
はじめに

体重を減らすって、大変なことですよね。
誰しも肥満になりたくてなっている
わけじゃないはずなのに。

体重を減らした方がいいとはわかっているけど、
できない。そう思っていませんか？
でも、体重が気になったあなたは、
すでに対策への一歩をふみ出しています。

食事と運動、できるところから
ちょっとずつ前に歩みを進めましょう。

理想の体づくりのための健康生活ノート

体重を気にすることが
体づくりの第一歩！

私たちがサポートします！

1

「なかなか体重が減らない」
「そんなにたくさん
食べているわけじゃないのに・・・」

相談窓口

40代向け このパンフレットは、最近お腹周りが気になり始めた方に向けた体づくりのためのツールです。
これからの健康のために早めに対策を知っておきたい方はぜひご活用ください。
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今の自分はどうでしょう？知っていますか？

あなたが目指したいのはどんな姿ですか？

理想の自分を想像してみましょう。自分がなりたい姿を想像すれば、

さらに行動に移せることでしょう。

2 3

自分のゴールはどこ？

自分のゴールを書き出してみましょう。

私の理想は・・・

お腹周りがきつくなってベルトの穴が１つずれると、2Lのペットボトル1本分の脂肪が
おなかにたまったのと同じことなんです！ベルト穴の間はたった2cmですが、
体重に換算すると案外重たいんです。自分のお腹から2Lのペットボトルが減ったら、
今よりもっと軽快に動けそうですね。

例） ストレスフリー、自信に満ち溢れる、着たい服が着られる、
　　    周りからの印象が変わる（若い、素敵、清潔）

ベルト穴1つ=2cm 2Lのペットボトル1本分

ゴールが決まったところで、今の生活を振り返ってみましょう。
自分の習慣に当てはまるものはいくつありますか？
当てはまるものすべてに　 を入れてみましょう1)。

これからの対策を考えるための項目なので、
チェックはいくつあっても大丈夫です。

1回 30分以上の軽く汗をかく運動を週2回以上実行していない
1日の歩行時間は1時間未満だ
同世代の同性の人と比べて歩く速度が遅いほうだ
積極的に体を動かすような工夫をしていない
階段はあまり使わない
家から一歩も外へ出ない日がある
歩いて5～10分のところでも歩かない
運動に関する情報（スポーツ観戦も含む）に興味がない

身体活動

人と比べて食べる速度が早い
就寝前の2時間以内に夕食をとることが週3回以上ある
夕食後に間食（3食以外の夜食）をとることが週3回以上ある
朝食を抜くことが週3回以上ある
お酒を毎晩のように飲む、またはお酒を一度に飲む量が多い
副菜（野菜・海藻料理等）は 1日に小鉢2皿程度しかとらない
油やマヨネーズ・ドレッシングを
使った料理（揚げ物・炒め物）をよく食べる
菓子やジュースを 1日 1回以上とる

食  　　事

1 ) 久留米大学心理学研究. 2009;8:25-38
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少しずつでもゴールに向かって
それでは、ゴールに向けたこれからの目標をステップごとに決めていきましょう

4 5

小さなことから始めよう！

1 ）厚生労働省. 日本人の食事摂取基準（2020年版）
2 ）日本肥満学会編. 肥満症診療ガイドライン2016

1か月に体重1%＝____ kg　
を目安にコツコツと減量に取り組みましょう！

現　在 適　正

体重：　　　　　　　kg

BMI1） : 18.5~25未満
                         ＊BMI=体重kg÷（身長m）2

腹囲：男性は85cm未満
　　　女性は90cm未満

適正なBMIになるにはどのくらいの減量が必要でしょうか？

ここまで
いけたらすごい！

肥満と診断された人の体重が1～3%減少すると
血中脂質などが改善され、3～5%減少すると血糖、血圧なども含む
より大きな改善につながります2)。健康診断の結果もよくなるかも！

第1ステップ

BMI 25 を目指すには

［今の体重］－［25× (身長m)2］＝____ kg　
の減量が必要です。

まずはこれ！

第2ステップ

第3ステップ

ここから！

自分にとって適切な体重、BMIを確かめましょう。

BMIの適正値：18.5~25 未満を目指そう

体重：　　　　　　 　kg

BMI :

腹囲：　　　　　　　 cm

1か月に体重の1%減を目指そう(80kgなら約1kg)

食事は毎日のことなので、
あなたに合ったものを上手に

取り入れましょう。

1) Obes Rev. 2021;22:e13280
2) Nutrients. 2021;13:3193
3) Cochrane Database Syst Rev. 2020;6:CD013636

4) BMC Public Health. 2014;14:886
5) Appl Physiol Nutr Metab. 2014;39:1-20 
6）すき家　成分表より計算. https://www.sukiya.jp/sp/

健康的な体づくりには食事と身体活動が重要ですが、
どちらかひとつだけでも取り組むことで効果は得られます。
両方に取り組むことができればさらに効果的です。
継続していくことが大切なので、生活や好みに応じて選択してみましょう。

健康な体づくりのために、エネルギー摂取量を減らしつつ、
たんぱく質、野菜・果物を必要量摂取しましょう1~5)。

●たんぱく質、野菜・果物を意識的に取り入れる

食事編

並盛り

例えば牛丼屋さんで…6)

