
【特典】

忙しいあなたが-10kgを目指すための

「時短でできるダイエットご飯レシピ集」
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こんにちは！トッシーです。

僕は昔、80kg のデブでした。

そこからダイエットに励み、5 ヶ月で 25kg の減量に成功しました。

その経験を今ダイエットを頑張っているあなたに、

僕からのプレゼントをさせていただきたいと思います^^

ダイエットは運動はもちろん、食事管理もとても重要です。

僕の考えでは、運動：食事＝１：９くらいの割合で、

ダイエット成功のためには『食事管理』がカギだと確信しています。

そんなあなたに、

「時短でできるダイエットレシピ」をプレゼントさせていただきます。

ぜひこのレシピをフル活用して、

あなたがダイエットで成功するためのサポートになればと思います。

あなたのダイエットの成功を心より願っております。

トッシー
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【まずは 1週間分の下ごしらえをしましょう】

僕がいつも紹介しているダイエット飯は、『時短でできる』のが特徴です。

さらに僕は、1週間分のメイン食材の下ごしらえをしています。

僕の言うメイン食材とは鶏肉です◎

今回は、鶏肉の1週間分の下ごしらえの仕方やポイントを紹介します^^

これをしていれば、さらに時短ででき、

料理も楽になるのでぜひ参考にしてみてください◎

ではここから、鶏肉を最大限に活かす下ごしらえの方法を紹介します^^ 
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◎基本の茹で鶏の下ごしらえ

【材料】(約1週間分)

・鶏胸肉：2枚

・鶏もも肉：2枚

・塩：大さじ１

・ローリエ：1枚

・水：900ml
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◎作り方

①鍋に鶏胸肉、鶏もも肉を入れ、水900mlを入れる

②塩大さじ1とローリエの葉を1枚入れて、火にかける

③強火で火にかけ、アクが出てきたら取り除いていく。
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④沸騰したら弱火にし、ふたをして10分茹でる

⑤10分茹でたら、ふたをしたまま1時間放置する。

⑥1時間後、肉を取り出し、フリーザーバッグにいれ保存する。 
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【ポイント】

ここで茹で汁を適量入れておくこと！

茹で汁と一緒に保存すれば、

鶏肉のパサつき感がなくジューシーに保存できます◎

これで下ごしらえは完了です^^

 ◎残った茹で汁の活用ポイント

さて、ここで残った茹で汁、ここで捨てるのはもったいない！

茹で汁には、鶏肉の旨味成分がたっぷり出ています。

鶏肉の茹でたあとの汁は、スープや調味料に活用できるので非常に便利です◎

①殺菌や腐敗を防止するために、一度茹で汁を沸騰させ粗熱をとる。
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②沸騰後、容器に入れて保存します。

※この茹で汁は消費期限が長くても5日くらいしか持ちません。

スープ類は痛む速度が早いので、早めに使い切るようにしてくださいね。

僕はダイエット飯を作るとき、この鶏肉や茹で汁を使うことが多いです。

それによって、さらに時短で料理が可能となるわけです。

ダイエット中は主に鶏肉を使うことが多くなると思うので、

このように1週間分の下ごしらえをしている方がとても楽チンですよね^^

この鶏肉の下ごしらえは、鶏肉の良いところを余すことなく活用できます。

これを使っていろいろ料理をしていきましょう！
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鶏もも肉としめじの和風蒸し焼き

【材料】

・鶏もも肉 1 枚(200g)　400kcal　たんぱく質 16.2g　脂質 15g　糖質 0g

・しめじ 1 袋(100g)　17kcal　たんぱく質 0g　脂質 0g　糖質 6g

・パプリカ(100g)　26kcal　たんぱく質 0.9g　脂質 0.1g　糖質 6g

合計； 443kcal　たんぱく質 17.1g　脂質 15.1g　糖質 12g
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作り方

 

①鍋にしめじとパプリカを敷き詰め、その上に鶏もも肉を乗せる

この時、鶏肉にフォークで穴をあけて熱が通りやすいようにしておく。

また、塩を少々ふっておくのも忘れずに。

②オリーブオイルを大さじ３くらいの量を回しかける

③水 50ml を回しかけて、ふたをして弱火で 15 分ほど火にかける

④醤油小さじ１を入れて香りを付け、ふたをして 1 分ほど蒸す

完成！
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◎ポイント

鶏もも肉は旨味が出る部位なので、それにキノコ類(今回はしめじ)と一緒に入れると、肉とキノコの旨味
が野菜にもしっかりと染みて、美味しく仕上がります◎

最後に醤油を入れることで風味が増し、全体的に和風に仕上がり、ご飯が進みます◎

ただし鶏肉の皮から出る油の量が多いので、脂質カットをするなら皮なしで調理することをおすすめします。

僕は、ここで脂質もまとめてしっかり摂りたいので、皮はそのままで調理しています。

ストイックにいくなら、鶏肉の皮を取って調理しましょう^^

※この時、オリーブオイルの調整もしっかりしてくださいね。

そうしないと、予想外に油まみれになってしまうので(笑)

でも醤油とオリーブオイルの相性がいいので、野菜が美味しく食べられますよ^^

これに汁物とご飯を合わせれば、立派な食事になります。

糖質制限しているなら、ご飯の代わりに野菜サラダを取り入れるのもいいですね。

15 分もあれば作れるし手間もかからないので、ダイエット中でもガッツリ肉を食べたい時は、この一品がお
ススメです◎
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ブロッコリーの中華炒め

【材料】

・鶏もも肉 1 枚(200g)　400kcal　たんぱく質 16.2g　脂質 15g　糖質 0g

・茹でブロッコリー(約 50g)　カロリー 14kcal　糖質：約 1.2g

合計：414kcal　たんぱく質 16.2g　脂質 15g　糖質 12.2g(←調味料の糖
質を含む)

・だしスープ　100ml

・だし醤油　小さじ１
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【作り方】
①ブロッコリーを耐熱容器に入れ、500W のレンジで 1 分半加熱する

②フライパンに、オリーブオイル大さじ 1 を入れ、フライパンをよく温める

③フライパンにブロッコリーを入れ、しんなりするまで炒める 

④鶏肉、だしスープ、だし醤油を入れて、全体を混ぜ合わせる

※鶏肉は茹でてあるので、温める程度で構いません^^
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⑤全体にとろみがついたら、お皿に盛り完成！

