
 
 

 
 



 

 
 
小さなお弁当箱から広がる豊かな世界。 
歴史、文化、産業など多様な切り口から、弁当に関する本と雑誌 100点を
展示します。 
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凡例 
・展示の順番にしたがって資料の情報を掲載しています。 

・書誌情報は「タイトル / 編著者名等, 出版者, 出版年」の順に記載しています。

【】内は資料の請求記号です。 

・★印は、デジタル化が済んだ資料の原本であることを示します。デジタル化資料

は全ページ、国立国会図書館デジタルコレクションでご覧いただけます。公開範

囲は資料により異なりますが、館内の端末からはすべて閲覧可能です。 

 

 ＜デジタル化資料を閲覧するには＞ 

・国立国会図書館オンライン（ https://ndlonline.ndl.go.jp/ ）で、ご覧になりた

い資料の請求記号やタイトル等により資料検索を行い、検索結果の画面で「デジ

タル」のボタンをクリックしてください。 

・または、国立国会図書館デジタルコレクション（ http://dl.ndl.go.jp/ ）で、ご

覧になりたい資料の請求記号やタイトル等により資料検索を行ってください。 

・各資料の公開範囲については、以下の表示をご確認ください。 

 

インターネット上で見ることができる資料です。

ご自宅のパソコンなどを使って閲覧可能です 

国立国会図書館の館内、および図書館向けデジタ

ル化資料送信サービス 1に参加している図書館で

閲覧が可能な資料です。 

国立国会図書館の館内でのみ閲覧が可能な資料で

す。 

                                                      
1 詳細については当館ホームページをご参照ください。
http://www.ndl.go.jp/jp/use/digital_transmission/index.html 

インターネット公開 

館内／図書館送信 

国立国会図書館内限定 



3 

旅と弁当 

“弁当”という言葉は、織田信長が名付けたとも、食器の名前が由来ともい
われていますが、移動中の携帯食の呼称として定着していきました。その
始まりから、旅と弁当は切っても切れない関係にあります。このトピック
では、「旅と弁当」を象徴するような資料や、旅の弁当の定番“駅弁”に関連
する資料を中心にご紹介します。 
 
1.  東海道五十三駅風景続画 再版 / 安藤広重 画 , 橋口五葉 編. （岩波

書店, 大正 8）【416-3】 
『保永堂板東海道五十三次』を元に、紙質にまでこだわって作成した大正
時代の復刻版である。展示箇所の袋井宿（現・静岡県袋井市）は江戸から
数えても、京から数えても 27 番目の宿場に当たる東海道の中間地点であ
る。旅の休憩時間のほっとした様子がよく伝わってくる。湯を沸かし、こ
れから弁当を広げるつもりなのかもしれない。 
 
2.  木曽街道六拾九次 / 英泉, 広重 画. （信栄堂, 大正 9-10）【123-279】 
 
『木曽街道六拾九次』は 19世紀前半に、渓斎英泉と歌川広重により描かれ
た浮世絵木版画の連作である。江戸・日本橋と京・三条大橋を結ぶ中山道
の 69カ所の宿場と出発地点の日本橋の合計 70枚で構成されている。展示
資料は大正時代の複製。展示箇所は伏見宿（現・岐阜県可児郡御嵩町）で、
旅人が木陰で一休みし、弁当を頬張っている様子が描かれている。 
 
3.  現代漫画大観 第 8編.（中央美術社, 昭和 3）【571-176】 
昭和 3（1928）年に刊行された、風刺漫画シリーズの 1冊。ウエトレス（原
文ママ）、女軽業師、バナナ売り…。当時の様々な職業が、特徴をデフォル

 インターネット公開 

 館内公開／図書館送信 

 館内限定公開 
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メした漫画で表現されている。その中に今はほとんど見られない「驛物賣
り 」の姿が。「べんとう、おすし」「お茶、お茶」「タバコにマッチ」と掛
け声をしながら、停車中の列車の乗客に様々なものを売り歩いている。 
 
4.  ドライヴコース案内. （オートモビル社, 昭 11）【703-12】 
 
まだまだ自動車の保有数が少なかった、昭和初期に発行されたドライヴコ
ース案内。東京近郊から甲信越、中京、京阪神などのドライヴコースを掲
載するほか、「全国花の名所」「ドライヴの知識」などの付録も豊富。「ドラ
イヴ用お辨當」のページには、「アソルテツドコールミート」「サンドウヰ
ツチ」「カナツペー」といった横文字が並ぶ。 
 
5.  食いしんぼ汽車の旅 / 藤野英夫 著. （観光交通研究会, 1961）【596-

H944k】 
著者 は国鉄に長く勤務し、在職中から駅弁や名産品に関わる仕事をしてい
た人物。健啖家の著者が日本各地の駅弁を実食のうえ、吟味して本書に掲
載する弁当を選んだということである。味の批評に実感がこもっているの
も頷ける。たくさんの弁当が国鉄の路線別・駅別にまとめられているので、
通覧すると本当に駅弁を食べながら汽車の旅をしているよう。 
 
6.  駅弁旅行 / 石井出雄 著. （保育社, 1967）【596.049-I577e】 
 
カラー写真ページが豊富で、おかずの色彩まで確認できるのが嬉しい。50
年前の駅弁はさぞや古めかしいに違いない、と思いきや、現代とほぼ変わ
らないことに驚く。展示箇所の群馬県横川駅の「峠の釜めし」は今も同じ
味を守り続けているそう。巻末には全国の主な駅弁一覧表がついており、
価格まで確認できる。 

 インターネット公開 

 館内公開／図書館送信 

 館内公開／図書館送信 
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7.  駅弁の町 : 西日本編 / 秋吉茂 著. （朝日ソノラマ, 1975）【GB645-

106】 
タイトルの通り、電車の各路線の有名な駅弁と、それを生んだ町の両方を
紹介しているところが、本書の特徴である。町の紹介は旅行エッセイ風に
まとめられており、面白い。全国の駅弁紹介本プラスアルファの魅力があ
る 1冊。 
 
8.  汽車弁文化史 / 雪廼舎閑人 著. （信濃路, 1978.5）【DK111-9】 
著者は、少年時代から弁当のレッテル（掛け紙）を蒐集してきたという筋
金入りのコレクター。明治から昭和にかけての弁当のレッテルの変遷につ
いて詳しく紹介されているだけでなく、著者が蒐集と並行して取り組んで
きた駅弁当の歴史、駅弁当周辺の有形・無形の文化財の研究成果がまとめ
られている。「おてもと」や「おてふき」、弁当の売り子の服装や掛け声な
ど、一風変わった観点からの論考もあり、興味深い。 
 
9.  汽車弁駅弁旅の味 / 林順信 著. （新潮社, 1988.4）【EF27-E254】 
駅弁にまつわる様々な話題を取り上げるエッセイ集である。駅弁に特別な
おいしさがある秘密、全国珍弁奇弁番付、皇族方の駅弁など、気軽に読め
て、ふーんと唸る話題がたくさん盛り込まれている。 
 
10.  天からの贈り物 : 『峠の釜めし』誕生秘話 / 田中トモミ 著. （アド

ア出版, 1988.4）【DH475-E30】 
丹波（たば、山梨県の北東部）生まれの著者が、群馬県の横川にある、経
営難の駅弁屋「荻野屋」を立て直すまでを回顧した本。「駅弁屋としてはわ
が国で二番目に古い」荻野屋は著者の体の弱い姉が嫁いだ先だが、経営者
である夫が亡くなってしまう。「どうすれば売れるかという工夫がまったく



6 

といっていいほどなかった」状態から、著者自身の肺結核とも闘いながら、
当時は画期的な、温かい状態で食べられる陶器製容器の駅弁を思いつく。
長い道のりを経て全国的に有名になった「峠の釜めし」の物語は、昭和 42
年にテレビドラマ化されたが、こちらの書籍版は、著者の「本当の自分の
足跡」（「あとがき」 より）である。 
 
11.  最新駅弁 450 : 美味探訪 / 入江織美 文 , 竹内真一 写真. （山と渓

谷社, 1991.7）【EF27-E1445】 
この本と展示番号 12番の『おいしい駅弁風土記』は共に 1991年出版だが、
同じ駅弁というテーマでも個性が出る。こちらはオールカラーの上、一つ
の弁当が大きく掲載されているページが多く、見た目重視だ。きらきら輝
くいくらや、茶色の照りを帯びたかきめしの牡蠣、ていねいにほぐされた
鯛のそぼろなど、視覚を通じてとても食欲が刺激される。一方で、途中の
高橋治氏によるエッセイでは、「（前略）汽車弁総て味の衰退の一途を辿っ
ているように思えるだろう。実は、その通りなのだ。」「（前略）日本の場合
は見た目をよくし高い金をとるという、最悪の省略が致命的な要因になっ
ている。」とあり、手厳しい。はたして、駅弁は見た目だけなのか、それと
も違うのか。それは、読者の私たちが食べてみなくては分からない。 
 
