


\双子を含む4児の母/ 
産後ママの
身体と心を楽にする 
重ね煮アカデミー®横浜教室
「cocoron」 山下麻子です。 
「おっぱいトラブルをふせぎ
赤ちゃんの免疫力が高まるママの
食べ方」
を手に取っていただきありがとう
ございます。

はじめに 



「元気な赤ちゃんを育てたい」
そんな思いはありませんか？

母乳で赤ちゃんの腸内環境は変わ
り、免疫力を高めてあげることが
できます。

このテキストでは
毎日の食事を見直すことで
頑張らなくても変わっていく
ヒントとレシピを
ご紹介しています！
お役に立てたらうれしいです！



完母・混合で赤ちゃんのつよいからだを
作りたいママのための

オンライン
重ね煮アカデミー体験クラス 

 

✔ 赤ちゃんの免疫力を強くしたい
✔ 赤ちゃんのアレルギーが心配
✔ 乳腺炎や詰まりなどの母乳トラブルを
防ぎたい

日程
9月1日(水)、8日(水)　10:00〜
▼詳細、お申し込みはこちらをクリック▼

https://www.agentmail.jp/lp/r/1963/15722/

https://www.agentmail.jp/lp/r/1963/15722/
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私の夢は、子供たちが叶えたい夢
を見つけた時、いつでもそれを追
いかけられる健康な身体とココロ
を育んであげること。
そのために、毎日のごはんで生き
る力を身につけて欲しい。そう願
っています。

いつでも夢を追える
身体とココロを育む

わたしのゆめ



すべてのママが、母乳でトラブル
なく元気な赤ちゃんを育てられる
ようになってほしい。そのために
必要なことは、まずママの身体と
ココロを毎日のごはんで整えるこ
とです。
だから、私は産後ママ・プレママ
に重ね煮を伝えています。

ママも赤ちゃんと
健やかな人生を
送ってほしい



出産したら母乳がぴゅーぴゅー出て、
赤ちゃんもごくごく飲んで
すぐに、ちぎりパンみたいな
むちむちの体になると思ってました。
けれど、現実は甘くなく、長男は吸う
のが下手、自分も母乳の出が悪い。
「授乳できてる」と思えるまで、2週
間かかりました。それまで、減り続け
る体重とにらめっこ！軌道に乗ったら
乗ったで、今度は詰まりかけたりする
ことが何度もありました。

初めての産後は
大変でした

わたしと
かぞくのこと



長男の産後5ヶ月ほどで重ね煮と出会
い、次男坊がお腹にいる頃から
すでに暮らしの一部になっていまし
た。だから妊娠中から便秘も貧血もな
く、体調は万全！

そのおかげで、次男は自宅出産するこ
とができ、産後の回復もおっぱいの立
ち上がりもバッチリ。
母乳トラブルは全くなく、重ね煮を取
り入れることでこんなにも違うのか！
と驚きでした。

拍子抜けするほど
楽だった次男



双子の時は、混合育児。初めてのミル
クに挑戦でした。毎回作るのが大変だ
けれど、赤ちゃんを預けられるという
ことが新鮮でした！
おっぱいのトラブルはもちろん無く、
必要な分だけ出るという快適な授乳。

３、４人目ともなると、泣き声さえも
可愛くて、こんなにも心と身体の余裕
を持てたのは、重ね煮が私の支えとな
ったことが大きかったです。

初めてのこと
だらけだった双子



子供4人のうち、長男は離乳食か
ら、そのほかの3人は お腹にいる
ときから重ね煮の、 生粋の重ね煮
っ子たちです。 
ほとんど風邪を引かず、引いてもす
ぐ治ります。体調の悪い時は「梅醤
番茶飲みたい」など言い、お手当を
ちゃんと知っていて、生きる力の強
さを感じます。

丈夫なからだと
   まぁるい心が育つ

わたしと
かぞくのこと



きょうだい仲が良く、お互い優しい。
まぁるい心が育っていて、
重ね煮は家族の調和さえも
生み出す力が あります。
こんな素晴らしい重ね煮を、たくさん
のママに知って欲しい！日々の暮らし
に取り入れて、ママも赤ちゃんもまぁ
るい気持ちで過ごしてほしい。
その思いで、重ね煮アカデミー師範と
しての活動を始めました。 



生まれたての赤ちゃんが
最初に口にするのがママのおっぱい。
毎日飲むのもママのおっぱい。

さまざまな事情で
それが叶わないママも
いるかもしれませんが

実は、ママのおっぱいの質で
赤ちゃんが風邪を引きにくい、
アレルギーになりにくい、
という「免疫力」が決まります。

ママのおっぱいで
赤ちゃんの免疫力は決まる



例えば、ママのおっぱいがドロドロ
だと、赤ちゃんは消化に負担がかか
ってしまいます。

胃腸の負担が大きくなれば、
風邪をひきやすくなったり
アレルギーに繋がって
しまうかもしれません。

 
おっぱいの質がよければ
赤ちゃんの消化の負担が減って
腸内環境が整い、 

赤ちゃんの免疫力アップに
繋がるのです！



ママが食べるものでおっぱいが作られ、
そのおっぱいを赤ちゃんが飲む。
  
おっぱいで、免疫力を高めることが
できるんです。

そのために必要なことは
毎日のごはんで
ママの身体を
整えること。

いつからでも遅くありません。
いますぐ、重ね煮を日々の生活に
取り入れましょう！
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おっぱいトラブルを
ふせぐ３つの食べ方



