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体の肉付きが気になる人も、年中無休のダイエッターも、参考にすべき痩身法がベトナムにある！　世界保健機構
（WHO）が195ヶ国・地域を対象に行った「肥満度調査」（2016年）によると、日本は182位、ベトナムはなんと最
下位。その学ぶべきスリムの秘訣を探る。

ベトナム人が
スリムな理由ワ ケ

モデル40人に
聞きました！



「モデルは1日1～2食だから痩せているんでしょ？」という予想とは裏腹
に、なんと全体50%がきちんと3回、30％が1日で4食以上と回答！　

40人中39人が「Yes」という結果に。朝
食やおやつにはジュースやスムージー、昼
食には副菜、夕食には主食として食べて
いる人が多かった。

美しく健康的な体になるには運動が不可欠。毎日欠かさない
という回答がほとんどで、少なくても週3回は運動している。やはり米派が圧倒的！　ベトナム人も日本人のように、いや

それ以上に米料理をよく食べているのだ。

朝食や昼食にフォー（Pho）やブン(Bun)といった米麺を食べ、
夕食はごはんとおかずというベトナムらしい回答が多かった。

「ベトナム人ってどうしてあんなに細
いの？」と、1度は疑問に思ったこと
がある人は多いだろう。その秘密を
探るべく、スタイル抜群の現役ベト
ナム人モデル40人に、食生活や運
動習慣について聞いてみた。

気になる
ライフス    タイル、
食生活

1日の食事の平均回数は？

参考にしている
ダイエット方法は？
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自分とモデルは
 何が違う!?
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トゥイェット・ラン
（Tuyet Lan）さん

ヒュン・タン
（Hyun Thuan）さん

ローサ・ヴー
（Rosa Vu）さん

トゥ・ホアン
（Thu Hoang）さん

キャディー・フィン
（Cadie Huyn）さん

ヴー・タイン・ヴァン
（Vu Thanh Van）さん

トゥック（Thuc）さん

オアン・ホアン・グエン
（Oanh Hoang Nguyen）さん
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米派

小麦派

ウサギ・グエン
（Usagi Nguyen）さん

キム・ニュン
（Kim Nhung）さん

秘訣は「増やす」！
モデル式ダイエット3ヶ条
1. 1日の食事回数を増やす！

2. 野菜・ハーブの摂取量を増やす！

3. 体を動かす時間を増やす！

胃袋を小さく維持するため、腹八分目で、1日
4～5食のサイクルを身につけるべし。

野菜・ハーブをどの食事にも摂り入れ、野菜中
心の食生活にすべし。

スキマ時間を利用して、忙しくても毎日体を動
かす時間を作るべし。

朝や昼はごはんを食べて、
夕食はごはんの代わりに
茹で野菜を魚の赤身と一
緒に食べています。

昼食と夕食の間に
食べる果物と牛乳は、
私の大好きなおやつの
組み合わせです。

筋トレと
ファッションで有名な
ユーチューバー、クロエ・ティ
ング（Chloe Ting）さんの
動画をチェックしています。

あなたは米派？ 小麦派？

野菜・ハーブを
積極的に摂り入れている？

運動の頻度は？

ごはんは、鶏肉や
緑の野菜、ナッツと
一緒に食べるの
がおすすめですよ。

毎日必ず運動してい
ますね。最近は特に
スケートやヨガにハ
マっています。

ご飯を食べる時はお茶
碗の半分に抑えて、その
分を茹で野菜やサラ
ダで補うのがコツです！

少なくとも1日1回は、
縄跳びか腹筋を中
心としたエクササイ
ズをしています。

Q. 5

Q. 6
ヴィクトリアズシー
クレットのモデルを
フォローして、食生活
を真似しています。

Q. 2

ごはんや米麺を食べる
時は、消化を促すため
に必ずスープと一緒に
食べるようにしています。

私は1日5食です！　
食事の合間はヨーグ
ルトやサツマイモ、果
物を食べています。

1日に米料理は何回食べる？



周りのベトナム人を見てみてほしい。いつも、モグモグと口を動かしていないだろうか。ただ小腹を満たすだけではなく、空腹が
続きすぎないよう意識しているのだ。モデルたちの回答を参考に、おすすめの朝食、昼食、夕食、おやつの摂り方を紹介する。

1日の食事回数を増やす！

1日の活力となる朝食。時間や食欲
がなくても、必ず食べよう。また、起床
後14時間以内に１日の食事を終え
るのも痩せるポイントの１つだ。

昼食後におやつを食べておけば、強い
空腹感が和らぐ。おやつで食べた分を
控えた食事を意識して、米や麺は少な
め、野菜を多く食べるのが理想的。就
寝の3～4時間前には食べ終えておくこ
とも重要だ。

