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価格は注文時の消費税率を適用いたします。

より良い食生活について学ぶ
生活の中で食事が果たす役割について理解し、必要な栄養の特徴が分かり、健康によい食習慣に
ついて学ぶために、栄養素の種類と働き、食品の栄養的な特質についての理解、家族や自身が 
1日に必要な食品の種類と概量を知ることが必要です。知識として学び、調理実習の献立づくりに
活用できる教材を掲載します。

実物大 5大特徴
1 楽しい！ 楽しみながら学べる、学習効果抜

群の食育教材。
食材の分量がひと目でわかります。2 実物大！
栄養（働き）・食材（食品）・料理
（主食・主菜・副菜・もう一品）・食
事（献立）のつながりがイメージ
できます。
ヘルシー食事のコーディネート力
が身につきます。

3 新発想！

4 ヘルシー！

軽くて運びやすく、収納も簡単！5 軽い！

遊びながら料理の名前や
特徴を知る。食材の働き、
旬を知る。

バランス献立の選び方
や組み合わせ方の基本
や応用を理解する。

エネルギー量や栄養バランス、
野菜の量など、食事内容を
チェックする。

●食材カード・おもて面 
　よく使う食材の分量が実物大の食材写真。台紙から簡単にくり抜けます。 
●食材カード・うら面 
　重量（可食部）、エネルギー量、おもな栄養素とその働き、代表的な料理などが表示してあります。

企画監修 
　足立　己幸（女子栄養大学名誉教授、名古屋学芸大学名誉教授） 
料理制作・関連データ監修 
　平本　福子（宮城学院女子大学名誉教授）

監　修／足立　己幸  女子栄養大学名誉教授 
  名古屋学芸大学名誉教授 

　著　／針谷　順子  高知大学名誉教授 
吉岡有紀子  相模女子大学教授

そのまんま料理カード きほんの食事編

■そのまんま料理カード 
　きほんの食事編〔第2版〕 
　D3-3032 本体価格 4,800円  

税込  5,280円 
□セット内容 
実物大料理カード 146枚（主食33枚・主菜54枚・副菜41枚・その
他18枚）、カトラリーカード4枚（箸・フォーク・ナイフ・スプーン）、ラ
ンチョンマット1枚（紙製A3判二つ折り・厚紙）、活用の手引き＆料
理の栄養成分値一覧（A4判・8ページ） 
□ケースサイズ 
　たて23.7×よこ33×高さ8cm

10％

■そのまんま食材カード〔第3版〕 
　D3-3033 本体価格 3,800円 
　 税込  4,180円 
□セット内容 
実物大食材カード165点（台紙31枚）、分類カード13点（台
紙1枚）、とれたて！丸ごと食材ポスター2枚（紙製・
84×30cm）、活用マニュアル（A4判32ページ） 

□ケースサイズ 
　たて23.7×よこ33×高さ5.5cm

10％

楽しいから身につく、話題の食育教材！ 
カード遊びをしながら育つ「食事を組み合わせる力」「生きる力」

和洋中のおなじみの料理を集めた基本セット 
主食・主菜・副菜を組み合わせて、栄養バランスのとれたおいしい
食事のコーディネート力が身につき、生活習慣病の予防・改善 
から、持続可能な食環境づくりへの食育まで、課題・目的に合わ
せた使い方ができます。実物大だから適量がひと目でわかり、 
子どもから大人まで幅広いライフステージに対応できます。

食事（献立）・料理（主食・主菜・副菜・その他）・食材 
（食品）・栄養素（成分とその働き）のつながりが 
イメージできます。

4つの料理群（主食・主菜・副菜・その他）から好きなカードを選んで、 
組み合わせ自由自在！ 
実物大の料理に形をくりぬいてあるので迫力満点！ゲーム感覚で楽しく使えます。

日本食品標準成分表
2020年版（八訂） 
食事バランスガイドに対応

日本食品標準成分表
2020年版（八訂） 
食事バランスガイドに対応

そのまんま食材カード

年度の途中で改訂版に変わる場合があります。
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価格は注文時の消費税率を適用いたします。

■献立作りが面白くなる！ 
　2段式 毎日のおかずの 
　ヘルシー献立 
　D3-3015 本体価格 2,200円 

  税込  2,420円10％

●群羊社食育教材企画制作室　編 
●B6判 80ページ・ツインリング製本

おめでとう

主食3：主菜1：副菜2の割合でしっかり詰めると、あーら不思議！ 
栄養バランスが理想的に。 
ゲーム感覚で楽しめるので、教育効果も抜群！

エネルギー量も自分の適量にピッタリ！ 
自分の適正エネルギー量の数値と同じ容量のお弁当を選ぶ 
1食600kcalなら、600㎖のお弁当箱に「3・1・2弁当箱法」で詰めるとピッタリ。 
自分に合った1食の適量と栄養バランスがととのいます。

