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朝ご飯食べていますか？ 

 

一日の中で最も忙しい朝。 

あと 5 分寝ていたい…準備で時間がない…ダイエット中だから… 

食欲がない…と、おろそかになりがちな朝ご飯。 

実は大切な役割があるんです。 

 

朝ご飯を抜くと、脳や身体に悪影響？ 

寝ている間も脳は活動しているため、朝起きた時にはエネルギーが不足し

ている状態です。脳の唯一のエネルギー源は、ブドウ糖です。ブドウ糖は体

内で蓄積ができないため、都度、食べ物から取り入れる必要があります。 

朝ごはんを抜くことで、脳のエネルギー源となるブドウ糖が不足するた

め、集中力や記憶力の低下につながります。 

 

また、脳だけでなく体を動かすエネルギーを取り入れていない 

ために、体が重く、だるさ、疲労感が残って元気でなくなります。 

 

 

朝ご飯がもたらす 5 つの役割 

① 脳や身体のエネルギー源となる 

脳や臓器は寝ている間も活動し、エネルギーを消費しています。 

朝ごはんをしっかり食べることが、一日を元気に過ごす活動源になります。 

 
② 体内リズムを整える 

1 日は 24時間ですが、実は体内時計の周期は 25 時間。この 1時間の 

ズレを調整し、体内時計をリセットするスイッチが「太陽の光」と「朝 

ご飯」です。 

また、朝日を浴びると脳が起きるための「セロトニン」というホルモンが 

活発に分泌されます。 

 

セロトニン：別名「幸せホルモン」。 

心身の健康に関わる大切なホルモンです。自律神経を刺激し、

スッキリとした目覚めとなります。 



 

③ 体温を上げる 

睡眠中に低下した体温を上昇させ、身体が活動しやすい状態になります。 

また、一日三食のうち、特に体の代謝が向上しやすくなるのが朝ご飯と

言われており、代謝が上がると肥満になりにくくなります。 
 

④ お腹の調子を整える 

朝ご飯を食べると、腸が刺激されて排便しやすくなります。朝ご飯を 

決まった時間に食べることで、生活リズムと排便習慣が整います。 
 

⑤ 低栄養の防止 

朝決まった時間に起き、朝ご飯を食べることで、心も  

身体も元気にスタートできます。  

食事をおいしく楽しく食べることが、低栄養を防ぐ  

ことにもつながります。  

 
 

食べる量が減ったり、咀嚼力や食べる機能が低下しはじめると、 

低栄養状態となることがあります。普段の食事を少し工夫するだけで、 

少量でも栄養価を増やすことができます。 

 

低栄養：健康な体を維持するために必要な、エネルギーやたんぱく質などの 

栄養素が不足している状態。 

 

＊乳製品をプラス 

乳製品は高たんぱく、高カロリー食品です。 

・コーヒーや紅茶に牛乳を加える。 

・果物にヨーグルトを添える。 

・料理に、チーズをかける。 

 

牛乳 100ｍｌ   70kcal 

ヨーグルト 80ｇ  50kcal 

スライスチーズ 1枚  50Kcal 

プロセスチーズ 1個  50kcal 

 

 

 

 



＊オイルをプラス 

大切なエネルギー源となり、少量でも高カロリーである食材が「オイル」 

です。細胞組織を構成し、身体の冷えや肌の乾燥から守り、脂溶性ビタミ 

ンの吸収をあげる役割があります。 

 

・サラダのドレッシングをノンオイル→オイル入りやマヨネーズに変える。 

・スープや野菜料理の仕上げに、ごま油やオリーブオイルを加えて、 

風味付けに。 

・ご飯を炊くときにサラダ油を加える。 

一合（お茶椀 2 杯分）に、小さじ 2杯程度 

    

オイル   1ｇ＝9kcal 

       小さじ 1（約 4ｇ）＝37kcal 

 

＊補助食品の活用 

 食事で摂り切れない栄養を補うことができます。 

 ゼリー・ドリンク・プロテイン・サプリメント等 

     一回の食事＋80～200kcal 

   

＊水分補給 

1 日のうちで失われる水分の量は、およそ 2.5L と言われて 

います。寝ている間には、大人で約 500ｍｌの水分が失われる 

ため、起きたときには脱水状態になっています。 

朝起きてコップ一杯の水分補給により、胃腸が目覚めて動きが 

活発になるので朝食の消化が良くなります。 

 

 

＊よく噛んで食べましょう。 

噛むことで、たくさん唾液が分泌され、消化酵素が食べたものを効率よく 

消化してくれます。よく噛んで顎を動かすことで、顔や頭の筋肉が動き、 

脳の血流がよくなり働きを活発にします。 

飲み込んだりする力が衰えると、食事量の減少に繋がります。口から 

食べる機能を低下させないようにすることも大切です。 

 

 



朝ご飯のアイディア 

 

はじめは「毎朝何か食べる習慣」をつくりましょう。 

余裕が出てきたら、栄養バランスも考えましょう。 

 

＊ステップ 1 手軽な 1 分準備で。 

朝は食欲がわかない、朝ご飯には何も食べていないという方は、まずは 

乳製品、果物、野菜ジュースなど食べやすいものから何か口に入れて、 

胃を目覚めさせるのがおすすめです。 

 
 