１.油や砂糖を使わない

２.調和の取れた
 　食事をとる
 
３.まんべんなく野菜を
　 食べる



油や砂糖を使わない

「おっぱいがドロドロしている」
という表現を聞いたことがあります
か？
 「血液ドロドロ、サラサラ」を
思い浮かべてみてください。 
油、砂糖をとりすぎると
血液中の脂質、糖質が増え
ドロドロした血液になります。
そこから作られるおっぱいもドロドロ
血液の質が影響します。



ドロドロだと流れにくいため
乳腺が詰まる原因となったり
乳腺炎などのトラブルが
起こってしまうんです。

では、それをサラサラおっぱいに
するにはどうしたら良いでしょう。
 
 それは、油や砂糖を控えた
食生活を心がけること。
ぜひ重ね煮を取り入れてくださいね。

重ね煮は油、砂糖不使用で
簡単に美味しく作れるので
忙しい産後ママにも
とってもお勧めなんです。



おいしいおっぱいの味はほんのり甘
い。どんな味かというと、
ごはんを100回噛んだ味です。

おいしいおっぱいはゴクゴク飲めて、
赤ちゃんの腸内環境を作り、風邪を
ひかない元気な身体に育ちます。

そんなおっぱいを作るための
ママのごはんは何かというと
調和のとれた食事。

調和の取れた食事をとる



つまりは、葉物から根菜まで、
さまざまな種類の野菜を重ね煮で
調理していただくごはんです。
 
それにより、
あま〜い美味しいおっぱいが
作られるんです。

いきなりガラリと
変える必要はないので、
一品からでも、
重ね煮で作ったものを
食べてみてくださいね。



身体の冷えを感じてませんか？
実は、ママの身体が冷えていると
おっぱいも冷えてしまいます。
 
冷えたおっぱいを飲むと、
赤ちゃんもお腹が冷えたり
胃腸の働きが落ちたりします。

胃腸の弱りは身体の弱り。赤ちゃんの
免疫力低下に繋がるのです。

まんべんなく野菜を食べる



ママが冷えを解消することって
大切なことなのです。
 
どうしたら良いかというと
いろんな野菜を満遍なくいただく！
 
ビタミンやミネラルなど様々な栄養を
効率よくとることができて
平熱が上がります。

ママの体質にも陰、陽がありますが
それぞれの陰陽のバランスを
整えてくれるのが、調和の取れた
重ね煮なのです。



重ね煮という新しいものを
赤ちゃんのいる生活で
取り入れていくのは
難しいのでは？と思いますよね。

重ね煮だからこそ
簡単で時短の技があり

赤ちゃんがいても
大丈夫な調理方法なんです。

忙しい生活の中でも
身体を整えたいと思ったら
重ね煮を取り入れることが
近道となりますよ。



ママの
サラサラおっぱいを

作るレシピ



夏の重ね煮味噌汁

鍋にわかめから順に図の通りに  材料を重ねていく。
味噌は一番上に３～４つに分けてのせる。
分量の水を材料の8分目まで加えて、フタをして中火
にかける。
湯気が出て良い香りがしたら弱火にし、 野菜がやわ
らかくなるまで煮る。
 味見をして、残りの水を足して調整する。
器に盛り、刻んだ大葉を飾る。

【材料と重ね方（5人分）】
-------○------
味噌　　６０ｇ
油揚げ　半分　細切り
玉ねぎ　70ｇ　薄切り
かぼちゃ100ｇ 角切り
なす　　60ｇ 角切り
わかめ（塩蔵）10ｇ　塩抜きしてざく切り
---------------
水 3カップ
大葉
 
【作り方】

1.
2.
3.

4.

5.
6.

味噌や野菜をた
っぷり食べられ
るので血液サラ
サラで母乳の質
も良くなる。



鍋にすき昆布から順に　図の通りに材料を重ね
て、戻し汁を含めた分量の水を加えて、フタをし
て中火にかける。
さっと固めに火を通したら しょうゆ、酢を加えて
混ぜ合わせて 火からおろす。
冷めたら軽くしぼったきゅうりを加えて混ぜる。

【材料と重ね方】
-------○------
人参 　　　20ｇ　千切り
玉ねぎ　　 50ｇ　薄切り
切り干し大根　40ｇ　水で戻す
すき昆布　 3ｇ　水で軽く戻す
---------------
きゅうり　１本　千切りにして塩もみ
水 　　　   １カップ（戻し汁を含む）
しょうゆ　20cc
酢 20cc

1.

2.

3.

