
試合当日の献立例 

 

※この献立例は、以下の想定で作成しています。 

 ・サッカー部員の中学生男子 

 

1日分の合計カロリーと主な栄養素の摂取量合計 

カロリー 3,319kcal 

食塩相当量 14.2g 

鉄 13.4mg 

カルシウム 787mg 

糖質 

(炭水化物エネルギー比率：69.8%) 
578.1g 

 

 

朝食【1人分 752kcal（9.4点）食塩相当量 4.6g】 

メニュー レシピ 

力うどん 

・1人分 454kcal(5.7点) 

・食塩相当量 3.6g 

材料／1人分 

 うどん ‥‥‥‥・・・‥‥‥‥‥200g 

 鍋用スライス切り餅 ‥・・・・・・・・3枚(36g) 

 鶏もも肉(からあげ用) ‥・・・・‥35g 

 にんじん ‥‥‥‥‥‥‥・‥‥10g 

 小松菜 ‥‥‥‥‥‥‥・・‥‥30g 

 卵 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥・・‥‥25g 

 だし ‥‥‥‥‥‥‥‥‥・・・・・300g 

 しょうゆ ‥‥‥‥‥‥・・・‥・‥18g(大さじ 1) 

 みりん ‥‥‥‥‥‥‥・・・‥‥9g(大さじ 1/2) 

 

【作り方】 

① ゆで卵をつくる(沸騰してから約 10分) 

② 小松菜は 3㎝、にんじんは 5㎜の輪切りに切り、型をぬく。 

③ ②を茹でる。 

④ うどんを茹でる。 

⑤ 鍋にだし・しょうゆ・みりんを入れ、沸騰したら鶏もも肉を加え

加熱する。 

⑥ どんぶりにうどん・もちを盛りつけ⑤をもちにかけるようにして



加える。 

⑦ にんじん・小松菜・ゆで卵をトッピングする。 

赤飯おにぎり 

・1人分 241kcal(3.0点) 

・食塩相当量 1.0g 

材料／1人分 

 赤飯おにぎり(市販) ‥‥・・‥‥1個(110g) 

果物 

≪キウイ≫ 

・1人分 42kcal(0.5点) 

・食塩相当量 0.0g 

≪いちご≫ 

・1人分 15kcal(0.2点) 

・食塩相当量 0.0g 

材料／1人分 

 キウイ ‥・・・‥‥‥‥‥‥‥‥80g(1個) 

 いちご ‥‥‥・・・‥‥‥‥‥‥45g(3個) 

【献立写真】 

 

補食 1【1食分 671kcal（8.4点）食塩相当量 2.9g】 

メニュー レシピ 

おにぎり(梅干) 

・1人分 254kcal(3.2点) 

・食塩相当量 2.9g 

材料／1人分 

  ご飯（精白米） ‥‥‥‥・‥140g 

  梅干 ‥‥‥‥・‥‥‥‥‥10g 

  食塩 ‥‥‥‥‥・‥‥‥‥0.6g(ミニ 1/2) 

 

【作り方】 

 梅干をご飯で包み、おにぎりにする。 

カステラ 

・1人分 160kcal(2.0点) 

・食塩相当量 0.1g 

材料／1人分 

  カステラ ‥‥‥‥‥‥‥‥50g(2切れ) 

 

バナナ 

・1人分 77kcal(1.0点) 

材料／1人分 

  バナナ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥90g(1本) 



・食塩相当量 0.0g  

ゼリー飲料(マスカット味) 

・1人分 180kcal(2.3点) 

・食塩相当量 0.0g 

材料／1人分 

  ゼリー飲料 ‥‥・・・・・・‥‥180g(1個) 

【献立写真】 

 

補食 2【1食分 520kcal（6.5点）食塩相当量 1.3g】 

メニュー レシピ 

おにぎり 

(さけ、おかかチーズ) 

 

《さけ》 

・1人分 186kcal（2.3点） 

・食塩相当量 0.4g 

 

《おかかチーズ》 

・1人分 251kcal（3.1点） 

・食塩相当量 0.7g 

材料／1人分 

《さけ》 

  ご飯 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥100g 

  さけフレーク ‥‥‥‥‥‥‥10g 

 

《おかかチーズ》 

  ご飯 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥100g 

  ベビーチーズ ‥‥‥‥‥‥25g 

  かつお節 ‥‥‥‥‥‥‥‥1g 

  濃い口しょうゆ ‥‥‥・‥‥1.5g(小さじ 1/4) 

 

【作り方】 

《さけ》 

 ご飯とサケフレークを混ぜて、おにぎりにする。 

《おかかチーズ》 

① ベビーチーズは 1cmの角切りにする 

② ご飯とベビーチーズ、かつお節、しょうゆを混ぜ合わせ、お

にぎりにする。 

100%オレンジジュース 

・1人分 84kcal 

材料／1人分 

  100%オレンジジュース ・‥‥‥‥200ml 



・食塩相当量 0.0g (紙パック 1本) 

 

夕食【1食分 1615kcal（20.2点）食塩相当量 5.6g】 

メニュー レシピ 

温玉キーマカレー 

・1人分 849kcal（10.6点） 

・食塩相当量 3.3g 

材料／1人分 

  ご飯 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥300g 

  卵 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥50g（1個） 

  豚ひき肉 ‥‥‥‥‥‥‥‥45g 

  ひよこまめ(水煮) ‥‥・‥‥15g 

  にんじん ‥‥‥‥‥‥・‥・・30g 

  玉ねぎ ‥‥‥‥‥‥・‥・・30g 

  パプリカ(赤) ‥‥‥‥‥・・‥30g 

  さつまいも ‥‥‥‥‥‥・‥30g 

  サラダ油 ‥‥‥‥‥‥・‥‥2g(小さじ 1/2) 

