
通常の練習時の献立例 

 

※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 3,472kcal 

食塩相当量 21.1g（うどんの汁を抜くと 15.2g） 

鉄 18.1mg 

カルシウム 1,276mg 

糖質 

（炭水化物エネルギー比率：62.7％） 
544.5g 

 

 

朝食【1人分 814kcal（10.2点）食塩相当量 4.8ｇ】 

メニュー レシピ 

トースト 

・1人分 337kcal（4.2点） 

・食塩相当量 1.6g 

材料／1人分 

食パン ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2枚 

イチゴジャム ・・・・・・・・・・・・・・10g（大 1/2弱） 

 

ほうれん草入りオムレツ 

・1人分 99kcal（1.2点） 

・食塩相当量 0.4g 

材料／1人分 

  卵 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1個 

  ほうれん草 ・・・・・・・・・・・・・・・20ｇ 

  有塩バター ・・・・・・・・・・・・・・・2.5ｇ 

  食塩 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・0.2ｇ（ミニ 1/6） 

 

【作り方】 

① 卵を割り、溶きほぐす。 

② ほうれん草は 3㎝幅に切り、軽く茹でて火を通す。 

③ 溶き卵にほうれん草と食塩を合わせて混ぜる。 

④ フライパンに有塩バターを入れ、火にかける。 

⑤ バターが溶けたら③を入れ、軽く円を描くように混ぜ、固まっ 

てきたらオムレツの形に整える。 

ジャーマンポテト 

・1人分 90kcal（1.1点） 

材料／1人分 

  じゃがいも ・・・・・・・・・・・・・・・・60g 



・食塩相当量 0.6g   玉ねぎ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30g 

  鮭 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10g 

  食塩 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・0.6g（ミニ 1/2） 

  こしょう ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・少々 

  有塩バター ・・・・・・・・・・・・・・・2.5g 

 

【作り方】 

① じゃがいもは皮をむき、半分に切ってから 1cm 幅に切る。お

湯で7分程度茹でる。串を刺して硬さを確認し、茹で過ぎない

ようにする。 

② 玉ねぎも皮をむき、半分に切ってから繊維にそって千切りに

する。 

③ 鮭は生の状態で身を皮から取り、軽くほぐしておく。 

④ フライパンに有塩バターを入れて加熱し、鮭を炒め、玉ねぎ

も入れて炒める。 

⑤ 玉ねぎが透明になってきたら①のじゃがいもを入れ、炒め

る。食塩とこしょうで味を整える。 

ミネストローネ 

・1人分 76kcal（1.0点） 

・食塩相当量 1.9g 

材料／1人分 

  れんこん ・・・・・・・・・・・・・・・・・20g 

  玉ねぎ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20g 

  にんじん ・・・・・・・・・・・・・・・・・15g 

  キャベツ ・・・・・・・・・・・・・・・・・20g 

  枝豆 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20g（可食部重量） 

  パックトマト ・・・・・・・・・・・・・・・60g 

  水 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・160g 

  コンソメ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・2.5g 

  塩 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・0.4g（ミニ 1/3） 

こしょう ・・・・・・・・・・・・・・・・・・少々 

 

【作り方】 

① れんこん、玉ねぎ、にんじん、キャベツは水洗いをし、1cm

のさいの目切りにする。 

  パックトマトは、計量しておく。枝豆はさやから出しておく。 

② 鍋に油をひいて加熱し、温まったら枝豆以外の食材を炒め

る。 

③ 野菜に火が通ったら水、トマト、コンソメ、枝豆を加え、煮込



む。 

④ 塩とこしょうで味を整える。 

粉末麦芽飲料 

・1人分 214kcal（2.7点） 

・食塩相当量 0.2g 

材料／1人分 

  粉末麦芽飲料 ・・・・・・・・・・・・・20g 

  牛乳 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・200g 

 

【作り方】 

① コップに粉末麦芽飲料と牛乳を入れて混ぜる。 

【献立写真】 

 

 

 

昼食【1人分 1,020kcal（12.8点） 食塩相当量 10.2ｇ（汁抜き 4.3g）】 

メニュー レシピ 

肉汁うどん 

・1人分 422kcal（5.3点） 

・食塩相当量 6.6g 

 （汁抜き 0.7g） 

材料／1人分 

  ゆでうどん ・・・・・・・・・・・・・・・・200g 

  豚もも肉 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・60g 

  深谷ねぎ ・・・・・・・・・・・・・・・・・20g 

  めんつゆ ・・・・・・・・・・・・・・・・・60g 

  油 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4g（小さじ 1） 

 