ベトナムで一般的なインディカ
米は、日本のジャポニカ米と比
べるとカロリーは若干高い。一
方で、食後血糖値の上昇を示
すGI値は低く、“肥満ホルモン”
のインスリンが分泌されにくいた
め、糖質の吸収が抑えられて太
りにくいとされる。

小腹が空いてきたけど我慢！　なんて、逆効果。
おやつタイムを各食事の合間に挟むか挟まな
いかで、ダイエットの勝敗が決まるといっても過
言ではない。１日の中で最もカロリーを摂取してよい

昼食。主食、主菜、副菜、汁ものなどを
バランスよく、さらに手頃価格で済ませ
るなら、ローカル食堂でベトナム式定食
を食べよう。

きのこと豆腐と空心菜の炒め物に、トマ
トスープとヘルシー素材尽くし！

野菜やハーブは「添える」のではなく、
「具」にして食べるのがベトナム流

ローカル食堂では、おかずを頼むと無料で
スープとたっぷりの野菜が付く場合が多い

コンビニでも買える「ミューズリッ
クス／Mueslix」は、果実が多く
て食べ応えあり！

ボリューム満点、かつ主
菜、副菜、汁物、食事の
バランスが完璧！

パプリカ入りチャーハンと、紫
芋のスープ。彩り豊かでおい
しそう！

ワックスを意 味するサップ
（Sap）という名の通り、ねっと
りとした食感で食べ応え満点

ココナッツの風味が爽やかな
寒天ゼリー。しっかりとした食
感が特徴

緑豆から作られた餡を緑色のもち米
で包んだハノイのおやつ。少量でも
腹持ちよし

ライスペーパーに卵やひき肉、ね
ぎなどを乗せて焼いたもの。パリ
ッと香ばしい

ライスペーパーを、タマリンドソースや海
老とバターのソースなどにつけて食べる

細切りにしたライスペーパーを、
マンゴーや干し海老、香草などと
和えたもの

ローカル食堂の定食

牛肉フォーは手作り。
食べる時は、もちろん
たくさんのハーブを
一緒に。

ベトナム人の手作り弁当 
in スケッチオフィス

ベトナム米は
太りにくい!?

朝ごはん

夜ごはん

ヘルシーおやつ
昼ごはん
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トゥイェット・ラン
（Tuyet Lan）さん ヴォー・チャウ・トゥ

（Vo Chau Thu）さん

フン・ラー
（Fung La）さん

モン・トゥオン
（Mong Thuong）さん

ジエウ・ヴィー（Dieu Vy）さん

ティム・ティム（Tim Tim）さん

K（40代・女性）
K：ベトナム米を和食に合わせるため、紫蘇
ご飯に。運動は腹筋30回のみ。

A：モデルさんたちはベトナム米を食べて
いるということで、早速炊いてみました！

N：ニラ、春菊、ズッキーニをチヂミに。
粉少なめでカロリーカット。A（30代・男性） N（30代・女性）

昼食は、野菜を7割、
肉や魚を2割、米など
の糖質が1割のバラ
ンスを意識して！

ベトナム人の手作り弁当 
in スケッチオフィス

2週間
ダイエット

記録

2週間
ダイエット

記録

ベトナム米は
太りにくい!?

ちょっと覗き見！

目標
マイナス3 kg！

目標
マイナス3 kg！

目標
マイナス1.5 kg！

日目スケッチ編集部が実践！

フォー（Pho）／

ブン（Bun）
フォー（Pho）／

ブン（Bun）

シリアルと
ヨーグルト

ライスペーパーのタマリンドソース
（Banh Trang me）

ライスペーパーのタマリンドソース
（Banh Trang me）

焼きライスペーパー

ライスペーパーの
ピリ辛和え
（Banh Trang Tron）

ライスペーパーの
ピリ辛和え
（Banh Trang Tron）

（Banh Trang Nuong） （Rau Cau）

（Chuoi Sap）

（Banh Com） 寒天
リンゴ 

サワーソッ
プ

茹でバナナ

緑豆餡の餅

バインミー（Banh Mi）バインミー（Banh Mi）
野菜がたっぷりと摂れるため、おすすめの食べ
物として多く挙がった

主食には、蒸したさつ
まいもを。食事は18
時までに終えるように
していますね。

夕食は軽めにスー
プや野菜炒めを。
就寝3～4時間前
には食べ終えます。

夕飯は母のベトナム料理。米と、
おかず2品、スープの組み合わ
せが基本ですね。

手作りスムージーを
いつも昼食と夕食の
間に飲みます。もちろ
ん砂糖なし！
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ベトナムの食事は、米や米麺を主食に、おかずとして肉や魚も食べつつ、
それ以上に野菜やハーブの量が多い。健康的に痩せるためには、野菜を
とにかくしっかり食べる食習慣を真似してみよう。