切干大根のハリハリサラダ

切干大根は産後
ママに必要な鉄
分、カルシウム
を含み、お酢が
吸収率アップ！



夏野菜の味噌煮

鍋に図のように材料を重ねて、分量の水と共にフ
タをして中火にかける。
やわらかくなったら、調味料を加えて味をととの
える。

【材料と重ね方（5人分）】
-------○------
味噌   　　　大さじ２　
人参　　　　２５ｇ　うす切り
玉ねぎ　　　８０ｇ　うす切り 
かぼちゃ　　８０ｇ　0.5ｃｍ厚さ　
ズッキーニ　６０ｇ　うす切り
ピーマン　　２個（６０ｇ）種を取って角切り
なすび　３個（３００ｇ）縦半分に切り２ｃｍ厚さ
---------------
水　　　　１/２カップ
しょうゆ　大さじ１弱
みりん　　大さじ１弱

【作り方】
1.

2.

夏野菜たっぷり
で、身体をクー
ルダウンしてく
れるメニュー。
産後ママの夏バ

テ防止に！



生徒さんのお声



・重ね煮を学んでよかったこと
もともと油炒めで生きてきたのが、重ね煮で
作れるようになり、今は油を買わなくなりま
した。 うまれたころは乳腺炎や白斑に悩ん
でいたのが 重ね煮を始めて3か月程でかから
なくなりました。 また、毎年冬に風邪を引
いて、長引くのが 恒例なのが今年はなし!驚
きです。 
 
・重ね煮と出会っていなかったら? 
乳腺炎に悩んだ時、離乳食を始めるときなど
どうしたら良いかわからず悩んでいたと思
う。 ずっと油炒めで、油を減らせ無かった
と思う。 

重ね煮を知らなければ、
どうしたら良いかわからず

悩んでいた
Y.Oさん 9か月のママ 



・重ね煮を学んでよかったこと
産後で疲れていても「美味しいから作りた
い」 という前向きな気持ちで過ごせたこと。
出過ぎていたおっぱいの量もちょうど良くな
り、 風邪もひかず、引いてもすぐ治ります。
重ね煮のおかげで体調が良く、 子どもに対し
ても大らかな気もちでいられる。 豊かな気持
ちで過ごせていることに感謝です。 

・重ね煮と出会っていなかったら? 
子どもの喜びそうな物や食べてくれそうなも
のを レシピ検索して、常にイライラしながら
過ごしていたと思う。何を食事の中心に置け
ば 良いのか知ることができて安心です。 

おっぱいの量がちょうど良く、
疲れにくくなった

M.Sさん 5歳、6か月のママ 



さいごに



「おっぱいトラブルをふせぎ赤
ちゃんの免疫力が高まるママの
食べ方」

いかがでしたか? 
普段の食事でママのおっぱいの
調子を整えることで
赤ちゃんの免疫力までアップす
ることができるんです。

おっぱいの調子を整える
食べ方の軸や重ね煮を学べるの
はcocoronだけ。
一緒に学びましょう! 



完母・混合で赤ちゃんのつよいからだを
作りたいママのための

オンライン
重ね煮アカデミー体験クラス 

 

✔ 赤ちゃんの免疫力を強くしたい
✔ 赤ちゃんのアレルギーが心配
✔ 乳腺炎や詰まりなどの母乳トラブルを
防ぎたい

日程
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長男の育休中に重ね煮と出会い、
「簡単・時短・美味しい!」に
感動したことから、
重ね煮生活を始めました。
重ね煮を続ける中で、
幼少のころから悩まされていた便秘が
いつの間にか解消し、
一人目の妊娠時に悩んだ貧血とも
サヨナラすることができました。

その後、第2子、双子の第3・4子を出産。
重ね煮に助けら れながら、
4人の育児と仕事の両立を実現していましたが、 
2017年、子どもと向き合う時間を
増やすために退職。
同時に、 「1人でも多くの人に重ね煮の魅力を
伝えたい」という思い で、 
小さな重ね煮教室を始めました。2019年から重
ね煮アカデ ミー®認定師範として、重ね煮の知恵
とココロをお伝えして います。 

プロフィール



重ね煮生活を続けると、自然と身体の声に
耳を傾け、家族の様子を観察する癖がつく
ので、安心して普段通りの生活を
送ることができます。
体調を崩した時に慌てるのでなく、
その前に野菜の力を借りて
身体が持つ力を引き出す。
それができるのが重ね煮です。

食が整えば身体が整い、
身体が整えば心も整います。
そうし て強い心が育まれることにより、 
家族ひとりひとりが楽しい未来を描き実現する
原動力が生まれます。
そうして支えられることで
ママも誇りを持って生きていける。
ママの豊かな人生のためにも
重ね煮をお伝えしていきたいです。
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お問い合わせ

Emai: cocoron.kasaneni@gmail.com 
HP: https://cooking.cocoro-coron.com/
Instagram : kasaneni.cocoron 

重ね煮アカデミー® 横浜教室
「cocoron」 山下麻子 
お気軽にお問い合わせください。

https://cooking.cocoro-coron.com/?syousassi
https://www.instagram.com/kasaneni.cocoron/?syousassi