12.  おいしい駅弁風土記 : 折り詰めの中の食文化. （講談社, 1991.9）

【EF27-E1565】 
こちらの本の特色は、地域ごとの風土をからめて駅弁を紹介していること
である。たとえば洞爺・長万部・森エリアは以下のように始まる。「室蘭本
線もこの付近を走る頃は、静かな内浦湾を眺めつつ快適な旅を満喫する真
っ只中。美しい海の風景は食欲もそそる。洞爺駅の「かに弁当」はそんな
時の望みをかなえてくれるしっとりした味の弁当だ。」沿線の美しい風景や、
弁当の売り子さんの写真など、旅情をかきたてる構成がなされている。こ
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こに掲載されている旅を、本当にしてみたくなる駅弁本。 
 
13.  全国美味駅弁 :決定版 : 駅弁女王が食べて選んだ 555 / 小林しのぶ 

著. （JTBパブリッシング, 2010.4）【Y88-J1989】 
今回の展示資料の中で、最新の駅弁本。他の展示資料に掲載の商品は残念
ながら消えてしまったものも多いと思われるので（本書にも「消えた駅弁」
ページあり）、これからの旅のおともには一番いいだろう。ブランド食材や
ロングセラー、あつあつ弁当などの項目にわけ、駅弁をコンパクトにカタ
ログ化している。どちらかというと実用的な本書だが、巻頭には「現在は
全国に 10人もいない」立ち売りさん（首から提げた箱に弁当を入れてホー
ムで販売する売り子さん）の記事もある。 
 
14.  ご当地弁当惣菜ガイド : 217 店 387 品厳選. （日本食糧新聞社, 

2019.4）【Y94-M2623】 
ご当地グルメを紹介する本は数あれど、普通のスーパーやコンビニ、小さ
な弁当屋などで売られている弁当を、全国レベルで調査した本は少ないの
ではないだろうか。本書はそのような 1 冊で、全国各地の弁当・総菜の魅
力を、美味しそうな写真と共に紹介している。季節は、食欲の秋。本書を
参考に、ご当地弁当食べ歩きの旅はいかが。 
 
15.  駅弁掛け紙ものがたり : 古今東西日本を味わう旅 / 上杉剛嗣 著. 

（けやき出版, 2009.1）【DL698-J32】 
時代は戦前から平成、ところは北海道から九州、さらに樺太・台湾など幅
広く収集された駅弁の掛け紙を掲載。高層ビル群が描かれた新宿駅の「お
弁当」、南アルプスを背景にした飯田線の写真が印象的な駒ヶ根駅「信州伊
那路弁当」、「あついお茶をかけてお召上り下さい」と書かれた亀山駅「志
ぐれ茶漬」など、多種多様な掛け紙に旅情と食欲がかきたてられる。著者
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が「はじめに」で述べているように、本書は「駅弁の中身写真に圧倒され
ておなかがいっぱいになってしまう本」ではなく、「旅に出て本物の駅弁を
食べたくなる本」である。 
 
16.  明治・大正・昭和駅弁ラベル大図鑑 / 羽島知之 編. （国書刊行会, 

2014.7）【DL698-L55】 
明治から昭和にかけての駅弁のラベル（掛け紙）を集めた図鑑で、「Ⅰ明治・
大正―初期の駅弁ラベル」「Ⅱ様々な図像―デザインの百花繚乱」「Ⅲめぐ
る世相―ラベルに封じ込まれた近代」というテーマで整理されている。Ⅲ
では、第二次世界大戦中の雰囲気を色濃く反映したラベルや、当時の日本
の植民地を走る鉄道の駅弁のラベルも紹介されている。駅弁の豆知識を紹
介するコラムも掲載。 
 
17.  평양 도시락·서울 담배 시베리아에서 뒤섞이다（平壌の弁当・ソウル

のたばこ  シベリアで交わる）  / 박흥수. （掲載誌 한겨레 21. 
1074 :2015.8.17, pp.40-45）【Z23-AK28】 

韓国の週刊誌『한겨레 21（ハンギョレ 21）』に掲載された、鉄道旅行記。
鉄道オタクの著者は、念願のシベリア鉄道横断旅行の道中で、外貨稼ぎに
出てきた北朝鮮の労働者達と同室になる。その労働者達に勧められ、一緒
に食べたお弁当は、彼らを送り出す平壌の家族が作ったもの。海苔巻きや、
おかずがぎっしり詰まったお弁当の写真が掲載されている。 
 
18.  観桜・散策・お花見弁当 : 京都春旅物語. （光文社, 1996.3）【Y77-

G305】 
桜の季節の京都旅向けのガイドブック。京都の桜の名所とその周辺の料亭、
レストラン、カフェなどを紹介しているほか、持ち帰りができる料亭の花
見弁当も特集されている。プロが作る花見弁当は彩りがとても美しく、季
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節感が満載。本格的な京料理がぎゅっと凝縮されている。 
 
19.  特集 空弁(そらべん)を楽しむ / 自由民主党 編. （掲載誌 りぶる. 

32(6)=375:2013.6, p.15-21）【Z23-443】 
各地の空港で売っているお弁当、すなわち「空弁」を特集した記事。読め
ば空弁が、駅弁に負けない質とバリエーションを持っていることが分かる。
例えば羽田空港で空弁ブームを巻き起こし、全国に焼きサバ寿司を広めた
「若狭の浜焼き鯖寿司」などが有名なようだ。ちなみにこの記事によると、
奈良の名物の 1つ 「柿の葉ずし」は、関西国際空港でも販売しているよう
である。 
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弁当のレシピ 

弁当の作り手、弁当の根底にある考え方、好まれる弁当のスタイルなどは、
時代によって様々に変遷してきました。このトピックでは、明治から現代
まで、幅広い時代の弁当のレシピ本をご紹介します。 
 
20.  家庭鮓のつけかた / 小泉清三郎 (迂外) 著. （大倉書店, 明 43.7）

【246-213】 
明治時代に出版された家庭向けの寿司レシピ集である。定番の太巻き寿司、
稲荷寿司の作り方はもちろん、握り寿司の作り方まで掲載されている。言
葉遣いが平易で、図も分かりやすく、今でも十分使えそう。ハム（又はコ
ールドミート）を具にし、胡椒を効かせた「肉類細巻」はモダンで、明治
時代にすでにこんなレシピがあったことに驚かされる。 
 
21.  弁当料理案内 : 日用便利 / 藤村棟太郎 著. （大学館, 明 38.4）【99-

22】 
明治時代に出版された弁当用レシピ集で、紹介されているレシピは約 500
種に及ぶ。今も弁当の定番である卵料理だけでも 25 種のレシピが紹介さ
れている。なかには、ゆで卵の黄味を取り出した後に葛あんを詰めて饅頭
状に形を整えて作る「饅頭卵」、生の筍の中に卵を詰めて蒸し焼きにする「筍
蒸卵」など、とてもおいしそうだが、手間のかかる一品も。 
 
22.  和洋四季弁当料理の数々 / 西野みよし 著. （東華堂, 大正 5）【70-

340】 
著者は三輪田高等女学校等で教鞭をとった人物で、本書は女学校での実習
用兼家庭用に作成されたレシピ集である。懇切丁寧な解説はなく、材料と
作り方のざっくりした流れを記してあるのみ。料理する側の応用力で、そ

 インターネット公開 

 インターネット公開 
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れぞれの味を作りあげなさい、ということか。今回、本書掲載の「お花見
辨当」を再現してみた。 
 
23.  栄養料理の作り方 : 健康増進・美味・経済 / 栄養と料理の会 編. （国

民図書協会, 昭和 15）【特 224-631】 
家庭料理のレシピ本ではあるが、戦時色が濃い時代を反映した内容になっ
ている。健康の増進と体格の向上を図り、「皇国の盾となる国民をつくりあ
げる」ために必要な栄養素、カロリーを十分に摂取できる日々の献立を提
案している。いかめしい序文の後には、豚肉と人参のコロッケ、豚カツ、
豆腐の豚そぼろかけ…と、いかめしさとは無縁のおいしそうな家庭料理の
作り方が続く。 
 
