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食欲の秋到来！「食べる」トレーニングで差をつける 

筋肉メシを食べよう！ 
食事トレーニング ～筋肉増加編～ 



食欲の秋！ 
筋肉メシ！ 

食欲の秋到来！体を動かしてトレーニングするのも大切ですが、 

あわせて「食べる」トレーニングも忘れちゃいけません！ 

不思議と食欲が増してくるこの季節ですが、その欲を有効に活用し、ボディメイクして
いきましょう。今号では、筋肉をつける食事法や食欲が増す筋肉レシピなどを紹介。
「食べる」トレーニングはすぐに始められるので、運動をこれから始める方も筋肉を付け
たい方も必見！ 

たんぱく質 

20％ 

たんぱく質は人の体内の約20％を占めています。 

その他は、水分が約60％、脂質が約15％、ミネラルが約5％と言われています。 

食事から摂取するたんぱく質は体を作るうえで大切な栄養素で、 

体内では常に古いたんぱく質から新しいたんぱく質へ入れ替わっています。 

たんぱく質は筋肉はもちろん、血液や内臓・髪の毛・皮膚・爪などを作っているので、 
主要な成分であるとともに、エネルギー源としても知られています。 

Point ! 

たんぱく質を賢く摂ろう！ 重要Point 

たんぱく質は三大栄養素の1つ！生きていくうえで最も重要な栄養素 

食事法① 目的に合わせてメニューを考える 

朝食 

●筋肉をつける事を目的とした1日のメニュー例 

・納豆ご飯 1杯 
・豆腐の味噌汁 
・卵焼き 

昼食 

・ご飯 1杯～2杯 
・豚ロースの生姜焼き 
・サラダ類 

夕食 

・ご飯 1杯～2杯 
・わかめの味噌汁 
・焼き魚 サバ等 
・冷奴 

メニュー例のように一般的な1日3食でももちろん良いですが、3食分を6分割にし摂取する
考え方もあります。例えば朝食と昼食の間にバナナ、おやつにサラダチキン、夜食にプロテイ
ン等、いわゆる「間食」と呼ばれるところもタンパク質を摂取する方法です。 
この1日6食の食事法はトップアスリートも取り入れていると言われています。 

Point ! 1日6食を取り入れる場合の注意 ！ 

1日6食の食事法を取り入れる場合は、 
6食を通常の3食分になるような配分にする
ように心掛けましょう。6食しっかり摂ってしま
うとかえって脂肪になってしまう可能性があり
ます。 

筋肉を作るたんぱく質を
含む食材を使って献立
を考えてみましょう！ 

●筋肉を作るたんぱく質を含む食材 

肉類 

Meat 

魚介類 

Seafood 
卵 

Egg 

乳製品 
Dairy  

products 

豆製品 
Bean  

products 

筋肉を作るたんぱく質を多く含む食材は 
大きく分けて5つあります。 
何を選んでどう使うかが大切です。 

食事法② トレーニング後、30分以内に食事をする 

トレーニング後の30分は筋肉を成長させるゴールデン
タイムと言われています。 
このタイミングでたんぱく質や炭水化物を摂ると、 
筋肉の分解を抑える事ができ、合成を促してくれます。 
ゴールデンタイム内の食事は、筋肉を最大限に成長さ
せてくれるので、時間を意識してみましょう。 

Point ! 

