
デジタル塩分計 糖度濃度計

ATP拭き取り検査器手洗いチェッカー

★お問い合わせ★　公益財団法人滋賀県学校給食会　大津市京町四丁目３番２８号
TEL 077-522-3066      FAX 077-525-4171     E-mail  info@shigakyu.or.jp     http://www.shigaku.or.jp

食育エプロン かつおのぬいぐるみ

料理カード

公益財団法人滋賀県学校給食会では、県内の市町教育委員会、学校、給食センターを対象に、
無料で貸出しを行っています。（貸出期間は２週間以内）

★食育教材・検査機器の貸出しのご案内★

専用ローションを汚れに見立てて手に

ぬり、手洗い後、専用ライトの下に手を

かざすと洗い残しが光ります。適切な手

洗いができているかを確認できます。

↑↑こちらの旧タイプは

２セットあります

清浄度を検査する機器です。

結果が１０秒でわかるので、調理場等の衛生状態が

その場で確認できます。

汚れが数値で

表れるので

わかりやすい！！

貸出・申請方法
①当会に電話等で貸出状況を確認してください。

②ホームページより申請書をダウンロードし、必要事項を記入後、郵送またはＦＡＸしてください。

③送料は当会負担でお届けし、引き取りします。※一部の検査機器を除く

付属の包丁で５枚におろせる、実物と同じ大きさのかつおのぬいぐ

るみです。魚の内部のしくみが確認でき、また料理に欠かせない｢だ

し｣について学べます。
※寸法：全長６５ｃｍ 材質：表地・綿１００％ 中綿・ポリエステル１００％

バラバラになる

パーツで五枚おろし

が体験できます。

食べたものが体の中でどう通って吸収されていくかを、わかりやすく

おはなしエプロンにしています。健康のバロメーターのうんち４種類

が付いています。 ※指導書（脚本）付

スタンド型が

新しく入りました！！

★そのまんま３皿でバイキングカード

料理カード９０枚（食具含む）

主食：おにぎり、トースト他

主菜：ハンバーグ、とんかつ他

副菜：ゆで枝豆、

さやいんげんのごまあえ、

粉ふきいも他

乳製品・果物：牛乳、みかん他

ハートの一品：お茶、パセリ他

食具：はし、フォーク他

★そのまんまお弁当料理カード

料理カード１３４枚

主食・主菜・副菜カードを組

み合わせて、３・１・２弁当

箱法が体験できます。

実物大 実物大

※８セットあります
※８セットあります

塩分濃度最大5.0％まで0.1％単位で測定

できます。センサー部を測定物につける

だけで自動で測定がはじまります。

食育指導や献立の塩分測定にご活用く

ださい。

新登場

糖度濃度最大93.0％まで0.1％単位で測

定できます。プリズム面にサンプルを滴下

するだけの簡単操作で、本体は水洗い可

能です。

清涼飲料水、調味料、果物、ジャムなど薄

い液体から濃い液体まで様々な食品に対

応しています。

新登場

新登場



各種指導用食品フードモデル

★ファーストフードモデル（１９種）
不足しがちな栄養素を考えながらメニューを選択するのに役
立ちます。※成分表示カード付

★食物アレルギー指導用フードモデル

牛乳１本（200g）・卵１個（50g）・豆腐1/4丁（100g）と同じたん
ぱく質６ｇに代用できる食品２４種と、牛乳アレルギー・卵アレ
ルギー ・大豆アレルギーに注意する食品のフードモデルで

す。 ※ホワイトボード付（各フードモデルには磁石が付いています。）

★肥満と虫歯予防指導用食品（２５種）
肥満・虫歯予防用に砂糖の多い食品を１単位（80kcal）で示
した食品のフードモデルです。
※成分表示シール添付済・収納ケース付

★簡単手ばかり栄養法フードモデル（４７種）

基本的な食材を実物重量・触感で作られたフードモデルで
す。食事の量とバランスを手のひらでわかりやすく指導でき
ます。
※チャック付パック入・食器３種・計量スプーン・成分表示カード・タイトル
カード・カードスタンド・トートバック付