  カレー粉 ‥‥‥‥‥‥・‥‥3g(小さじ 1/2) 

  トマト缶(あらごし) ‥‥・・・・‥100g 

  水 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥75g 

  固形コンソメ ‥‥‥‥‥・・‥1.3g 

  ケチャップ ‥‥‥‥‥・・‥‥12g(大さじ 1弱) 

  ウスターソース ‥‥‥・・‥‥5g(小さじ 1強) 

  乾燥パセリ ‥‥‥‥‥・・・‥少々 

  食塩 ‥‥‥‥‥‥‥‥・‥‥1g(ミニ 1弱) 

 

【作り方】 

《温泉卵の作り方》 

① 1Lのお湯を沸かし、沸騰したら鍋を火からおろす。 

② 200mlの水を鍋に入れる。 

③ 卵を入れ、蓋をして 20分程度置く。 

④ 時間が経ったら、卵を取り出して割る。 

 

《キーマカレーの作り方》 

① 玉ねぎ、にんじん、パプリカ、さつまいもは 1cm くらいの角

切りにする。 

② フライパンに油をひいて、中火で①を炒める。 

③ 豚ひき肉を加えてさらに炒め、肉に火が通ったらカレー粉

を加えてなじませる。 



④ あらごしトマト、水、コンソメ、ひよこまめを入れて沸騰した

ら弱火にして、あくを取りながら 15分ほど煮込む。 

⑤ 煮詰まったら、ケチャップ、ウスターソースを加え、さらに 5

分ほど煮て、塩で味を調える。 

⑥ ご飯を皿に平らに盛り付け、カレーを上から盛り付ける。作

った温泉卵を盛り付ける。最後にパセリをふりかける。 

 

かぼちゃのサラダ 

・1人分 95kcal（1.2点） 

・食塩相当量 0.4g 

材料／1人分 

  かぼちゃ ‥・・‥‥‥‥‥‥50g 

  ロースハム ‥‥‥‥‥‥‥15g 

  きゅうり ‥‥‥・‥‥‥‥‥5g 

  マヨネーズ ‥‥‥‥‥‥‥2.5g(小さじ 1弱) 

  ヨーグルト ‥‥・‥‥‥‥‥3g(小さじ 1弱) 

  こしょう ‥‥‥‥・‥‥‥‥少々 

 

【作り方】 

① かぼちゃを切り、軟らかくなるまでレンジにかけ、その後皮

を取り除き、粗くつぶす 

② ロースハムは色紙切り、きゅうりを輪切りにする 

③ マヨネーズとヨーグルトを混ぜ合わせる 

④ 粗熱の取れた①に②と③を入れ、和える。 

 

ポトフ 

・1人分 139kcal（1.7点） 

・食塩相当量 1.3g 

材料／1人分 

鶏手羽元 ‥‥‥‥‥‥‥‥30g 

じゃがいも ‥‥‥‥・‥‥・・60g 

キャベツ ‥‥‥‥‥‥‥・‥30g 

ブロッコリー ‥‥‥‥・‥・‥30g 

にんじん ‥‥‥‥‥‥・・・‥30g 

鶏がらだし ‥‥‥‥‥‥・‥1.3g 

水 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥250g 

白ワイン ‥‥‥‥‥‥‥・‥3g(小さじ 1弱) 

食塩 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1.2g(ミニ 1) 

こしょう ‥‥‥‥‥‥‥・・‥少々 

 

【作り方】 

① ブロッコリーは小房に分けて切り、さっと茹でる。 



② キャベツはくし形、にんじんは 5 ㎜幅の輪切り、じゃがいも

は 2等分に切る。 

③ 鍋に鶏がらだし、水、白ワイン、鶏手羽元を入れて煮立て

る。 

④ にんじん、キャベツ、じゃがいもを入れ、野菜が柔らかくな

るまで弱火で 15分煮る。 

⑤ 塩を加え、味を調える。 

 

栄養バランスアップティラミス 

・1人分 293kcal（3.7点） 

・食塩相当量 0.2g 

材料／1人分 

  ビスケット ‥‥‥‥‥‥‥・12g 

  粉末麦芽飲料 ・‥‥‥‥‥15g(大さじ 2) 

  牛乳 ‥・・・・・‥‥‥‥‥‥15g(大さじ１) 

  マスカルポーネチーズ ‥‥20g 

  生クリーム ‥‥‥‥‥‥‥20g 

  砂糖 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥・3g(小さじ 1) 

  ピュアココア ‥‥‥‥‥‥・1g 

【作り方】 

① 粉末麦芽飲料を牛乳に溶かし、ビスケットを浸す。 

② 生クリームに砂糖を加え、しっかりと泡立て、マスカルポー

ネチーズを混ぜ合わせる。 

③ 器に①と②を交互に重ね、仕上げにピュアココアをふる。 

 

【献立写真】 



 

【ポイント】 

・ 朝の力うどんにはスライス状の餅を入れることで、手軽に糖質を摂取できます。 

・ 補食は試合中のスタミナ切れ不足予防と試合後のリカバリーのためのメニューとしました。 

・ 夕食のティラミスにはコーヒーの代わりに、成長期に必要な栄養が摂取できる粉末麦芽飲料を

使用しています。 

 

 

◆「メニュー」における点数について 

  ・（ ）内は 80kcalを１点とする「四群点数表」の点数です。 

  ・「四群点数表」とは、どんな食品をどのくらい食べればよいのかを、エネルギー量（熱量） 

   を基準として考える方法です。 

 ◆「レシピ」における分量について 

  ・１カップは 200ml、大さじ１は 15ml、小さじ１は 5ml、ミニ（スプーン）は 1mlです。 