【ゴールデンタイム】・・・筋肉が最も発達しやすいタイミ
ングのこと。45分という情報もありますので、時間は
30～45分以内と見ておくと良いです。 

ゴールデンタイムのイメージ 

John Ivy , ph.D., & Robert Portman , ph.D.著『Nutrient Timing』 (2004) より 

Golden Time 

30～45min 

同
化
能
力
効
率 

(％) 

時間 (分) 



【営業時間】 9:00～21:00 【料金】 300円 / 1回 
※利用には最低2回の講習が必要です(予約制) 

区内の 
公共施設で 

利用までの流れ - Flow to use - 

！ 

○新規講習・TAの定員は4名です。必ず事前に連絡し、確認してください。 

○個人トレーニングを行うためには必ず2回の講習(新規講習・TA/各1回)が必要となります。 

○登録より1年間利用がなかった場合、自動的に登録抹消となり、再登録が必要となります。 

  ※定期的に利用されている場合(1年間に1回でも利用)は、自動更新されます。 

注意点 

TEL 
新規講習・TA 
空き状況確認 

予約 

新規 
講習 

器具の説明等 

TA 
トレーニング 
アドバイス 

個人 
トレーニング 

開始！ 

講習1回目
終了 

講習2回目
終了 

総スポ 予約 完了 

公共施設のトレーニングジムだから、登録料や月会費は不要！ 
自分のライフスタイルに合わせて運動ができる！ 

Let’s go to Athletic Room !! 

マシンの充実度No.1！ 
フリーウェイト設備No.1！ 
広さ、解放感No.1！ 

1 

2 

3 

食事法③ 忙しい時はコンビニを活用する 

24h 
コンビニのご飯は栄養面など優れていないように思われ
がちですが、実はここ最近では上手に活用すれば、 
手軽にたんぱく質も摂ることができ、効果的に筋肉を
付けられるものが増えてきています。 

NG 

から揚げ弁当やハンバーグ弁当といったものは避けま
しょう。また、パスタなど小麦粉を使った麺類もNGです。 

コンビニおすすめラインナップ 

・サラダチキン 
・おでん (豆腐、ちくわ等) 
・おにぎり (鮭、おかか等) 
・生ハム 
・かにかま 
・ゆで卵 
・サラダ 
・納豆 

厚切りステーキと彩り野菜のグリル 
しっかりとした歯ごたえの厚切りステーキにわさびの効いたソースを掛ける

事により、食材の味が引き立ち食欲も更にUP！また、わさびはビタミン・

ミネラルも豊富なので、男女問わず体に良いことづくしの一品です。 

野菜を添える事により、消化もサポートしてくれます。 

〇牛ロース(厚切り) 

〇玉葱 

〇パプリカ 

○オクラ 

 

■作り方 

① : 玉葱・パプリカ・オクラを1口大に切る。(お好みの切り方で) 

② : 牛ロースを少し大きめの角切りにし、塩を表面に軽く振っておく。 

③ : オリーブオイルとにんにくをフライパンに入れ、香りが出るまで加熱する。 

④ : にんにくを1度取り出し、牛ロースを入れる。強火で全面に焼き色を付ける。 

⑤ : 牛ロースを一旦取り出し、切った野菜を入れ、軽く炒める。塩・コショウを適量振る。 

⑥ : 野菜と肉を耐熱皿に移し、オーブンで10～15分グリルする。 

⑦ : 野菜を炒め終わった後のフライパンに、にんにくと★を全部入れ、ソースを作る。 

⑧ : グリルが終わったら、⑦のソースを全体に掛け、完成。 

○にんにく 

★醤油 

★みりん 

★わさび 

★バター 

○オリーブオイル 

○塩 

○コショウ 

■材料 (2人分) 

・・・300g 

・・・1/2個 

・・・1個 

・・・1袋(7～8本) 

・・・1片 

・・・大さじ2 

・・・大さじ1 

・・・少々 

・・・10グラム 

・・・適量 

・・・適量 

・・・適量 

良質なたんぱく質を摂取できる筋肉メシレシピ 

たんぱく質 

約19g  
(100gあたり) 

牛ロース 

Point ! 