◎ポイント
炒め物だと、つい味付けが濃くなってしまいますが、ゆで鶏肉のだしスープを使ってい
るので、全体的にあっさりした仕上がりになっています。

鶏肉とブロッコリーでボリュームを持たせているので、

満腹感が十分に得られますよ^^

調理時間は 7 分と簡単にできるので、ちょっとおかずを追加したい時などは、非常に
便利なレシピです^^

またパプリカやナスを入れて、全体的にカラフルに彩ることもできるので、いろんな野
菜を入れるのもアリですね！

味付けも中華風になっているので、たまにはガッツリ炒め物を食べたいときは、このレ
シピはおススメです。

今回の糖質は、ほぼ調味料の方から出ているので、

食材自体はほぼ糖質は含まれていないです◎

なので調味料の加減次第では、大幅に糖質カットも可能です◎
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ヘルシーバージョン鶏の照り焼き

【材料】

・茹で鶏(もも肉)1 枚　223kcal　たんぱく質 16.2g　脂質 7.8g、糖質 0g

【照り焼きのタレ】

・醤油　大さじ１

・アガベシロップ　大さじ１

・リンゴ酢　大さじ 1/2

398kcal　糖質 12.5g

合計　621kcal　たんぱく質 16.2g　脂質 7.8g　糖質 12.5g
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【作り方】
①フライパンにオリーブ油を大さじ１を入れる

②茹で鶏もも肉を入れて中火で両面を軽く焼く

③照り焼きのタレを入れ、とろみが付くまで焼く

※このときは弱火にしましょう◎

そうしないと、タレがすぐに焦げ付いちゃいます^^;

④お皿にキャベツを盛り、そこに照り焼きチキンを盛って完成

たったこれだけ！(笑)
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◎ポイント
照り焼きはやはりタレの影響もあり、ハイカロリーで糖質もグンと上がってしまう料理です。

しかしそのタレをヘルシーに仕上げることで、カロリーと糖質も下げれます。

 

また、照り焼きのタレは基本甘ったるい感じで、それが苦手という人もいます。

僕も照り焼きのタレの甘ったるさが苦手でした。

 

そこで、リンゴ酢を足すことによってさっぱりしたタレに仕上げることができます。

照り焼きのタレが苦手という人も、リンゴ酢を入れると食べやすくなるので、一度試してみ
てください^^

また、リンゴ酢の酸味が食欲をそそるので、ご飯が進みます◎

噛み応えがあるようにしたいならば胸肉を、

とにかく味を楽しみたいならもも肉を使うという感じで、

鶏肉を使い分けてもまた違った照り焼きチキンが楽しめて面白いかもしれません^^

◎もし茹で鶏肉のストックがない場合

鍋に 300ml の水と塩小さじ１を入れて、強火で 10 分茹でたものでも大丈夫です◎

焼き始めてからタレで絡めるまで、5 分で作れるのでパッとおかずを作りたい時に、この照り
焼きチキンはおススメです！
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チキンカチャトーラ

【材料】
・茹で鶏もも肉 1 枚(200g)　
400kcal　たんぱく質 16.2g　脂質 15g　糖質 0g

・レンズ豆　100g　69kcal　たんぱく質 4.0g　脂質 0.3g　糖質 14.9g

・パプリカ(100g)　26kcal　たんぱく質 0.9g　脂質 0.1g　糖質 6g

・カットトマト 1/2缶(100g)　
20kcal　たんぱく質 1.1g　脂質 0.2g　糖質 3.8g

・茹で鶏のだしスープ　100ml
合計　515kcal　たんぱく質 22.2g　脂質 15.4g　糖質 24.7g
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【作り方】

①鍋にオリーブオイル大さじ 1 を入れて、パプリカを炒めていく 

この時に鶏肉は一口大に切っておきましょう 。
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②パプリカがしんなりしてきたら、だしスープ 100ml、鶏もも肉、レンズ豆を入れて中火で
10 分煮込んでいく。 

③ここでカットトマト 100g を入れて 5 分ほど煮詰める。
時々、木べらなどでかき混ぜていきましょう◎

④塩とこしょうを少々ふって、味を整えたら完成
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【ポイント】
「カチャトーラ」とは、イタリア語で「猟師風」という意味のイタリア料理です。

トマト、ピーマン、玉ねぎに、蒸し煮した鶏肉などを入れた煮込み料理で、
赤ワインなども加えられる場合もあります。

ちなみに今回は、レンズ豆を入れてボリュームを出しています。
レンズ豆はタンパク質が 25%、炭水化物が 60%を占め、
他はビタミンとミネラルからなります。

特にビタミン B群が豊富で、脂肪の占める割合がわずか 0.7%という点でも、ダイエットに
おいては有能な食材といえます^^

他にも、レンズ豆特有の脂溶性食物繊維は、体内でタンパク質の吸収を高めると同時に、
コレステロールを下げる効果があります。
他の豆に比べて約 2倍近い鉄分含有量を誇るので、貧血を和らげる作用もあります。

僕はこの料理を作ってから、一時レンズ豆にハマっていました(笑)

またトマトもさまざまな栄養効果があります。
美肌効果や風邪予防に役立つビタミン C、老化を抑制するビタミン E
塩分の排出を助けるカリウム、腸内環境を整える食物繊維などがバランス良く含まれてい
ます。

更に注目されているのが、カロテノイドの仲間であるリコピンや β-カロテンです。
僕たちは酸素からエネルギーと取り入れてますが、そのうちの２～３%は活性酸素に変わ
ります。
活性酸素は細胞を酸化させ、老化や心疾患や脳卒中、癌などの生活習慣病を引き起
こす作用があります。
 
そこで、抗酸化作用を持つリコピンや β-カロテンが活躍してくれます。
特にリコピンの抗酸化作用は強力で、β-カロテンの 2倍、ビタミン Eの 100倍ともいわれて
います。

また冷めても美味しいので、お弁当のおかずにもおススメです◎ 
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やわらか鶏の野菜蒸し