★カルシウム摂取指導用食品（３０種）

カルシウムの多い食品とカルシウムの吸収を助けるビタミン
Dの多い食品のフードモデルです。骨粗鬆症の予防や、カル
シウム摂取の指導に適しています。
※普通牛乳、脱脂粉乳、プロセスチーズ、あじ、いわし、しらす干し、木綿豆
腐、納豆、みそ、小松菜、さつまいも、ひじき、ごま、ヨーグルトなど３０種

★食物繊維の多い食品（３３種）

日常不足しがちな食物繊維を多く含む食品のフードモデル
です。
※そば、食パン、ごはん、さつまいも、ごま、納豆、ごぼう、ほうれん草、切り

干し大根、ひじき、昆布、しいたけ、きくらげ、りんご、バナナなど３３種
※成分表示シール貼付済・収納ケース付

★脂質の多い食品（２０種）

高カロリーの食品の中でも、特に脂質の多い食品のフードモ
デルです。肥満予防の指導に適しています。
※牛肉、豚肉、鶏ひき肉、まぐろ、マヨネーズ、ポテトチップスなど２０種
※成分表示シール貼付済・収納ケース付

★鉄分の多い食品（２０種）

日常不足しがちな鉄分の多い食品のフードモデルです。
貧血予防の指導に適しています。
※牛肉レバー、ごま、凍り豆腐、しじみ、大豆、ひじき、ほうれん草、小松菜、
かつお（フレーク）、いわし、あずき、昆布佃煮、わかめ、もずくなど２０種



フードモデル

体脂肪サンプル（1kg) 血管サンプル 骨サンプル

★年代別給食献立フードモデル（５種）

①明治２２年（1889年）の献立 内容：おにぎり、塩鮭、菜の漬物
②昭和２０年（1945年）の献立 内容：ミルク（脱脂粉乳）、みそ汁
③昭和２７年（1952年）の献立 内容：コッペパン、ミルク（脱脂粉乳）、鯨肉の竜田揚げ、せんキャベツ、ジャム

④昭和４０年（1965年）の献立 内容：ソフトめんのカレーあんかけ、牛乳、甘酢あえ、くだもの（黄桃）、チーズ
⑤昭和５２年（1977年）の献立 内容：カレーライス、牛乳、塩もみ、くだもの（バナナ）、スープ

①明治22年 ②昭和20年 ③昭和27年 ④昭和40年 ⑤昭和52年

★滋賀の食文化財フードモデル（５種）

①湖魚のなれずし（ふなずし）
②湖魚の佃煮（小鮎の佃煮）
③日野菜漬け

④丁稚羊羹

⑤アメノイオ御飯

①湖魚のなれずし ②湖魚の佃煮 ③日野菜漬け ④丁稚羊羹 ⑤アメノイオ御飯

※２セットあります

※４セットあります

★子どもの朝食バイキング学習モデル（５０種）

主食、主菜、副菜を組み合わせる献立指導に役立つ食品、

メニューがセットになっています。
※食器、トレー、栄養計算一覧表、食に関する授業の進め方（朝食編）付

★形を変える野菜たち

野菜は切ったり、茹でたり、炒めたりすると、見た目の量が変
わります。野菜１０種の変化とその野菜を使った一品料理の
フードモデルです。※トレー、栄養成分カード付

滋賀県では平成１０年に無形民俗文化財として｢滋賀の食文化財５点｣

が指定されました。

※３セットあります

人間の体脂肪に準じたモデルを目の当
たりにすることによって、過度の体脂肪
蓄積の危険性や体脂肪率の管理の重要
性を認識するのに役立ちます。

約285mm
↑ポップ付

B5版 パウチ加工 １枚

体脂肪１ｋｇのイメージモデルです。

血管内の目に見えない変化をイメージモデルであらわして
います。食習慣との関連の指導に役立ちます。
正常血管１本・異常血管１本

誰が見てもわかりやすいイメージ
モデルになっています。
正常骨断面１本・異常骨断面１本※３セットあります
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さばのレプリカ 絵本

紙芝居

★お問い合わせ★　公益財団法人滋賀県学校給食会　大津市京町四丁目３番２８号
TEL 077-522-3066      FAX 077-525-4171     E-mail  info@shigakyu.or.jp     http://www.shigaku.or.jp

