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熱中症とは
　熱中症とは、気温の高い環境にさらされたときに、体温上昇

を抑えるために発汗や皮膚血流量が増加し、体から水分が失わ

れ、ミネラルのバランスが崩れることから起こる体調不良です。

放置して症状が進行すると多臓器不全

などの生命に関わる重篤な症状となり、

死に至ることもあるため、充分な予防

が必要です。

　運動や激しいスポーツをする時には、筋肉の中で発生した熱

を体外へ逃しにくくなります。そのため、特に暑い環境の下に

おいては熱中症になりやすいので、注意が必要です。

　熱中症の発症には、その日の体調が影響します。例えば朝食

を抜いたり、体調不良、睡眠不足、二日酔いの時には、特に熱

中症になりやすいため、十分に注意しましょう。

　最近は、夏でも冷房の効いた場所での生活が当たり前となり、

暑さに馴れていないことも熱中症が起きる原因となっていると言

われています。例えば、スーツ姿の営業のビジネスマン、お年寄

りの散歩、車内の小さな子どもたちなども注意が必要です。
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野外の活動や運動前に『体調』をチェック！

　体調が悪いと体温調節能力も低下し、熱中症につながります。

疲労、睡眠不足、発熱、かぜ、下痢など、体調の悪い時には無理

に運動をしないことが大切です。体力の低い人、肥満の人、暑さ

に慣れていない人、熱中症を起こしたことがある人などは暑さに

弱いので注意が必要です。熱中症予防のためには、運動中の適切

な水分と電解質を補給すること、休息を確保することが大切です。

また、運動開始前に水分を摂取することも必要です。風邪などで

発熱している人や下痢などで脱水症状の人、小さい子どもや高齢

者、肥満の人、心肺機能や腎機能が低下している人などは熱中症

を起こしやすいので、暑い場所での運動や作業を考慮する必要が

あります。
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気温が高くなると食欲も落ちやすくなりますが、食事量が充分とれな

いと体力や免疫力を維持できず、食事からとれる水分も不足します。

暑い夏こそ一日三食、①主食、②主菜、③副菜を毎食、バランスよく組

み合わせ、水分も適度に補給できるように食事に取り入れましょう。 
①  

主食 
ごはん・パン・めん類等 

②  

主菜 

肉・魚・卵・豆・豆製品等 

たんぱく質を主とした食品 

③  

副菜 

野菜・きのこ・海藻等、ビタミン、

ミネラル、食物繊維を含む食品 

カルシウム 
ビタミンＣ 牛乳・乳製品・果物等 

 

水分 
吸い物・みそ汁・スープ・牛乳 

お茶等             

 

 

ビタミンＢ１  疲労回復に役立つ！ 
豚肉・大豆・大豆製品・

あじ・鮭・鰻など 

カリウム 汗により失われ、細胞内が脱水症状に！
野菜・海藻・果物
など  

クエン酸 疲れの原因になる乳酸の発生を抑える！ 
酢・柑橘類・

梅干しなど 

熱中症予防のために有効とされる栄養素は、疲労回復に役立つビ

タミンＢ１、汗で失われるカリウム、疲れの原因になる乳酸の発生を抑

えてくれるクエン酸です。毎日の食事にこうした食品も加えて、バラン

スよく食事をとりましょう。 

熱中症を予防する食事  

熱中症に効果的な栄養素  多多くく含含むむ食食品品  

 

 

 

 

 

野外の活動や運動前に『体調』をチェック！

　体調が悪いと体温調節能力も低下し、熱中症につながります。

疲労、睡眠不足、発熱、かぜ、下痢など、体調の悪い時には無理

に運動をしないことが大切です。体力の低い人、肥満の人、暑さ

に慣れていない人、熱中症を起こしたことがある人などは暑さに

弱いので注意が必要です。熱中症予防のためには、運動中の適切

な水分と電解質を補給すること、休息を確保することが大切です。

また、運動開始前に水分を摂取することも必要です。風邪などで

発熱している人や下痢などで脱水症状の人、小さい子どもや高齢

者、肥満の人、心肺機能や腎機能が低下している人などは熱中症

を起こしやすいので、暑い場所での運動や作業を考慮する必要が

あります。
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豚肉こま切れ      ２００ｇ 

生姜       　
しょうゆ    小さじ１/２ 
酒         小さじ１ 
こしょう         少々 

片栗粉       大さじ２ 
玉ねぎ
人参
ピーマン                ２個 
生椎茸
ごま油

３個 
大さじ１ 

湯         ５０㏄ 
鶏がらスープの素  

小さじ１ 
片栗粉     大さじ１ 
砂糖        大さじ１ 
酢         大さじ２ 
しょうゆ      大さじ１ 
酒           大さじ１ 
ケチャップ    大さじ１ 

★ご飯
★野菜たっぷり中華スープ
★杏仁豆腐  

A 

B 

材料 ４人分 作り方

 大１/２個 

１/２かけ 

１/４本 

ビタミンB1を多く含む「豚肉」を使って

かんたん酢豚
１人当たり　○エネルギー　217ｋcal 　○塩分　1.3ｇ

【バランスの良い献立の組み合せ例】  

①　豚肉は生姜のすりおろしとＡ

で下味をつけてよくもみ込み、

一口大にギュッと握って丸め

る。

②　玉ねぎ、人参は皮をむいて乱

切り、ピーマンはヘタと種を

とって乱切り、生椎茸は４等

分する。人参はラップをかけ

１～２分レンジで加熱する。

③  Ｂの調味料を上からの順で加

えて、合わせ調味料を作る。

④　フライパンにごま油を入れて

熱し、①に片栗粉をまぶして強

火で焼き色がつくまで全体を

焼く。

⑤  ②の野菜を全部入れ、強火で

炒める。

⑥　全体に油が回り、火が通った

ら③をよく混ぜながら入れ、

煮立たせる。とろみが付けば

出来上がり。         　揚げずに時短でできるヘルシーな

酢豚です。合わせ調味料は順番に加

え、その都度よく混ぜます。肉を焼

く時は崩れやすいので、極力触らな

いようにフライパンをゆすって転が

すように焼くときれいに焼けます。
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材料 ４人分 作り方

ご飯が進む！簡単タコライス
１人当たり　○エネルギー　486ｋcal 　○塩分　1.0ｇ

（森栄養アドバイザー監修）

 

 

 

 

 

 

 

豚ひき肉  

人参             １/３本

玉ねぎ         １/２個

れんこん  

にんにく           少量

生姜          少量

鶏がらスープの素 

 小さじ１

ケチャップ   大さじ３

ウスターソース

レタス         適量

トマト         適量

卵      ４個(１人１個)

ご飯   ６００ｇ（１人 150ｇ）

A 

【バランスの良い献立の組み合せ例】  

★ミネストローネまたは具だくさんの野菜スープ
★フルーツのヨーグルトかけ

①　野菜は皮をむいて５㎜角に切

っておく。

②　フライパンにひき肉、すりお

ろしたにんにくと生姜を入れ

て炒める。ひき肉から脂が出

てきて色が変わったら、野菜

を入れて焦がさないように炒

める。

③  野菜がしんなりしてきたら、Ａ

を入れて炒める。

④　卵を目玉焼き、または温泉卵

にする。

⑤  器にレタス・トマトなどをのせ、

ご飯を盛り付け、③をのせ最後

に④をのせる。

　暑くて食欲がない日は、具をの

せる丼物がおすすめ。タコライス

は野菜もたっぷり入るので１品で

栄養バランスがバッチリ。ご飯の

量は食べる人に合わせて加減しま

しょう。

ビタミンB1を多く含む「豚肉」を使って

   大さじ１

２００ｇ 

５０ｇ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

豚肉こま切れ      ２００ｇ 

生姜       　
しょうゆ    小さじ１/２ 
酒         小さじ１ 
こしょう         少々 

片栗粉       大さじ２ 
玉ねぎ
人参
ピーマン                ２個 
生椎茸
ごま油

３個 
大さじ１ 

湯         ５０㏄ 
鶏がらスープの素  

小さじ１ 
片栗粉     大さじ１ 
砂糖        大さじ１ 
酢         大さじ２ 
しょうゆ      大さじ１ 
酒           大さじ１ 
ケチャップ    大さじ１ 