24.  決戦食生活工夫集 / 神奈川県食糧営団 編. 産業経済新聞社, 昭和

19）【596-Ka43ウ】 
戦況が悪化し、食糧難が深刻化していた昭和 19（1944）年に刊行された。
配給物資に加え、野菜の皮、茶がら、魚の骨などこれまでは食用とみなさ
れなかった材料を使い、いかに栄養のある食事を摂るか、についてまとめ
ている。第 5章「學童べん當の作り方」では、いわしのでんぶ、混ぜご飯
といった弁当向けレシピが紹介されているが、色んな食材を混ぜ込んで子
どもにはなるべく栄養価の高いものを食べさせたい、という涙ぐましい努
力が垣間見える。 
 
25.  おべんとう十二カ月 / 婦人倶楽部 編. （大日本雄弁会講談社, 1953）

【596-D17o】 
「公開の席でひろげる弁当は、当然よそいきのお菜（おかず）と考えてよ
いのではないでしょうか」というだけあって、見た目の美しさにこだわっ
たレシピを紹介しており、様々な飾り切りの方法や、彩りのいいおかずの

 インターネット公開 

 館内公開／図書館送信 

 館内限定公開 
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作り方が豊富に掲載されている。凝った弁当ばかりなので、毎日作るのは
大変そうだが、実現できれば、本書のねらい通り、職場や学校で羨望の的
になれそう。 
 
26.  おいしいサンドイッチ 300 種 / 榊叔子 著. （婦人画報社, 1957）

【596.3-Sa419s】 
サンドイッチのレシピがなんと 300種集められている。挟むものは肉、チ
ーズ、魚、野菜、果物と様々。くるみと豚肉、ぶどうジャムと鶏肉など、
海外のレシピを参考にした具材の取り合わせが何ともおしゃれ。このまま
カフェのメニューの参考にできそう。納豆、かまぼこ、漬物などを利用し
た和風サンドイッチも紹介されている。 
 
27.  おべんとう 300種. （主婦の友社, 1959）【596-Sy996o】 
 
弁当のおかずを 300 種類紹介している。紹介されているレシピは和洋中、
サンドイッチと多種多様。少ない材料で手早く作れるおかずが多く、今で
も十分参考になる。夫の弁当に紅ショウガでメッセージを忍ばせる、とい
う技（？）の伝授も。 
 
28.  お茶漬けとおにぎり / 酒井佐和子, 河野貞子, 吉沢久子 共著. （中

央公論社, 1960）【596.1-Sa387o】 
昭和 35（1960）年に刊行されたお茶漬けとおにぎりのレシピ集。本書で紹
介されているおにぎりが一堂に会したカラー写真のページは、なかなかの
迫力、そしてとにかくおいしそうである。昔ながらのおにぎりに加えて、
ベーコンの焼きむすび、カレーむすび、バターときむすびなど、目新しい
レシピも多い。 
 

 館内公開／図書館送信 

 館内公開／図書館送信 

 館内公開／図書館送信 
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29.  ベターホームのおべんとう / ベターホーム協会 編. （ベターホーム
出版局, 1987.11）【EF27-E148】 

1987（昭和 62）年刊行。毎日のお弁当のレシピ集として、標準的な内容の
1冊。ご飯に加えて、彩り豊かなおかずが 3～4品入ったおいしそうな弁当
が並ぶ。 
 
30.  ティーンズランチ book 1990. （学習研究社, 1990.5）【EF27-E628】 
中高生の女の子向けのお弁当レシピ集。見てかわいい、食べておいしい＆
ヘルシーな弁当がたくさん紹介されている。ティーンたちが自分で弁当を
作れるように料理の基礎知識を学ぶパートもある。読者のとっておき弁当
を紹介する「いかす ランチ天国コンテスト」は時代の雰囲気をよく表し
ている。 
 
31.  ONE PIECE海賊キャラ弁当BOOK. （集英社, 2011.9）【Y73-J3325】 
当館の関連書籍の所蔵状況から推測すると、アニメなどのキャラクターを
お弁当のおかずで再現する「キャラ弁」は 1990 年代後半に登場したよう
である。本書は、世界累計発行部数 4億 5千万部を超える大人気漫画『ONE 
PIECE』のキャラ弁のレシピ集。 
 
32.  簡単！1 品弁当 : 時短でうまい!失敗なしの弁当革命 / smart+mini

編集部 編. （宝島社, 2014.7）【Y73-L1414】 
おかずは 1 品、と決めてしまえば、忙しい朝でも弁当を手早く作れる、と
いう発想の 1品弁当のレシピ集。ご飯の上にどん！とおかずが乗った見た
目はインパクトがある。丼形式以外に、チャーハン、麺類、サンドイッチ
の 1品弁当を紹介している。 
 
33.  常備菜のっけ弁当 / MOMOE 著. （宝島社, 2014.9）【Y73-L1541】 
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常備菜をご飯の上にのせる弁当のレシピ集。1 週間を単位として、作り置
きする常備菜とそれらを使った弁当の例を紹介している。おかずの作り置
きが基本なので、料理好きでマメな方に向いているのかも？！ 
 
34.  おにぎらず : 失敗なしでかわいくパパッと!にぎらないおにぎり / 

しらいしやすこ 監修. （宝島社, 2015.2）【Y73-L1989】 
「おにぎらず」は、海苔とごはんと具で作る、いわばご飯のサンドイッチ。
入れる具で様々な味を楽しめるだけでなく、それだけで弁当のメインにな
るボリュームと、切り口の美しさで、平成 27（2015）年前後から人気を博
した。 
 
35.  スープジャー弁当 / 女子栄養大学栄養クリニック 監修; 弥冨秀江 

著. （宝島社, 2015.10）【Y73-L2597】 
スープジャー弁当とは、保温容器に詰めて持参する温かいスープがメイン
の弁当である。健康的なダイエットを目的として、女子栄養大学栄養クリ
ニックが考案した。このスープがあれば、その他のおかずは市販品でも可
とのこと（理想的な組み合わせの提案もあり）。なお、女子栄養大学栄養ク
リニックのダイエット成功率は、なんと 90%とのことである。 
 
36.  まるごと冷凍弁当 / MAYA 著. （宝島社, 2018.3）【Y73-L4612】 
冷凍したおかずを活用する弁当レシピは珍しくないが、本書はお弁当を丸
ごと冷凍できるレシピを紹介する一冊。唐揚げ弁当も、しょうが焼弁当も、
なんとそのまま冷凍できてしまう。何個か作り置きして冷凍しておけば、
毎朝のお弁当作りから解放される？！食べるときは自然解凍してからレン
ジでチン！するのがコツだそう。 
 
37.  お弁当 / 食物アレルギーの子を持つ親の会料理スタッフ 著. （日本
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放送出版協会, 1996.2）【EF33-G169】 
牛乳、卵、大豆の除去弁当を中心に、さらに小麦、米も除いたレシピを掲
載。本書の著者である「食物アレルギーの子を持つ親の会」は、昭和 60（1985）
年に東京医科大学のアレルギー外来に通う子どもたちの母親によって発足
した。当時はまだアレルギー除去食の認知度が低く、何をどのように食べ
させたらいいのかという情報が不足していたため、親自身が料理の研究を
するために会を立ち上げたという。おかずの一つ一つに、母親の知恵と工
夫が詰まっている。 
 
38.  食物アレルギーお弁当の ABC : 食物アレルギーの知識と給食おきか

えレシピ・アイデア集 / 有田孝司, 高松伸枝, 近藤さおり 編著. （第
一出版, 2018.8）【Y75-L7922】 

食物アレルギーの基礎知識と、鶏卵・牛乳・小麦除去食を中心とした対応
レシピを掲載した 1 冊。第 1 章「給食からの展開お弁当レシピ集」では、
食物アレルギーを持つ子供のお母さんが、「給食そっくり」を目指して作っ
たお弁当のレシピ 30 点を掲載。アレルギーの原因物質を除去するだけで
なく、「みんなと同じお昼ご飯を」という愛情を感じる。 
 
39.  札幌市お弁当プロジェクトレシピ集 : 平成 27 年度お弁当レシピコ

ンテスト (一般市民の部) / 札幌市保健福祉局保健所 編. （札幌市保
健福祉局保健所, 2016.2）【Y121-L8492】 

札幌市が生活習慣病予防対策事業として開催した「札幌市お弁当プロジェ
クト」のレシピ集。「平成 27 年度お弁当レシピコンテスト一般市民の部」
から 12 作品を掲載している。このうち 8 つのお弁当に鮭が使われている
が、塩麹漬け、ちゃんちゃん焼き、「さけバーグ」など、ワンパターンにな
らないようそれぞれ工夫がしてある。展示番号 40番の『やんばる弁当甲子
園～』と共に、ご当地の食を反映したお弁当を楽しむことができる。 
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40.  やんばる弁当甲子園 10 年の記録 / 沖縄県北部福祉保健所 編. （沖

