
赤色の食品 黄色の食品 緑の食品

日 曜 血や筋肉のもとになるもの 熱や力のもとになるもの 体の調子をよくするもの
エネルギー

（Kcal)
たんぱく質

(g)

1 月
牛乳　スパゲッティナポリタン

ポテトとひよこ豆のサラダ
メロン

ベーコン　豚モモ肉　ひよこまめ
牛乳　粉チーズ

スパゲッティ　じゃがいも　さとう
バター　ひまわり油

にんじん　ホールトマト　こまつな　セロリー
たまねぎ　マッシュルーム缶　グリンピース
キャベツ　メロン

645 25.3

2 火
牛乳　五穀ごはん　のりの佃煮
とり肉のさっぱり煮　たぬき汁

鶏手羽元　淡色辛みそ　甘みそ
牛乳　ほしのり

精白米　米粒麦　あわ　きび　黒米
さとう　こんにゃく　ひまわり油

にんじん　にんにく　しょうが　ごぼう　だいこん
しめじ　長ねぎ

620 25.5

3 水
牛乳　セサミトースト
かぼちゃのシチュー

カラフルサラダ

鶏もも肉　レンズまめ
牛乳　生クリーム

食パン　はちみつ　小麦粉
じゃがいも　さとう　バター
白すりごま　ひまわり油

にんじん　かぼちゃ　パセリ　こまつな　赤ピーマン
にんにく　たまねぎ　キャベツ　ホールコーン　りんご

690 22.7

4 木
牛乳　枝豆ごはん
さばの文化干し

みだくさん汁　冷凍みかん

さば　甘みそ　淡色辛みそ
油揚げ　牛乳

精白米　こんにゃく　じゃがいも
ひまわり油

にんじん　えだまめ　だいこん　たまねぎ　長ねぎ
冷凍みかん

639 27.9

5 金
牛乳　七夕ちらしずし

そうめんすまし汁
七夕ゼリー

鶏もも肉　油揚げ　卵
けずり節　豚モモ肉
牛乳　粉寒天

精白米　さとう　そうめん
グラニュー糖　ひまわり油　白ごま

にんじん　さやえんどう　ほうれんそう　たけのこ
干ししいたけ　とうがん　長ねぎ

651 25.5

8 月
牛乳　塩焼きそば
にらたまスープ
小松菜クッキー

豚かた肉　むきえび　鶏もも肉
卵　牛乳

むし中華めん　でんぷん　小麦粉
さとう　ひまわり油　ごま油
無塩バター　白ごま

にんじん　にら　こまつな　たまねぎ　キャベツ
もやし　生しいたけ　にんにく

617 22.7

9 火
牛乳　麦ごはん

ひじきのふりかけ　肉どうふ
野菜のごま酢浸し

粉かつお　豚かた肉　押し豆腐
牛乳　芽ひじき

精白米　米粒麦　さとう
つきこんにゃく　ひまわり油
白ごま　白すりごま

にんじん　さやいんげん　こまつな　たまねぎ
もやし　キャベツ

625 24.8

10 水
牛乳　チキン竜田バーガー

キューブサラダ
フルーツヨーグルト

鶏もも肉　牛乳
プレーンヨーグルト

ショートニングパン　でんぷん
じゃがいも　さつまいも　さとう
ひまわり油

にんじん　しょうが　キャベツ　きゅうり
えだまめ　黄桃缶　パイン缶　みかん缶

662 22.9

11 木
　　　牛乳　ナシゴレン

サテー（焼き鳥）
ソトアヤム（スープ）

鶏もも肉　むきえび　鶏むね肉
ベーコン　牛乳

精白米　はるさめ　バター
ひまわり油　ごまペースト

赤とうがらし　赤ピーマン　ピーマン　ミニトマト
にんじん　こまつな　にんにく　しょうが
たまねぎ　ココナッツミルク

636 29.4

牛乳　さんまのかばやき丼
精白米 米粒麦 小麦粉 でんぷん にんじん ゆかり こまつな しょうが キャベツ
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12 金
や 丼