★ご飯
★野菜たっぷり中華スープ
★杏仁豆腐  

A 

B 

材料 ４人分 作り方

 大１/２個 

１/２かけ 

１/４本 

ビタミンB1を多く含む「豚肉」を使って

かんたん酢豚
１人当たり　○エネルギー　217ｋcal 　○塩分　1.3ｇ

【バランスの良い献立の組み合せ例】  

①　豚肉は生姜のすりおろしとＡ

で下味をつけてよくもみ込み、

一口大にギュッと握って丸め

る。

②　玉ねぎ、人参は皮をむいて乱

切り、ピーマンはヘタと種を

とって乱切り、生椎茸は４等

分する。人参はラップをかけ

１～２分レンジで加熱する。

③  Ｂの調味料を上からの順で加

えて、合わせ調味料を作る。

④　フライパンにごま油を入れて

熱し、①に片栗粉をまぶして強

火で焼き色がつくまで全体を

焼く。

⑤  ②の野菜を全部入れ、強火で

炒める。

⑥　全体に油が回り、火が通った

ら③をよく混ぜながら入れ、

煮立たせる。とろみが付けば

出来上がり。         　揚げずに時短でできるヘルシーな

酢豚です。合わせ調味料は順番に加

え、その都度よく混ぜます。肉を焼

く時は崩れやすいので、極力触らな

いようにフライパンをゆすって転が

すように焼くときれいに焼けます。
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材料 ４人分 作り方

 

 

 

 

１人当たり　○エネルギー　444ｋcal 　○塩分　2.3ｇ

肉しゃぶそうめん

 

 

 

 

 

 

そうめん         ２８０ｇ 

２８０ｇ 

１０ｇ 

ごま油         大さじ１ 

豚もも肉薄切り   

きゅうり        １本 

みょうが        ２個 

乾燥カットわかめ   

ミニトマト             ８個 

みそ       大さじ２ 

だし  １・１/２カップ 

砂糖        小さじ２ 

すりごま         大さじ１ 

A 

【バランスの良い献立の組み合せ例】  

★温野菜と錦糸卵の中華和え　　★果物

①　そうめんは茹で、手早く水に

とり、水を静かに流し込む。

冷えたら、もみ洗いしてぬめ

りをとり、ごま油をまぶす。

②　豚肉は、茹でて氷水にとる。

きゅうりは斜めせん切り、み

ょうがは薄切りにする。カッ

トわかめは、水で洗い湯通し

する。

③  Ａを混ぜ合わせ、ひと煮立ち

させて冷まし、すりごまを入

れる。

④　①を盛り、②の具とミニトマト

を彩りよくのせ、③のたれを添

える。         
　暑い日で食欲がない時は、口当

たりの良い冷たい麺類がお勧めで

す。肉しゃぶそうめんはこの1杯

で主食・主菜・副菜を揃えること

ができます。食欲がないので麺だ

けで済ませるのでなく、ビタミン

Ｂ1やカリウムが一緒にとれるよ

うに豚肉や野菜などを盛り合わせ

ます。色彩も鮮やかで見た目にも

食欲をそそるメニューです。

ビタミンB1を多く含む「豚肉」を使って
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材料 ４人分 作り方

 

 

 

１人当たり　○エネルギー　206ｋcal 　○塩分　0.8ｇ

タンドリー風ポーク

【バランスの良い献立の組み合せ例】  

 

 

 

 

 

豚ロース肉薄切り

塩            ひとつまみ 

こしょう        少々 

大さじ３ 

小さじ２ 

小さじ２ 

小さじ１/４ 

無糖ヨーグルト

ケチャップ

しょうゆ 

カレー粉

にんにく      少量 

生姜         少量 

油         小さじ１ 

サニーレタス      ４枚 

ミニトマト       ８個 

A 

              

★ご飯　　★人参サラダ　　★コーンポタージュ

①　豚肉は食べやすい大きさに切

って塩・こしょうをふる。

②　にんにくと生姜はすりおろす。

③  Ａの材料を混ぜ合わせ、①の豚

肉を漬け込む。

④　フライパンに油を入れて熱し、

③に火が通るまで中火で両面

を焼く。

⑤　器に食べやすい大きさにちぎ

ったサニーレタスとミニトマ

トを添え、④を盛り付ける。

　肉と調味料をポリ袋に入れて軽

くもみ込めば、手を汚さずに簡単

に味付けができます。子どもから

大人まで大人気のタンドリーチキ

ンの豚肉版です。食欲が落ちた時

でも、カレーの風味が食欲をそそ

ります。

ビタミンB1を多く含む「豚肉」を使って

２４０ｇ 

 

 

材料 ４人分 作り方

 

 

 

 

１人当たり　○エネルギー　444ｋcal 　○塩分　2.3ｇ

肉しゃぶそうめん

 

 

 

 

 

 

そうめん         ２８０ｇ 

２８０ｇ 

１０ｇ 

ごま油         大さじ１ 

豚もも肉薄切り   

きゅうり        １本 

みょうが        ２個 

乾燥カットわかめ   

ミニトマト             ８個 

みそ       大さじ２ 

だし  １・１/２カップ 

砂糖        小さじ２ 

すりごま         大さじ１ 

A 

【バランスの良い献立の組み合せ例】  

★温野菜と錦糸卵の中華和え　　★果物

①　そうめんは茹で、手早く水に

とり、水を静かに流し込む。

冷えたら、もみ洗いしてぬめ

りをとり、ごま油をまぶす。

②　豚肉は、茹でて氷水にとる。

きゅうりは斜めせん切り、み

ょうがは薄切りにする。カッ

トわかめは、水で洗い湯通し

する。

③  Ａを混ぜ合わせ、ひと煮立ち

させて冷まし、すりごまを入

れる。

④　①を盛り、②の具とミニトマト

を彩りよくのせ、③のたれを添

える。         
　暑い日で食欲がない時は、口当

たりの良い冷たい麺類がお勧めで

す。肉しゃぶそうめんはこの1杯

で主食・主菜・副菜を揃えること

ができます。食欲がないので麺だ

けで済ませるのでなく、ビタミン

Ｂ1やカリウムが一緒にとれるよ

うに豚肉や野菜などを盛り合わせ

ます。色彩も鮮やかで見た目にも

食欲をそそるメニューです。

ビタミンB1を多く含む「豚肉」を使って
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材料 ４人分 作り方

 

 

１人当たり　○エネルギー　196ｋcal 　○塩分　0.9ｇ

豚キムチ

【バランスの良い献立の組み合せ例】  

 

豚ロース肉薄切り ２００ｇ 

８０ｇ 

にんにく         １片 

酒          大さじ１ 

玉ねぎ           １個 

にら          １/２束 

白菜キムチ 

油 

コチュジャン    小さじ１ 

小さじ１ 

しょうゆ       小さじ１ 

砂糖         小さじ１ 

A 

★ご飯　　          

★トマトサラダ 

★ワンタンスープ

①　豚肉は食べやすい大きさに切

る。豚肉にすりおろしたにん

にくと酒を混ぜて下味をつける。

②　玉ねぎは薄切り、にらは４㎝

長さに切る。

③  フライパンに油を入れて熱し、

豚肉と玉ねぎを入れて炒める。

④　豚肉の色が変わったら白菜キ

ムチとにらを加えて炒め、Ａの

調味料を加えて味を調える。

　豚キムチは学校給食で人気の高

いメニューです。暑くなると食欲

も落ちやすくなります。ピリッと

辛い豚キムチで食欲をアップさせ

ましょう。唐辛子やにんにくには

強い殺菌作用があり、疲労回復に

も有効ですが、にんにくの香りや

キムチの辛味が苦手な方は、好み

の量に加減してください。

ビタミンB1を多く含む「豚肉」を使って
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材料 ４人分 作り方

 

 

ビタミンB1を多く含む「大豆」を使って

１人当たり　○エネルギー　118ｋcal 　○塩分　1.2ｇ

大豆のトマト煮

【バランスの良い献立の組み合せ例】  

 

 

 

 

 

 