縄県北部福祉保健所, 2015.3）【EF27-L689】 
沖縄県北部福祉保健所が平成 17（2005）年から開催してきた「やんばる弁
当甲子園」10回分の記録。このイベントは、「高校生を対象に“ヘルシーな”
弁当づくりを通して自分の食生活を見直し、また地元やんばるの食文化に
対する関心をもってもらうこと」（「はじめに」より）をねらいとして始ま
った。そのねらい通り、ゴーヤー、パパイヤ、パッションフルーツ、グア
バなどの南国らしい食材が使われているものもあり、食欲をそそる。 
 
41.  懐石弁当 / 志の島忠 著. （婦人画報社, 1975）【EF27-337】 
京都の老舗料亭に生まれ、後に東京で日本料理研究所を主催した志の島忠
氏による、懐石弁当の教科書的な 1 冊。丁寧に調理された季節の食材、器
や配置にこだわった美しい盛り付け。洗練された弁当はまるで芸術品のよ
う。詳細な作り方が付いているので、頑張れば再現できるかも？！ 
 
42.  ふるさとおにぎり百選 / 食糧庁 編. （創造書房, 1987.10）【EF27-

E117】 
昭和 61（1986）年度に開催された農林水産祭の特別展「ふるさとおにぎり
まつり」の出品レシピから選定された、「おにぎり百選」を紹介。北海道の
開拓おにぎり、長野県のすがり（蜂の子）ご飯、三重県のめはりずし、岡
山県のままかりずし、鹿児島県の鶏飯、沖縄県のジューシー。眺めている
だけで、日本列島を味めぐりしている気分になれる。 
 
43.  近代料理書集成 : 日本の食文化史 第 9巻 / 江原絢子 編・解説. （ク

レス出版, 2013.1）【EF27-L50】 
明治期から昭和戦前期に刊行された特徴ある料理書を復刻した『近代料理
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書集成』の第 9巻（弁当・漬物）。弁当の料理書は、展示番号 22番で原本
を展示中の『和洋四季弁当料理の数々』と、『通学児童栄養弁当十二ケ月』
の 2冊を収録している。後者は、昭和 11（1936）年に料理の友社が発行し
た料理書である。月ごとのレシピのほか、「一日の榮養量」「辨當容器に就
て」などの関連情報も掲載し、「いろは別索引榮養表」を付している。
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弁当の科学 

手軽で便利なコンビニ弁当。弁当作りの心強い味方、冷凍食品。現代の充
実した弁当事情は、それを支える科学があってこそかもしれません。この
トピックでは、販売弁当業界のマーケティング資料と、弁当を支える数々
のテクノロジー（食品加工、食品衛生、製造機械…）に関する資料を中心
にご紹介します。 
 
44.  健康教育と郡内学童弁当の実相 / 新田郡聯合学事会 [編]. （黒田達

太郎, 昭和 13）【特 214-641】 
「國家百年の大計は先づ児童身體の健康にあり」とは本書の扉のことば。
昭和 13（1938）年に、群馬県新田郡（当時）で大規模に行われた、児童の
弁当の栄養調査の分析結果をまとめた資料。児童の健康な発育に必要な栄
養を摂れる理想的な弁当と、実際の弁当との間に大きな乖離があることが
指摘されており、その対策が示されている。 
 
45.  市販弁当類における細菌汚染と黄色ブドウ球菌の増殖抑制に関する

研究 / 池亀公和 [著]. （池亀公和, 1996）【UT51-96-Y40】 
 
関西館が所蔵する特徴的な資料群の一つである、国内博士論文からの 1冊。
食中毒の原因菌としてよく知られる「黄色ブドウ球菌」を対象として、市
販弁当類の汚染実態、同菌と他の菌との競合あるいは拮抗作用、カテキン
類やナイシンの同菌抑制作用などを検討している。このような研究の積み
重ねがあってこそ、私たちは安心して市販弁当を食べられるのだろう。 
 
 
46.  特集 お弁当の科学. （掲載誌 フードケミカル. 24(4) (通号 276) 

 インターネット公開 

 館内公開／図書館送信 
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2008.4, pp.17-61）【Z17-1028】 
コンビニ弁当などの「できあがり弁当」に使われている技術を紹介した特
集。「天然素材による米飯の品質保持について」「フライ食品をおいしくす
るバッター利用技術」などの論文を掲載し、品質保持、食感改良、着色、
新素材の利用等の多方面の技術を一度に知ることができる。 
 
47.  全国食品衛生監視員研修会受賞演題 弁当容器の形体と異物混入に係

る実態調査について / 岡田 ひとみ , 長倉 恭子 , 阿部 真希子 , 
秋谷 静枝 , 木原 栄二. （掲載誌 食品衛生研究 . 68(5)=818:2018.5, 
pp.53-58）【Z19-504】 

弁当容器の形態（フイルムカバーのかけ方、蓋と容器の嵌合方法、蒸気抜
け孔の有無など）と、異物混入の関係について実態調査や実験を行い、結
果を考察した記事。製造過程ではなく、流通・消費過程における異物混入
調査・実験を行っている点が目を引く。 
 
48.  食の安全と健康意識データ集 2016. （三冬社, 2016.4）【EG261-L100】 
中央省庁や地方自治体、各種企業等の調査を出典とした図表約 800件を掲
載。図表 4-17-15～18で、「自分で作ったお弁当の衛生についての不安感」
「お弁当を作る際にしている衛生管理や工夫」など、お弁当の衛生に関す
る調査結果を掲載している。 
 
49.  ファミマ向けおにぎりの製造に協働ロボ duAro 導入 双腕で包装済

みおにぎりの番重詰め作業を自動化. （掲載誌 Nikkei robotics. 
(33):2018.4, pp.28-31）【Z74-J630】 

包装済みのおにぎりを運搬用の箱に詰める作業の自動化を可能にするロボ
ットの紹介記事が掲載されている。スーパーやコンビニの弁当・総菜作り
は多くの工程を人手に頼ってきたが、従業員不足と高齢化の影響から、協
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働ロボの開発が進んでいる。 
 
50.  テクノスコープ Technology File(086)弁当の盛り付けロボット 意

外に高かったヒトの壁 : 三菱商事 ローソン 三菱電機 オフィスエ
フエイ・コム  / 日経 BP 社  [編 ]. （掲載誌  日経ビジネス . 
(1912):2017.10.16, pp.70-73）【Z4-260】 

弁当を詰めるロボットは、まだ開発途上らしい。形状にばらつきのある具
材は位置や向きの認識が難しく、崩れやすい具材や、ひじきのようなバラ
バラの具材はピッキングが難しいという。本記事は、これらの困難に工夫
を凝らして対応し、中食製造工場に盛り付けロボットを試験導入した実証
事業の記録である。 
 
51.  食品工場のしくみ :ビジュアル図解 / 河岸宏和 著. （同文舘出版, 

2005.11）【DL681-H127】 
大学時代から食品に関する仕事に携わってきた著者が「食品工場の工場長
の仕事とは」というテーマで運営してきたホームページとメールマガジン
から生まれたのが本書である。食品工場がどのような流れで動いているか
説明した後、２章「食品工場を見学してみよう」に続くが、この中でコン
ビニの弁当工場と、コンビニの惣菜工場が取り上げられている。ここで気
づくのは、保存性を高めるため真空冷却器のような技術が使われている一
方、レタスは家庭と同じように手でちぎるなど、人の手も利用されている
ことである。3 章以降は、食品工場の各部門の解説、安全な食品をつくる
ためのポイント、商品開発などに割かれており、食品加工にまつわる幅広
い知識を得ることができる。 
 
52.  廃棄弁当を電力に変えるコンビニ循環型店舗への道のり / 佐藤 茂

夫. （掲載誌 コンビニ. 6(10) (通号 38):2003.10, pp.76-78）【Z71-
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B644】 
日本工業大学佐藤茂夫助教授（当時）が、コンビニと環境問題について語
る。コンビニの 3つの問題点として、①食品の大量廃棄②大量の電力消費
③石油を原料とするレジ袋の大量使用が挙げられている。ここでは、生ご
みをメタン発酵させて出るバイオガスで発電する試みが紹介されている。
宮代町のモデルプラントでは、コンビニから出た食品廃棄物を持ち込むこ
とが当時は予定されていたようだ。この記事の中で聞き手は、消費者の姿
勢に変化が無ければ、コンビニ業界の大きな転換は難しいとしている。 
 