ボイル野菜のゆかりがけ
すまし汁

さんま　けずり節　牛乳
精白米 米粒麦 小麦粉 でんぷん
さとう　あられ麩　ひまわり油

にんじん ゆかり　こまつな　しょうが　キャベツ
もやし　たまねぎ　えのきたけ　長ねぎ

662 24.2

16 火
牛乳　ししじゅーしー

ゴーヤチャンプルー　イナムドゥチ

豚肩　さつま揚げ　押し豆腐
卵　粉かつお　かまぼこ
西京みそ　甘みそ　牛乳　刻み昆布

精白米　さとう　こんにゃく
ひまわり油　ごま油

にら　干ししいたけ　にがうり　もやし 611 28.1

17 水
牛乳　冷やしきつねうどん

ちぎり揚げ　もやしのごまあえ
油揚げ　たらのすり身　押し豆腐
牛乳　出し昆布　ちりめんじゃこ

冷凍うどん　さとう　でんぷん
ひまわり油　白ごま

にんじん　こまつな　干ししいたけ　たまねぎ
長ねぎ　ホールコーン　えだまめ　ごぼう　もやし

601 25.4

18 木 ジョア　夏野菜のカレーライス
じゃこサラダ

鶏もも肉　ジョア　ピザ用チーズ
カットわかめ　ちりめんじゃこ

精白米　米粒麦　小麦粉　じゃがいも
さとう　ひまわり油　白ごま　ごま油

にんじん　かぼちゃ　トマト　こまつな　たまねぎ
にんにく　ズッキーニ　なす　キャベツ

679 23.1

今月分　　一日あたりの平均 641 25.2

中学年１人１回あたりの学校給食摂取基準 640 24.0

◎献立や使用食材は、都合により変更することがあります。

缶詰はふだん食べ慣れたものを常備しましょう！

非日常のなかでは普段食べ慣れたものが

ジョアの味をえらぼう！

被災時の食事学

平成23年3月11日に太平洋三陸沖で発生した地震を端に発する東日本大震災の恐

怖は、それまで当たり前に思っていた我々の便利な暮らしを改めて考えさせるきっ

かけになりました。もし水道が止まってしまったら、電気・ガスが止まってしまっ

たら、水や食べ物がお店に行っても買えなくなってしまったら、我々の暮らしはど

うなってしまうのでしょうか。

政府の地震調査委員会の報告では、駿河湾から九州沖の南海トラフで発生する巨

大地震の長期評価において、マグニチュード８以上の地震発生確率を今後30年以内

で60～70%と予測しています。備えあれば憂い無し。震災の被災時に電気・ガス・

水道・食料がままならないなか、食生活を送るのにどのような工夫がおこなえるの

か今月は考えてみたいと思います。

人間の体内には60～80%の水分が含まれ、そ

の20%以上が失われると、生命が危機にさらされ

ます。それだけ大事な水分ですので、被災時には

まず一番に確保したいところです。水道が止まっ

てしまい蛇口をひねっても水が出てこないとき、

当たり前に飲んで使えていた水の大切さを痛感さ

せられます。最近では非常時用の水をストックし

ておく家庭も増えましたが、その水もいつまでも

つかわかりません。そんなときに給水車や近所か

ら水をもらう機会もあると思いますが、一般家庭

に清潔なバケツが何個もあるわけではありません。

ここで役立つのが大きなゴミ用のポリ袋です。バ

ケツや段ボール箱にポリ袋をかけて中に水を入れ

ゴミ用ポリ袋は

被災時は生鮮食品が不足しがちになります。生鮮食品の中でも特に野菜には微量栄養素と呼ばれる体の調子を整え

る栄養素が含まれ、不足しがちになると思わぬ病気にかかったりします。そんなときに役立つのが乾物です。ふだん

から糸寒天やカットワカメ、切り干し大根、ごま、のり、炒り大豆などの乾物を常備しておくと、いざというときに

役立ちます。切り干し大根や糸寒天はキッチンばさみで切って、ポリ袋の中に入れ、少量の水で戻します。そしてそ

の中に調味料を入れ、外から袋を手でもめば洗いもの不要の和え物が出来上がります。特に豆についてはWHO（世

界保健機関）が飢餓地帯の子どもたちに対し、最低限の食べ物しかないとき、その10～20%を豆に置きかえること

で、子どもの脳の発達が保障されるとしています。成長過程にある子どもの脳のためにも、平時から炒り大豆等の豆

を常備していただければと思います。

震災後の水道が止まった状態では水が貴重になるので、安易に手を洗ったり食器を洗っ

たりすることができません。そんなときに注意したいのが食中毒です。食中毒予防の三大

原則は「（バイ菌を）付けない、増やさない、殺す」です。つまり被災時の調理のポイン

トは、洗い物が少なく、いかに食材に手で触らず衛生的に調理できるかです。そんなとき

キッチンばさみや家庭用ポリ袋は有用です。キッチンばさみで食材を切ってポリ袋の中に

入れ、さらにその中に調味料を入れ、袋の外から手でもめば、包丁・まな板・ボールの代

わりになります。食材をフライパンで炒める場合は、フライパンにクッキングシートやア

ルミホイルを敷いてその上で焼けば、クッキングシートやアルミホイルを捨てるだけでフ

ライパンを洗う必要がなくなります。食器も、割れずに残った皿にラップやアルミホイル

をかぶせて使えば、フライパンと同じく衛生的で、かつ洗う必要がなくなります。もし

コップや皿が割れてしまった場合は、新聞紙や雑誌のページを折って食器やカップを作り、

その上にラップをかぶせると簡易な食器に早変わりします。平時からお子様と一緒に折り

紙でコップの作り方などを練習しておくと良いかもしれません。

野菜不足は乾物で補う！

料理は家庭用ポリ袋やキッチンばさみが大活躍！

今回は被災時における食生活について考えてみました 震災はいつ我々の身に訪れる分かりません 普段から震災に
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缶詰はふだん食べ慣れたものを常備しましょう！

