
家族みんなで取り組みたい

人の体温は 1 日のうちで早朝が最も低く、しだいに上がって、夕方が最も高くなるというリズムを
繰り返しています。体温を上げると血行が良くなり、脳の働きが良くなるのはもちろんですが、免疫力
が高まり病気になりにくい体になります。しかし、朝ごはんを食べないと脳に栄養がいかないために
体温を上げられず、リズムが崩れて心身に不調を起こしてしまいます。
子どもの成長には、早寝・早起き・朝ごはんをはじめ、十分な睡眠、バランスのとれた食事、適切な

運動など規則正しい生活習慣を身につけることが大切です。

＜睡眠の効果＞
「寝る子は育つ」と言う言葉のとおり、睡眠には心身の疲労を回復させる働きや、脳や体を成長させ

る働きがあります。脳の海馬という知識の工場に、昼間経験したことや知識を蓄積していきます。この

海馬の働きを助ける脳内ホルモンのメラトニン（体温を

下げて眠りを誘う働き）と成長ホルモン（脳・骨・筋肉

の成長を促す働き）は、就寝後１～２時間後に活発に分

泌されます。眠る時間が遅くなると、これらの脳内物質
の分泌が少なくなります。

＜朝の太陽の光の効果＞
朝に太陽の光を浴びると、脳の覚醒を促す脳内ホルモンのセロトニンが活発に分泌されます。その結

果、頭がスッキリと目覚め、集中力があがり、活動に適した体になります。セロトニン分泌は、朝起き

ると始まります。セロトニンの分泌を増やすには、陽の光を浴びて体を動かすことや、しっかりと噛ん

で朝ごはんを食べることなどが効果的です。一方、陽が沈むと睡眠を促すメラトニンが合成されます。

朝の光を浴びて、昼に活動を行うことにより、夜にはメラトニンがたっぷりと合成され、よく眠ること
ができるようになります。

＜朝ごはんの効果＞ 脳のスイッチ、からだのスイッチ、おなかのスイッチ
脳のエネルギー源はブドウ糖です。ブドウ糖は体内に大量に蓄えておくことができません。私たちの

体は寝ている間もエネルギーを使っているので、朝にはエネルギーや必要な栄養素が少なくなります。

つまり、朝起きた時は脳も体もエネルギーが不足した状態です。そのため、朝ごはんでさまざまな栄養
素を補給し、朝からしっかり活動できる状態を作りましょう。しかし、ドリンクやゼリーですませてし
まうのはよくありません。朝ごはんでもう一つ大切なことは『よく噛んで食べること』です。『噛むこと』

で脳がめざめ活発になります。また、腸が動き始め、内臓も目覚めます。それが朝の排便習慣にもつな

がります。

自分の生活習慣を把握して、できることから始めましょう！

梅雨が明け、本格的な暑さがやってきました。いよいよ夏休みが始まります。早寝・早起きを心

がけ、朝・昼・夕の３回食事をとりましょう。また、この時期は熱中症や夏バテが心配です。水分

をこまめにとり、汗をたくさんかいた時は適度な糖分とミネラル（塩分）を一緒にとって、暑い夏

を元気に過ごしましょう。

夏バテとは、夏に起こりやすい“慢性疲労”のことを言います。暑さによる食欲低下や体内の水

分・ミネラル不足が原因のひとつです。これから旬を迎える夏野菜たちは、水分・ビタミン・ミネ

ラルを豊富に含んでいて、食べるとほてった体を内側から冷やしてくれます。夏の強い太陽の光を

浴びて色鮮やかに育った夏野菜は、見た目からも食欲を促進してくれます。

学校給食通信

「早寝早起き朝ごはん」全国協議会より

●朝起きたらカーテンをあけて太陽の光を浴びる
●「おはよう」「行ってきます」「おやすみ」など家族で挨拶する
●朝ごはんを食べていない人は朝ごはんを食べる習慣をつける
●就寝１時間前には、スマホ・ゲーム・テレビを見ない
●寝付きが悪い場合はお風呂に入る時間を夕食前にしてみる など

