
インストラクターにとつて理想の食事は?

インストラクターのための

栄春学

フィットネスと食事

■連載開始にあたつてのごあいさつ

インストラクターの皆さん、こんにちは。立教大学の杉浦

です。私は、大学の理学部で生物学を学んだ後、明治製菓と

いう会社に入 り、約20年間、スポーツ食品『ザバス』の開

発と、運動する人への栄養指導を行ってきました。2008年

から立教大学にできたスポーツウエルネス学科の教員に転職

し、栄養学の教員として、将来スポーツや健康づくりの現場

で働きたいという学生を育てています。

理学部出身の私は、もともと運動の専門ではなかったので

すが、36歳から学んだ大学院が体育科だつたということも

あり、だんだんと運動の世界に入っていきました。その後も

いくつかのスポーツクラブに入会してトレーニングの方法を

教わり、日本 Gボール協会でボールエクササイズも習つて、

なんと現在では、立教大学でフイットネスの授業を週に 2ク

ラス受け持っています。

フィットネスの授業を始めて驚いたことは、まず会社勤め

の頃に比べて、体重が 5 kg減少し、そのまま維持できてい

るということです。食事量は変わっていないので、まさに運

動の効果です。もう一つ驚いたのは、声を出して指示しなが
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図1「からだのケアとして普段、気をつけていることは何ですか ?」

への回答 (本誌2010年 2月号より)

記:杉浦 克己
立教大学コミュニティ福祉学部

スポーツウエルネス学科教授

ら運動することの大変さです。マシンでデイツプをして見せ

ているときに力が入らなくなって、マシンからへなへなと落

ちたことがありました。この程度でも結構疲れるので、エア

ロビクスの指導はどれほど大変なのだろうと思います。自分

で運動指導をやってみて、改めてインストラクターの皆さん

のすごさがわかりました。

■アンケー ト結果から

本誌2010年 2月 号に掲載された「インス トラクターのか

らだと心」アンケー ト (回 答数331名 )に よると、「からだ

のケアとして普段、気をつけていることは何ですか ?」 という

質問の答えとして最も多かったのは食事に関するもので、食

事内容 (栄養バランスなど)577%、 食事時間73%を合わせ

ると、65%の方が食事 (栄養)を意識しておられます (図 1)。

私が栄養学の講演に行くと、インストラクターの方から質

問されることにも「レッスンの多い日は食事時間が不規則に

表1 ケーススタデイ:Aさ ん (50代前半女性、体重50k9)

の1日の行動モデル

コーヒー 1杯、ヨーグル ト、ゆで卵を摂取

中級レベルステップクラス指導 (60分 )

ラタ トウイユ、

ビールを摂取
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インストラクターのための 栄 春 学

食 事 バ ランスガイド
あ な た の 食 事 は 大 丈 夫 ?

鍼 謬 麒 予

図2 食事バランスガイド (農林水産省 。厚生労働省)

なるが何を食べればよいのかJ「 レッスン間はオニギリくら

いしか食べられないが大丈夫か」「夜が遅 くなるが、しっか

り夕食を摂っていいのかJ「アクティブ系の指導の日とリラッ

クス系の指導の日の食事は変えるべきかJ「最近疲れやすく

なり、少し老けたのではないかと言われるようになったが、

栄養に問題があるのか」という内容が多くなりました。運動

指導の専門の方は、プロとしての運動指導をきちんとする中

で、からだのケアを求める先は運動以外の、栄養や休養、さ

らにはス トレス解消の方法になるのでしょう。この栄養面、

「大丈夫ですよ、からだが欲したものを食べていれば健康で

いられますよ」と言いたいところですが、現代社会では、お

びただしい数の食材や食品が流通しています。ある程度

は選ぶ能力を身につけていないと、塩分や糖分や脂肪を

摂り過ぎたり、大事な栄養素が不足したりして、体調を

崩すもとになりかねません。そこで、 6回にわたり、そ

のようなア ドバイスを交えた「インス トラクターの食

事Jについて執筆します。

■消費エネルギーの計算方法

表 1の Aさ んは、午前中と夜に指導があり、パーソナ

ルが合計120分、エアロ50分、ステップ120分です。パー

ソナルはそれほどの運動量ではないかもしれませんが、

エアロとステップで約 3時間の指導ですから、エネル

ギー的にはかなり多くなります。エクササイズガイ ド

2006(厚 生労働省)のエアロビクスのMETs(メ ッツ :

安静時に対して何倍の運動強度になるかを示す値)は 65
ですが、指導者ということを考えて 6メ ッツとして、運

動時間 3時間でエネルギー消費量を計算してみましょ

う。 l METsの 運動を 1時間行う l METs。 時の消費エ

ネルギーは「 l METs・ 時=1 05kca1/kg/時 」ですから、

体重50kgの Aさ んは毎時およそ53kcalで す。しかし、 Aさ

んは 6 METsの運動を 3時間行っていますから、18倍のおよ

そ950kcalを 消費していることになります。

さて、日本人の推定エネルギー必要量 (EER)(表 2)をご

覧ください。 Aさ んの場合、50歳代の女性ですから、活動

量が低い (I)な ら1,650kcal、 中等度 (Ⅱ )な ら1,950kcal、

高い (Ⅲ )な ら2,200kcalと なります。Aさ んは、運動だけで

も950kcalを 消費 していますから、低い (I)の基準に単純

に加えた2,600kcalく らいになるものと推定できます。詳し

くは、どのような活動を何時間したかを24時間分計算する

「要因加算法」で計算します。

表2 エネルギーの食事摂取基準:EER(kcaν日)