＊ステップ 2 組み合わせて、種類を増やしましょう 

おにぎりやパン、シリアル、納豆、チーズ、冷凍野菜や缶詰、レトルト 

食品など、簡単にとれるものを用意しておくと良いです。 

 

 

 

＊ステップ 3 主食・主菜・副菜をそろえましょう 
 

身体や脳のエネルギー源・午前中のイライラ予防 

→炭水化物・脂質の摂取 

 

血液や筋肉など身体をつくる・身体の代謝をあげる 

→たんぱく質の摂取 

 

体の調子を整える 

 →ビタミン・ミネラル・食物繊維の摂取 

 

 

＊前日準備、調理方法の工夫で時間短縮 

みそ汁の具を切る、サラダの盛り付け、といった下ごしらえをするだけ 

でも、朝の時間に余裕ができます。 

また、冷凍ごはんや夕食の残りをレンジで温める方法も時間短縮になり 

ます。 

 

主食 

主菜 

副菜 



 

 

 

 

 

〈ミルク煮（飛鳥汁）〉      

       

材料     三人分     

鶏もも肉   150ｇ     

さつまいも  60ｇ     

人参     45ｇ     

しめじ    30ｇ     

油揚げ    15ｇ     

味噌     大さじ 1 と 1/2     

顆粒だし   小さじ 2     

水      300cc     

牛乳     150cc     

三つ葉    15ｇ     

       

下処理      

①鶏もも肉を一口大に切る。      

②さつまいもと人参は、5mmのいちょう切りにする。  

しめじは小房にわける。      

油揚げは短冊切りに切る。      

三つ葉は 1cm の長さにきざむ。      

       

作り方      

①鍋に水、顆粒だし、鶏肉、さつまいも、人参、しめじ、を入れて 

中火で加熱する。      

②火が通ったら味噌を溶き入れる、最後に牛乳を入れひと煮立ちさせる。 

③器に盛り、三つ葉のせる。      

       

   

       

       

       

 

 

いつもの料理にちょい足しで、栄養価ＵＰ！ 

野菜たっぷり 

身体もぽかぽか。 

エネルギー たんぱく質 脂質 炭水化物 塩分

203kcal 14ｇ 12ｇ 14ｇ 2.1ｇ



 

 

 

〈カップオムレツ〉      

      

材料         一人分（小カップ 2 個分）  

卵              1 個     

ミニトマト   2 個     

ブロッコリー  30ｇ     

ウインナー   20ｇ     

塩コショウ   少々     

牛乳      大さじ 1     

ピザチーズ   大さじ 1/2     

      

下処理  100cc     

① ブロッコリーを小房に切り、下茹でする。     

  ミニトマトを 1/2に切る      

  ウインナーを一口大に切る       

②耐熱カップまたは、アルミカップに材料を入れる。    

＊電子レンジ使用時はアルミカップ使用不可    

  

作り方      

① 卵を溶きほぐし、塩こしょう、牛乳を加えてまぜる。    

② カップの中に①の卵液を流し入れ、チーズをちらす。    

  オーブントースターで 7分焼く。      

（600ｗ電子レンジで 2 分 30 秒分加熱）      

＊加熱時にふくらむので、卵液は７分目くらいまでとする   

＊お好みでケチャップをかけても良いですね。    

  

      

  

  

 

 

 

 

 

 

前日準備で、お手軽料理 

＊ここまでを前日までに 

準備しておくと、当日作り

やすいです。  

エネルギー たんぱく質 脂質 炭水化物 塩分

220kcal 14ｇ 17ｇ 5.8ｇ 1.8ｇ



 

〈ヨーグルトハニートースト〉      

材料       一人分     

食パン（6 枚切り） 1 枚     

プレーンヨーグルト 100ｇ     

お好みの果物や果物缶 50ｇ     

バター       5ｇ     

はちみつ       小さじ 1     

ダイスアーモンド 小さじ 1     

シナモン      

      

作り方      

① ヨーグルトを茶こしやざるで水切りする。     

（目が粗い場合はペーパータオルを敷く。できれば冷蔵庫で一晩置く。） 

② お好みの果物を薄切りにする。      

③ 食パンをトースターで少し焼き色がつくまで焼く。    

④食パンにバター、はちみつを塗り、その上にヨーグルトを塗り広げる。

⑤④に果物を食パンにのせ、アーモンド、シナモンをトッピングする。

      

      

  

〈アボカド納豆〉      

材料     一人分     

アボカド   1/2 個      

納豆     1パック     

すりごま   小さじ 1     

めんつゆ   小さじ 2     

ごま油   小さじ 1     

しらす   20ｇ     

ご飯   茶碗 1杯     

きざみのり  適量     

      

作り方      

① アボカドをサイコロ状に切る      

② 納豆をほぐし、すりごま、めんつゆを入れ混ぜる。    

③茶碗にご飯を盛り、②とアボカド、しらすをのせ、きざみのりを上から

ちらす。      

     

エネルギー たんぱく質 脂質 炭水化物 塩分

330kcal 12ｇ 12ｇ 49ｇ 0.9ｇ

エネルギー たんぱく質 脂質 炭水化物 塩分

498kcal 18ｇ 20ｇ 66ｇ 0.6ｇ

濃厚ヨーグルトでたんぱく質も豊富 

アボカド＆納豆は相性抜群 