53.  巻頭論争 vol1 廃棄弁当「もったいない」運動にどう対処する!?. （掲

載誌 コンビニ. 8(8) (通号 60):2005.8, pp.14-17）【Z71-B644】 
巻頭特集で、当時食品廃棄を取り上げていた毎日新聞「食の現場から」取
材班の寄稿を掲載している。「（前略）…業界内部に身を置くと、今、コン
ビニの活動が社会からどのようにみられているのか、分かりづらくなって
しまうことがある。」ために、コンビニの雑誌で廃棄弁当問題を取り上げた
形だ。記者の寄稿からは、多くのコンビニの店主自身が廃棄に心を痛めて
いたことが分かる。セブン－イレブンが廃棄の削減につながる鮮度管理の
回数を増やす決定をしたことを受け、この雑誌としては、業界全体と個店
それぞれができることを考えることによって、「もったいない」運動をより
大きなチャンスに変えることができると結論づけている。 
 
54.  巻頭特集 期限切れの CV(コンビニ)弁当はどこへ行く 食品リサイク

ル. （掲載誌 環境ビジネス. (通号 76):2008.10, pp.22-36）【Z71-
H138】 

巻頭特集として、期限切れのコンビニ弁当をはじめとする食品リサイクル
を扱っている。当時は、コンビニ一店から一日当たり 10～15㎏、日本のコ
ンビニ全体では 500～750 トンが廃棄されていた、とある。本特集では、
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この状況を改善するための種々の取り組みが紹介されている。「食品リサイ
クルで選ばれる商品を店頭へ」では、食品廃棄物を飼料化して豚を育て、
さらにそれをまた商品にする「飼料化リサイクル・ループ」第 1 号となっ
たイオンが取り上げられている。 
 
55.  コンビニ弁当の調査 / 堀口 恵子. （掲載誌 New food industry . 

55(3):2013.3, pp.36-44）【Z17-415】 
コンビニ弁当の栄養素摂取比率について 14 年間、食品添加物について 15
年間、調査した結果を紹介している。栄養素摂取比率は、ビタミン C、カ
ルシウム、食物繊維などが大幅に不足しており、14年間で大きな変化はみ
られなかったという。食品添加物は増減が激しく、保存料の使用は減って
いるが、その他の食品添加物は増えており、使用される食品添加物の種類
も増加したという。記事には調査結果がグラフで示されており、変遷がよ
くわかる。 
 
56.  特集 まだまだ続く"爆増"傾向! 「訪日外国人客」へのハラル対応. （掲

載誌 月刊ホテル旅館. 53(2)=625:2016.2, pp.34-56）【Z5-83】 
インドネシアやマレーシアなど、イスラム圏からの訪日客が増える中、日
本のホテル・旅館は、ハラル認証への取り組みを進めている。各社のハラ
ル対応を紹介するこの記事では、「ハラルミール BOX」や「ハラール和食
弁当」といったハラル弁当の提供事例や、ハラル対応の調理済み冷凍食品
の販売事業などが紹介されている。 
 
57.  高齢者対象弁当企画を介した食生活支援活動 / 青木 るみ子 , 境田 

靖子. （掲載誌 西南女学院大学紀要. 22:2018, pp.101-109）【Z6-
B971】 

同大学の公開講座参加者を対象に行った、弁当試食アンケートの調査結果
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を分析した論文である。40 歳以上の 79 名の回答を、「（市販）弁当を利用
する群」と「ほとんど利用しない群」に分けて分析。「味」は非利用群で「濃
い」と評価したものが多かった、主菜の主材料は両群とも「魚」を好む人
が多い、などの結果が示されている。地域や人数の限定された調査ではあ
るが、高齢者向け弁当作りに役立つかもしれない。 
 
58.  幼児期における料理本のキャラクター弁当についての栄養評価に関

する研究 / 村田 美穂子 , 前 里美. （掲載誌 広島文化女子短期大学
紀要. (48):2015, pp.25-32）【Z22-1429】 

この研究報告では、幼児向けキャラクター弁当（キャラ弁）のレシピ本に
掲載されている弁当を実際に作成し、その栄養評価を行っている。栄養学
的には脂質やたんぱく質が多く、バランスを再考する必要があるという結
果となった。細かい装飾をする際の衛生にも気をつかう必要があるとのこ
と。 
 
59.  業界の動き 肥満遺伝子タイプ別『健康弁当』登場. （掲載誌 ジャパ

ンフードサイエンス. 55(7)=652:2016.7, pp.12-14）【Z17-402】 
健康に配慮した弁当や、低カロリー弁当は数あるが、遺伝子タイプにまで
着目した弁当が登場したとは、驚きである。記事内で紹介されている「脂
質で太りやすい場合の弁当例」では、脂質の吸収を緩やかにしたり、燃焼
をサポートすると言われる成分を含む食材を使用するなどの工夫がされて
いる。 
 
60.  「機能性弁当」の継続摂取による内臓脂肪低減効果 / 山本(前田) 万

里. （掲載誌 食品と科学. 60(11)=763:2018.11, pp.59-64）【Z17-429】 
科学的エビデンスの検証を行った機能性農産物を使用したお弁当「機能性
弁当」が、メタボリックシンドローム改善に有効かどうか検証した論文。



24 

この実験の結果として、食生活全体の変化と、「機能性弁当」の連続摂取に
より、内臓脂肪面積を減らす効果等が期待された、としている。ちなみに
お弁当のおかずの一例は、玄米、牡蠣と鮭のマヨネーズ焼き、簡単ラタト
ゥイユ、かぼちゃと人参の甘煮、べにふうき緑茶。おいしいだけでなく、
健康にもよい食生活の研究が、さらに発展するのが楽しみになる記事であ
る。 
 
61.  外食新メニュー実用百科集 : 売れる弁当のヒント 500 2005 年版 / 

日食・外食レストラン新聞/日本食糧新聞社編集部 [編]. （日食・外食
レストラン新聞/日本食糧新聞社, 2005.4）【DH468-J461】 

食品流通に関する本を多く出版している「日本食糧新聞社」の、2005年版
実用百科集。内容や盛り付け、ネーミングなどに特徴のあるお弁当 500商
品が、編集スタッフのコメントと共に紹介されている。「冬のソナタ弁当」
（p.53）など、時代を反映したお弁当も。 
 
62.  弁当惣菜実売調査 : 価格二極化トレンド完全攻略! / 日食・外食レス

トラン新聞編集部, かいエンタープライズ 調査編集. （日食・外食レ
ストラン新聞日本食糧新聞社, 2012.4）【DH468-J550】 

平成 20 年 1 月から平成 24 年 2 月に実売されていた弁当総菜 500 点を、
「実用性」「生産性」「経済性」「オシャレ」「容器適正」「ユニーク」の 6つ
の観点から評価し、コメント入りで紹介。販売価格の二極化を反映し、全
体を「高付加価値」事例と「399 円以下」事例に分類して紹介している点
も興味深い。 
 
63.  惣菜・弁当マーケット年鑑 2014 年版 / 流通企画 編. （流通企画, 

2014.3）【DL698-L143】 
中食（なかしょく）市場の拡大を受けて、惣菜・弁当・弁当給食業界の年
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商 1 億円以上の企業情報を調査し、まとめたもの。全国 1719 社の商品構
成、売上高、食材仕入れ先などを一覧できる。全国、そして県別の売上高
ランキングもあり、2012年度全国一位はイオンフードサプライだった。調
査概要にあるように、中食業界の企業にとっては「経営戦略策定のための
資料」、そこに営業するメーカー等にとっては「販売促進のための基礎資料」
となる、貴重な調査結果である。 
 
64.  弁当惣菜実売調査盛りつけのヒント : 厳選 555 品収録. （日本食糧

新聞社, 2017.4）【Y94-L37229】 
東京、大阪、そして北海道など約 2000店舗を取材し、約 1500品を購入試
食、そこから 555品を選定した「メニューヒント集」。一つ一つの商品に対
し、「実用性」「経済性」「オシャレ」など 6 つの項目を 5 段階評価してい
る。さらに「見どころ」として、料理そして盛りつけ・容器に関して所感
が述べられている。 
 
65.  主婦の店さいち惣菜弁当全集 :「惣菜弁当の殿堂」味付けは親心、盛

り付けは生け花の心得 / 日食・外食レストラン新聞編集部, かいエ
ンタープライズ 編. （日食・外食レストラン新聞日本食糧新聞社, 
2012.4）【DH468-J551】 