【材料】

・茹で鶏(もも肉)1/2 枚　116kcal　たんぱく質 18.8g　脂質 3.9g、糖質 0g

・エリンギ　１本(50g)　12kcal　たんぱく質 1.8g、脂質 0.25g　糖質 3.7g

・ブロッコリー　3房　33kcal　たんぱく質 4.3g　脂質 0.5g　糖質 5.2g

・厚揚げ　1個　225kcal　たんぱく質 16.1g　脂質 17.0g　糖質 0.3g

合計：386kcal　たんぱく質 41g　脂質 21.65g　糖質 9.2g

◎つけだれ

・オリーブオイル　大さじ１

・だし醤油　大さじ２

・リンゴ酢　大さじ２

・アガベシロップ　大さじ１
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【作り方】

①鶏肉は食べやすい大きさに切り、厚揚げとエリンギは半分に切る

②容器に具材をすべて入れ、ふたをして 500Wのレンジで 6 分加熱する

③つけだれの材料をすべて入れて、よく混ぜる

④つけだれをレンジで 1 分加熱する

⑤完成 
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【ポイント】

今回は材料を切って容器に入れてレンジでチンする簡単蒸し料理です。

エリンギは、便秘改善、肥満抑制、むくみ解消に効果がある食材です。

ブロッコリーはビタミン Cが豊富で、免疫力アップになります。

また食物繊維も豊富で、便秘解消にもってこいです◎

今回は厚揚げを使いましたが、これを「がんもどき」に変えてもいいですね^^

すべての食材が中サイズの容器に十分入るので、お弁当のおかずとして持っていくのもアリ
ですね◎

また食べる時は、つけだれか塩を付けて食べるのがおススメです。

僕は塩を付けて食べます^^

 

お弁当として持っていくなら、コンビニに売っている別売りの小さいサイズのドレッシングをか
けて食べるのも良いと思います。

あれくらいの量のドレッシングなら、糖質とかはそれほど気にしなくても大丈夫でしょう◎

 

調理時間が 6 分程度で作れるので、忙しいあなたでも簡単に作れちゃうのが最大のポイ
ントです^^
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大豆とタケノコのかしわ煮

【材料】

・鶏もも肉 1 枚(200g)　400kcal　たんぱく質 16.2g　脂質 15g　糖質 0g

・大豆(100g)　51kcal　たんぱく質 16.8g　脂質 10g　糖質 14g

・タケノコ(100g)　30kcal　たんぱく質 3.5g　脂質 0.2g　糖質 5.5g

・大葉 5 枚

合計　481kcal　たんぱく質 36.5g　脂質 25.2g　糖質 19.5g　

◎調味料

・鶏のだしスープ：50ml

・だし醤油：大さじ１

・アガベシロップ：大さじ２
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【作り方】

①鶏もも肉とタケノコを 3㎝くらいの大きさに切る

②調味料を混ぜ合わせておく。

③鍋に火をつけ、中火で調味料が沸騰するまで火にかける。
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④調味料が沸騰したら、鶏もも、タケノコ、大豆を入れる。

⑤蓋をして、弱火で 15 分ほど煮詰める。

⑥全体が煮詰まり、照りが出てきたら火を止めて器に盛る。 

⑦千切りにした大葉を散らしたら完成！ 
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【ポイント】

今回は調味料が甘めになっているので、食べると甘ったるい感じがします。

そこで大葉を散らすことで味にアクセントが付き、さっぱりとした味わいになります^^

また、鶏肉の旨味が効いて、「肉を食べてる！」という感じもしますよ◎

鶏肉、大豆が入っているので、たんぱく質をしっかり摂れ、腹持ちもいい一品です◎

煮物というと、根菜が入っているイメージを持たれやすいので、材料の糖質や調味料の糖
質が気になってしまい、敬遠されがちですよね。

しかしこのダイエット飯は、糖質が低めのタケノコを根菜代わりに使っているので、糖質を約
20gまで抑えることができています^^

これなら安心して、ダイエット中でも煮物が食べられますね◎

ただし、思わずご飯が進んでしまう味付けなので、食べ過ぎに注意ですよ～(笑)

大量に作って、1 週間分作り置きしておくのもアリだと思います◎
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野菜を使ったダイエット料理

脂肪燃焼効果を上げるためにも、ビタミン・ミネラルの補給が大事にな
ります。

特に緑黄色野菜はビタミンとミネラルが豊富にあるので、

僕の料理で使う野菜は、緑黄色野菜を使うようにしています。

このレシピなら、野菜をたくさん食べれるので、

これで積極的に野菜も食べるようにしていきましょう^^
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ひよこ豆とパプリカのトマト煮

【材料】

パプリカ(100g)　26kcal　たんぱく質 0.9g　脂質 0.2g　糖質 6.2g

ひよこ豆(100g)　72kcal　たんぱく質 4.3g　脂質 1.3g　糖質 13.1g

トマト缶(1缶)200g　40kcal　たんぱく質 2.2g　脂質 0.4g　糖質 7.6g

合計：エネルギー 138kcal　たんぱく質 7.4g　脂質 1.9g　糖質 26.9g　
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【作り方】

①鍋にオリーブオイル大さじ 1 を入れて、パプリカ 100g を入れ火にかける

パプリカは千切りにして入れましょう◎

②パプリカがしんなりしてきたら、ひよこ豆 100g を入れる 
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③ 3 分ほど炒めたら、お湯 300ml を入れ、コンソメの素小さじ 2 を入れる 

④一煮立ちしたら、トマト缶 1缶を入れる 

⑤弱火で 10 分ほど煮詰める 

34



⑥とろみがついてきたら、仕上げに塩こしょう少々入れる 

今回はトマトと相性の良いオレガノを入れます^^)

味を整えたら完成◎
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【ポイント】

この一品を食べるだけで満腹感は十分に出ます。

またナスを入れるのもアリかと思います☆

僕はたまに入れたりしますよ～^^

あと、ひよこ豆がボリュームを持たせているので腹持ちも良いですよ^^

それに、ジャガイモみたいなホクホク感が出て満腹感を得られますしね◎

ただし、ひよこ豆は糖質が高いので、入れる量に注意！

野菜を食べるとなると、ほとんどの人は"生野菜"を食べるようにしがちです。

しかし、それだとあまり栄養素は補給できません。

野菜は焼いたり煮込んだりして、

仕上げにオリーブオイルと塩少々で味付けする方がたくさん食べられ、

まんべんなく栄養が補給できます◎

おまけにボリューム満点です^^

外国ではこのように、焼いたもの、煮込んだもので野菜をたくさん食べることが多いです。

しかもヨーロッパ諸国の人は、日本人より野菜を多く消費します。

なので、このような野菜の食べ方を参考にしてみるのもアリです◎

野菜をたくさん食べるとき、たまにはこのような調理で食べてみるのもまた新しい食べ方の
発見になりますね^^

これなら、カロリーや糖質も抑えることも出来て、おまけにボリュームたっぷりなので、効率よく
痩せることもできます◎
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豚肉とレタスのワンプレートサラダ