大豆水煮  

じゃがいも   

玉ねぎ           大１/２個 

セロリ             １/２本 

ホールトマト缶

ロースハム            ２枚 

固形コンソメ     １/２個 

１個 

小さじ１ 

水                  ２カップ 

しょうゆ      大さじ１/２ 

砂糖         大さじ１/２ 

パセリ               適量 

油    

★ご飯

★ピーマンの肉詰め焼き

★フレンチサラダ

①　大豆水煮はさっと洗って水気

をきっておく。

②　じゃがいもは皮をむいて1cm

幅のいちょう切り、玉ねぎは

短めの薄切り、セロリは筋を

除いて斜め小口切り、ロース

ハムは１㎝角に切る。

③  厚手の鍋に油を入れて玉ねぎ

とじゃがいもを炒め、色が変

わったら水と固形コンソメ、

大豆を加え５分ほど煮る。

④　ホールトマトをつぶしながら

入れ、セロリとロースハムも

加えてさらに５分ほど煮て、

しょうゆと砂糖を加えて味を

調える。

⑤  煮汁にとろみがついてきたら

器に盛りつけ、パセリのみじ

ん切りを散らす。       

　大豆料理というと和風の煮付けが

一般的ですが、洋風の味付けにする

と子どもでも食べやすい味になりま

す。大豆のトマト煮は、夏でもスッキ

リとした酸味で食べやすいです。ホ

ールトマトのかわりに、生の完熟トマ

トを使っても美味しく食べられます。

１５０ｇ 

２００ｇ 

 

 

材料 ４人分 作り方

 

 

１人当たり　○エネルギー　196ｋcal 　○塩分　0.9ｇ

豚キムチ

【バランスの良い献立の組み合せ例】  

 

豚ロース肉薄切り ２００ｇ 

８０ｇ 

にんにく         １片 

酒          大さじ１ 

玉ねぎ           １個 

にら          １/２束 

白菜キムチ 

油 

コチュジャン    小さじ１ 

小さじ１ 

しょうゆ       小さじ１ 

砂糖         小さじ１ 

A 

★ご飯　　          

★トマトサラダ 

★ワンタンスープ

①　豚肉は食べやすい大きさに切

る。豚肉にすりおろしたにん

にくと酒を混ぜて下味をつける。

②　玉ねぎは薄切り、にらは４㎝

長さに切る。

③  フライパンに油を入れて熱し、

豚肉と玉ねぎを入れて炒める。

④　豚肉の色が変わったら白菜キ

ムチとにらを加えて炒め、Ａの

調味料を加えて味を調える。

　豚キムチは学校給食で人気の高

いメニューです。暑くなると食欲

も落ちやすくなります。ピリッと

辛い豚キムチで食欲をアップさせ

ましょう。唐辛子やにんにくには

強い殺菌作用があり、疲労回復に

も有効ですが、にんにくの香りや

キムチの辛味が苦手な方は、好み

の量に加減してください。

ビタミンB1を多く含む「豚肉」を使って



− 10−

 

 

材料 ４人分 作り方

 

 

１人当たり　○エネルギー　190ｋcal 　○塩分　0.8ｇ

ひじき入り豆腐ハンバーグ

【バランスの良い献立の組み合せ例】  

 

 

 

 

 

 

木綿豆腐
鶏ひき肉  
ひじき(乾燥)    大さじ２
干し椎茸             ２枚
あさつき
生姜            １/２片
こしょう        少々
油        小さじ２
大根おろし 
大葉              ２枚

しょうゆ   大さじ１
みりん    大さじ１
酒      大さじ１

ミニトマト     １２個

A 

 

★ご飯
★主菜の添え野菜
(ブロッコリー、トマトなど) 

★ポテトサラダ　★卵スープ

①　ひじきは水でさっと洗い、１０

～１５分ほど水に浸けて戻し、

ザルにあげて水気をきる。干

し椎茸は水に５分浸けて戻し、

水気を絞る。豆腐はペーパー

タオルに包んで重しをし、

１０分ほどおいて水気をきる。

②　干し椎茸をみじん切りにし、

あさつきは小口切りにする。

生姜はすりおろす。

③  ボウルに木綿豆腐・鶏ひき肉・

ひじき・②・こしょうを入れ粘

りがでるまで混ぜ、４等分に

して成型する。

④　フライパンに油を入れて熱し、

③を中火で焼き色がつくよう

に両面焼き、弱火で蓋をして

約８分焼く。

⑤  竹串を刺して透明な肉汁が出

たら出来上がり。

⑥　器に盛り、大根おろし、せん

切りにした大葉をのせる。Ａを

合わせて火にかけてかける。

ミニトマトを添える。

　豆腐とひじきは貧血予防にとりた

い鉄分や、骨や歯の材料になるカル

シウムが多く含まれます。ビタミン

Ｂ1もとれる豆腐ハンバーグに大根

おろしと大葉を添えて、サッパリと

食べられるメニューです。

ビタミンB1を多く含む「大豆製品」を使って

３００ｇ 
２００ｇ 

３０ｇ 

８０ｇ 
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材料 ４人分 作り方

 

 

１人当たり　○エネルギー　217ｋcal 　○塩分　0.9ｇ

厚揚げとピーマンの辛味炒め

【バランスの良い献立の組み合せ例】  

 

 

 

 

 

 

厚揚げ        ２枚 
ささ身           ２本 

しょうゆ    小さじ１ 
酒      小さじ２ 
にんにく    １片 
生姜  １/２かけ 

片栗粉      小さじ２ 
豆板醤  小さじ１弱 
味噌    大さじ１弱 
みりん    小さじ２ 
砂糖     小さじ２ 
酒      大さじ２ 

ピーマン        ４個 
ごま油          大さじ１ 

A 

B 

★ご飯
★ほうれん草のナムル
★しじみスープ

①　厚揚げは熱湯をかけて、一口

大に切る。にんにくと生姜は

すりおろす。ピーマンはヘタ

と種をとって細切りにする。

②　ささ身は筋を除いてそぎ切り

にしてポリ袋に入れ、Ａの材料

を加えてもみ込み、片栗粉も

入れてさらにもみ込む。

③  フライパンにごま油を入れて

熱し、ささ身を入れて炒め、

こんがりと焼き色がついたら

厚揚げを入れて焼く。

④　厚揚げに焼き色が付いたら弱

火にし、合わせておいたＢを

入れて全体にからめ、ピーマ

ンも加えてさっと炒め合わせ

る。       

　栄養豊富で扱いやすい厚揚げを

使った、暑い夏におすすめの時短

メニューです。ピリ辛で食欲を増

す豆板醤は、お好みで加減してく

ださい。厚揚げはパリッとするま

で焼き、ピーマンは色よく炒めす

ぎないように、香りや食感を残し

ます。

ビタミンB1を多く含む「大豆製品」を使って

 

 

材料 ４人分 作り方

 

 

１人当たり　○エネルギー　190ｋcal 　○塩分　0.8ｇ

ひじき入り豆腐ハンバーグ

【バランスの良い献立の組み合せ例】  

 

 

 

 

 

 

木綿豆腐
鶏ひき肉  
ひじき(乾燥)    大さじ２
干し椎茸             ２枚
あさつき
生姜            １/２片
こしょう        少々
油        小さじ２
大根おろし 
大葉              ２枚

しょうゆ   大さじ１
みりん    大さじ１
酒      大さじ１

ミニトマト     １２個

A 

 

★ご飯
★主菜の添え野菜
(ブロッコリー、トマトなど) 

★ポテトサラダ　★卵スープ

①　ひじきは水でさっと洗い、１０

～１５分ほど水に浸けて戻し、

ザルにあげて水気をきる。干

し椎茸は水に５分浸けて戻し、

水気を絞る。豆腐はペーパー

タオルに包んで重しをし、

１０分ほどおいて水気をきる。

②　干し椎茸をみじん切りにし、

あさつきは小口切りにする。

生姜はすりおろす。

③  ボウルに木綿豆腐・鶏ひき肉・

ひじき・②・こしょうを入れ粘

りがでるまで混ぜ、４等分に

して成型する。

④　フライパンに油を入れて熱し、

③を中火で焼き色がつくよう

に両面焼き、弱火で蓋をして

約８分焼く。

⑤  竹串を刺して透明な肉汁が出

たら出来上がり。

⑥　器に盛り、大根おろし、せん

切りにした大葉をのせる。Ａを

合わせて火にかけてかける。

ミニトマトを添える。

　豆腐とひじきは貧血予防にとりた

い鉄分や、骨や歯の材料になるカル

シウムが多く含まれます。ビタミン

Ｂ1もとれる豆腐ハンバーグに大根

おろしと大葉を添えて、サッパリと

食べられるメニューです。

ビタミンB1を多く含む「大豆製品」を使って

３００ｇ 
２００ｇ 

３０ｇ 

８０ｇ 
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材料 ４人分 作り方

 