２段式献立ブックの魅力！ 
ゲーム感覚で献立作りが面白い！ 
栄養バランスを整えるだけでも面倒な献立作りが、組み合わせ自由で面白くなる?! 主菜と副菜２品のおかずをそろえるだけの
簡単システムで、ごはんに合う献立、パンに合う献立など、選んで組み合わせる面白さがあります。 

主菜30×副菜30＝900　組み合わせ自由 
上段の主菜、下段の副菜料理をツインリングでとじたシンプルな構成。各30品で900通りもの組み合わせが、自由自在。主食
をプラスするとバランス献立に。どの組み合わせでも、エネルギーはじめ栄養素バランスはOKです！ 

塩分とり過ぎや野菜不足も解消！ 
生活習慣病の予防やダイエットにとって欠かせないエネルギーコントロールはもちろん、塩分のとり過ぎや野菜不足の心配も
なくなります。（塩分は１食２g未満、野菜は１食約100g以上を目安にしてあります。） 

おいしい工夫　ヘルシー献立 
減塩でもおいしく、さらに使いやすく工夫を重ねた新バージョンです。

どの組み合わせでも、約350kcal、塩分２
g以下になります。これにご飯（茶わん１杯
分150g）をプラスすると、１食分のエネル
ギー、塩分、栄養バランスはOKです。

■そのまんまお弁当料理カード[第3版] 
　D3-3027 本体価格 2,400円 
　   税込  2,640円 
□セット内容 
実物大料理カード　134点 
プラスカード　29枚 
カード収納ケース 
料理の栄養成分一覧 
料理区分別「つ(SV)」サイズ早見表 
使い方説明書 
□箱サイズ 
　18.2×13.2×2.7cm

10％

　著　／針谷　順子 
　　　　高知大学名誉教授 
　　　　足立　己幸 
　　　　女子栄養大学名誉教授 
　　　　名古屋学芸大学名誉教授 

監修／赤塚　朋子 
　　　宇都宮大学教授 

　　　高木　幸子 
　　　新潟大学教授

そのまんまお弁当料理カード

毎日のおかずのヘルシー献立

大好き 流れ星 がんばれ

組み合わせ例

組み合わせ自由 食育カードブック 
主菜（上段）、副菜（下段）各30品を 
ツインリングでとじた2段式構成。 
体にやさしい減塩+野菜たっぷりの 
おいしいレシピで、900通りの 
組み合わせが自由自在！

900通りの 
組み合わせが 
自由自在！ 
各30品

主菜 
（上）

副菜 
（下）

※パッケージが若干変更になります。

食品・栄養かるた 食を育む まんまカルタ

小学校から中学校まで、家庭科と食育で活用できます。 
給食でよく使われる食品を取り上げています。 
食品は全て写真で示し、区別がつきにくい食品は、原材料と組み合わせて、使うとき
の状態で示しています。 
炭水化物・脂質・たんぱく質・無機質（カルシウムなど）・ビタミンA・ビタミンCを多く
含む食品の6つのグループ（1群から6群まで）の色で区別しています。白札に、地域
の特産食品を追加することができます。

ゲーム感覚で 
食品と栄養素が 
学べます。

七訂食品成分表対応

■食品・栄養かるた 
　D3-3052            本体価格 2,100円 
                                                              税込  2,310円 
　絵札90枚（内6枚白札）、読み札90枚（内6枚白札） 
　解説書付

10％企画・著／金高　有理   管理栄養士　 
十文字学園女子大学 国際栄養食文化健康研究所 

             大久保大悟　管理栄養士 
イラスト／尾方　真紀

料理、栄養、食習慣、行事、食体験、
感謝の心などをテーマに、ほっこりと
するかわいいイラストの絵札と、リズ
ミカルで読みやすい読み札46組。 
カルタ遊びを通して、食べ物と人・ 
地域・自然とのつながりを知ることが 
できます。

食べ物をきっかけとした 
「人・地域・自然」との 
つながりを学ぶ

■食を育む まんまカルタ 
　D3-3051 本体価格 2,400円 

税込  2,640円 
　読み札・絵札各４６枚 計９２枚 
　札のサイズ8.2×6.2cm 
　「ひと目でわかるまんまカルタ一覧」 
□ケースサイズ： 
　17.7×13.4×2cm

