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1995年の結婚をきっかけに、私の本格的なお弁当作りが始まり

ました。それ以前の独身の頃にも練習を兼ねて時々作っていたので、

お弁当作り生活、かれこれ今年で20年近くになります。

始めの数年間は、私も外で働いていたので、２人分のお弁当を作っ

ていました。仕事に加え、慣れない家事にも必死だったのか、朝が

大変などと感じる暇もなく、ただ夢中になって頑張っていたように

思います。それがある程度慣れ、あちらこちらで手を抜くことを覚

えるようになった頃からがいけません。できるだけ短時間で作ろう

とか、簡単な内容にしようとか、はたまた次はあの冷凍食品を使っ

てみようとか、そういうことが常に頭にあったような気がします。

まぁ、今思えばその頃の経験が、手順や時短の工夫、気軽に作れる

レシピにつながった、と言えなくもないですが（苦笑）。

やがて子どもが生まれると、お弁当作りはしばらくお休みをして

いました。大きな声では言えませんが、お弁当から解放されたこと

にどこかしらホッとしたのも正直な気持ち。ほどなく再開してから

は、主人１人分のお弁当作りになりましたが、ブランク期間がある

とこれがまたいけません。会社には食堂もあり、作り立ての温かな

お昼ごはんが食べられるのに、どうしてまぁ、冷めたお弁当がいい

のかしら？	なんて、もどかしく思うこともありましたが、どんな

手抜きであっても、ただ食堂まで行くのが面倒だからという理由で

も（！）、私の作るお弁当がいいと言ってもらえるのは嬉しいこと。

は じ め に

お弁当作りを支えてくれるのは、

「うまかった！」のほめ言葉。
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そんな気持ちに後押しされて、お弁当作り、ちょっとだけちゃんと

頑張ってみようかな、なんて考えるようになっていきました。

同時にその頃から、私の食まわりへの興味が深まって、食材や調

味料、道具や器などを選ぶこと、使う楽しみを覚え、直火で炊くご

飯のおいしさを知り、情緒ある曲げわっぱの存在に惹かれ……、な

んだかんだで、お料理をすること、お弁当を作ることが俄然面白く

なり、今に至ります。

昔、私の働いていた職場の近くにおいしいレストランや定食屋さ

んがあって、午前中はお昼を楽しみに頑張っていました。そして、

仲間と賑やかに昼食をとりながら、これで午後からも頑張れるわー、

などと思ったものです。

おいしいものは、頑張る元気のもとになる。

私がそう感じたように、午前中、お弁当のフタを開けるのを楽し

みに頑張ってもらいたいし、お弁当を食べて、午後からもうひと頑

張りだ！と、思ってもらえれば幸せ。

お弁当はあくまでも３食のうちの１食。完璧でなくていい。そう

考えると気がラクになります。お弁当箱はひと箱のランチプレート。

楽しい気持ちになれるよう、元気のもとになるように。そう考える

と詰めるのも楽しくなります。

お弁当を作り続けて行く秘訣は、無理しないこと、頑張り過ぎな

いこと。そして作る自分が楽しむこと。だけどね、いちばんの特効

薬は、「うまかった！」「また食べたい！」の、嬉しいほめ言葉なの

かもしれません。
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夕食の残りをお弁当に詰めるのは、経済的でもあ