「食事摂取基準2010年版」より

牛手L・ 平L製品

みかんだつたら2個程度

1生局J 男 性 女 性

身体活動レベル I Ill I Ⅲ

0-5 (月 )

6-8 (月 ) 650 600

9～11(月 )

1-2 (歳 ) 1,000

3～5(歳 )

6～7(歳 ) 1.350 1,700 1,250 1,450 1,650

8-9 (歳 ) 1,600 2,050 1_500 1,700 11900

10～ 11(歳 ) 11950 2,250 2.500 1.750 2.000 2,250

12～ 14(歳 ) 2,200 2,500 2,750 2,000 2,250 2,550

15～ 17(歳 ) 2,450 2,750 3.100 2.000 2.500

18-29 (歳 ) 2,250 2,650 3,000 1,700 1,950 2,250

30-49 (高長) 2,300 2,650 3.050 1,750 2,000 2,300

50-69 (荷長) 2.100 2,450 2,800 1,650 1,950 2,200

70以 上 (歳 ) 1,850 2,200 2.500 1450 1,700 2.000

妊婦 初期 (付加量)

妊婦 中期 (付加量) +250 +250 +250

妊 婦 末期 (付加量 ) +450 +450

1受乳女尋 (イ寸カロ量) +350

HEALTH NE■″ORK Octobeみ 207θ   13



インストラクターのための:男R'書き:嗜β

表 3 Aさんが 1日 に食べたものを、基準イ直に当てはめる

主食 コーンフレーク(1)十 栄養調整食品 (1)+おにぎリ

弁当 (2)+食バン(1)=5

副菜 ラタ トウイユ(2)十 鳥とごぼうの煮物 (05)=25

主菜 ゆで卵 (1)+おにぎり弁当 (15)十 鶏肉とごぼうの

煮物 (1)十 シューマイ(1)=45

牛乳 7し製品 ヨークル ト(1)=1

果物 オレンジジユース(1)=1

■食事バランスガイ ドからチェック

次に、摂取です。食べた内容 (質)と 量のチェックを行いま

す。図 2は、食事バランスガイ ドで、コマの形をしています。

コマは逆三角形なので不安定ですが、回転運動していれば安

定して回り続けますので、これにならって、人間も定期的に

運動を行いつつ、バランスよく食べると健康が安定します。

つまり「からだの代謝 (メ タボリズム)が順調に行われて、代

謝がおかしくなる病気、すなわちメタボリックシンドローム

を防ぐことができますJというメッセージが込められていま

す。

バランスの良い食事としては、主食、副菜、主菜、牛乳。

乳製品、果物の 5種類を食べます。食べる量は、コマの中の

面積 (体積)の大きさに依存します。図 3-aの基準値をご

覧ください。一番下に、男性で活動量普通以上の人向けとし

て、2,600± 200kcalの ときの主食等の食べる量SV(Serving

Value)が記載されています。そこで、この基準を基にして、

Aさ んが 1日 に食べたものを大雑把にコマに割り付けてみま

しょう (表 3)。

図 3-bには、この結果をコマに塗ってみました。どうで

すか。主菜はまあまあ、主食が足りなくてエネルギーが不足

しそうなところを、ビールと栄養調整食品の脂肪分とオリー

ブオイルなどが補っています。副菜は足りません。牛乳・乳

製品と果物も、あと1回 は摂取したいところです。
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饉目日)卜 まずは、自分の一日分の適量を調べましょう

図3-a 食事の適量基準値 (httpノ/wwwj balanceguide com/)

牛乳・

主食

囮

一 冨」菜

□
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目
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図3b Aさんの食事内容を基準値に当てはめた結果

たった 1日 のことですから、ここからAさ んの体調まで推

測するのは早計ですが、もしこのような食生活が常態化して

いるとするならば、活動量に対 して、ビタミン、ミネラル、

食物繊維の不足が考えられ、からだがレッスンに負けていっ

てしまう可能性があります。乳製品に多いカルシウム、果物

や野菜に多いビタミン類 と食物繊維が不足するわけですか

ら、使秘、国内炎、吹き出物、肌荒れ、貧血などのほか、将

来的には骨粗 しょう症のリスクが高まるでしょう。

そこで、仮1え ば、朝のコーンフレークをミューズリに変え、

さらにイチゴやキウイ、レーズンなどを加えたり、間食でヨー

グル トドリンクやカフェラテを摂ったり、野菜スープや具だ

くさんの味噌汁を飲むなどの工夫をするとよいと思います。

そして、体重と体脂肪率をモニターし、エネルギーの過不足

を調整 してください。

今回は、とても大ざっぱな食事のチェック方法を紹介しま

したが、皆さんもぜひ、食事バランスガイ ドを試 してみてく

ださい。 3日 分 くらいをチェックしてみると、自分の弱点が

わかります。お勧めは、凸版印刷のウェブサイ トにある「み

んなの食卓J(http1//package toppan cojp/shokuiku/)で す。

メニュー例が豊富で、1日分を 2～ 3分でチェックできます。

また、ご質問やご意見があれば、どうぞ編集部宛にお寄せく

ださい。

●種

※活動量の見方

「低い」 :1日 中座つている

ことがほとんど

「6ヽつう」 :座り仕事が中心

だが、歩行・軽いスポー

ツ等を5時間程度は行う

さらに強い運動や労lulを 行つ

ている人は、適宜調整が必要

です。

※活動量

あ、つう以上
※活動量

ら、つう以上

単位 :つ (SV)SVと は,― ビング (食 事の提供量)の略