【材料】

豚肉肩ロース(100g)　253kcal　たんぱく質 17.1g　脂質 19g　糖質 0.1g

カットサラダ　6kcal　たんぱく質 0.2g　脂質 0g　糖質 1.4g

合計：　259kcal　たんぱく質 17.3g　脂質 19g　糖質 1.5g

【ドレッシング】

・オリーブオイル　大さじ 1

・リンゴ酢　大さじ 1/2

・だし醤油　大さじ１
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【作り方】

①鍋に水 100ml入れて、沸騰させる

②豚肉 100g を入れて、2，3 分茹でる

③皿にサラダを盛りつけ、その上に茹でた豚肉を盛っていく。

④作っておいたドレッシングをかけたら完成

か、簡単過ぎる～～(笑)

ズボラ飯みたいになってないか？^^;

ま、いいか♪
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【ポイント】

豚肉はビタミン B1 が、牛肉に比べて 10倍もあります。

ちなみにビタミン B1 は疲労回復の効果があります。

ダイエットのトレーニングで、いつもより疲れが溜まってるなぁと感じたら、

豚肉を積極的に摂って疲労回復に努めるのもアリですね^^

その他にも、飽和脂肪酸、不飽和脂肪酸、ビタミン A、ビタミン B群、ビタミン C、

ビタミンD、ビタミン E、ビタミン K、ナトリウム、カリウム、カルシウム、マグネシウム、

マンガン、リン、ナイアシン、鉄、亜鉛などを含んでいます。

またナイアシンは、皮膚や粘膜の健康を維持する働きがあるので、

美容効果があり、肌に潤いやハリをもたらすので、美容にもいいですよ^^

また、血行促進効果もあるので、冷え性の改善にも期待ができます。

ビタミン 12 は神経痛改善の効果もあるので、

ビタミン B12 を多く含んだ豚肉を食べることはいいと思います◎

このレシピは、残業などで帰りが遅くなってしまった時に、

すぐ栄養補給と疲労回復のために考えたレシピです。

調理も 5 分でできる超時短レシピなので、忙しいあなたでもすぐに作れるので、ぜひこれを
食べて、1日の仕事の疲れやトレーニングの疲れを取ってくださいね^^
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畑の肉サラダ

【材料】

・木綿豆腐半丁　108kcal　たんぱく質 9.9g　脂質 6g　糖質 2.4g

・厚揚げ　2個　450kcal　たんぱく質 32.2g　脂質 24g　糖質 0.6g

・市販のミックスサラダ　19kcsl　たんぱく質 1g　脂質 0.1g　糖質 4.3g

合計　558kcal　たんぱく質 43.1g　脂質 30.1g　糖質 4.6g

【手作りドレッシング】

・だし醤油　大さじ 1

・リンゴ酢　大さじ 1

・オリーブオイル　大さじ 1

・アガベシロップ　小さじ 1/2
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【作り方】

①厚揚げを 500Wの電子レンジで 2 分 30秒加熱する

②豆腐、厚揚げを一口サイズに切る

③皿にサラダを均等に盛っていき、
その上に豆腐と厚揚げを乗せる

④ドレッシングをまんべんなくかければ出来上がり

所要時間、たったの 5 分です(笑)

これは簡単にできます^^

41



【ポイント】

豆腐は、たんぱく質や脂質などのみでなく、体の調節などをして健康を維持増進させる『機能性
食品』としても注目されています。

豆腐のたんぱく質は、血中のコレステロールを下げ、成分の一つであるペプチドが血圧上昇を抑え
る役目をしています。

また。レシチンは大豆に含まれる物質で、血管に付着したコレステロールを溶かし血流の流れを良
くしたり、または固まるのを防ぎ付着しないようにする働きをします。

そのため、動脈硬化、脳出血等の予防に効果があります。

特に注目されているのがイソフラボンです。

イソフラボンは、女性ホルモン（エストロゲン）と似た働きをすし、植物エストロゲンとも呼ばれてい
ます。

これは骨粗鬆症の予防効果にも期待できる栄養素です。

また癌の予防にも効果が期待できます。

さらに豆腐はビタミン類も豊富です。

主なビタミン類は、ビタミンＥ、ビ タミンＢ 1、ビタミンＢ 2 あんどを含んでいます。

また、厚揚げは水きりした豆腐を上げたモノなので、豆腐よりも栄養素が凝縮された状態になっ
てます。

厚揚げは木綿豆腐に比べて、脂質は 2.7倍と高めですが、たんぱく質は約 1.6倍、

カルシウムは 2倍以上、鉄分は 4.3倍も含まれており、

ダイエット中の最強の味方になる食材です！

これに野菜を合わせたら、まさに最強のダイエットご飯の完成ですね^^
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魚を食べる機会も増やしていこう！

高たんぱく質を意識するなら、"魚"を食べることも忘れてはいけません。

魚は肉類と違う性質を持った良質な脂質を含んでいます。

良質な脂質をまんべんなく摂る意味でも、

魚を食べる機会を増やす方がダイエットには効果的です。

なので魚も積極的に食べていってくださいね^^
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タラの簡単煮つけ～和風だしを効かせて～

【材料】

・タラ(200g 分)　154kcal　たんぱく:質 30g　脂質:0.32g　糖
質:0.16g

・だし醤油　50ml

・水　300ml

合計：　たんぱく:質 30g　脂質:0.32g　糖質:0.16g
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【作り方】

①鍋に水 300ml とだし醤油 50ml を入れ、沸騰するまで火にかける 

②タラの切り身 200g 分を入れる。 
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③弱火で 15 分じっくり煮ていく。
時々、アクを取り除く作業も忘れずに。

※この時、ふたを開けて煮ること！
ふたをしたままだと、吹きこぼれが起きてしまうので注意！

④ 15 分煮つけたらここで火を止めて、ふたをして 30 分置く。

30 分置くことでタラの旨味が出汁に染みこんでいき、より美味しく仕上がります^^

すぐにでも食べたい！というなら 30 分置かずとも美味しく食べられるので、

できた瞬間に食べてもらっても問題ありません(笑)