りエコでもあります。そのまま詰めたのでは「あ、

夕べ食べた……」ということになるので、ひと工夫

加えて。私がよくやるのは、肉じゃがならカレー粉

やゆずこしょうを加えて煮直す、卵で包んでミニオ

ムレツにするなど。唐揚げなら甘酢を絡めたり、味

噌味で軽く煮たりしてアレンジします。再調理は再

加熱で殺菌もできて一石二鳥。また、夕食にハンバー

グを作ったらお弁当用にも小さく丸めて焼いてお

く、お魚の塩焼きや照り焼きならひと口サイズに

作っておく、肉そぼろなら取り分けて１食分ずつ冷

凍保存しておく、なども日常的にしています。

晩ごはんのリメイク

肉巻きなら野菜を巻いておく、揚げものなら衣を

つけるところまで準備して、後は焼いたり揚げたり

するだけにしておくと朝がラク。タレに漬け込むよ

うなおかずは時間をおくほうが味が入るので、おい

しさのためにも前もって作っておくといいでしょ

う。これらは、夕食の準備と並行してできるのが理

想ですが、私の場合はなかなか手際が悪くって（苦

笑）。夕食の片付けが終わって、台所と気持ちをリ

セットさせてからお弁当の準備をすることが多いで

す。あまり人様には言えず、おすすめもできません

が、朝作る時間がなさそうなときは、深夜にお弁当

を作って冷蔵庫に入れておき（布で包んだ完成形で

す）、朝取り出してそのまま持って行ってもらう、

という自由過ぎる日も（苦笑）。単純に考えると、夜、

寝るのが少し遅くなるか、朝、起きるのが少し早く

なるかの違いですが、暮らしのリズムは人それぞれ

なので、自分に合ったスタイルで、無理のないお弁

当ライフを送ってほしいと思います。

準備できることは
前日にしておく

ピーマン１個やきゅうり半分が残ったら塩もみに

しておく、肉や野菜を甘辛く炒めておくなど、つい

でに調理した小さなおかずは、食卓を豊かにするの

にも大いに役立ちます。「休日や時間に余裕のある

ときに作り置きを」とはいえ、そんなことをしたら

せっかくのお休みをのんびり過ごせない！などと

思っていた時期もあったのですが、おかずの入った

保存容器がずらり冷蔵庫に並ぶ風景を見るのが嬉し

く面白く感じられるようになった今では、真夜中に

ふと思い立って、常備菜を作り始めることも（笑）。

要は考え方、感じ方次第、何でも楽しむことができ

ればプラスになるものです。

ついで調理でおかずを
ためる、常備菜を活用する

お弁当用に少量の揚げ物をする際は、少なめの油

で「揚げ焼き」にする方法がおすすめです。小さな

フライパンか小鍋に底から1〜2㎝程度、食材の片

面が浸かる程度の油を用意して、中温（170℃くら

い）に熱します。食材を入れ、片面がこんがりと色

づいたらひっくり返し、もう片面を色よく揚げ焼き

にします。この方法で、問題なく揚げ物が作れます。

コツは、欲張らずに食材は少量ずつ入れること。ま

たときどきフライパンを軽く回すようにして動かし

たり、少し傾けたりして、全体に油が行き渡るよう

にするといいと思います。冷めてもおいしい揚げ物

はお弁当の優秀おかず。この方法であれば油も少量

で済み、手間になりません。また、揚げ物に限らず、

少量作るお弁当おかずの場合、小さめの調理器具が

あるととても便利です（詳しくはp.46へ）。

少量の揚げ物は
「揚げ焼き」を

毎日おいしい、毎日簡単！

お弁当を作るにあたり、私なりに気をつけていること

や工夫していることをお話しします。基本的なことも

含みますが、何かのヒントになったら嬉しいです。

お 弁 当 作 り の
工 夫 とコ ツ
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冷めると味がぼんやりすることも多いので、作っ