10％
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…製作時間 …手縫い …ミシン …短時間 …洗うと消える印刷布価格は注文時の消費税率を適用いたします。

献立をたてて、 
つくってみよう。 
私たちに身近な調理を96枚のカード
にまとめてあります。 
このカードを主食、おかず、汁ものなど
に分け朝・昼・夕を組み合わせて、献立
作成、献立の栄養検討の学習に使うこ
とができます。 
生徒個人持ち用に編集されています
が、調理室などに10∼20セットを、2人
で1セットまたは班で1セットずつ使える
ようにすると便利です。 

○丁寧な作り方手順も記載されてい
て、実習でも扱える。 
○1品ごとに写真で示されているので、
具体的な献立イメージがわきやすい。

学校の食育をサポートする 
〈5大特徴〉 
1.学校給食によく出る「食材」72種の食育小話 
2.文部科学省「食育の指導目標」に準拠 
3.珍しい写真やイラストをふんだんにとり入れ、わかりやすくて楽しい「教材」 

4.給食メニューにも使えます 
5.給食メニューのレシピ、給食の時間
における食の指導計画案を掲載

CD-ROM付

食育早わかり図鑑献立・クッキングカード

テーブル・カラーコーディネート

資料として 
すぐに活用できる 
画像データ 
286点収録

学校給食によく使われる旬の野菜
や海藻、芋、米、パン、牛乳など33
テーマと手洗い、食器の並べ方・扱
い方、配膳、あいさつ、箸使い、マナ
ーの計39テーマを展開

「食」の課題やビジュアル
で表現された資料が満
載の指導事例

■食育早わかり図鑑 
　D3-3030 本体価格 3,600円 

税込  3,960円 
　オールカラー　A4判 96ページ

10％

■献立・クッキングカード 
　D3-3041 本体価格 2,200円 

税込  2,420円 
　カードサイズ 128×182mm 96枚ケース入り 
日本食品標準成分表2020年版（八訂）対応

10％

たべもの・食育図鑑

■たべもの・食育 図鑑 
　D3-3020 本体価格 2,400円 
　 税込  2,640円 
　オールカラー　AB判 200ページ

10％

「食の科学」と「いのちの営み」を考える現場の執筆陣が贈る 
今までにない新鮮な食育のテキストです。

□監修／上田伸男　高見裕博 
中原正木　山口文芳

Chapter One 
色と料理のおいしい関係 
料理をおいしく見せる食材や器の色
使いを考えたり、味覚と色の関係な
ど楽しく学べます。

■テーブル・カラー・コーディネート 
　D3-4014 本体価格 440円 

税込  484円 
　演習用イラスト 
　カラーカード付　A4判　16ページ

10％

演習ページで実感！ 
色を生かしたテーブル・コーディネート

料理のイラストをカットしてお皿の上に
のせ、ランチョンマットとの色の相性を
みてみるなど、 

実際の調理実習の時にも役立つ 
ワーク形式のテキストです。

おいしく、たのしく見せるために知って
おくと便利な色と配色のルールをわかり
やすく紹介。すぐに活用できます。

Chapter Three 
色とテーブル・カラー・コーディネートの楽しい関係 
テーブルカラーコーディネートの進め方をやさしく解説。 
演習ページでテーマに合わせたカラーコーディネートに挑戦
してみましょう。

Chapter Two 
色の基本をのぞいてみよう 
配色のルールや不思議な色の働きが
理解できます。
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■ 特注見積りいたします ■ 価格は注文時の消費税率を適用いたします。

■カイワレ栽培セット 
　61-5018 本体価格 519円 
　 税込  570円 
□セット内容 
スプラウト栽培容器、カイワレ大根種（1回分）、 
スプラウトBOX用紙、ゼオライト、栽培実習ノート

10％

Option
61-5024   スプラウト栽培容器 .........................本体価格 220円  税込  242円 
              ※色をご指定ください。  
61-5027   ゼオライト スプラウト用 .................本体価格 180円  税込  198円 
             　　1個分  約30g 
61-5023   スプラウト用カイワレ大根（種）......本体価格 250円  税込  275円 
             　　5回分  約25㎖

10％

10％

10％

カラフルでかわいいスプラウト栽培容器で育てるカイワレ。 
水の取替えが簡単だから清潔でおいしいカイワレが作れます。 
洗って繰り返し使えるゼオライトを培地に使用しているので 
オプションのスプラウト用カイワレ大根を育てて 
色々な料理に使用してみよう。