✍子どもの脳はまだ未発達で
す。大人と子どもの睡眠の構

造・時間は違います。しっかり
と睡眠環境を整えましょう。

とうもろこし
主食として食べる国もあ
るほど栄養豊富な野菜。
粒の付け根の部分にある

胚芽にはビタミンやミネ
ラルがたっぷり！水から
ゆでるとふっくら美味し

くなります。

かぼちゃ
ビタミンA・C・Eが豊富。ビ

タミンA は肌や粘膜を守って
くれます。皮にも多く含まれる
ので皮ごと食べるのがおすす

めです。栄養価の高さは野菜の
中でもトップクラスです。

オクラ
ねばねば成分の食物繊維

は、コレステロールの排
出や便秘予防が期待され

ます。

なす
90％以上が水分で、カ
リウムが豊富。むくみの
解消や血圧を下げる効

果があります。皮にはポ
リフェノールが含まれ

るので、皮ごと食べるの
がおすすめです。

トマト
うま味成分のグルタミン

酸が豊富。赤色のもとで
あるリコピンは強い抗酸
化作用があります。

ピーマン
抗酸化作用のあるビタ
ミン Cが豊富で、夏の
紫外線から肌を守って

くれます。におい成分の
ピラジンは血液をサラ
サラにしてくれます。

ゴーヤ
ビタミン Cが豊富。苦
味成分のモモルデシン
は、血圧・血糖値を下げ、

胃腸を刺激して食欲を
増進させます。小ぶりで
鮮やかな緑色をし、イボ

が多いものほど新鮮で
美味しいそうです。

きゅうり
95％が水分で、カリウ

ムが豊富。体にこもっ
た熱を出して体を冷や
してくれます。皮に含

まれる苦味成分のクク
ルビタシンは抗がん作
用が期待されていま

す。

えだまめ
大豆が成熟する前に収穫し
たもので、野菜と豆の良い所

を両方持った緑黄色野菜で
す。良質なたんぱく質やカル
シウム、鉄分、ビタミン等を

含み、夏バテの食欲不振から
くる栄養不足の解消や疲労
回復に効果的です。大豆には

ないビタミンCを含みます。

しそ
ビタミンAの含有量が野菜の中
でもトップクラス。他にもビタ

ミン B群、ビタミンE、カルシ
ウム、鉄等が豊富。ビタミン E
は血管の健康を保ってくれま

す。さわやかな香りで食欲を促
進する和製ハーブです。



野菜クイズ！

＜材 料＞(４人分)

牛ひき肉 120g

料理酒 3g

おろしにんにく 2g

にんじん 1/3本

にら 1/3束

もやし 40g

ピーマン 1個

春雨 40g

ごま油 大さじ1

濃口醤油 小さじ 1強

みりん 小さじ１

食塩 少々

砂糖 小さじ4

いりごま 適量

＜作り方＞

①牛ひき肉に、酒・おろしにん

にくで下味をつけておく。

②にんじん・ピーマンは4cm長

さの千切りにし、にらも4cm

長さに切る。春雨もお湯で戻

して、4cm長さに切る。

③フライパンにごま油を熱し、

牛ひき肉・にんじん・ピーマ

ン・もやし・にらの順に炒め、

調味料を加え、最後に春雨を

入れて炒める。いりごまを加

える。

★チャプチェ★ 栄養士会のメニュー

＜材 料＞(４個分)

かぼちゃ 中1/８個

なす 小１本

たまねぎ 中1/2個

鶏ミンチ 60ｇ

炒め油 小さじ１

料理酒 小さじ１

上白糖 小さじ１強

しょうゆ 小さじ１強

塩・こしょう 少々

ピザ用チーズ 60ｇ

パセリ 少々

アルミカップ 4個

＜作り方＞

①かぼちゃは７mm厚さに切っ

て蒸す。なすは５mm厚さの

半月切り、たまねぎはスライ

スする。

②フライパンに油を入れ、鶏ミ

ンチを入れ、酒をふって炒め

る。Aで味をつける。

③カップに入れて、チーズとパ

セリをちらしてオーブンでチ

ーズがきつね色になるまで焼

く。

★なすとかぼちゃのチーズ焼き★

＜材 料＞(４人分)