これで完成ー！
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【ポイント】

タラは意外と弾力があり、噛み応え十分なので、満腹感を得られます。

また、味も淡泊でクセもないので、比較的食べやすい魚だといえます。

また、ホウレン草や玉ねぎをスライスしたものと一緒に煮てもさらに美味しさが増します。

僕は玉ねぎを丸ごと 1個そのまま入れたりもします◎

ちなみに、今回は何も入れてませんが(笑)

ここであなたに、もっと上級のテクニックを特別に教えましょう^^

それは、魚を煮付ける時に梅干しを一緒に入れる方法です。

これは料亭の板前さんに聞いた話で、魚の煮つけを作るとき、

梅干しも一緒に入れると、梅干しの酸味が良いアクセントになり、魚の生臭さもなくなるそうです。

僕も食べた経験があるのですが、確かに酸味が効いていて、すごくさっぱりとした味わいで食べやすかったで
す◎

それ以来、僕は魚の煮つけの時は、梅干しを入れるようにしています^^

あなたも興味があれば、一度試してみてください◎

よく魚の煮つけとなると、甘い煮つけをイメージしますよね。

僕も甘い煮つけは苦手で、魚の煮つけ類は敬遠しがちでした。

そこで、気軽に食べれるように、出汁をうどんの出汁をちょっと濃くした感じにしました。

こうすると意外と魚の煮つけが食べやすくなり、苦手意識も克服できます◎

僕もこれを作ってからは、ダイエット中でも積極的に魚を食べるようになりました^^
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サバのオリーブオイル蒸し焼き

【材料】

・サバ 1尾分　194kcal　たんぱく質 19.8g　脂質 11.6g　糖質 0.2g

・パプリカ(100g)　26kcal　たんぱく質 0.9g　脂質 0.1g　糖質 6g

合計　220kcal　たんぱく質 20.7g　脂質 11.7g　糖質 6.2g
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【作り方】

①鍋にパプリカ、サバを入れて、オリーブオイル少々、塩少々ふる

②ふたをして弱火で 10 分蒸し焼き状態にする

③お皿に盛り完成

はい、たったこれだけです(笑)

超簡単でしょ？^^
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【ポイント】

サバは青魚を代表する魚で、特に注目したいのは脳や神経の機能を活性化させるDHA
です。

また、不飽和脂肪酸の一種である EPA(エイコサペンタエン酸)は、

血液をサラサラにする働きがあり、血管を柔らかくしたり、癌の予防も期待されています。

また、ビタミン類も豊富で、ビタミン B6、B2、

骨や歯の発育に欠かせないビタミンDも含まれています。

また 30代を越えてくると、肉類よりも特に魚を食べる割合を多くしてほしいですね。

理由は、たとえ肉と魚のたんぱく質の含有率が同じでも、

含まれている脂質の性質が違います。

肉類だと飽和脂肪酸、サバなどの青魚はオメガ 3 脂肪酸が含まれています。

どちらも必要な良質な脂質ですが、その脂質が偏らないためにも、

時には魚も摂るようにして健康的な体作りをしていきましょう^^
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スープ系のダイエットご飯レシピ

ダイエットにおいて、"体の冷え"は大敵です。

ダイエット中に体が冷えないためにも、

食事で体を温めることも意識していきましょう。

そんな時はスープを食べることがオススメです。

このスープレシピはボリュームもあるので、

ガッツリ食べて体も効率よく温めることができますよ^^
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豚肉のカレースープ

①スープ作り
【材料】

水：300ml

コンソメの素（固形）：1個

だし醤油：大さじ 2

カレー粉：小さじ 2

28kcal　たんぱく質：1.0g　脂質 0.4g　糖質：4.2g
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①鍋に水 300ml を入れ、沸騰したらコンソメの素を入れる。

②次にカレー粉とだし醤油を入れて、全体を整える

これでスープは完成です。

②本品の作り方

【材料】

・豚肉ロース(しゃぶしゃぶ用)200g
263kcal　たんぱく質：19.3g　脂質：19.2g　糖質：0.2g

・白菜 100g
14kcal　たんぱく質：0.8g　脂質：0g　糖質：1.9g

合計：305kcal　たんぱく質：21.1g　脂質：19.6g　糖質：6.3g

53



【作り方】

①豚肉を食べやすい大きさに切る。

②白菜を 3㎝ほどの細切りにする。

③先ほど作ったカレースープの中に、豚肉と白菜を入れる。

④ 10 分ほど中火で煮込んでいき、アクを取り除いていく。

⑤豚肉に火が通ったら完成。
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【ポイント】

豚肉は脂肪燃焼を助けるビタミン B1 が豊富にあります。

また、白菜には免疫力を高める成分が豊富です。

カレースープは、カレーうどんのダシに近い味付けなので、あっさりとした味わいです。

こうなると、ついうどんを入れたくなっちゃいます^^;

でも、うどんはダイエットに大敵になりますよね。

どうしても麺を食べたい！そんな時に僕がオススメするのはコレ！

ベトナム料理でおなじみの”フォー”です◎

フォーの成分は米粉と水で、形状はきし麺に似ていますので、某インスタントカップ麺のカレーうどん
に似せることができます(笑)

しかし、100ｇあたり 81ｇの糖質が入っているので量に注意が必要ですね。

このカレースープはボリュームがあるので、半分の 50g でも十分です。

50g だと、糖質は約 40g まで抑えられます^^

これくらいなら、まだ大丈夫かと◎

また、豚肉は基本的に脂分が多い肉なので、肉は比較的赤身のあるロース肉を使用することを
オススメします。

逆に豚バラ肉だったら、脂分が多すぎて食べづらくなります^^;

体が冷えている時は、カレーの香辛料が効いて体がよく温まります◎

豚肉がボリュームを持たせてくれるので、食べ応えも十分にあり、これだけで満足できる一品です。
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鶏肉とブロッコリーの豆乳スープ

【材料】

・鶏胸肉(鳥皮あり)１枚　223kcal 　たんぱく質 19.5g　脂質 11.6g　糖質：ほぼ 0

・茹でブロッコリー(約 50g)　14kcal　たんぱく質 2.5g　　糖質：約 1.2g

237kcal　たんぱく質：22g　脂質：11.6g　糖質：1.2g

◎豆乳スープ

・水 300ml

・コンソメの素(固形 2個)