表紙には、「味付けは親心、盛りつけは活け花の心得」のサブタイトルや、
「おはぎ日販 25,000 個を記録！」の言葉が躍る。「主婦の店さいち」は仙
台市の旧秋保町、周辺人口 4,700人の温泉街にある、伝説の食品スーパー。
“秋保のおはぎ”で名をはせるこの店は、惣菜弁当の数々でも絶賛され、中
食業界の手本としてその商品開発を 500社以上のスーパーに研修してきた。
この本では、担当がレシピ無しで一品を最初から最後まで調理するシステ
ムや、保存料無添加の昔ながらの味付け、活け花のようにどの角度から見
てもおいしそうな盛り付けなど、「さいち」の人気の源を解剖している。多



26 

彩で丁寧に作られた惣菜弁当の数々を見ると、業界関係者ではなくとも、
今すぐお店に行きたくなる本である。 
 
66.  木製折箱が支える"冷めてもおいしい"コンセプトの「シウマイ弁当」 

/ 足立 好康. （掲載誌 Packpia.  47(2) (通号 607):2003.2, pp.14-
16）【Z16-552】 

株式会社崎陽軒の弁当事業部管理課長、足立好康氏が「シウマイ弁当」へ
のこだわりを語る。昭和 29（1954）年に誕生したこの商品は、はじめから
“冷めても変わらぬおいしさ”をコンセプトとしていた。独特の炊き方によ
り冷めてもモチモチのご飯を作るなど、料理の味付け・調理方法はもちろ
んだが、水蒸気を程よく吸収する昔ながらの木製折箱もまた、このコンセ
プト実現に役立っているようである。ちなみにこの号では、特集「循環型
社会における生分解性の意義を問う」の一環として、木製折箱が他の記事
でも取り上げられている。 
 
67.  TAKE OUTお持ち帰りのデザイン :BRANDING & DESIGN / サン

ドゥー・パブリッシング 編 ; [石田亜矢子] [訳]. （グラフィック社, 
2017.3）【DH475-L919】 

料理を包むおしゃれな容器の数々。たとえ食べ物があまり写っていなくて
も、どうして食欲が湧いてくるのだろうと思わせられる。本書は世界のデ
ザイナーがカフェやレストランのテイクアウトのために作成したパッケー
ジを掲載しており、容器の中身はサラダ、サンドイッチ、スシとさまざま
である。店のイメージを反映したパッケージは個性豊かであるが、どれも
食品をおいしそうに見せ、かつ機能的である。食べ物を運ぶ容器のデザイ
ンが、いかに重要かわかる一冊。 
 
68.  冷凍食品物語 = Frozen food history : 商品の変遷史 : 1945-2014
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冷凍食品年表 第 5版. （冷凍食品新聞社, 2014.7）【DL681-L280】 
お弁当作りの強力な助っ人、冷凍食品の開発・販売の歴史がわかりやすく
紹介された 1冊。お弁当関連では、昭和 44（1969）年に現ニチレイフーズ
が「ミニバーグ」の販売を、昭和 54(1979)年に現マルハニチロが「おべん
とう」シリーズの販売を開始するなど、意外と古い冷凍食品の歴史に驚か
される。 
 
69.  冷凍食品の事典. （朝倉書店, 2000.9）【PC111-G26】 
冷凍食品の基礎知識と、製造から流通、消費に至るまでの各段階を詳細に
解説した事典。冷凍食品のうち、弁当によく使われるのは、「調理冷凍食品」
だろう。本書の「Ⅱ.製造 4.調理冷凍食品」では、その製造工程を詳しく知
ることができる。 
 
70.  年表で読む日本食品産業の歩み 明治・大正・昭和前期編 / 西東秋男 

編. （山川出版社, 2011.8）【DL681-J185】 
食品産業をめぐるモノ・人・企業の動きや社会・経済情勢を、年表形式で
一覧できる資料。弁当関連では、日本で初めての駅弁登場（明治 18（1885）
年）、アルマイト弁当箱の普及（昭和 11(1936)年）などが紹介されている。 
 
71.  ペットボトルのお茶の本 / 宮原昌子 監修. （[エイ]出版社, 2008.7）

【Y94-J3025】 
コンビニやスーパーでは、時に、お弁当より多い種類のお茶が並んでいる
ことがある。ずらりと陳列されたお茶の中で、何を買おうか迷った経験の
ある方も多いのではないだろうか。本書は、そんな時に自分好みのお茶を
選ぶ一助となりそうだ。「目的別のペットボトル茶の選び方。」は、カタロ
グのようになっていて、緑茶、紅茶などの種類ごとにお茶製品の特長が紹
介されている。他にも、ご当地茶を紹介する「日本全国ペットボトル銘茶
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巡り。」など、お茶コンテンツが盛りだくさんで、眺めているだけでも楽し
い。 
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弁当と文化 

弁当は、日本の文化を再認識したり、世界各国の文化を知るきっかけにも
なります。このトピックでは、弁当からみる日本文化、世界の弁当事情に
関する資料をご紹介します。また、弁当箱をはじめとする、弁当に関係の
深い道具を紹介する資料なども展示しています。 
 
72.  江戸名所図会 上巻 / 斎藤長秋 編 , 藤原県麻呂, 斎藤月岑 校 , 長

谷川雪旦 画 , 原田幹 校訂.（人物往来社, 1967）【291.36-Sa337e-z】 
 
「江戸名所図会」は絵入りの江戸地誌で、斎藤幸雄・幸孝・幸成の親子 3
代に渡って編み継がれ、天保 5～7 年（1834～36）に刊行された。江戸と
その近郊の神社・仏閣・名所・旧跡の由来や故事などを説明している。本
書はその翻刻版。展示箇所は現在の神奈川県金沢文庫付近の風景で、農作
業の一休みに弁当を食べる家族が描かれている。 
 
73.  日本人の食事 (写真で見る日本人の生活全集 ; 第 1) / 塚崎進 著. 

（岩崎書店, 1956）【383.8-Tu717n】 
写真をふんだんに用いて、本書が刊行された昭和 31（1956）年頃の日本の
食生活を横断的に記録・解説している。写真は都会、農村、漁村、それぞ
れの場所でのさりげない日常の食事風景を切り取っており、当時の様子が
生き生きと伝わってくる。展示箇所は、ハレの日のごちそう弁当をつまみ
ながら、田舎芝居を見物する人々の様子。 
 
 
 
74.  Life世界の料理 / ライフ編集部 編 , 小野村正敏 訳. （三洋出版貿

 館内公開／図書館送信 

 館内公開／図書館送信 
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易, 1962 2版）【596-Ta164s】 
1951 年から 1958 年にかけてライフ紙上に掲載された記事を元にして書
かれた料理本で、世界の様々な料理の写真とそのレシピを掲載。「子供達の
ための料理」という章で登校用の弁当が紹介されている。サンドイッチを
主体にした弁当が紹介されているが、パテを挟んだサンドイッチや温かい
スープを魔法瓶に入れて持たせる弁当は、本書の発行当時、今以上に異国
情緒への憧れを感じさせるものだったのではないだろうか。 
 
75.  幕の内弁当の美学 : 日本的発想の原点 / 栄久庵憲司 著. （ごま書房, 

1980.1）【EC211-126】 
著者の栄久庵憲司氏は、キッコーマンの卓上醤油びんのデザイン等を手掛
けた著名な工業デザイナーである。多元的なものの一元化という日本的な
美の創造方法が「幕の内弁当」に象徴されているとの着想から、幕の内弁
当をキーワードに、造型における日本的な発想とは何か、また、その日本
的な造形論が拓く未来について論じている。 
 
76.  「縮み」志向の日本人 / イー・オリョン 著. （学生社, 1982.1）

【EC211-142】 
韓国の著名な文化学者であるイー・オリョン氏の日本文化論。昭和 57（1982）
年に出版されるとベストセラーとなった。著者は、小さいものに特別な魅
力を認めることを日本文化の大きな特徴と考える。それを「縮み志向」と
名付け、日本文化を読み解く導きの糸とした。「縮み志向」の 6類型を考察
する第二章では、類型の 1 つとして「折詰め弁当型」を提唱した。小さな
弁当箱に食物を縮めて詰めることは量の質への転換を含み、そこに日本人
的発想を読み取れるという。なお展示番号 75番の『幕の内弁当の美学 : 日
本的発想の原点』は、同時代に出版された日本人による日本文化論で、対
比させると興味深い。 

 館内公開／図書館送信 
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77.  弁当と日本文化 / マリア・ロドリゲス・デル・アリサル [述] , 国際

日本文化研究センター 編. （国際日本文化研究センター, 2001.10）
【GD51-G188】 

序にあるように、弁当の機能と用途について述べ、さらに日本文化におけ
る意義について考察した論考である。著者は当時、スペイン・マドリード
国立外国語学校助教授であり、日本学研究所の所長であった。弁当の分類
や名称、弁当に関することわざからはじまり、手の込んだものが良いとさ
れる子どものための弁当、愛情を伝える役割も担う夫への弁当（「夫が仕事
で昇進すると、妻はその日の弁当に「おめでとう」と書きます。」）などが
語られる。さらに社会的背景として O157 事件からオウム真理教まで取り
上げ、日本社会の中の弁当を論じている。 
 
78.  日本のお弁当. （農山漁村文化協会, 2003.8）【EF27-H157】 
日本列島の各地域に伝えられてきた“暮らしの営みとしての家庭料理”を紹
介する「聞書き ふるさとの家庭料理」シリーズの 1 冊である。日本人の
弁当を「祭りと行事の弁当」「行楽、子どもの弁当」「働く人びとの弁当」
に分けて紹介している。どの弁当も聞書き通り再現し、カラー写真で掲載
しているのが嬉しい。ハレの日の弁当は、色とりどりで、いつもは食べら
れないご馳走が入っており、見ているだけで心が躍る。普段の弁当は質素
ではあるが、滋味に富んでいる。 
 
79.  特集  お弁当 --小さくて大きな玉手箱 . （掲載誌  Vesta. 