栽培中に 
水の替えができ 
より清潔！！

サイズ：内ポットφ7.0×6.0cm 
外ポットφ6.9×4.7cm

ゼオライト

組み立て式の 
スプラウトBOX（簡易暗室）付

栽培期間：4月∼11月 
※冬期間も栽培可能ですが、 
　温度管理等が必要になります。

※写真はポリ容器で 
栽培したものです。

繰り返し
使える 

ゼオライ
ト

スプラウトBOXの中で1∼2週間育
て、食べられる大きさになったらBOX
から出し陽の当たる場所へ。 
鮮やかな緑色のカイワレに変化します。

カイワレ栽培セット

色をご指定下さい

A ピンク B 青 C 黄 D 緑

■新・おはしづくり 
　31-9308 本体価格 450円 
　 税込  495円 
■新・おはしづくり　箸カバー付 
　31-9310 本体価格 550円 
　   税込  605円 
■新・おはしづくり　柄和紙セット 
　31-9307 本体価格 500円 
　   税込  550円 
■新・おはしづくり　柄和紙セット　箸カバー付 
　31-9311 本体価格 600円 
　   税込  660円

10％

10％

10％

10％

□共通セット内容 
　箸材（紅檀）、紙やすりセット、テキスト（箸のつかい方資料付） 
□仕上サイズ　約23cm 
用意するもの　新聞紙（作業用敷き紙）・ぬれタオル 

食用油・キッチンペーパー・磨き用布 
時間短縮には、のこぎり・カッター・小刀など

2∼

柄和紙セットは和紙をアレンジして 
すてきなおはし袋を作るセットです

※箸材は加工しやすい紅檀使用。色はベージュから赤茶迄
ランダムです。 
※31-9307・9311は和紙（白・柄 各1枚）、はし袋の作り方
がセットされています。

柄和紙セットの作品例

 お箸について 
　普通お箸はお店から買ってきて、
そのままの形、大きさで使っていま
す。今使用しているお箸は使いやす
いですか？ 
　長年、同じものを使っていると、そ
れに慣れてしまって、あまり疑問を持
ちません。もっと使いやすいお箸が
あったら、食事もさらに楽しく、そし
て健康を保つことにもつながりま
す。お箸の重さ・重心の位置・長さ・
太さ・形など、手に合ったものをつく
ってみましょう。

おはしづくり

柄和紙セットは柄をご指定下さい。

A B C

紙やすりだけでも作れる　本格的なおはしづくり

箸箱不要のお手軽カバー

「優良教材オリジナル」
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『しいたけ栽培キット』の栽培ブロックは、農薬等一切使用しておらず、広葉樹を粉砕した
木片と栄養体と水としいたけの菌だけでできています。有害となるような物質は使用して
おりませんので安心して栽培して下さい。 
また使用後の栽培ブロックは、ビニール袋などに入れて充分発酵させれば、土壌改良材
（腐葉土）の代用品として鉢物、水田、畑の土壌に混ぜることができます。

※栽培容器はバラでのご用意はできません。 
※時期により、納品にお時間を要する場合が
あります。早めにご注文下さい。

※しいたけ栽培キットの注文ロットは 
12個以上となります。12個に満たない場合、 
別途送料が必要になります。

※1回目で多数発芽した場合 
2回目以降の発芽は少量と
なります。

お手元に届きましたら、すぐに
栽培を始めて下さい。 
放置しておくと上手に育たない
場合やカビが発生するなどの 
トラブルがおきやすくなります。 
栽培予定を明記の上、 
約10日前迄にご注文下さい。

上手に育てると 
2∼3回程度、繰り返し
栽培できます。

しいたけ栽培キット

簡単に 
しいたけ栽培 
ができます

■しいたけ栽培キット 
　MR-6001 1個 本体価格 1,500円 
　 税込  1,650円 
□セット内容 
ブロック、栽培用ビニール袋、テキスト 
□サイズ（箱） 
　16×16×20cm

10％

■しいたけ栽培容器（10組入） 
　MR-0002 本体価格 6,100円 
　 税込  6,710円 
□サイズ：φ30×33cm

10％

教室で楽しく しいたけの栽培。 
およそ2週間で、しいたけが発生してきます。 
観察して食べられるキットです。

栽培袋の代わりにおしゃれな容器 
（カバー+受け皿） 

保湿できてホコリもつきにくく衛生的

栽培期間：10月上旬∼3月 
販売期間：10月上旬∼3月上旬 
栽培期間中に販売終了するこ
とがあります。

しいたけ栽培方法