★すごいぞ！たべもののふしぎ 全６巻 ★行事・たべものの由来 全６巻

・からだぽっかぽかおうえんだん（ビタミン）

・ふらふらふーちゃんおたすけメニュー（鉄分）

・ほねほね元気？（カルシウム）

・マロンおうじのぼうけん（たんぱく質）

・がんばれウンチくん（食物繊維）

・りんごちゃん（くだもの）

・としがみさまとおもち（お正月）

・まめっこぽりぽり おにはそと！（節分）

・むかーしむかしのひなあられ（ひなまつり）

・げんきがでるよ かしわもち（こどもの日）

・つきみだんごとまほうのぼうし（お月見）

・いちばんはじめのクリスマスケーキ (クリスマス)

★世界の食事第１集 世界各国の一般家庭の朝・昼・夕食、
１週間、四季の食事を、その国の風土、
産業、文化的背景とともに描くお話絵本
です。

ﾌﾗﾝｽ、ｲﾝﾄﾞ、韓国、ｲﾀﾘｱ、ﾒｷｼｺ

給食だよりの参考資料と

しても活用できます。

①当会に電話等で貸出状況を確認してください。

②ホームページより申請書をダウンロードし、必要事項を記入後、郵送またはＦＡＸしてください。

③送料は当会負担でお届けし、引き取りします。※一部の検査機器を除く

貸出・申請方法

※他にもありますので、ホームページをご覧ください。

実物大のさばの半身の立体模型です。

寸法：全長４９ｃｍ

小学校高学年・中学校向け

・栄養素の種類…６つの基礎食品群/栄養素を見る

・食べ物の変身…消化管を通る食べ物/便と食物繊

維の働き/働く栄養素（たんぱく質）

・栄養素が不足すると…カルシウムと骨/鉄と血液

・健康的な食事を…朝食をとらないと/危険なダイエ
ット/増えている肥満/栄養バランスのとれた食事とは

★健康なからだをつくる食事

★血液サラサラ健康生活（食生活・運動と生活習慣病の予防）

★朝食と生活リズム おもしろ大実験

★食品衛生５０の基本

★食育シリーズ第３集 食事バランスガイドで健やかに

★ノロウイルスの食中毒と感染症

・ペットたちにも生活習慣病

・毛細血管・血液成分の役割

・サラサラ血液とドロドロ血液

・MC-FAN（血液流動性測定装置）

・内臓脂肪のCTスキャン

・子どもの生活習慣・チェック項目１０

・清涼飲料水の糖分測定

・血小板とドロドロ血液（糖分のとり過ぎ） など

・宇宙飛行士の食事、運動、睡眠

・【実験】朝食あり・なし 集中力の比較

・【実験】朝食あり・なし 体温の比較

・【実験】朝食抜き１週間（体温、体のエネルギー

生産量の変化）

・【実験】朝の食欲と胃の状態

・【実験】元気の出る朝食（三大栄養素別 体温の

上がり方） など

①ノロウイルスの食中毒と感染症とは

・ノロウイルスの特徴をわかりやすく説明

・食品衛生監視員が飲食店店主の疑問を解決

②ノロウイルスの集団食中毒事例

・人の手を介してノロウイルスが食品に付着

・食材にノロウイルスが付着している場合

・汚染された飲料水による食中毒

・人から人への感染

③ノロウイルス食中毒防止のために

・正しい手洗い方法に加え、嘔吐物処理方法も

映像でわかりやすく説明

所要時間17分

所要時間23分

所要時間60分

所要時間28分

所要時間57分

所要時間23分

食品衛生についての正しい知識・実践力を短時間

でしっかり身につけられるように｢見てわかる、聞い

て納得する｣内容

５０項目の例

・なぜ爪を切らないといけないの？

・健康チェックはなぜしなければならないの？

・原材料はどう置いたらいいの？

・清掃と洗浄って違うの？

・上手なゴミの捨て方は？ など

食事バランスガイドをわかりやすく解説、子どもから大

人まで自分に合った適量はどれか、丼物などの複合

料理の数え方など実践的な活用法を紹介。

【第１巻】〈基本編〉

食事バランスガイドって何？(約18分)

【第２巻】〈地域で実践編〉

私たちの食事バランスガイド(約19分)

【第３巻】〈大人の実践編〉

メタボリックシンドロームを防ぐ食事バランスガイド

(約20分)