非日常のなかでは普段食べ慣れたものが

ジョアの味をえらぼう！

被災時の食事学

平成23年3月11日に太平洋三陸沖で発生した地震を端に発する東日本大震災の恐

怖は、それまで当たり前に思っていた我々の便利な暮らしを改めて考えさせるきっ

かけになりました。もし水道が止まってしまったら、電気・ガスが止まってしまっ

たら、水や食べ物がお店に行っても買えなくなってしまったら、我々の暮らしはど

うなってしまうのでしょうか。

政府の地震調査委員会の報告では、駿河湾から九州沖の南海トラフで発生する巨

大地震の長期評価において、マグニチュード８以上の地震発生確率を今後30年以内

で60～70%と予測しています。備えあれば憂い無し。震災の被災時に電気・ガス・

水道・食料がままならないなか、食生活を送るのにどのような工夫がおこなえるの

か今月は考えてみたいと思います。

人間の体内には60～80%の水分が含まれ、そ

の20%以上が失われると、生命が危機にさらされ

ます。それだけ大事な水分ですので、被災時には

まず一番に確保したいところです。水道が止まっ

てしまい蛇口をひねっても水が出てこないとき、

当たり前に飲んで使えていた水の大切さを痛感さ

せられます。最近では非常時用の水をストックし

ておく家庭も増えましたが、その水もいつまでも

つかわかりません。そんなときに給水車や近所か

ら水をもらう機会もあると思いますが、一般家庭

に清潔なバケツが何個もあるわけではありません。

ここで役立つのが大きなゴミ用のポリ袋です。バ

ケツや段ボール箱にポリ袋をかけて中に水を入れ

れば清潔な水タンクになります。さらに持ち運ぶ

際には袋の上部を結べば密封状態になり水がこぼ

れません。また同じものが簡易トイレとしても利

用できるので、ゴミ用ポリ袋の使用範囲は広いと

いえます。

ゴミ用ポリ袋は

被災時は生鮮食品が不足しがちになります。生鮮食品の中でも特に野菜には微量栄養素と呼ばれる体の調子を整え

る栄養素が含まれ、不足しがちになると思わぬ病気にかかったりします。そんなときに役立つのが乾物です。ふだん

から糸寒天やカットワカメ、切り干し大根、ごま、のり、炒り大豆などの乾物を常備しておくと、いざというときに

役立ちます。切り干し大根や糸寒天はキッチンばさみで切って、ポリ袋の中に入れ、少量の水で戻します。そしてそ

の中に調味料を入れ、外から袋を手でもめば洗いもの不要の和え物が出来上がります。特に豆についてはWHO（世

界保健機関）が飢餓地帯の子どもたちに対し、最低限の食べ物しかないとき、その10～20%を豆に置きかえること

で、子どもの脳の発達が保障されるとしています。成長過程にある子どもの脳のためにも、平時から炒り大豆等の豆

を常備していただければと思います。

震災後の水道が止まった状態では水が貴重になるので、安易に手を洗ったり食器を洗っ

たりすることができません。そんなときに注意したいのが食中毒です。食中毒予防の三大

原則は「（バイ菌を）付けない、増やさない、殺す」です。つまり被災時の調理のポイン

トは、洗い物が少なく、いかに食材に手で触らず衛生的に調理できるかです。そんなとき

キッチンばさみや家庭用ポリ袋は有用です。キッチンばさみで食材を切ってポリ袋の中に

入れ、さらにその中に調味料を入れ、袋の外から手でもめば、包丁・まな板・ボールの代

わりになります。食材をフライパンで炒める場合は、フライパンにクッキングシートやア

ルミホイルを敷いてその上で焼けば、クッキングシートやアルミホイルを捨てるだけでフ

ライパンを洗う必要がなくなります。食器も、割れずに残った皿にラップやアルミホイル

をかぶせて使えば、フライパンと同じく衛生的で、かつ洗う必要がなくなります。もし

コップや皿が割れてしまった場合は、新聞紙や雑誌のページを折って食器やカップを作り、

その上にラップをかぶせると簡易な食器に早変わりします。平時からお子様と一緒に折り

紙でコップの作り方などを練習しておくと良いかもしれません。

野菜不足は乾物で補う！

料理は家庭用ポリ袋やキッチンばさみが大活躍！

今回は被災時における食生活について考えてみました。震災はいつ我々の身に訪れる分かりません。普段から震災に

備えた準備をお子様と一緒に考えてみていただけたらと思います。今回の内容は以下のWebページや書籍を参考にさせ

ていただきました。ここでご紹介できなかった情報が他にもたくさん掲載されていますので、興味ある方は是非ご参照

ください。

＜参考＞ 吉田直人, 震災を乗り切るサバイバルクッキング, http://www.nikkeibp.co.jp/sj/2/special/315/, 閲覧日：2013.06.18

坂本廣子, 発売日：2009, 地震の時の料理ワザ, 柴田書店, 全127頁
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