［３］「果実日本」誌連載
連載シリーズ・21 世紀型の農村生活像
「果実日本」誌

第 40 巻第 1 号〜第 41 巻第 12 号連載

（昭和 60 年 1 月〜61 年 12 月）
（1）女の時代と生活創造

＊21 世紀は女の時代、＊嫁不足の現実から出発して、＊「生活創造」

のチャンス到来
（2）多彩な風土と農村生活

＊「日本は狭い」か、＊多様な日本人のルーツ、＊画一性からの解

放を
（3）農業こそ未来産業、科学万博に思う

＊科学博が筑波で 3 月 17 日オープン、＊展示の主役

となるべき農林水産技術、＊「生きた」農業博物館を作ろう、＊21 世紀の手がかりとして
（4）人間の仕事としての農作業

＊嫁不足の原因は重労働か、＊農業という仕事の本質、＊農作

業の未来
（5）
「四全総の 21 世紀展望」と 21 世紀人
「日本

＊21 世紀の担い手たちへ贈物、＊読んでおもしろい

21 世紀への展望」、＊産業・経済をリードする文化・生活

（6）農家らしい暮らし方の特徴

＊農家にふさわしい生活様式を、＊農村生活の四つの特徴、＊

生活リズムに満ちた農家の暮らし、＊暮らしの多様性とそのまとまり
（7）期待される農家主婦の役割

＊嫌われる農家主婦の座、＊農家主婦の類型化をすると、＊農

家主婦の期待される役割
（8）「食」は農と生活の基本

＊飽食時代に未来食を考える、＊多彩な縄文人の食物、＊さて、

これからの食事は
（9）「活老」への道、どう拓くか

＊敬老から活老へ、＊農業生産での役割、＊農村社会での役

割
（10）新しい「農家憲章」を望む

＊家族のゆくえ、＊農業の基礎は家族経営、＊新「農家家族

憲章」の制定
（11）生活見直しを進める集団活動

＊アメリカの「新田園主義」、＊衣食住から医・職・充へ、

＊暮らしを作るための連帯のあり方
（12）「地域社会農業」を作る

＊21 世紀への模索始まる、＊ひとつの提言、「地域社会農業」
、

＊その見本は、「地域個性的な内部循環構造」の理解
（13）農業の担い手はどうなる

＊遠藤専務の警告、＊あえて、構造問題を考える、＊専業を孤

立させないこと、＊地域の核としての専業農家
（14）権利としての営農と農村生活権

＊農業と「生存権」という人権、＊共通の権利としての

生活権、＊営農権の確立へ
（15）協同の原点は近隣生活に

＊農協の危機といわれるが、＊協同活動の再生へ、＊進む近隣

の見直し
（16）21 世紀を生きる子供の食生活

＊焦点は栄養素から「食生活」へ、＊どういう食事にする

か、＊なぜ、母親はまともでないか
（17）嫁と姑の未来学

＊正面から考えよう、嫁と姑、＊吉沢勲氏の「嫁姑合戦戦陣訓」、＊嫁問

題から姑問題へ
（18）暮らしの中の「加工」 ＊「付加価値」ばやりはけっこうだが、＊「自給」の確立が基本、
＊「加工」の展開について、＊「加工」の範囲をもっと広く
（19）安全は暮らしの基本

＊近代技術と安全性、＊農作業事故の根絶を、＊恐ろしい農薬中毒、

＊いのちあっての物種
（20）生活律としての冠婚葬祭

＊派手になった冠婚葬祭、＊冠婚葬祭はひとつの文化、＊日本

人の生活律、ハレとケ、＊生活リズムの再編強化
（21）明日はわが身、今日の高齢者問題

＊「孤独」がもっとも深刻、＊高齢者エネルギーの活

用、＊難しい年のとり方
（22）未来型食品、果実
（23）生活文化を作る

＊果実は過剰生産？、＊日本人と果樹、＊果物は情報型食品
＊文化水準は低かったか、＊生活の中の文化、＊文化を作り出す

（24）自ら開く生活の展望

＊ますます難しい将来展望、＊今日の生活を支配するもの、＊展望

を開く生活着としての自立
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