(62):2006.Spr, pp.1-43）【Z6-3918】 
弁当の由来から、弁当箱、コンビニ弁当、冷凍食品、個人の思い出など、
10の視点で弁当に関する諸々を紹介した特集記事。本展示のキャッチフレ
ーズである「小さなお弁当箱から広がる豊かな世界」を、この 1 冊で堪能
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することができる。 
 
80.  連続講義〈食べる〉ということ : 「食」と「文化」を考える / 神田

外語大学 編. （神田外語大学出版局, 2018.9）【G185-L117】 
2017 年、神田外語大学で「〈食べる〉ということ」をテーマに行われた、
オムニバス形式の講義をまとめたもの。この中の、外国語学部国際コミュ
ニケーション学科准教授の澁谷由紀氏のテーマが「手作り弁当の意味」で
ある。お弁当の「作り手」に注目し、お弁当に込められたメッセージと作
り手の心情に関して論を展開している。手作り料理や愛妻弁当に関するア
ンケート調査を紹介し、お弁当を持って出かける日常は、多くが女性の負
担の上に成り立っているとしている。さらにキャラ弁や弁当男子の話題も
取り上げ、今後は社会の変化とともに、手作りのお弁当も変化していくの
ではないかと展望している。 
 
81.  おにぎりの文化史 : おにぎりはじめて物語 : 見るだけで楽しめる! 

(視点で変わるオモシロさ!) / 横浜市歴史博物館 監修. （河出書房新
社, 2019.4）【GD51-M15】 

お弁当の定番といえる「おにぎり」の歴史を、文献や絵図、考古資料など
から考察した 1冊。この本の見どころは、なんといっても、「炭化米塊」か
ら「おにぎり」の起源に迫る、「はじめてのおにぎり」（第 3章）である。
各地の遺跡から発掘された「炭化米塊」は、一見「おにぎり」に見えても、
米でなく籾（炭化籾塊）であったり、米であっても握られていなかったり
する。目の前の真っ黒な塊は「おにぎり」だったのか否か。詳細な観察と
分析で、情報が引き出されていく過程が面白い。 
 
82.  「弁当男子」のおいしい生活 / 小田 舞子. （掲載誌 日経ビジネス

associé. 8(13) (通号 185):2009.6.16, pp.56-67）【Z71-G842】 
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弁当を作って職場に持参する「弁当男子」を紹介する記事が掲載されてい
る。子供の弁当も一緒に作って家事に貢献、野菜多めのおかずでダイエッ
ト、など、弁当作りを始めた動機やこだわりは様々。 
 
83.  おにぎり男子 : RICE BALL BOY be ambitious!! / 軍三郎 著. （宝

島社, 2016.9）【Y84-L44305】 
手に取ったときは、おにぎりを作る男性を「おにぎり男子」と呼び、その
レシピ集かと思ったが、予想を裏切られた。顔がおにぎりの男子たちを主
人公にした漫画。つれない態度の塩おにぎり、口酸っぱい梅おにぎり、み
んなのお母さん的存在のおかかおにぎり、辛い態度の明太子おにぎり、モ
ーが口癖の牛カルビおにぎりなど、各キャラクターの個性が具由来なのが
楽しい。 
 
84.  食・文・化・論 アーティスト 弁当 vs ブラウンバッグ--アメリカの

携帯する食事が独創的に / Michelle Green. （掲載誌 Foods & food 
ingredients journal of Japan : FFIジャーナル. 216(1):2011, pp.56-
59）【Z17-166】 

日本料理を愛する著者が紹介する、アメリカの”Bento”事情。ウェブに「キ
ャラ弁」写真を掲載するアーチストタイプの人達がいる一方で、肥満対策
であったり、「環境にやさしいから」という理由でお弁当にはまる人たちも
いる。本書が発行された 2011 年初めごろの、アメリカのお弁当スタイル
が簡潔にまとめられた記事である。本文は日英併記。 
 
 
85.  文化 キャラ弁ブーム in USA / 坂本 真理 , 小林 明子. （掲載誌 

Aera. 24(28) (通号 1290) :2011.6.13, pp.33-35）【Z24-918】 
日本の「キャラ弁」ブームは、2000年代終わりにはアメリカにも波及して
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いたようである。2011 年に『AERA』に掲載された本記事では、アメリカ
でキャラ弁を楽しむ人々と、アメリカにキャラ弁を紹介した人々がその魅
力を語っている。記事冒頭には、7つのキャラ弁写真と共に、「一つだけ日
本のキャラ弁があります。どれ？」とのクイズも。 
 
86.  アンダルシアの風 : スペインの裏と表の食事情(第 24回)スペインに

見る弁当、駅弁、機内食  / 田中  富子 . （掲載誌  食品工業  . 
55(7)=1245:2012.4.15, pp.85-87）【Z17-428】 

スペインと言えば、シエスタがあり、昼食を家でゆっくりとる習慣がある
国、と小学校で習った覚えがある。最近は変わってきているというが、や
はり食事を携帯する「お弁当文化」は発達しておらず、会社にお弁当を持
参する場合でも、とても簡素なものだそうだ。もちろん駅弁は売っておら
ず、「ボカディージョ」というサンドイッチがお弁当の役割を果たすらしい。
本誌には、「機内食、弁当、食堂車 : これからの食のサービス」という特集
もあるので、日本の弁当事情と比べてみるのも面白い。 
 
87.  1 日 13 万個の弁当配達はいかになされるか ダッバーワーラ―：イ

ンドで根づく ITを超えた物流システム / ステファン トムク , 飯野 
由美子  訳 . （掲載誌  Harvard business review  [日本版 ]. 
39(7)=310:2014.7, pp.128-137）【Z4-417】 

「ダッバーワーラ―」とは、インドのムンバイ市で働く弁当配達人である。
約 5,000人のダッバーワーラ―が、1日 13万個以上の弁当を顧客の職場へ
と運び、空の弁当箱を自宅へ届ける。手違いは稀で、1890年に始まったこ
のサービスの信頼性は伝説とも言われる。教育水準が決して高くないダッ
バーワーラ―が、ITどころか携帯電話さえ使わずに、堅固な物流システム
を実現する秘密に迫る。 
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88.  おにぎりの本多さん : とっても美味しい『市場創造』物語 / 本多利
範 著. （プレジデント社, 2016.8）【DH468-L315】 

韓国のセブン－イレブンで、おにぎりを始めとする フードを美味しく改良
し、「おにぎりの本多さん」と呼ばれるようになった著者、本多利範氏の物
語。1998年、著者がソウル着任初日に食べたコンビニおにぎりは奇妙な味
の代物だったというが、具材、のり、価格と改善を続け、2001年には韓国
におにぎりブームが到来する。現地の食文化に寄り添い、現地社会に受け
入れられるコンビニエンスストアを作り上げた、著者の奮闘記。 
 
89.  弁当箱 : 特種製紙コレクション 宴と旅の器 / 荒川浩和 編著. （し

こうしゃ図書販売, 1990.10）【KB16-E510】 
佐野美術館の特別展として公開された、特種製紙株式会社が所蔵する弁当
箱コレクションの図録。弁当箱が 293点収録されており、古いものは江戸
時代までさかのぼる。材質はつややかな漆塗りから、木、金属、陶器まで
さまざまである。またその形態も、酒器と重箱、小皿などが一体となった
提重（さげじゅう）や、鯛やひょうたんを象った弁当など、幅広いバリエ
ーションがあることが分かる。比較的素朴なものから、絢爛豪華なものま
で広範囲にわたるコレクションを楽しめる一冊。 
 