【作り方】 

① 深谷ねぎを 3cm の輪切りにする。豚もも肉は 2cm 幅に切

る。 



② うどんを茹でる。 

③ 鍋に油をひき、豚もも肉と深谷ねぎを炒める。火が通ったら

めんつゆと適量の水を加え温める。 

④ 肉汁が温まったら、茹でたうどんと肉汁を器に盛る。 

いなり寿司 

・1人分 349kcal（4.4点） 

・食塩相当量 2.7g 

材料／1人分 

  精白米 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・100g 

  いりごま ・・・・・・・・・・・・・・・・・・0.3g 

  素干し桜えび ・・・・・・・・・・・・・・2g 

  酢 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5g（小さじ 1） 

  油揚げ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20g（1枚） 

  しょうゆ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・18g（大さじ 1） 

  砂糖 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12g（大さじ 11/3） 

  酒 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30g（大さじ 2） 

 

【作り方】 

① 米を炊き、酢、いりごま、桜えびと混ぜ合わせ、酢飯を作る。 

② 油揚げをお皿にのせ、ひたひたの水を注いでレンジで 2 分

加熱し、油抜きをする。 

③ 鍋にしょうゆ、砂糖、酒を入れて加熱し、油揚げを入れて汁

気がなくなるまで煮込む。汁気がなくなったら火を止めて冷ま

す。 

④ ③に①の酢飯をつめていく。 

イカと野菜のネギ塩炒め 

・1人分 94kcal（1.2点） 

・食塩相当量 0.7g 

材料／1人分 

  するめいか ・・・・・・・・・・・・・・・30g 

  青ピーマン ・・・・・・・・・・・・・・・20g 

  赤ピーマン ・・・・・・・・・・・・・・・20g 

  生しいたけ ・・・・・・・・・・・・・・・20g 

  ブロッコリー ・・・・・・・・・・・・・・30g 

  深谷ねぎ ・・・・・・・・・・・・・・・・20g 

  食塩 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・0.5g（ミニ 1/2弱） 

  ごま油 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4g（小さじ 1） 

  レモン汁 ・・・・・・・・・・・・・・・・・5g（小さじ 1） 

  こしょう ・・・・・・・・・・・・・・・・・・少々 

 

【作り方】 

① するめいか、青ピーマン、赤ピーマンは1㎝×3cmの長方形



に切る。生しいたけは、四等分に切る。ブロッコリーはひとふ

さ 10g程度になるように切る。深谷ねぎはみじん切りにする。 

② ブロッコリーを茹でる。 

③ ボールにみじん切りにした深谷ねぎ、食塩、ごま油、レモン

汁、こしょうを入れて混ぜる。 

④ フライパンで青ピーマン、赤ピーマン、生しいたけ、するめい

かを炒める。炒まったら②のブロッコリーを加え、③を入れて

全体に混ぜ合わせて火を止める。 

みかん 

・1人分 38kcal 

 

1個 

飲むヨーグルト 

・１人分 117kcal 

 

180g（コップ１杯） 

【献立写真】 

 

 

 

 

夕食【1人分 1,027kcal（12.8点）食塩相当量 4.4ｇ】 

メニュー レシピ 

ごはん 

・1人分 504kcal（6.3点） 

・食塩相当量 0.0g 

300g 

鶏の照り焼き・付け合せ 

・1人分 324kcal（4.1点） 

材料／1人分 

  鶏もも肉（皮なし） ・・・・・・・・・・150g 



・食塩相当量 2.0g   酒 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10g（小さじ 2） 

  しょうゆ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12g（小さじ 2） 

  はちみつ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・21ｇ 

  油 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4g（小さじ 1） 

 （付け合せ） 

  ブロッコリー ・・・・・・・・・・・・・・・60g 

  パプリカ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・30g 

  キャベツ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・60g 

 

【作り方】 

① 鶏もも肉にフォークで穴を開ける。 

② 酒、しょうゆ、はちみつを混ぜ合わせる。 

③ ②に鶏もも肉を 10分漬ける。 

④ フライパンに油をひき、強火で両面を 1分ずつ焼き、弱火で

蓋をして 3分焼く。 

⑤ 肉を取り出し、フライパンの油をキッチンペーパーでふき取

り、③の残りのタレをフライパンで煮詰める。 

⑥ 煮詰めたタレを盛り付けた肉にかける。 

⑦ 付け合せのキャベツは千切りにする。 

  パプリカは 1cm幅に切る。 

  ブロッコリーはひとふさ 10g程度に切り、塩茹でにする。 

オクラ納豆 

・1人分 91kcal（1.1点） 

・食塩相当量 1.0g 

材料／1人分 

  オクラ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20g 

  納豆 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・40g 

  納豆のタレ ・・・・・・・・・・・・・・・7g（一袋） 

 