・豆乳　600ml
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【作り方】

①鍋に水 300ml、コンソメの素 2個、豆乳 600ml を入れて火にかける

この時、沸騰しないように中火でこまめに確認する。

沸騰すると、豆乳の成分が分離して、湯葉みたいな膜が多く出てくる。

②軽く火が通ったら、塩と胡椒を入れて味を調える
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③スープに火が通ったら、鶏肉とブロッコリーを入れて、

弱火で 10 分じっくり煮込む

④仕上げに、ブラックペッパーを軽く振ったら完成
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【ポイント】

豆乳は栄養成分が豊富に含まれています^^

たんぱく質はもちろん、脳の働きを維持するビタミン B群

記憶力を高め、脳の老化を予防するレシチン

血流を促進し、冷えや肩こりを緩和する作用があるビタミン E

肥満予防やアレルギー症状を和らげたり、免疫力を向上させる効果のあるサポニン

これらの栄養素が含まれていて、特にサポニンはダイエットの味方となるので、

豆乳はダイエットに非常に相性の良いものです。

また、肌のハリや弾力、抜け毛予防にも効果があります^^

鶏肉とブロッコリーが入っているので、ボリュームは満点です◎

今回はブラックペッパーを入れていますが、すりおろしたショウガを入れるのもおススメです^^

特に寒い日はショウガを加えてみるのもいいですね◎
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ダイエット版　大阪名物『肉吸い』

【材料】

・牛肩ロース肉(200g)：742kcal　たんぱく質 28.8g　脂質 65.8g　糖質 0.4g
※↑200g で計算してます↑

・木綿豆腐一丁：216kcal　たんぱく質 6.6g　糖質 3.6g

合計　958kcal　たんぱく質 35.4g　脂質 65.8g　糖質 4g

・水 900ml

・だし醤油　200ml
(白だしでもO.Kです)
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【作り方】

①鍋にだし醤油 200ml と水 900ml を入れ火にかける

②沸騰したら牛肉 200g を入れる

③アクが出てきたら、丁寧に取り除いていく

※この時にアク取り作業を次第で、美味いか不味いかの別れ道になるので、

サボらずにアク取りをしてくださいね(笑)
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④アク取り作業が終わったら、木綿豆腐一丁を入れる

この時に弱火にして、ふたをして 15 分煮込む。

ここでじっくり、牛肉の旨味を出していく

⑤器に盛って完成！
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【ポイント】

肉吸いは、牛肉を入れるのが基本ですが、これを豚肉にしても美味しいですよ^^

仕上げに刻んだネギをまぶせば、味にアクセントがついてまたいいです◎

今回は豆腐も入った基本の肉吸いを作りましたが、

ここに卵を落として食べるのもいいと思います◎

運動したあとにガッツリ肉を食べたいという願望に応える一品として、

この肉吸いを思いつきました^^

ダイエットレシピ用に、簡単に作れるようにしていますが、

・体を温める意味で汁物を食べられる

・たんぱく質が豊富

・糖質も極限まで制限できている

という点は抑えることができているかなという感じです。

調理時間も 15 分でできて簡単なので、

ぜひ大阪の隠れ名物"肉吸い"をダイエットご飯として試してみてくださいね^^
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肉や魚以外を使ったダイエットご飯

肉や魚を使わなくても高たんぱくなご飯が食べたい時は、

こういったものもあります。

こちらは、高たんぱくでヘルシーなのはもちろん、

ボリュームもあるのでオススメです^^

ぜひ作ってみてくださいね！
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ふわふわ卵豆腐

【材料】

・木綿豆腐一丁：216kcal　たんぱく質 6.6g　糖質 3.6g

・卵　(3個分)：273kcal　たんぱく質 22.1g　糖質 0.54g

・茹で鶏肉のだしスープ：400ml

・だし醤油：100ml

合計：489kcal　たんぱく質 28.7g　糖質 4.14g
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【作り方】

①木綿豆腐をよく水切りしておく

②ボールに木綿豆腐を入れて、なめらかになるまで潰していく

③卵 3個をといて、豆腐の入ったボールに混ぜ合わせていく

④そこに茹で鶏肉のだしスープを入れてよく混ぜる

ホットケーキのタネみたいに滑らかになるまで混ぜましょう◎
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⑤鍋に流し込み、中火で 7 分ほど火にかける

⑥周りが固まり始めたらフタをして、5 分蒸し状態にする

※この時は弱火にすること！そうしないと鍋に焦げ付きます^^;

⑦火を止めて、さらに 5 分蒸らす。
(ここで最後の仕上げにじっくり熱を通すため)

器に盛ったら完成！
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【ポイント】

今回は、"たんぱく質が多くてリーズナブルなもの"を考えた時に、

卵と豆腐が浮かび上がったので、このメニューをチョイスしました(笑)

ダシは鶏肉のだしスープに醤油を加えたものですので、

「かに玉」みたいなテイストに仕上がっています。

実際に食べると、「うん、かに玉～」って感じでした(笑)

このダシを和風にすると、茶わん蒸しみたいな感じに変身できるので、ダシの使い分けでい
ろんな味を楽しめます^^

今話題の「江戸料理」の一つである、

「ふわふわ豆腐」からこのアイデアが思いつきました。

余談ですが、江戸料理は僕も注目していて、

「これってダイエット飯に活用できるじゃん！」

って思ってから、よく江戸料理について調べている最中です^^

調理時間も 15 分くらいでできるので、

火加減にさえ気をつければ、ふわふわに仕上がります◎ 

どうしても鍋で調理して失敗しそうというなら、耐熱容器に入れて、

500Wの電子レンジで 10 分前後ほど加熱してみるのもアリだと思います◎ 
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【関西風】糖質制限お好み焼き

【材料】

・ベサン粉 100g　387kcal　たんぱく質 22g　脂質 7g　糖質 11g　

・キャベツ 100g　23kcal　たんぱく質 1.3g　脂質 0.2g　糖質 5.2g

・豚バラ肉 100g　386kcal　たんぱく質 14.2g　脂質 34.6g　糖質 0.1g

・卵 1個　91kcal　たんぱく質 7.3g　脂質 6.1g　糖質 0.1g

・水 100ml

合計　887kcal　たんぱく質 44.8g　脂質 47.9g　糖質 16.4g

【手作りお好みソース】

・だし醤油　大さじ 2

・トマトピューレ　大さじ 1

・リンゴ酢　大さじ 1

・アガベシロップ　大さじ 1
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【作り方】

①ボールにベサン粉、卵、水を加えてなめらかになるまでかき混ぜる 

②そこにキャベツ 100g を入れて、軽く混ぜていく 
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③フライパンをよく熱してからお好み焼きのタネを入れていく。