ビタミンB1を多く含む「枝豆」を使って

１人当たり　○エネルギー　111ｋcal 　○塩分　0.2ｇ

白玉のずんだ和え

白玉粉     
牛乳        ６５～７０㏄
枝豆     

(さや付き１００ｇ)
砂糖        
塩             少々

７０ｇ 

５０ｇ 

２０ｇ 

栄養士から
の一言！

①　枝豆は熱湯に入れて茹でる。

薄皮を取ってすり鉢でよくす

り、砂糖を加えてなめらかに

なるまですり、塩を加えてよ

く混ぜる。

②　白玉粉に牛乳を加えて練り、

耳たぶくらいの固さにする。

直径２cm程度の団子にし、中

央を指で押してくぼみをつけ

る。たっぷりの熱湯に入れて

茹で、浮いてきたら冷水にとる。

③  ②が冷めたらザルに上げ、さ

らにペーパータオルにのせて

水気をよくきる。①のあんをか

らめ、器に盛る。

　　(※)枝豆は、フードプロセッ

サーで簡単にすり潰すことも

できます。

      

　食欲のない時にピッタリのひんや

りとして口当たりのよい、食欲をそ

そるおやつレシピです。

枝豆は良質のたんぱく質やビタミン

群を豊富に含んでいるので、出回る

夏の時期にぜひ作りたいメニューで

す。枝豆特有の風味とやさしい甘味

が絶品です。またスーパーでは冷凍

枝豆も年中購入でき、枝からはずす

手間がかからず、茹で時間も短縮で

きます。

　　　　　お子さんのいる家庭では、

枝豆のさやを大人と一緒にとること

で、食育に繋がります。楽しく料理し

ながら、食の大切さを伝える良い機会

となります。
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材料 ４人分 作り方

 

ビタミンB1を多く含む「あじ」を使って

１人当たり　○エネルギー　142ｋcal 　○塩分　1.1ｇ

あじと夏野菜の南蛮漬け

【バランスの良い献立の組み合せ例】  

あじ（三枚おろし） 

 ×４切れ

酒       大さじ１

６０ｇ 

しょうゆ    小さじ１

片栗粉       大さじ１

油         大さじ１

玉ねぎ        １/３個

トマト            １個

ししとう         ８本

酢       大さじ２

砂糖       小さじ２

しょうゆ     大さじ１

A 

★ご飯　　★エンドウとエリンギの炒め物　　★コンソメスープ 

①　あじは４等分に切り、酒、し

ょうゆで下味をつけておく。

②　玉ねぎは薄切りにする。

③  トマトは種を取って、ザク切

りにする。

④　ししとうはつまようじで２ケ

所刺して、フライパンで焼く。

⑤  ②、③、④をＡを合わせた調味

液に漬けておく。

⑥　フライパンに油を入れて熱し、

あじに片栗粉をつけてきつね

色になるまで焼き、熱いうち

に⑤の野菜に絡めて漬ける。      

　夏が旬のあじは良質なたんぱく

質、ビタミンＢ群が豊富です。た

んぱく質やビタミンＢ群は疲労回

復や肝機能・免疫力向上などの効

果があります。カリッと焼いた魚

とカリウムたっぷりの夏野菜を南

蛮漬けのタレに漬け込むことで、

サッパリと食べやすくなります。

 

 

材料 ４人分 作り方

 

ビタミンB1を多く含む「枝豆」を使って

１人当たり　○エネルギー　111ｋcal 　○塩分　0.2ｇ

白玉のずんだ和え

白玉粉     
牛乳        ６５～７０㏄
枝豆     

(さや付き１００ｇ)
砂糖        
塩             少々

７０ｇ 

５０ｇ 

２０ｇ 

栄養士から
の一言！

①　枝豆は熱湯に入れて茹でる。

薄皮を取ってすり鉢でよくす

り、砂糖を加えてなめらかに

なるまですり、塩を加えてよ

く混ぜる。

②　白玉粉に牛乳を加えて練り、

耳たぶくらいの固さにする。

直径２cm程度の団子にし、中

央を指で押してくぼみをつけ

る。たっぷりの熱湯に入れて

茹で、浮いてきたら冷水にとる。

③  ②が冷めたらザルに上げ、さ

らにペーパータオルにのせて

水気をよくきる。①のあんをか

らめ、器に盛る。

　　(※)枝豆は、フードプロセッ

サーで簡単にすり潰すことも

できます。

      

　食欲のない時にピッタリのひんや

りとして口当たりのよい、食欲をそ

そるおやつレシピです。

枝豆は良質のたんぱく質やビタミン

群を豊富に含んでいるので、出回る

夏の時期にぜひ作りたいメニューで

す。枝豆特有の風味とやさしい甘味

が絶品です。またスーパーでは冷凍

枝豆も年中購入でき、枝からはずす

手間がかからず、茹で時間も短縮で

きます。

　　　　　お子さんのいる家庭では、

枝豆のさやを大人と一緒にとること

で、食育に繋がります。楽しく料理し

ながら、食の大切さを伝える良い機会

となります。
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材料 ４人分 作り方

ビタミンB1を多く含む「あじ」を使って

１人当たり　○エネルギー　117ｋcal 　○塩分　1.0ｇ

あじのレンジ蒸し梅ソース

【バランスの良い献立の組み合せ例】  

 

 

 

 

 

あじ(三枚おろし)６０ｇ×４切れ 

大さじ２ 

１/２個 

大さじ１ 

大さじ２ 

小さじ１ 

１/２カップ 

小さじ１ 

２枚 

酒  

玉ねぎ   

梅干し(種を除きたたいたもの) 

            

みりん

しょうゆ 

だし汁 

片栗粉

大葉

A 

★ご飯

★じゃがいもの煮付け

★豆乳入り野菜スープ

★フルーツ

①　玉ねぎは薄切りにする。大葉

はせん切りにして水にさらす。

②　あじは半分に切って耐熱皿

にのせ、酒をふり、ラップを

ふわっとかけて電子レンジ

(５００W)で３分加熱する。

①の玉ねぎを盛りさらに２分

加熱する。

③  小鍋に梅干しとＡを入れてひ

と煮立ちさせ、同量の水でと

いた片栗粉を加えてとろみを

つける。

④　器に②を盛り、水気をきった

大葉を散らし、③をかける。

　あじを電子レンジで加熱して蒸

し焼き風にした、暑い夏の時期に

おすすめの時短レシピです。蒸し

魚特有の臭みを玉ねぎで抑え、し

その風味が食欲をそそり、疲労回

復に効果のあるクエン酸を含む梅

干しで作ったソースをかけていた

だきます。
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材料 ４人分 作り方

ビタミンB1を多く含む「鮭」を使って

１人当たり　○エネルギー　160ｋcal 　○塩分　0.4ｇ

カリカリ鮭のレモンマヨネーズ

【バランスの良い献立の組み合せ例】  

 

 

 

鮭       ６０ｇ×４切れ 

塩           少々 

こしょう        少々 

小麦粉    大さじ１・１/３ 

オリーブ油     小さじ２ 

マヨネーズ   大さじ２ 

砂糖      小さじ１ 

レモン汁    小さじ１ 

こしょう      少々 

レタス         １/４個 

赤パプリカ       １/４個 

A 

①　鮭はペーパータオルで水気を

しっかり拭き取る。４等分に

切り、塩・こしょうをふり、

小麦粉をまぶしておく。

②　レタスは細切り、赤パプリカ

はヘタと種をとり、横半分に

切ってせん切りにする。

③  フライパンにオリーブ油を熱

し、①の鮭の両面をこんがりと

焼く。

④　Ａの調味料をボウルに合わせ

③を入れてからめる。

⑤  お皿に②の野菜を敷いて④を

盛る。
　鮭は表面がカリカリになるまで焼

くと、香ばしくて美味しく食べられ

ます。

味付けは子どもも大好きなマヨネー

ズを使い、レモン汁を加えてサッパ

リと仕上げます。マヨネーズのコク

で、薄味でも美味しくいただけます。

★ご飯

★ひじきと枝豆のサラダ

★チンゲンサイのスープ

 