てすぐ温かい状態で味見したとき「少し濃いめか

な？」と感じるくらいにしておくと、お昼においし

く感じられるようです。主人が帰ってきて「今日の

アレ、うまかった！」と言うのは、朝、「あー、ちょっ

と濃過ぎちゃったかも」と思ったものが多いのです

（苦笑）。だからといって、塩分過多になるのも考え

もの。塩味を濃くするばかりではなく、酢やレモン

などの酸味、香辛料やハーブ、しょうが・大葉・ご

まなど香りの強いもの、おだしの風味、焼き目の香

ばしさなどを利用し、薄めの塩味でもおいしく食べ

られる手を覚えておくといいです。

味つけのこと

お弁当は、味にメリハリがあると最後までおいし

く食べ進めてもらえます。献立を考えるときは、主

菜がこってりと濃い味なら副菜はあっさりと軽い味

に、スパイシーな辛いおかずにはさっぱり味やク

リーミーなものを、揚げものをメインにしたら、副

菜には油を控えて塩もみやお漬物を添えるなどする

と、バランスのよいお弁当になります。フタを開け

たときに「おいしそう！」と思ってもらうには、彩

りも大きなポイント。野菜の緑や赤、肉や魚の茶色、

卵の黄色と、色が豊富に揃うと栄養も揃います。こ

れにパプリカやにんじんのオレンジが加わるとお弁

当が一気に明るくなり、また海藻類や黒ごまを使っ

た黒っぽいおかずはお弁当の印象をぐっと引き締め

ます。とはいえ、カラフルなお弁当を毎日作るのは

大変。詰め終わって彩りがパッとしないときには、

梅干し、しば漬け、プチトマトなどで赤を差したり、

黒ごまや白ごまをふりかけたり。緑が足りなければ、

仕切りを兼ねて大葉やレタスなどを使うのも手です。

味のメリハリ、彩りのこと

基本的なことですが、手指をはじめ、ふきん、ま

な板、包丁、詰める際の菜箸などの調理道具、お弁

当箱を清潔に保つことも肝心。食品OKのアルコー

ルスプレーがあれば、梅雨時季などの腐敗対策にも

効果的です。かといって、ガチガチに神経質になる

必要はなく、お肉やお魚を切った包丁やまな板で生

で使う野菜を切らない、使ったまな板の上にでき上

がったお料理をのせないなど、常識的なことを頭に

おいておけば大丈夫。また、汁気の多いおかずはキッ

チンペーパーにちょっとのせてから詰めると安心。

ご飯とおかずが完全に冷めてからフタをするのも基

本です。通勤時間やお弁当をおいておく環境次第で

は、フタの上に保冷剤をのせたり、クーラーバッグ

に入れたりなどの気づかいを。

衛生面のこと

これだけは守ろう、と自分で決めたルールは、ど

んなに急いでいても、最低限、フタで隠しながら食

べてもらうことのないようなお弁当にしようという

こと。主人に向けた大人弁当なので必要以上に飾る

ことはしませんが、誰かに見られて恥ずかしい思い

をさせないような見た目を心がけています。これは、

主人のためというより自分のためかもしれません。

お弁当を通して見えるのは、作った人の姿。妻像が

ぽろりと垣間見えてしまう事実、ちょっと怖いです

（苦笑）。おかずはごく簡単なものでも、詰め方次第

で見映えするものだし、すべてのおかずを手作り

で！なんて気負ってしまうと、当然、息切れしてし

まいますから、手軽で便利な市販品も大いに活用。

体や気持ちがしんどいときは、無理せずお休みをも

らってリフレッシュし、また翌日から頑張ればいい。

自分をふるい立たせるためには、作ったお弁当の内

容をノートに記したり、写真に残したりするのもよ

い方法。後々見返して「わー、私、頑張ってるなぁ」

という自分への称賛と達成感になり、それがやる気

と続けていく元気にもつながります。

無理をしないで、
楽しく続ける
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Column1　私のお弁当作り

お弁当作りは毎朝のこと、ずっと続けている

から苦になりません、と言ってしまえば、ウソ

になります（苦笑）。どうしても朝は慌ただし

いし、朝と夜とではほんの5分の体感速度も違

うもの。しんどいなぁ、面倒だなぁなどと思っ

てしまうことも正直あるのだけれど、日々の生

活態度がなっていない私、せめてお弁当作りだ

けはちゃんとしようと、自分自身に課して続け

ています。

同じ作るなら楽しまなくちゃ！と、気づけば

いくつも集まったお弁当箱。今日はどれ？と浮

き立つような気持ちは、使う楽しみ、詰める楽

しみにもつながります。器が変われば気分も変

わって、食べ手にも新鮮に映るのではないで

しょうか。

土鍋でご飯を炊くようになって以来、このおい

しさを保ってくれるものに詰めたいと、お弁当

箱は木製が中心になりました。ご飯の水分をほ

どよく吸ってくれるためベタつかず、固くもな

りにくいのです。何気ないおかずも見目よく見

える風情ある曲げわっぱにやる気をサポートさ

れながら、毎日のお弁当作り、楽しんでいます。

AM 6:00	 起床。
	 	 マリネしていたおかずなど
	 	 下ごしらえ済みの食材が冷蔵庫にあれば、
	 	 出してスタンバイ。
	 	 お弁当用のご飯を炊き始め、
	 	 並行して朝食の準備もスタート。

 6:30	 お弁当作り開始。おかずはでき上がった
	 	 ものからお皿に広げて冷まし、
	 	 全部揃ったところで詰め始めます。

 7:00	 お弁当完成。
	 	 ごく簡単に自分の身支度。

 7:20	 子どもの朝準備など。

 8:10	 家を出て、
	 	 スクールバス停まで車で子どもを送る。

 8:30	 帰宅してゴミを出したり、洗濯したり。

 9:00	 ホッと一息。コーヒーや紅茶をいれ、
	 	 スケジュール帳で今日の予定を
	 	 確認しつつ、軽めの朝ごはん。

タイムスケジュール

木や竹製、天然
素材のお

弁当箱たち。通
勤カバンにすん

なり収まる2段の
スリムなタイプ

が主人の好み。
細身の箱は見映

えよく詰めやすい
ので私も気に

入っていて、出番
が多いです。

1段で深さのある
わっぱは、のっけ

弁当の日にほぼ必
ず登場。

クロス類をまとめてあ
るカゴから毎朝適当にピッ

クアップ。ただ、お弁当のおか
ずに赤がない日は赤の効いた布
を、緑が少ない日には緑の入っ
た布を選ぶなど、布を広げてお
弁当を置いたときの彩りは少し
だけ気にしています。おかずの
色みが乏しくても補色効果でお
いしそうに見えますようにと、
苦肉の策です（笑）。



長年のお弁当作りで本当にたくさんのおかずを作ってきましたが

一度きりでレパートリーから外れるものもあれば、好評で何度となく作るものも。

ここでは、「また作ってね」とリクエストされて我が家の定番になっている

人気のお弁当を紹介します。

ほ めら れ 弁 当
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