【作り方】 

① オクラは水洗いし、2分茹でて冷水にとる。 

② オクラを 5mm幅の輪切りにする。 

③ 納豆と納豆のタレをボールで混ぜる。 

④ ③にオクラを入れて混ぜ合わせる。 

酢の物 

・1人分 26kcal（0.3点） 

・食塩相当量 0.4g 

材料／1人分 

  きゅうり ・・・・・・・・・・・・・・・・・・30g 

  食塩 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・適量 

  乾燥わかめ（水戻し） ・・・・・・・10g 

  ミニトマト ・・・・・・・・・・・・・・・・・30g 



  酢 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5g（小さじ 1） 

  しょうゆ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・2g（小さじ 1/3） 

  みりん ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2g（小さじ 1/3） 

  かつお節 ・・・・・・・・・・・・・・・・・1g 

 

【作り方】 

① わかめを水で戻す。 

② きゅうりは輪切りにして塩もみし、10分置く。ミニトマトは四等

分にする。 

③ 酢、しょうゆ、みりんを混ぜておく。 

④ きゅうり、わかめの水分を切り、③と和える。トマトを加えて

軽く混ぜ合わせ、最後にかつお節をのせる。 

けんちん汁 

・1人分 84kcal（1.1点） 

・食塩相当量 1.0g 

材料／1人分 

  にんじん ・・・・・・・・・・・・・・・・・・10g 

  深谷ねぎ ・・・・・・・・・・・・・・・・・20g 

  ごぼう ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10g 

  大根 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10g 

  玉ねぎ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20g 

  しめじ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10g 

  こんにゃく ・・・・・・・・・・・・・・・・・15g 

  豆腐 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30g 

  油 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2g（小さじ 1/2） 

  味噌 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7g 

  かつお出汁 ・・・・・・・・・・・・・・・100g  

 

【作り方】 

① かつお節で出汁をとる。 

②  にんじんと大根を 5mm 幅のいちょう切り、深谷ねぎを

3mm の小口切り、ごぼうを 5mm の斜め切り、玉ねぎを 1cm

角、豆腐とこんにゃくを 1cm角に切り、しめじは手でほぐす。 

③ 鍋に油を入れて加熱し、にんじん、大根、ごぼう、しめじ、玉

ねぎ、こんにゃくを炒める。 

④ かつお出汁と豆腐、深谷ねぎを入れて、アクを取りながら 10

分程度煮込む。 

⑤ 味噌を溶かし入れる。 



【献立写真】 

 

 

補食〈練習前〉【1人分 276kcal（3.5点）食塩相当量 0.8ｇ】 

メニュー レシピ 

串団子(みたらし) 

・1人分 276kcal（3.5点） 

・食塩相当量 0.8g 

みたらしだんご ・・・・・・・・・・・・・・・2本 

 

 

補食〈練習後〉【1人分 335kcal（4.2点）食塩相当量 0.9ｇ】 

メニュー レシピ 

肉まん 

・1人分 251kcal（3.1点） 

・食塩相当量 0.9g 

肉まん ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1個(100g) 

 

100%オレンジジュース 

・1人分 84kcal 

・食塩相当量 0.0g 

100%オレンジジュース ・・・・・・・・１パック（200ml） 

 

 

 

【ポイント】 

・ 朝食には粉末麦芽飲料を飲んで、ブドウ糖やビタミン、ミネラルの補給ができます。ミネストロ

ーネは前日の夕食の余りを使用すれば、朝の忙しい時間でも調理の時間が省けます。 



・ 昼食の献立は、お弁当にすることもできます。お弁当にするときには、お肉を先に炒めて汁とは

別にしておくと、冷めても美味しく食べられます。 

・ 補食はコンビニで簡単に買えるものにし、練習前に糖質を、練習後はたんぱく質とビタミンが摂

れるメニューにしました。 

・ 夕食には、筋肉の修復に大切なたんぱく質をきちんと摂れるメニューを考えました。 

 

 

◆「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。 