材料 ４人分 作り方

ビタミンB1を多く含む「あじ」を使って

１人当たり　○エネルギー　117ｋcal 　○塩分　1.0ｇ

あじのレンジ蒸し梅ソース

【バランスの良い献立の組み合せ例】  

 

 

 

 

 

あじ(三枚おろし)６０ｇ×４切れ 

大さじ２ 

１/２個 

大さじ１ 

大さじ２ 

小さじ１ 

１/２カップ 

小さじ１ 

２枚 

酒  

玉ねぎ   

梅干し(種を除きたたいたもの) 

            

みりん

しょうゆ 

だし汁 

片栗粉

大葉

A 

★ご飯

★じゃがいもの煮付け

★豆乳入り野菜スープ

★フルーツ

①　玉ねぎは薄切りにする。大葉

はせん切りにして水にさらす。

②　あじは半分に切って耐熱皿

にのせ、酒をふり、ラップを

ふわっとかけて電子レンジ

(５００W)で３分加熱する。

①の玉ねぎを盛りさらに２分

加熱する。

③  小鍋に梅干しとＡを入れてひ

と煮立ちさせ、同量の水でと

いた片栗粉を加えてとろみを

つける。

④　器に②を盛り、水気をきった

大葉を散らし、③をかける。

　あじを電子レンジで加熱して蒸

し焼き風にした、暑い夏の時期に

おすすめの時短レシピです。蒸し

魚特有の臭みを玉ねぎで抑え、し

その風味が食欲をそそり、疲労回

復に効果のあるクエン酸を含む梅

干しで作ったソースをかけていた

だきます。
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材料 ４人分 作り方

 

カリウムを多く含む「野菜」を使って

１人当たり　○エネルギー　136ｋcal 　○塩分　0.8ｇ

野菜のキッシュ風

 

 

 

 

 

 

 

かぼちゃ   １２０ｇ 

２０ｇ 

玉ねぎ           

オクラ             ４本

赤パプリカ  

  卵            Ｍ２個 

  牛乳   ２００㏄ 

  塩     小さじ１/３

１/２個

  こしょう       少々

とろけるチーズ

バター    小さじ２(８ｇ)

A 

【バランスの良い献立の組み合せ例】  

★ご飯

★鮭のマリネ

★野菜の味噌スープ

①　かぼちゃは３cm長さの５㎜厚

さに切る。玉ねぎは薄切り、

オクラは板ずりして産毛をと

ってさっと洗い、ヘタをとっ

て小口切りにする。赤パプリ

カはヘタと種をとり、せん切

りにする。

②　耐熱容器にかぼちゃ、玉ねぎ

を入れ、小さくちぎったバタ

ーを散らし、ラップをして電

子レンジ（５００W）で２分加熱

する。

③  ②にオクラとパプリカをのせ

る。Ａをよく混ぜて注ぎ、とろ

けるチーズを散らす。オーブ

ントースターで１５～２０分

位、卵が固まるまで焼く。

　夏野菜そのものの甘味をキープし

て時短でできるレシピです。オーブ

ントースターの代わりに電子レンジ

でもできますが、加熱しすぎるとパ

サつくので、中央を押してみて様子

を見ながら火の通りを確認します。

竹串を刺して抜いた時に卵液が付い

てこなければＯＫです。

１/４個
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材料 ４人分 作り方

 

 

 

 

 

 

 

 

 

糸寒天            ５ｇ

トマト      大１/２個

きゅうり       １/２本

じゃがいも     小１個

酢          大さじ１

砂糖       大さじ１ 

しょうゆ     小さじ１ 

白すりごま    大さじ１

A 

 

カリウムを多く含む「野菜」を使って

１人当たり　○エネルギー　48ｋcal 　○塩分　0.2ｇ

【バランスの良い献立の組み合せ例】  

トマトと糸寒天のごま酢和え

★ご飯　　★魚の照り焼き　　★米茄子のねぎ味噌チーズ焼き　　

★果物

①　糸寒天は５㎝長さに切り、水

で３０分くらい浸けて戻し、

さっと茹でて水をかける。

②　トマトは１cmの角切り、きゅ

うりはせん切りにする。

③  じゃがいもは皮をむいてせん

切りにして水にさらし、さっ

と塩茹でして冷ます。

④　ごまは炒って冷ます。

⑤  Ａの調味料を合わせ、①、②、③、

④の材料を入れて和える。　学校給食で子ども達に人気のメニ

ューです。山岡でとれた糸寒天と、

野菜は全て多治見産のものを使った

地産地消メニューです。糸寒天が手

に入らない場合は、春雨でも作れま

す。野菜のカリウムは加熱すると失

われるので、トマトやきゅうりのよ

うに、茹でずに生で食べられるもの

がおすすめです。芋類は野菜と違い、

茹でてもカリウムの損失が比較的少

ないです。

 

材料 ４人分 作り方

 

カリウムを多く含む「野菜」を使って

１人当たり　○エネルギー　136ｋcal 　○塩分　0.8ｇ

野菜のキッシュ風

 

 

 

 

 

 

 

かぼちゃ   １２０ｇ 

２０ｇ 

玉ねぎ           

オクラ             ４本

赤パプリカ  

  卵            Ｍ２個 

  牛乳   ２００㏄ 

  塩     小さじ１/３

１/２個

  こしょう       少々

とろけるチーズ

バター    小さじ２(８ｇ)

A 

【バランスの良い献立の組み合せ例】  

★ご飯

★鮭のマリネ

★野菜の味噌スープ

①　かぼちゃは３cm長さの５㎜厚

さに切る。玉ねぎは薄切り、

オクラは板ずりして産毛をと

ってさっと洗い、ヘタをとっ

て小口切りにする。赤パプリ

カはヘタと種をとり、せん切

りにする。

②　耐熱容器にかぼちゃ、玉ねぎ

を入れ、小さくちぎったバタ

ーを散らし、ラップをして電

子レンジ（５００W）で２分加熱

する。

③  ②にオクラとパプリカをのせ

る。Ａをよく混ぜて注ぎ、とろ

けるチーズを散らす。オーブ

ントースターで１５～２０分

位、卵が固まるまで焼く。

　夏野菜そのものの甘味をキープし

て時短でできるレシピです。オーブ

ントースターの代わりに電子レンジ

でもできますが、加熱しすぎるとパ

サつくので、中央を押してみて様子

を見ながら火の通りを確認します。

竹串を刺して抜いた時に卵液が付い

てこなければＯＫです。

１/４個
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材料 ４人分 作り方

 

 

カリウムを多く含む「野菜」を使って

１人当たり　○エネルギー　72ｋcal 　○塩分　0.6ｇ

【バランスの良い献立の組み合せ例】  

華風サラダ

 

 

 

 

キャベツ        ２枚

きゅうり       １/２本

人参        １/４本

ロースハム       ２枚

春雨         ２０ｇ 

米酢 大さじ１・１/２

砂糖 大さじ１・１/２

しょうゆ     小さじ２

ごま油   大さじ１/２

A 

★ご飯 

★回鍋肉 

★豆腐スープ 

①　キャベツはせん切り、人参も

皮をむいてせん切りにして、

それぞれさっと茹でて冷ます。

それぞれ水気を軽くしぼる。

②　ロースハムときゅうりはせん

切りにする。春雨は茹でて水

で洗い、５㎝位に切る。

③  Ａの調味料を合わせる。

④　①、②の材料を、③の調味料で

和える。    

　華風サラダは、ごま油を入れるこ

とで酸味が和らぎ、学校給食、保育

園でも人気のメニューです。

酢に含まれる酸味成分のクエン酸

は、体内でできた酸性物質を分解し

てエネルギーに変える働きがあり、

疲労回復に効果があります。ごま酢

和えや華風和えなどの酢の物は、熱

中症の予防にとり入れたいメニュー

の一つです。
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材料 ４人分 作り方

 