この時、タネは薄く延ばさずに、小さくまとめて盛るように丸く形を作っていく。

そのあと豚バラ肉を乗せていく
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④フタをして、3 分ほど蒸し焼きにする

※フタをすることによって、火の通りが早くなります^^

火は中火にしましょう◎

⑤ひっくり返して、反対面も同じように焼いていく

この時、ソースの材料をすべて混ぜてソースを作っておく

⑥皿に盛ってソースをかけ、かつお節をまぶしたら完成！ 

72



【ポイント】

今回は定番の「豚玉」を作ってみました^^

生地は普段のお好み焼きより少ししっとりとした感じになります。

けど、それ以外はほとんど大差ない味です。

具材はあなたのお好みのものを入れてもいいですよ◎

例えば、豚肉の代わりにイカやエビを入れてシーフードミックス焼きにしたり、

たんぱく質を多くするためにチーズを入れてみたりするのもいいです^^

またボリュームを増すために、細かく刻んだコンニャクを入れるのもアリですね◎

このようにバリエーションは豊富にあるので、いろいろ試しても面白いかもしれません。

それがお好み焼き本来の楽しみ方の一つでもありますしね^^

市販のお好みソースは糖質が半端ないので、自分で作って限界まで糖質を削りました(笑)

でも味は同じくらいの仕上がりになっているので、もし普通のお好み焼きを作る時でも、こち
らのソースをオススメしちゃいます^^

いや～、関西人は粉もん料理を食べて育ってきたといっても過言ではないので、

今回のレシピを完成させた時はめちゃ嬉しかったですね～！

それに大きく貢献してくれたのがベサン粉です。

ベサン粉とは、ひよこ豆を粉状にしたものです。

糖質制限はもちろん、グルテンフリーの料理を作る時にも大活躍してくれる優れものです！

なので、ダイエット中にこれを常備しておくといろいろ便利ですよ^^
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糖質制限ピザ

【材料】

・ベサン粉 200g　774kcal　たんぱく質 44g　脂質 14g　糖質 22g

・卵　(2個分)：182kcal　たんぱく質 12.6g　糖質 0.1g

・豆乳(無調整)100ml　184kcal　たんぱく質　14.5g　糖質　11.6g

・ベーキングパウダー　10kcal　たんぱく質 0g　脂質 0g　糖質 2.4g
(分包タイプ 2 袋分)

・モッツァレラチーズ(シュレッドタイプ)　100g
299kcal　たんぱく質 24.8g　脂質 22.3g　糖質 1g

合計：1449kcal　たんぱく質 95.9g　脂質 36.3g　糖質　37.1g
※↑ピザ 1 枚分の計算をしています

※6等分した時の【1切れ分】の計算
合計　241kcal　たんぱく質 16g　脂質 6.05g　糖質　6.2g

・オリーブオイル　大さじ 1

・トマトピューレ　大さじ３
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【作り方】

①ボウルにベサン粉、卵 2個、ベーキングパウダーを入れて軽く混ぜていく

②豆乳とオリーブオイル大さじ１を入れて滑らかになるまで混ぜていく

③よく温めたフライパンに、先ほどの生地のタネを入れていく

④フライパンにフタをして弱火で 20 分蒸し焼きにしていく
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⑤ 20 分後、生地が固まっていたらトマトピューレ大さじ３を生地にまんべんなく塗り、

モッツァレラチーズ 100g 分をまぶしていく

⑥再びフライパンにフタをして、チーズが程よくとろけるまで蒸す(約 5 分)

お皿に盛って完成！
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【ポイント】

↑モッツァレラチーズが伸びて味もたまらん！ 

今回はダイエット中でもピザが食べたい！という夢を叶えるために、

ベサン粉を見て急遽思いついたレシピです。 

今回は時短で作るということで、『マルゲリータ』にしてみました^^

またお好みでバジルの葉を乗せたり、キノコ類をトッピングするのもアリですね◎

トマトピューレとモッツァレラチーズといったシンプルなトッピングなので、味もトマトの酸味が効
いてさっぱりして食べやすいようになっています。

生地も分厚く「ナポリ風」に仕上げているので、食べ応えも十分です！

1切れ分の糖質も 6g前後に抑えられているので、ダイエット中でも気にせず食べれます。

ただし、1 枚丸ごと食べ過ぎないように注意です(笑)
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フライパン 1 枚でボリュームのあるピザが作れて、しかも時短で簡単です。

このレシピはチートデイに食べる用として活用してみてはいかがでしょうか。

チートデイでも糖質が抑えられて、しかもピザが食べれるとなれば、精神面でも

ずいぶんと楽になれますしね^^

ぜひこのレシピを自分のモノにしてどんどん活用し、

ダイエットの苦しい時期もこのピザで乗り切ってくださいね^^ 
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厚揚げとブロッコリーのトマトグラタン風

【材料】

・厚揚げ　1個　225kcal　たんぱく質 16.1g　脂質 17.0g　糖質 0.3g

・茹でブロッコリー(約 50g)　カロリー 14kcal　糖質：約 1.2g

・トマト缶　1/2缶(100g)　20kcal　たんぱく質 1.1g　脂質 0.2g　糖質 3.8g

・シュレッドタイプのチーズ(100g)　
339kcal　たんぱく質 16.1g　脂質 17.0g　糖質 0.8g

・コンソメ顆粒　大さじ１(味付け用)

合計・　598kcal　たんぱく質 33.3g　脂質 34.2g　糖質 6.1g
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【作り方】

①厚揚げを一口サイズに切り、レンジで 3 分加熱する 

②厚揚げを加熱後茹でブロッコリーを乗せ、トマト缶 1/2 をまんべんなくかける 
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③コンソメ顆粒大さじ１を全体に軽くかけ、

シュレッドタイプのチーズ 100g 分をまんべんなくまぶす

④レンジで３～４分加熱する

→チーズがとろける目安で加熱するので 3 分前後になります^^

⑤チーズがとろけているのが確認できたら完成！
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【ポイント】