90.  弁当箱の工夫 / 国際基督教大学博物館湯浅八郎記念館 編. （国際基

督教大学博物館湯浅八郎記念館, 2005.9）【KB16-J516】 
国際基督教大学初代学長の名を冠した、湯浅八郎記念館が所蔵している弁
当箱の図録。宴の席で将棋をしながら使用したと考えられる将棋盤を模し
た弁当や、入れ子状に収納されている容器をひっくり返すと階段のように
組みあがるその名も「朱塗筍弁当」など、タイトル通り「工夫」のこらさ
れた器の数々に驚かされる。ちなみに、東京文化財研究所加藤寛氏の解説
によると、シンプルな小判型のメンパ（注 ：見た目はいわゆるまげわっぱ
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に近い）には、蓋と身の両方に飯が詰められていた。片方だけに詰めてい
た飯しか食べられない場合は、ハンパ者として扱われたそうである。 
 
91.  遊山箱 : 節句の弁当箱 / 三宅正弘 著. （徳島新聞社, 2006.12）

【GD28-H70】 
お節句の日、幼稚園や小学生の女の子たちが、ごちそうのつまった小さな
お重をもってレンゲ畑や川の土手へ駆け出す。昭和 30年代ごろまで、徳島
県にはそんな行事があった。母と子どもたちの思いが詰まった小さなお重、
すなわち「遊山箱」をめぐる人々の思い出や、歴史をまとめたのが本書で
ある。著者によると、かつて徳島では桃の節句（旧暦に近い 4月 3日）に
人々が野山でお弁当を食べる習慣があった。それが時代の流れの中で、子
どもの行事となったようである。平成 18（2006）年には、遊山箱をまちな
かに飾る遊山箱祭りが開かれ、お節句には各地で実際に遊山が催された。
なお、本書では遊山箱を考察する際に、展示番号 89 番『弁当箱 : 特種製
紙コレクション 宴と旅の器』の提重(さげじゅう) も参照されているので、
見比べてみても面白い。 
 
92.  弁当箱という小宇宙から広がる可能性 : 文化、ビジネス、エコ、健康、

クリエイティビティ…… / 海江田 文代 [著]. （掲載誌 xaminer . 
(304):2013.1, pp.6-9）【Z23-576】 

京都の弁当箱専門店「Bento&co」社長、トマ・ベルトラン氏が語る、弁当
箱販売のきっかけと、弁当の楽しさ、そして商品に対するポリシーなどを
紹介する記事。日本の弁当箱の、「<ひと品を持って>いくのではなくて、
<食事を持って>いきたいという発想」が面白いという同氏は、弁当の「エ
コ」に対しても確たる思いを語っている。 
 
93.  割り箸はもったいない? : 食卓からみた森林問題 / 田中淳夫 著. 
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（筑摩書房, 2007.5）【DM511-H10】 
本書では、割り箸は森林破壊につながるから使用すべきでないという見方
が批判されている。著者は、端材を活用して国産割り箸が作られているこ
とを紹介している。また、熱帯雨林の減少や中国の森林破壊について、前
者に対して割り箸が与える影響は「何の関係もない」、後者に対しては「き
わめて小さい」と結論づけている。そして、割り箸に限らずあらゆる木材
製品は、材料が破壊的な伐採をして得たものではないことを示すべきだと
主張し、森林認証制度の利用を提案している。 
 
94.  大日本帝国陸海軍 : 軍装と装備 明治・大正・昭和 2 / 中田忠夫 著. 

（池宮商会, 2010.9）【AZ-662-J71】 
物資不足時代の製品の一部として、竹製飯盒や、陶製・ガラス製・ゴム製
水筒が掲載されており、当時いかに物資に困窮していたかが分かる。また、
戦中の駅弁当の掛け紙を掲載しているページもある。「御辨當」の文字の上
に「国民精神總動員」とあるなど、当時の雰囲気が伝わる。駅弁当に関し
ては、展示番号 15番『駅弁掛け紙ものがたり』に戦時中どのような状況に
あったか解説があり、こちらも参考になる。 
 
95.  Bentoおべんとう展 = Bento : 食べる・集う・つながるデザイン い

ただきます編. （東京都美術館, 2018.7）【EF27-L1016】 
2018年に東京都美術館で開催された「BENTO おべんとう展―食べる・集
う・つながるデザイン」の図録である。この展覧会は、「人をつなぐお弁当
をコミュニケーション・デザインの視点から捉え」ているところが最大の
特徴。 
 
96.  弁当の日 : 食べ盛りの君たちへ / 佐藤剛史 編. （西日本新聞社, 

2008.4）【EG257-J19】 
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九州の複数の大学で行われた、「弁当の日」という活動の記録が本書である。
九州大学では学生主導で、週に 1度一品ずつ持ち寄る「九大弁当の日」が
開かれていた。これは香川県にあった、小学生に自分の力だけで弁当を作
らせる「弁当の日」という取り組みに触発されたものである。忙しい大学
生は、食事も外食やコンビニで済ませがちだ。また本書には、レタスとキ
ャベツの区別がつかないなど、大学生の調理技術の低下を報告する記事も
掲載されている。しかし「九大弁当の日」のブログの抜粋には、知恵を凝
らしてさまざまな食材を美味しく調理した料理が並ぶ。若者を見習って自
分も作ってみようという気持ちになる。 
 
97.  手作り弁当は、ママから発達障害の娘へのラブレター / 桜井奈々 著.

（宝島社, 2018.3）【E9-L502】 
発達障害による偏食のため食べられるものが極端に少ない娘へ、12年間作
り続けたお弁当の記録。著者の娘さんは食事そのものに関心が薄かった。
そのため少しでも楽しく食べることが出来るよう、好きなものを中心に、
かわいらしく工夫をこらして作られたお弁当の数々が掲載されている。し
かしそれでも、ほとんど手をつけずに帰ってくることもあったとある。当
初は著者のストレスが相当のものであったことがうかがえるが、「偏食を気
にするな」「自分の子どもだと思うとやりきれなくなるから、いっそ他人の
子を預かっているくらいに思いなさい」とアドバイスする女医さんとの出
会いのおかげで、心が軽くなったそう。母の思いがつまったお弁当を通し
て、娘さんは「給食がんばるよ！」と宣言するまでに成長する。子育て中
のすべてのお母さん・お父さんにとって、エールになる本。 
 
98.  ごはんソムリエ : 研修テキスト 第 2版 / 畑江敬子 総監修. （日本

炊飯協会, 2007.12）【Y56-J656】 
肉や野菜も美味しいけれど、やっぱり、お弁当のメインは「ごはん！」と
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いう方も多いのではないだろうか。本書は日本炊飯協会が推進する「ごは
んソムリエ」認定制度の研修テキストで、米や炊飯に関する知識が整理さ
れている。米の品種特性や炊飯のメカニズムなど、より「ごはん」を極め
たい方にうってつけの 1冊である。 
 
99.  おべんとうの時間 / 阿部了 写真, 阿部直美 文. （木楽舎, 2015.4）

【EF27-L379】 
働く人の姿とことば、そしてその人のお弁当。それだけのシンプルな構成
だが、どのページも味わい深く、読みだすと止まらない。全国各地の多様
な仕事をする人々を、NHK「サラメシ」にてお弁当ハンターとしても活躍
しているカメラマン阿部了氏と、文章を担当している妻の阿部直美氏が取
材している。百人百様のお弁当は、体を使うからお米が多いという単純な
ことだけではなく、例えば活版職人の女性のお弁当がかぼちゃの煮物、ら
っきょう、しょうがのつけもの、ごまのかかったご飯…と古風であるよう
に、その人の生き方を表しているように思える。 
 
100.  山猫の愛のように : おべんとうのなかのエロス / コリーヌ・ブレ 

著. （読売新聞社, 1997.9）【EF27-G1294】 
モロッコ生まれ、フランス国籍のジャーナリストである著者が、シングル
マザーとして子育てしながら綴ったエッセイ。娘が小学校に入学してから
作り始めたお弁当だが、なかなか上手にならず、書店に行っても「お弁当
の「エスプリ」」を感じる料理書を見つけることができない。そこで、料理
人を訪ねたり、記憶の中のフランスを辿ったりして、著者のお弁当を作り
上げていく。「お弁当」はまた、恋愛を主軸に母娘の関係、ヨーロッパと日
本といったテーマにまで広がる著者の思考をまとめてもいる。「（前略）彼
女（注：娘）にはグルメになってほしい。舌が繊細で味に厳しければ、セ
ンスや考え方、生き方にも“グルメ”ではないかと計算する。」「お弁当には
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ストレートでいて、デリカシーに満ちた思いやりがある。」といった言葉が
新鮮に響く。 
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