 

 

カリウムを多く含む「野菜」を使って

１人当たり　○エネルギー　149ｋcal 　○塩分　0.9ｇ

【バランスの良い献立の組み合せ例】  

ゴーヤチャンプルー

 

 

 

 

ゴーヤ　        １本 

木綿豆腐  

豚薄切り肉   

卵            １個 

油           小さじ２ 

塩    小さじ１/４ 

こしょう        少々 

しょうゆ      小さじ２ 

削り節パック    小１袋 

A 

★ご飯
★トマトサラダ
★野菜スープ

①　ゴーヤは縦半分に切ってワタ

と種を除き、２～３㎜厚さに

切る。豚肉は１～２cm幅に切

る。豆腐はペーパータオルに

包みレンジで１分加熱して水

けを押さえ、卵は軽く溶く。

②　フライパンに小さじ１の油を

入れて熱し、豆腐をちぎりな

がら入れて炒め、塩少々をふ

り全体に火が通ったら器に取

り出す。

③  小さじ１の油を足し、豚肉を

炒め、色が変わったらゴーヤ

を加えて炒め、Ａで味付けする。

④　②の豆腐を戻し入れ、しょう

ゆを入れて全体に炒め合わせ

る。溶き卵を回し入れ、さっ

と混ぜて卵に火を通し、削り

節を加えてさっと混ぜる。

　カリウムが多く含まれるゴーヤの

苦み成分は食欲を高め、夏バテを防

ぐ効果があります。またビタミンＣ

も多く含まれ、苦み成分との相乗作

用でがんや老化の抑制効果を高める

他、ストレス軽減に対して有効に作

用します。

　ビタミンＣは水溶性なので下ごし

らえは食べる直前に。油炒めならビ

タミンＣの損失は少なくなります。

手早く炒めてシャキッとした歯ごた

えを残します。

３００ｇ 

１２０ｇ 

 

 

材料 ４人分 作り方

 

 

カリウムを多く含む「野菜」を使って

１人当たり　○エネルギー　72ｋcal 　○塩分　0.6ｇ

【バランスの良い献立の組み合せ例】  

華風サラダ

 

 

 

 

キャベツ        ２枚

きゅうり       １/２本

人参        １/４本

ロースハム       ２枚

春雨         ２０ｇ 

米酢 大さじ１・１/２

砂糖 大さじ１・１/２

しょうゆ     小さじ２

ごま油   大さじ１/２

A 

★ご飯 

★回鍋肉 

★豆腐スープ 

①　キャベツはせん切り、人参も

皮をむいてせん切りにして、

それぞれさっと茹でて冷ます。

それぞれ水気を軽くしぼる。

②　ロースハムときゅうりはせん

切りにする。春雨は茹でて水

で洗い、５㎝位に切る。

③  Ａの調味料を合わせる。

④　①、②の材料を、③の調味料で

和える。    

　華風サラダは、ごま油を入れるこ

とで酸味が和らぎ、学校給食、保育

園でも人気のメニューです。

酢に含まれる酸味成分のクエン酸

は、体内でできた酸性物質を分解し

てエネルギーに変える働きがあり、

疲労回復に効果があります。ごま酢

和えや華風和えなどの酢の物は、熱

中症の予防にとり入れたいメニュー

の一つです。
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材料 ４人分 作り方

 

カリウムを多く含む「野菜」を使って

１人当たり　○エネルギー　44ｋcal 　○塩分　0.6ｇ

【バランスの良い献立の組み合せ例】  

モロヘイヤと大根の梅おかか和え

 

 

 

 

モロヘイヤ   

大根     

麺つゆ(２倍濃縮)小さじ１ 

梅干し       大１個 

みりん     大さじ１ 

ごま油     小さじ１ 

削り節パック    小１袋 

★ご飯　　★魚のピカタ　　★冬瓜のくず煮

①　大根は細切りにしてラップを

かけ、レンジに２〜３分かけ、

しんなりさせて水気をきり、

麺つゆで下味をつけておく。

②　モロヘイヤは熱湯でさっと茹

でて、食べやすい長さに切る。

③  梅干しは種を除いて細かくた

たき、みりん、ごま油でのばす。

④　①と②を③で和えて削り節を

混ぜる。

　モロヘイヤはβ-カロテン、ビタ

ミンＢ群、Ｃ、Ｅなどの抗酸化ビタミ

ンをはじめ、カリウム、カルシウム

など各種の栄養成分を多く含みま

す。特に活性酸素の作用を抑えて細

胞の老化を予防する効果のあるβ-

カロテン、骨粗しょう症予防やスト

レス軽減に効果のあるカルシウムの

量は野菜の中でもトップクラス。ネ

バネバ成分のムチンで体力を増強

し、梅干しのクエン酸で疲労回復を

早めてくれます。

１００ｇ 

２００ｇ 
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材料 ４人分 作り方

 

 

 

 

 

 

 

カリウムを多く含む「海藻」を使って

１人当たり　○エネルギー　83ｋcal 　○塩分　0.4ｇ

【バランスの良い献立の組み合せ例】  

ひじきのサラダ

 

 

 

ひじき(乾燥)      大さじ２ 

きゅうり         １/２本 

玉ねぎ          １/３個 

赤パプリカ      １/４個 

まぐろの水煮  (1/2缶) 

オリーブ油  大さじ２ 

酢      大さじ２ 

しょうゆ   小さじ１ 

こしょう     少々 

A 

★ご飯

★豚ひれ肉のパン粉焼き

★かぼちゃのスープ

①　ひじきは水でさっと洗い、１０

分ほど水に浸けて戻し、ザル

にあげて水気をきる。熱湯で

さっと茹でる。

②　きゅうりはせん切り、玉ねぎ

は薄切りにして水にさらし、

水気をきっておく。赤パプリ

カはヘタと種を除き、せん切

りにする。

③  まぐろの水煮は汁気をきって

おく。

④　ボウルにＡのオリーブ油を入

れ、酢を少しずつ加えながら

混ぜ合わせ、しょうゆ、こしょ

うを加える。

⑤  ①、②、③を④のドレッシング

で和える。

　ひじきはカルシウムとマグネシウ

ムが豊富です。骨や歯の成長を促進

し、貧血を予防する効果のある鉄も

多く含まれています。

腸内でビタミンＢ群が合成されるの

を助ける効果があり、大豆製品、魚、

肉などのたんぱく質をプラスする

と、さらにビタミンを合成する効果

がアップします。

４０ｇ 

 

材料 ４人分 作り方

 

カリウムを多く含む「野菜」を使って

１人当たり　○エネルギー　44ｋcal 　○塩分　0.6ｇ

【バランスの良い献立の組み合せ例】  

モロヘイヤと大根の梅おかか和え

 

 

 

 

モロヘイヤ   

大根     

麺つゆ(２倍濃縮)小さじ１ 

梅干し       大１個 

みりん     大さじ１ 

ごま油     小さじ１ 

削り節パック    小１袋 

★ご飯　　★魚のピカタ　　★冬瓜のくず煮

①　大根は細切りにしてラップを

かけ、レンジに２〜３分かけ、

しんなりさせて水気をきり、

麺つゆで下味をつけておく。

②　モロヘイヤは熱湯でさっと茹

でて、食べやすい長さに切る。

③  梅干しは種を除いて細かくた

たき、みりん、ごま油でのばす。

④　①と②を③で和えて削り節を

混ぜる。

　モロヘイヤはβ-カロテン、ビタ

ミンＢ群、Ｃ、Ｅなどの抗酸化ビタミ

ンをはじめ、カリウム、カルシウム

など各種の栄養成分を多く含みま

す。特に活性酸素の作用を抑えて細

胞の老化を予防する効果のあるβ-

カロテン、骨粗しょう症予防やスト

レス軽減に効果のあるカルシウムの

量は野菜の中でもトップクラス。ネ

バネバ成分のムチンで体力を増強

し、梅干しのクエン酸で疲労回復を

早めてくれます。

１００ｇ 

２００ｇ 
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材料 ４人分 作り方

 