アミノ酸スコア

100 

※アミノ酸スコア・・・必須アミノ酸のバランスを評価した数値。 
  100に近いほど良質なたんぱく質食品と言われています。 

牛ロースを300g食べると、一般成人が一日必要なたんぱく質の
50gを簡単に摂取できる計算ですが、何事もバランスが大切なの
で、牛肉の摂取は一日一食分で済ませるようにし、豆製品などの
植物性たんぱく質も摂る事も意識しましょう。 



企画・発行・印刷：足立区総合スポーツセンター 
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●東武スカイツリーライン 竹ノ塚駅東口から 
  ①六町駅行き 足立総合スポーツセンター下車 
  ②綾瀬駅行き 南花畑下車 
 
●つくばエクスプレス 六町駅から 
  竹ノ塚駅東口行き 足立総合スポーツセンター下車 

アクセス / Access 

  ミズノ 足立区総合スポーツセンター 

HP：https://www.mizuno.jp/facility/tokyo/adachi.aspx 

10月スケジュール / Monthly Schedule 

〒121-0063 足立区東保木間2-27-1 
 
TEL:03-3859-8211  FAX:03-3858-4497 

ハッスルパーク バックナンバー (2019.1月～9月号) / Back Number 

2019年1月号 
小学生合気道 

知りたい！が 
きっと見つかる 

HPにフルカラー電子版掲載中！ 
スポーツセンター館内に紙版も置いてます。 
設置されていないものは随時発行可能！ 
お気軽にスタッフまでお声掛け下さい！ 

※紙版はモノクロになります 

2019年2月号 
生活にプロテインを取り入れよう 

2019年3月号 
小学生スクール特集 

2019年4月号 
ジムを利用したくなる7の魅力 

2019年5月号 
総合スポーツセンター 

40周年 

2019年6月号 
女性のための 
Futsal入門 

2019年7月号 
小学生夏休み 

Sports Week !! 

Back Number 

2019年8月号 
目的に合ったサプリの選び方 

2019年9月号 
屋外施設リニューアル 

Back Number 

日付 日付 主催

10/1 　(火) 無料公開日 10/1  　 (火) 六住区センター対抗グラウンドゴルフ大会

10/12 (土) 無料公開日 10/6　　(日) 【バレーボール連盟】 区民大会 (家庭婦人)

10/15 (火) 休館日 10/6　　(日) 【テニス協会】 区民大会男子ダブルス

10/23 (水) 利用者懇談会 10/6　　(日) 【サッカー協会】 第一ブロックリーグ戦

10/8　　(火) 六住区センター対抗グラウンドゴルフ大会 (予備日)

日付 10/11　(金) チャレンジ杯ソフトバレー大会

10/1   (火) 屋内施設12月分一般受付開始 10/13　(日) 【バスケットボール連盟】 ミニバスクリニック

10/1   (火) 屋外施設11月分抽選申込用紙受付開始 10/13　(日) 【テニス協会】 区民大会女子・壮年男子ダブルス

10/7   (月) 屋外施設11月分抽選申込用紙受付締切 10/14　(月・祝) スポーツカーニバル

10/11 (金) 屋外施設11月分当選者受付開始 (～19日) 10/19　(土) 【中体連】 秋季卓球大会

10/23 (水) テニスコート11月分一般受付開始 10/20　(日) 【バドミントン協会】 足立区区民大会 (一般ダブルス)

10/24 (木) 野球・運動場11月分一般受付開始 10/20　(日) 【テニス協会】 区民大会ダブルス (予備日)

10/25 (金) 屋外施設11月分電話受付開始 10/24　(木) 全住区センターバンパー大会

10/26 (土) 講座受付開始 10/26　(土) 足立区立小学校特別支援学級連合運動会

※スケジュールは変更となる場合がございますので、予めご了承下さい。 10/27　(日) 【卓球連盟】 秋季団体戦2回目

10/27　(日) 【テニス協会】 区民ダブルス (予備日)

内容内容

内容

受付

総スポ

大会

イベント

TEL:03-3859-8211
TEL:03-3859-8211
TEL:03-3859-8211
TEL:03-3859-8211
TEL:03-3859-8211
TEL:03-3859-8211