ベーコン 40g

おろしにんにく 8g

セロリ １/２本

たまねぎ １/2個

トマト 1個

にんじん 1/2本

じゃがいも １個

キャベツ 2枚

オリーブ油 .小さじ２

固形ブイヨン 1個

塩・こしょう 少々

薄口醤油 大さじ 1

＜作り方＞

①ベーコン・セロリ・たまねぎ・

トマト・にんじん・じゃがい

もは１cm角に切る。キャベツ

は1㎝の色紙切りにする。

②鍋にオリーブ油を入れ、弱火

でベーコン・にんにく・セロ

リ・たまねぎ・にんじんを入

れて炒める。

③じゃがいも・キャベツ・トマ

トを加えてさらに炒める。水

を入れて沸騰させアクを取

る。

④15分程煮込み、調味

料で味を整える。

★ミネストローネ★ 日野町学校給食のメニュー

＜第１問＞ 苦手な子も多いピーマンです

が、ヘタの形で苦みの少ないピーマンを見分

けることができます。どの形でしょう？

①４角形のヘタ

②５角形のヘタ

③６角形のヘタ

＜第６問＞ 日本やアジア圏でしか食べられ

ていない野菜はどれでしょう？

①かぶ

②ごぼう

③枝豆

＜第４問＞ トウモロコシの「ひげ」は何のた

めにあるのでしょう？

①受粉するため

②水分を失わないため

③太陽の光を受けて

甘みを粒に運ぶため

＜第３問＞ 枝豆が成熟すると何になるでし

ょう？

①大豆

②そら豆

③落花生

＜第５問＞ 夏のほてった体を冷やす効果が

ある野菜はどれでしょう？

①セロリ

②スイカ

③ごぼう

＜第２問＞ かぼちゃで「カロテン」が最も含

まれている場所はどこでしょう？

①実の部分

②皮の部分

③種の部分

正解は…
食物繊維が豊富でおなかの調子を

整えてくれるごぼうですが、食べて

いるのは日本と一部のアジア圏だ

けだそうです。他にも、こんにゃくや

ミョウガ、ワラビ、まつたけなどの

食べ物は海外で食べる文化がほと

んどないようです。 ②ごぼう

正解は…
夏野菜（トマト・なす・きゅうり・ゴーヤ

等）は水分やカリウムが多く、体の熱を

冷ます効果があります。ちなみに、セ

ロリ等の春野菜は、冬の寒さで下がっ

た新陳代謝を促進する効果があり、ご

ぼう等の冬野菜は体を温める効果が

あります。 ②スイカ

正解は…

枝豆は大豆を若い内に収穫したもの

で、成熟すると大豆になります。ま

た、大豆が発芽するともやしになり

ます。大豆は植物ですが、体をつくる

もととなるたんぱく質を豊富に含

み、「畑の肉」とも呼ばれます。

①大豆

正解は…

ひげは、トウモロコシのめし

べです。花粉を受け止めて受

粉するためにあります。ま

た、トウモロコシの粒の一つ

ひとつから伸びているので、

ひげの数と粒の数は同じで

す。ひげもお茶や天ぷらなど

でおいしく食べられます。

①受粉するため

正解は…

カロテンは、体の中でビタミンＡに変

身して、風邪を予防したり、目・皮膚・

髪の毛などの健康を保つ働きをして

くれます。かぼちゃは皮も食べられ

る野菜です。煮物や天ぷらで皮ごと

食べると栄養もとれて良いです。

②皮の部分

正解は…

栄養を吸収して育つと、花びら

の数＝ヘタの角の数が増えると

言われています。つまり、ヘタの

角の数が多いほど栄養いっぱい

で甘みがあるため、苦みを感じ

にくいピーマンなのです。

③６角形の形のヘタ

作って食べよう！
１日のスタートは朝食から!!

滋賀県教育委員会では“しっかり朝食”応援

プロジェクトとして、龍谷大学農学部食品栄

養学科と協力し、地場産物を取り入れた料理

や、短時間で手軽に作

れる一品等のおすすめ

朝食メニューをHPにて

紹介されています。

ぜひ、お試しください。

チャプチェは、春雨・肉・細切りにした野菜を甘辛
く炒め合わせた韓国料理。肉を鶏肉や豚肉に変えた
り、野菜をほうれん草やキャベツに変えたり、炒り

卵を加えたり、お好みでコチジャン・キムチ・ラー
油・豆板醤等を入れてもおいしいです。

＜材 料＞(４個分)

バナナ 1本

甘酒(米麹) 50g

卵 1個

豆乳 30g

油 40g

薄力粉 110g

ベーキングパウダー 5g

レーズン 20g

クルミ 20g

＜作り方＞

①ボウルにバナナを入れてフォ

ーク等でつぶし、甘酒・卵・

豆乳・油を入れて、泡立て器

でよく混ぜる。

②薄力粉とベーキングパウダー

をふるいながら①に入れる。

③②にレーズン・砕いたクルミ

を加えてヘラでざっくり混ぜ

る。

④マフィン型に入れて、190℃

に予熱したオーブンで20分

焼く。

★甘酒バナナマフィン★ 栄養士会のメニュー

A

滋賀県栄養士と野菜ソムリエプロの藤岡いづみ氏が

開発したレシピ。甘酒とバナナの甘みで、砂糖なしで

もほんのり甘く仕上がります。お好みで果物をかえた

り、あんこやきな粉を入れてもおいしいです。

ホットケーキミックスで作ってもいいです。

＜野菜をたくさん食べるコツ！＞

◎茹でる

◎蒸す

かさが減ってたくさん食べる

ことができます。

＜３５０g ってどれくらい？＞

生の状態で、だいたい両手３杯分の量です。

◎１食で両手１杯分（約１２０g）食べましょう。

◎淡色野菜と緑黄色野菜は１：２の割合で、

色々な野菜を食べましょう。 １２０g