 

 

 

 

 

 

カリウムを多く含む「海藻」を使って

１人当たり　○エネルギー　61ｋcal 　○塩分　0.7ｇ

【バランスの良い献立の組み合せ例】  

わかめとえのきの生姜炒め

 

 

 

 

塩蔵わかめ

えのき茸         １袋

もやし         １袋

ごま油          大さじ１

生姜          １かけ

白ごま        大さじ１

しょうゆ     小さじ２

 

★ご飯　　★鯵のレモン焼き　　★青菜と春雨のスープ      

①　塩蔵わかめは水でよく洗って

から水に浸けて戻し、一口大

に切る。

②　えのき茸は石づきを切り、半

分に切る。

③  もやしはさっと洗う。生姜は

みじん切りにする。

④　フライパンにごま油を熱し、

生姜を入れて炒め、香りが出

たらえのき茸、もやしを入れ

てさっと炒める。

⑤  わかめを加えてさっと炒め、

白ごま、しょうゆを香りづけ

に入れて全体を合わせる。

　わかめは強い抗酸化作用があり、

老化やがんを予防するβ-カロテン

や血液の凝固や骨の形成を促すビタ

ミンＫ、発育や代謝を促すヨウ素の

他、体内の水分バランスを調節する

カリウムも多く含まれています。

ヨウ素やビタミンＫは油と一緒に摂

取すると吸収力が高まるので、油炒

めや和え物にごま油などを加えた調

理法がおすすめです。乾燥カットわ

かめでも手軽に調理できます。

★牛乳かん

８０ｇ 
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材料 ４人分 作り方

 

 

 

 

 

 

グレープフルーツ   １個 

（ルビー）  

粉寒天       １/２袋 

水          適量 

砂糖 

ミントの葉        適量 

クエン酸を多く含む「柑橘類」を使って

１人当たり　○エネルギー　55ｋcal 　○塩分　0.0ｇ

グレープフルーツかん

栄養士から
の一言！

①　グレープフルーツを横半分に

切り果肉を取り出し、果皮は

容器用に残す。果汁と果肉の

容量を量り、合わせて３００

㏄になるように水を量る。

②　鍋に①の水と粉寒天を入れて

かき混ぜながら２分間沸騰さ

せてから砂糖を入れて煮溶か

し、火からおろす。

③  粗熱がとれたら①の果汁と果

肉を加え、果皮に入れて冷や

し固める。

④　③が固まったら４等分に切り、

ミントの葉を添える。

　柑橘類は、疲労回復や老化防止、

がん予防に効果を発揮するビタミン

Ｃやクエン酸、体内の水分調節をす

るカリウムを多く含みます。口当た

りの良い「フルーツかん」は、オレン

ジや甘夏みかんなどでも応用できま

す。

　　　　　果実が赤いグレープフ

ルーツのルビーにはβ-カロテン、

リコピンが多く含まれ、抗酸化作

用が強く動脈硬化予防や抗がんの

効果があります。一部の降圧剤に

は、グレープフルーツと薬を飲み

合わせることで効き目に影響のあ

るものがあり、薬を服用されてい

る方は医師の指導を受けましょう。

３０ｇ 

 

 

材料 ４人分 作り方

 

 

 

 

 

 

 

カリウムを多く含む「海藻」を使って

１人当たり　○エネルギー　61ｋcal 　○塩分　0.7ｇ

【バランスの良い献立の組み合せ例】  

わかめとえのきの生姜炒め

 

 

 

 

塩蔵わかめ

えのき茸         １袋

もやし         １袋

ごま油          大さじ１

生姜          １かけ

白ごま        大さじ１

しょうゆ     小さじ２

 

★ご飯　　★鯵のレモン焼き　　★青菜と春雨のスープ      

①　塩蔵わかめは水でよく洗って

から水に浸けて戻し、一口大

に切る。

②　えのき茸は石づきを切り、半

分に切る。

③  もやしはさっと洗う。生姜は

みじん切りにする。

④　フライパンにごま油を熱し、

生姜を入れて炒め、香りが出

たらえのき茸、もやしを入れ

てさっと炒める。

⑤  わかめを加えてさっと炒め、

白ごま、しょうゆを香りづけ

に入れて全体を合わせる。

　わかめは強い抗酸化作用があり、

老化やがんを予防するβ-カロテン

や血液の凝固や骨の形成を促すビタ

ミンＫ、発育や代謝を促すヨウ素の

他、体内の水分バランスを調節する

カリウムも多く含まれています。

ヨウ素やビタミンＫは油と一緒に摂

取すると吸収力が高まるので、油炒

めや和え物にごま油などを加えた調

理法がおすすめです。乾燥カットわ

かめでも手軽に調理できます。

★牛乳かん

８０ｇ 
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材料 ４人分 作り方

 

 

 

オレンジ       大１/２個 

キウイフルーツ        １個 

バナナ           １本 

りんご          １/２個 

パインアップル缶

(100%)オレンジジュース
１カップ 

クエン酸を多く含む「柑橘類」を使って

１人当たり　○エネルギー　87ｋcal 　○塩分　0.0ｇ

フルーツポンチ

栄養士から
の一言！
　　　　　熱中症を予防する

には、運動中だけでなく、食

事や普段の生活の中で水分を

補給することが大切です。フ

ルーツポンチは暑い夏にぴっ

たりのおやつですが、食べす

ぎないように、適量をとりまし

ょう。

①　オレンジとキウイフルーツは

皮をむいていちょう切り、バ

ナナも皮をむいて輪切りにす

る。

②　りんごは芯を除いていちょう

切りにして、薄い塩水に放す。

パインアップルもいちょう切

りにする。

③  ボウルに①と②を入れ、オレ

ンジジュースを注ぎ、冷蔵庫

で冷やす。  

　フルーツは、季節に出回る旬の

ものが美味しく、栄養も豊富です。

ご家庭にある果物でいろいろ組み

合わせて、簡単に作ることができ

ます。このおやつで、水分、カリ

ウム、ビタミンＣをとることがで

きます。

（森栄養アドバイザー監修）

６０ｇ 
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材料 ４人分 作り方

 

 

 

 

 

 

美味しく水分補給できる「汁物」

１人当たり　○エネルギー　32ｋcal 　○塩分　0.9ｇ

【バランスの良い献立の組み合せ例】  

夏野菜のみそ汁

 

 

 

 

玉ねぎ        １/２個 

ズッキーニ      １/４本 

トマト        １/２個 

オクラ          ４本 

乾燥カットわかめ  

だし汁    ２・１/２カップ 

合わせ味噌   大さじ１・１/３ 

★ご飯                  

★魚のホイル焼き

★人参のごまサラダ      

★オレンジゼリー

①　玉ねぎは皮をむいて薄切り、

ズッキーニはいちょう切り、

トマトはくし切り、オクラは

板ずりをして産毛をとり水洗

いして１本を斜めに３つに切

る。

②　だし汁に玉ねぎ、ズッキーニ

を入れて煮る。

③  カットわかめとトマト、オク

ラを入れてさっと煮る。

④　合わせ味噌を溶き入れ、一煮

立ちさせて火を止める。

　具だくさんの夏野菜を使ったみそ

汁で、小鉢１皿分の野菜がとれます。

汁物を具だくさんにすることで汁に

含まれる塩分を減らすことができ、

カリウムを多くとることができます。

献立に汁物を1品プラスすると、熱

中症予防のための水分補給にもつな

がります。

１ｇ 

 

 

材料 ４人分 作り方

 

 

 