今回は厚揚げを使ったグラタン風に作ってみました^^

注意すべきポイントは、過熱をしているとブロッコリーとトマト缶の水分がたくさん出てきます。

そうなると、全体の味も薄まってしまいます。

そこで過熱前に、コンソメ顆粒を大さじ１ほどかけておくことで、

味も薄まらずにグラタンスープみたいな感じになります◎

厚揚げもトマトとチーズとの相性がいいですよ^^

食べた感じは、グラタンに入っているマカロニの食感と似ているので、

食べた時の違和感はあまり感じません^^

厚揚げを細く切ってマカロニの代用として使っても、

グラタンとしては十分通用すると感じましたね♪

ダイエット中にグラタンを食べたいと思ったらこれでいけるかも(笑)

厚揚げとブロッコリーがボリュームも持たせてくれているので、食べ応えは文句なし！

しかも 7 分前後でできるっていうのが、ポイントです◎
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糖質制限パンケーキ

【材料】1ホール分

・ベサン粉 200g　774kcal　たんぱく質 44g　脂質 14g　糖質 22g

・卵　(2個分)：182kcal　たんぱく質 12.6g　糖質 0.1g

・豆乳(無調整)100ml　92kcal　たんぱく質　7.2g　糖質　5.8g

・ベーキングパウダー　10kcal　たんぱく質 0g　脂質 0g　糖質 2.4g
(分包タイプ 2 袋分)

・アガベシロップ　大さじ４

合計：1048kcal　たんぱく質 63.8g　脂質 14g　糖質　30.3g

※1ホール分で計算しています
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【作り方】

①ボウルにベサン粉、卵 2個、ベーキングパウダーを入れて軽く混ぜていく 

②そこに豆乳とアガベシロップを入れていき、ダマができないようにしっかり混ぜていく 
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③かき混ぜたら、それを炊飯器の釜にすべて入れる

④炊飯器のスイッチを入れてあとは待つだけ(笑)
(炊飯器の時間は通常の時間でO.Kです^^)

ほとんど手間いらず！

⑤炊き上がったらお皿に移しましょう 

この時、炊飯器がかなり熱いので注意してね！ 
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【ポイント】

このパンケーキは、ベサン粉(ひよこ豆を粉状にしたもの)を使っています。

なので糖質制限にもなるし、グルテンフリーのものを作るときにも重宝する優れものです^^

またフワフワに仕上げるためにも、作るときはベーキングパウダーを入れることをオススメします。

別になしでも構わないのですが、なしの場合だとケーキがタルトの生地みたいに固くなってしまい、おまけに
パサパサ感が半端なく食べづらくなります^^;

僕もダイエット中にどうしても間食したくなった時は、このパンケーキをよく作っていました^^

甘さはかなり控えめですが、見た目に反してとてもボリュームがあり、一切れでも食べ応え十分なパンケーキ
に仕上がっています^^

毎日一切れずつ職場に持っていって食べれば腹持ちもいいし、お金の節約にもなってメリットがありまくり
です(笑)

作り方も、材料を混ぜた後は炊飯器のスイッチを入れて待つだけですので、簡単に作れちゃいます♪

ぜひこのパンケーキを職場に持っていて、ダイエット中の間食を上手く取り入れてみてくださいね^^
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終わりに～
ここまで読んでいただきありがとうございます。

僕がこのレシピ集を作ったのは、こんな理由がありました。

僕が初めて本格的にダイエットを始めたとき、

運動が辛くて、毎日心が折れそうな日々を送っていました。

ダイエット中は、苦しいことばかりがほとんどで、楽しいことがほとんどない状態でした。

そんな中、運動後の食事だけが何よりの楽しみになっていました。

食事はダイエットにおいて、唯一の”癒しの時間”でもあります。

それに、食事でしっかりと栄養素を摂らないと健康的な体は作られません。

よく食べないで無茶なダイエットをして痩せようとする人がいます。

たとえそれで痩せたとしても、鏡の前に写った自分の姿はというと．．．

体の形が崩れ、全体的にもたるんだ体になった自分がそこにいます。

ちゃんと運動しても、食事でしっかり栄養を捕らなければ、理想の体を作ることはできませ
ん。
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そこで、僕がダイエット中に食べてた料理が、

あなたのダイエットのサポートになるんじゃないかと思い、このレシピ集を作ったわけです。

この料理の特徴として、

・時短でできて、作り置きもできる

・AGE(終末糖化産物)を減らして、体が老けないようにしている

・糖質を十分に抑えて、遅い時間でも安心して食べられる

・物足りなさを感じさせない

このような事に配慮して作られています。

ダイエット中において、唯一の楽しみの時間でもある『食事』。

この料理を食べて、心も体にも十分な栄養素を与えてやっていただければと思います。

これまで何度も言っていますが、ダイエットの重要度は

『運動 1 割：食事 9 割』です。

なので、ダイエット中は無理な食事制限を控えて、このレシピの料理を食べて、

あなたのダイエット成功を、より確実なものにできたらと思います。

僕はもともと料理をすることが好きなので、

こういった形であなたのダイエットをサポートできるチャンスを頂けたことに感謝しています。
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ダイエットは、『ゴールのないマラソン』みたいなものです。

もし目標を達成した時、実はそこからがダイエットの本番なのです。

そこから一生リバウンドしない勝負が新たに始まるのです。

ダイエットは『太らないように健康を維持するために継続するもの』

それがダイエットの本質です。

僕も現在、死ぬまでリバウンドしないために運動と食事管理を続けています。

いわば、自分との戦いを継続している感じです。

ダイエットの敵は『自分自身』です。

昨日の自分を超えるために、また今日もダイエットを頑張る！

あなたもぜひ、昨日の自分を超えて、どんどん自分自身を変えていってください。

諦めなければ自分自身を変えることができます。

そして、あなの人生も変えることができます。

ダイエットはその力を持っているのです。
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最後になりましたが、このレシピ集を手に入れたあなたは、

ダイエットで成功して、健康的になりたい！人生を変えたい！

と、真剣に考えているはずです。

大丈夫です！

このレシピ集を手に入れている時点で、あなたは痩せるための行動を起こしている証拠。

ここから毎日、やるべきことに全力で取り組めば、必ず成功できます。

そのためにも、このレシピもフル活用していってください。

昨日と同じ毎日を送ると　今日と同じ明日が来る

今日という日を変えて　明日という未来を変えよう

あなたがダイエットに成功して、理想の体と人生を手に入れることを祈っています。

トッシー
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