たんぱく質の多い食事により、体重が減少すると言われています2)。また、野菜・果物を
多くとると、体重増加を予防してくれます4)。高たんぱく質の食材や野菜・果物はコン
ビニで入手できるものが案外多く、サラダチキン、ゆで卵、カット野菜、野菜や果物入り
のお惣菜などをうまく活用するとよいでしょう。

＋サラダ   
（27kcal）でも
883kcal！

大盛り

●エネルギー摂取量を減らす
体重減少には、エネルギー摂取量を減らすこ
とが最も重要です 5）。今より少しでもエネル
ギー摂取量を減らせるように、続けられる範
囲でがんばりましょう。

たまご・みそ汁セット
1,089kcal

たまご・みそ汁セット
856kcal

3～6か月で現在の体重から3%減量することが推奨されています2)。
単に「5kg減らす」という決め方をするのではなく、自分の体重から
何パーセント減らすかを決めましょう。
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生活活動： 身体活動目
標

日　付
計画（達成○、半分達成△、未達成×）

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

自
己
評
価

体重（kg）

目標体重計
測

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

・いつ
・どんな活動
・どれくらい

食
事

身
体
活
動

・いつ
・どんな活動
・どれくらい

・いつ
・どんな活動
・どれくらい

・いつ
・どんな活動
・どれくらい

・いつ
・どんな活動
・どれくらい

今月ほぼ目標を達成することができた。仕事中では階段を使ったことと、家では歯磨きのついでにスク

78

78.3 78.3 78.2 78.278.0 78.078.1

70

2/1〜2/7達成率80％以上

○○○ ○○○△

○○ ○○○○△
2/1〜2/7達成率80％以上

達成率80％以上

6 7

記録をつけましょう！

揚げ物ではなく、焼き鳥や焼き鮭を選ぶ
ノンオイルドレッシングを使う
ジュースの代わりにお茶や牛乳にする

ノンシュガーや
カロリーオフの食品を選ぶ
外食の時に大盛りを注文しない

取り組むのが難しいと感じたら、
いろいろな組み合わせをためしてみましょう。

１つから始めても大丈夫！つけた記録は次回の面談時にお持ちください。
一緒に振り返りをしましょう。

小さなことから始めよう！

あなたが取り組んでみたいこと、できそうなことはありますか？
自分にとって無理なく続けられる習慣を見つけてみましょう。
また、継続するために記録をつけてみましょう。

いつもと違う通勤ルートを使って、行き帰りで5分ずつ
遠回りしてみる。駅では階段を使う。歩幅を広く、早歩きを意識する。

1時間作業をしたら、5分間立ち上がってストレッチ。
遠くのトイレを使う。

車ではなく、自転車や徒歩で出かける。買い物に行くときは
最寄りではなく、少し遠いスーパーやコンビニに足を延ばす。

通　勤

仕事中

休　日

翌月に向けて月末に振り返り、目標や
計画の実行度合いを確認しましょう。

体重を計測してご記入ください。
グラフ化することで変動が可視化され
モチベーションへと繋がります。

上段に計画の実行度合いを○△×で記入し、
下段には週ごとに実行度合いについて
自由に記入してみましょう。

記録シートはこちらから
ダウンロードできます。

1） 厚生労働省. 運動施策の推進. https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/undou/index.html
2) Diabetologia. 2012;55:2895-2905

ライフスタイルに取り入れる
普段の生活の中で、健康的な食事を取り入れてみましょう。

身体活動編

国が示すアクティブガイドでは

『＋10（プラステン）：今より10分多く体を動かそう』をメッセージ
として日々の身体活動量アップを推奨しています1)。減量効果として＋10を1年間継続
すると、1.5～2.0kg減の効果が期待できます。

● 1日10分多く体を動かす

座っている時間を減らすだけでも、糖尿病や動脈硬化などの病気や
死亡リスクの軽減につながると言われています2)。

少しずつ取り入れましょう。

生活活動：

身
体
活
動

※ 達成〇、半分達成△、未達成×

ライフスタイルに取り入れる
10分＝1,000歩くらい

生活の中に上手に身体活動を取り入れましょう。

記入見本
記録シート　　　   年　  月
「理想の体づくりのための健康生活ノート30代向け/40代向け/50代向け」と
合わせてご活用ください。

夕食

仕事帰り
ウォーキング
10 分歩く

大盛りをやめる
外食の時は並盛りにする
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ダウンロードできます。

1） 厚生労働省. 運動施策の推進. https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/undou/index.html
2) Diabetologia. 2012;55:2895-2905

ライフスタイルに取り入れる
普段の生活の中で、健康的な食事を取り入れてみましょう。

身体活動編

国が示すアクティブガイドでは

『＋10（プラステン）：今より10分多く体を動かそう』をメッセージ
として日々の身体活動量アップを推奨しています1)。減量効果として＋10を1年間継続
すると、1.5～2.0kg減の効果が期待できます。

● 1日10分多く体を動かす

座っている時間を減らすだけでも、糖尿病や動脈硬化などの病気や
死亡リスクの軽減につながると言われています2)。

少しずつ取り入れましょう。

生活活動：

身
体
活
動

※ 達成〇、半分達成△、未達成×

ライフスタイルに取り入れる
10分＝1,000歩くらい

生活の中に上手に身体活動を取り入れましょう。

記入見本
記録シート　　　   年　  月
「理想の体づくりのための健康生活ノート30代向け/40代向け/50代向け」と
合わせてご活用ください。

夕食

仕事帰り
ウォーキング
10 分歩く

大盛りをやめる
外食の時は並盛りにする