オレンジ       大１/２個 

キウイフルーツ        １個 

バナナ           １本 

りんご          １/２個 

パインアップル缶

(100%)オレンジジュース
１カップ 

クエン酸を多く含む「柑橘類」を使って

１人当たり　○エネルギー　87ｋcal 　○塩分　0.0ｇ

フルーツポンチ

栄養士から
の一言！
　　　　　熱中症を予防する

には、運動中だけでなく、食

事や普段の生活の中で水分を

補給することが大切です。フ

ルーツポンチは暑い夏にぴっ

たりのおやつですが、食べす

ぎないように、適量をとりまし

ょう。

①　オレンジとキウイフルーツは

皮をむいていちょう切り、バ

ナナも皮をむいて輪切りにす

る。

②　りんごは芯を除いていちょう

切りにして、薄い塩水に放す。

パインアップルもいちょう切

りにする。

③  ボウルに①と②を入れ、オレ

ンジジュースを注ぎ、冷蔵庫

で冷やす。  

　フルーツは、季節に出回る旬の

ものが美味しく、栄養も豊富です。

ご家庭にある果物でいろいろ組み

合わせて、簡単に作ることができ

ます。このおやつで、水分、カリ

ウム、ビタミンＣをとることがで

きます。

（森栄養アドバイザー監修）

６０ｇ 
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材料 ４人分 作り方

 

 

 

 

 

 

美味しく水分補給できる「汁物」

１人当たり　○エネルギー　65ｋcal 　○塩分　0.6ｇ

【バランスの良い献立の組み合せ例】  

あさりのミネストローネ

 

 

 

 

玉ねぎ      １/２個

じゃがいも   　  １個

ズッキーニ      １/３本

あさり水煮    

トマト       小１個

水        ３カップ

固形コンソメ　    １個

こしょう       少々

油          少々

★スパゲティーカルボナーラ　　★ブロッコリーサラダ       　　

★フルーツ

①　玉ねぎ、じゃがいもは皮をむ

き１cm角に切る。ズッキーニ

は１cm厚さのいちょう切りに

する。

②　トマトはヘタをとり１cm角に

切る。

③  厚手の鍋に油を熱し①を入れ

て炒め、分量の水と固形コン

ソメを加え、じゃがいもがや

わらかくなるまで煮る。

④　トマトを入れて煮込み、こし

ょうで調味する。

⑤  あさりを加えてサッと煮て火

を止める。

　トマト味の洋風スープは子ども達

にも人気で、夏の食欲の落ちた暑い

日でも、すっきりとした味で食欲を

そそります。

あさりは鉄分を多く含み、貧血を予

防する効果があります。野菜に含ま

れるカリウムや水溶性ビタミンは茹

でる事で失われますが、スープなど

の汁物は無駄なく栄養がとれます。

４０ｇ 
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材料 ４人分 作り方

 

 

 

 

 

 

美味しく水分補給できる「汁物」

１人当たり　○エネルギー　30ｋcal 　○塩分　1.0ｇ

【バランスの良い献立の組み合せ例】  

冬瓜のカレー汁

 

 

 

 

 

 

 

 

 

冬瓜         ３００ｇ 

２０ｇ 

干し椎茸        ２枚 

ベーコン        １枚 

ねぎ 

だし汁      ３カップ 

カレー粉    小さじ１/２ 

薄口しょうゆ   小さじ２ 

塩       小さじ１/６ 

片栗粉 小さじ２ 

★ご飯　　★豚肉の生姜焼き　　★レタスとトマトのサラダ

①　冬瓜は皮をむき、ワタと種を

とって角切り、干し椎茸は水

に浸けて戻してせん切り、ベ

ーコンは角切り、ねぎは小口

切りにする。

②　ベーコンを焦がさないように、

脂が出るまで炒める。

③  だし汁に干し椎茸の戻し汁を

合わせて３カップにし、②に入

れる。

④　冬瓜、干し椎茸を入れて煮る。

⑤  冬瓜がやわらかくなったらカ

レー粉、薄口しょうゆ、塩で

味を調え、倍量の水で溶いた

片栗粉を加えてとろみをつけ、

ねぎを入れる。

　冬瓜にはカリウムとビタミンＣが

比較的多く含まれています。

あっさりと淡泊で味や香りにくせが

ないので、肉や魚介類などの動物性

食品と組み合わせたり、くず煮やき

んぴらなど、色々な料理に使用でき

ます。

冬瓜を購入しても、大きいので一度

に使えないこともありますが、味や

見た目に変化をつけて上手に使いま

しょう。カレー味は、子どもにも食

べやすくお勧めです。

 

 

材料 ４人分 作り方

 

 

 

 

 

 

美味しく水分補給できる「汁物」

１人当たり　○エネルギー　65ｋcal 　○塩分　0.6ｇ

【バランスの良い献立の組み合せ例】  

あさりのミネストローネ

 

 

 

 

玉ねぎ      １/２個

じゃがいも   　  １個

ズッキーニ      １/３本

あさり水煮    

トマト       小１個

水        ３カップ

固形コンソメ　    １個

こしょう       少々

油          少々

★スパゲティーカルボナーラ　　★ブロッコリーサラダ       　　

★フルーツ

①　玉ねぎ、じゃがいもは皮をむ

き１cm角に切る。ズッキーニ

は１cm厚さのいちょう切りに

する。

②　トマトはヘタをとり１cm角に

切る。

③  厚手の鍋に油を熱し①を入れ

て炒め、分量の水と固形コン

ソメを加え、じゃがいもがや

わらかくなるまで煮る。

④　トマトを入れて煮込み、こし

ょうで調味する。

⑤  あさりを加えてサッと煮て火

を止める。

　トマト味の洋風スープは子ども達

にも人気で、夏の食欲の落ちた暑い

日でも、すっきりとした味で食欲を

そそります。

あさりは鉄分を多く含み、貧血を予

防する効果があります。野菜に含ま

れるカリウムや水溶性ビタミンは茹

でる事で失われますが、スープなど

の汁物は無駄なく栄養がとれます。

４０ｇ 
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材料 ４人分 作り方

 

 

 

 

 

 

美味しく水分補給できる「汁物」

１人当たり　○エネルギー　74ｋcal 　○塩分　1.0ｇ

【バランスの良い献立の組み合せ例】  

シャキシャキじゃがスープ

 

 

 

 

じゃがいも        中１個 

玉ねぎ          １/２個 

オクラ           ３本

生姜     １/２かけ 

  水         ３カップ 

  鶏がらスープの素 

 小さじ２ 

ラー油          適量 

A 

★チャーハン
★夏野菜とえびのマリネ
★フルーツ羹

①　じゃがいもはせん切りにして、

水にさらす。生姜もせん切り

にする。

②　玉ねぎは薄切りにする。オク

ラは板ずりをして産毛をとっ

てさっと洗い、ヘタを切って

小口切りにする。

③  鍋にＡを入れて火にかけ、生

姜を入れて煮立ったら、じゃ

がいもと②を加えてさっと煮

る。

④　器に盛り付け、好みでラー油

をたらす。

　じゃがいものシャキッとした歯ご

たえを残すためにスープでさっと煮

て仕上げる、暑い夏にピッタリの時

短レシピです。

　生姜の香りが胃液の分泌を促し、

食欲をアップさせます。

辛味成分のジンゲロールは熱を加え

ることでショウガオールに変化し、

抗菌・抗酸化作用があると注目され

ています。



 

 

材料 ４人分 作り方

 

 

 

 

 

 

美味しく水分補給できる「汁物」

１人当たり　○エネルギー　74ｋcal 　○塩分　1.0ｇ

【バランスの良い献立の組み合せ例】  

シャキシャキじゃがスープ

 

 

 

 

じゃがいも        中１個 

玉ねぎ          １/２個 

オクラ           ３本

生姜     １/２かけ 

  水         ３カップ 

  鶏がらスープの素 

 小さじ２ 

ラー油          適量 

A 

★チャーハン
★夏野菜とえびのマリネ
★フルーツ羹

①　じゃがいもはせん切りにして、

水にさらす。生姜もせん切り

にする。

②　玉ねぎは薄切りにする。オク

ラは板ずりをして産毛をとっ

てさっと洗い、ヘタを切って

小口切りにする。

③  鍋にＡを入れて火にかけ、生

姜を入れて煮立ったら、じゃ

がいもと②を加えてさっと煮

る。

④　器に盛り付け、好みでラー油

をたらす。

　じゃがいものシャキッとした歯ご

たえを残すためにスープでさっと煮

て仕上げる、暑い夏にピッタリの時

短レシピです。

　生姜の香りが胃液の分泌を促し、

食欲をアップさせます。

辛味成分のジンゲロールは熱を加え

ることでショウガオールに変化し、

抗菌・抗酸化作用があると注目され

ています。