注文すれば、間違いなくサラダより大量の生野
菜が一緒に出てくるベトナム料理6品はこちら。

野菜・ハーブの
摂取量を増やす！

ベトナム料理6選
ベトナム流！　鍋の食べ方

暑いベトナムで熱い鍋なんて…と思うべからず。てんこ盛りの野菜も、出汁
の効いたスープにさっとくぐらせれば、あっという間に胃の中に。「野菜おか
わりください（Cho toi xin them rau）！」を覚えておこう。

鶏肉の青唐辛子鍋（Lau Ga Ot Hiem）
を例に紹介。まずは、用意された野菜を鍋
に入れる

ものの数分で早速クレソン、湯葉、乾麺を追加注文。
さあ、早くも再スタート

気が付くと野菜がすっかりなくなっている。クレソンだ
け追加

ベトナム風米粉のお好み
焼き。レタスや香草で包ん
でパクっと1口。タレにも大
根と人参のなます入り

厚めでしっとり感のあるライスペーパーで、ゆ
で豚肉とたっぷりの野菜や香草を巻く料理

ハノイ名物の米麺料理。炭火焼き
の肉やつくねを、青パパイヤ入りの
甘酸っぱいタレで

サザエのような味
と食感の淡水貝
「タニシモドキ」の
ダシと、トマトの酸
味が効いたスー
プで野菜も進む

フエ風のピリ辛牛骨スープに、米
麺。バナナの花や空心菜を入れて、
しっかり混ぜていただく

香ばしいつくね焼き
を、シソなどの香草
や米麺ブンと一緒
にレタスで巻いて食
べる

もう1度具材を一通り追加。スープにコクがあるため、
鶏肉を追加しなくても十分

もはやクレソン鍋と化した鍋に、今度はスープを追加
してラストスパート

おそらく胃の中の8割はクレソン。ごちそうさまでした！

鍋（Lau）で野菜を食べよう もれなく野菜が
付いてくる！

野菜をたくさん入れ
たフォーやブンを使っ
た料理が好きで、昼
食にも夕食にも食べ
ちゃいます。

ベトナム風お好み焼き

ゆで豚肉の露干し
ライスペーパー巻き

 焼肉＆つくねのつけ麺

フエ風ピリ辛牛肉汁麺

バインセオ

バインチャン
クオンティットヘオ

ブンチャー

ラウマー
ジュース

タニシの
汁麺

ブンボーフエ

つくね焼き

（Banh Xeo）

（Banh Trang Cuon Thit Heo)

（Bun Cha)

（Rau Ma)

（Bun Oc)

（Bun Bo Hue）

（Nem Nuong）

　食堂や屋台でよく販売されいる緑
色のドリンクは、ツボクサのジュースで、
体の熱を逃がす効果がある。若返り
のハーブとも呼ばれ、血液循環促進
や利尿作用があり、むくみ解消にも
効果的だ。

ベトナム版の
青汁!?
ベトナム版の
青汁!?

 tranthuytrang_gg

 funglaluna

チャン・
トゥイー・チャン
（Tran Thuy 
Trang）さん

フン・ラー
（Fung La ）さん

　スムージーやジュース
を作るのが趣味で、ラウ
マージュースもよく作って
います。

K：朝食は宅配のベトナム麺料理。お昼はステーキ、
日本米のご飯は茶碗1/3で我慢。泣

K：ベトナム料理が続いたので、寄せ鍋を注文。
鍋は野菜がたくさん摂れるので重宝する。

A：野菜たっぷりを意識した定食ランチ！ 夜は、
この3日間がんばったご褒美で特別にラーメン！

A：あまりにお腹が空き過ぎて寿司の食べ
放題店へ！ 翌日は反省して野菜スープ。

N：バインセオは野菜多めの店を贔屓
に。ジュースの代わりにラウマー！

N：食堂でニガウリと豚肉炒め。ハオハオ
（HaoHao）は野菜たっぷりでアレンジ！

日目 日目

1

2

4 5 6

3
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ジエウ・ヴィー
（Dieu Vy）さん

ハイ・リー
（Hai Ly）さん

キャディー・フィン
（Cadie Huyn）さん

ファム・ホン・ハー
（Pham Hong Ha）さん

ファン・リン
（Phan Linh）さん

ダーシャ・グエン
（Dasha Nguyen）さん

ヴォー・チャウ・トゥー
（Vo Chau Thu）さん

マック・トゥ・タオ
（Mac Thu Thao）さん

ダンススタジオに通って
います。自宅では簡単な
筋トレとヨガを組み合
わせて行います。

サイクリング、ダンス、登山、
アーチェリー、水泳などで体
を動かすのが好きです！

朝か就寝前に筋トレ。
「プランク」はきついけ
ど、腹筋への効果は
抜群ですよ！

週5日はがっつり運動！　
1日は軽く、もう1日は休息
日。最近はポールダンスに
ハマり中。

就寝前にユーチューブ
（YouTube）のヨガ動
画を参考にしています。
寝付きが良くなりました！

市内のフィットネス
ジムに通って、ヨガ
をしています。 ムエタイ教室でのトレー

ニングに加えて、自宅で
筋トレも行っています。

サイクリングで
街中を走ったり、
たくさん歩いた
り。家では時 ヨ々
ガをします。

リバウンドしにくい体作りには、やっぱり適度な運動が必要不可欠。モデルの日々の運動方法を参考に
して、まずは週3日から体を動かす時間を生活に取り入れてみよう。

体を動かす時間を増やす！

 kimnhung_official

キム・ニュン
（Kim Nhung）さん

ヨガ、ランニング、ジムで
筋トレなど、日によって組
み合わせて毎日欠か
さず運動します！

忙しくてなかなか運動する時間が取れない…。
そんな人は、いつでもどこでもできる4つの簡単エクササイズから始めよう。

ながらエクササイズどこでも簡単に
できる！

座ったまま腹筋運動

肩回りスッキリ背中美人

むくみ解消ほっそり美脚

くっきり鎖骨で首長効果

椅子に浅く座り、両足・
両膝をぴったりとくっつけ
る。手はお尻の横に付き、
椅子の両サイドを持つ。

背筋を伸ばした状態で椅子に座り、
顔の前で手のひらと両肘をくっつける。
できるだけ力を入れた状態にする。

背筋を伸ばした姿勢で膝を90度に
曲げて椅子に座る。両手で両膝を抑
え込むように、下方向に力を入れる。

足の裏全体で重心
を保ってしっかりと
立つ。両手を背中
の真ん中で組んで
握り、肩甲骨を中央
に寄せる。

両足・両膝を付けたまま足を
胸の高さまで持ち上げる。そ
のまま5秒キープ。10秒かけ
てゆっくり戻す。

垂直方向にゆっくりと上に引き上げ、
上げきったら最初の位置まで戻す。上
げたときに肘が離れないように注意。

かかとをゆっくりと上げて、ゆっくり下
す動作を繰り返す。床に付く寸前で
止めると、より負荷がかかり効果的。

お尻の筋肉を内側
に寄せて胸をはる。
組んだ両手を持ち
上げ、肩甲骨が最
も寄ったところで10
秒キープ。

町中の公園や広場、アパートの
周りで目にする運動器具。無料
で使えて、意外と効果的？　ベト
ナムの人たちの健康意識の高
さが垣間見えるスポットだ。

HCMC

HANOI

タオダン公園

古いアパートの敷地内

Cong Vien Tao Dan

コミュニティが多数あるようで、
同じウェアで走る人達の姿も

アパートの敷地内に
置かれた運動器具。
住人以外も使えると
ころが多い16時頃から人が増え始め、運動

器具は順番待ち状態

健康意識の高さが見える？
街中の0円運動スポット
健康意識の高さが見える？
街中の0円運動スポット

K：朝昼はベトナム麺料理が定着。風邪をひいたの
で白湯を多く飲み、ベトナム米を雑炊に。

A：昼は食べても罪悪感が少ないフルーツ
ピザ。夜は鶏肉でヘルシー（!?）に乾杯！

N：冷え対策に仕事中はハーブティーを。
蟹春雨スープもハーブ盛りに。

深夜までの飲み会が3回
あったが、体重が減ったと
は。嫌いな生野菜は麺の
スープで少し火を通して
食べるように工夫。胃が
小さくなったのか、1食あ
たりに食べる量が減った

（気がする）。

野菜多めを意識。インス
タント麺を食べる時には
麺より野菜を多くしたり、
ラウマージュースをよく飲
んだりした。平日30分、
休日1時間、毎日ヨガをし
て体が軽くなった！

どうして!?　エクササ
イズは毎日30分、健康
な食材を心がけたのに

（泣）！ 　食べ放題や夜
食で自分にご褒美を与
えすぎてしまったのが
原因か…。

日目 最終日！ 運命の結果発表！

マイナス 
2.0 kg！ プラス

0.2 kg！
マイナス 
0.8 kg！


