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1. 野菜の栄養素 

①食物繊維が豊富！ 

  

◆食物繊維とは？ 

食物中に含まれる、人間の消化酵素で分解できない物質 

  

五大栄養素（炭水化物、たんぱく質、脂質、ビタミン、ミネラル）に

加え、第六の栄養素として様々な健康効果が注目されています。 

穀物、野菜、芋、海藻、キノコ、果物などの植物性食品に多く含ま

れます。 

1日の摂取目標量は、男性 21g以上、女性 18g以上とされてい

ますが、実際の摂取量は平均 15～18g と不足傾向にあります。 

 



 

◆水溶性食物繊維 

 

 

 

◆不溶性食物繊維 
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②ビタミン・ミネラルが豊富！ 

 

ビタミン・ミネラルはエネル ーになりませんが、三大栄養素（炭水化

物、たんぱく質、脂質）の分解 合成 助 る きがあります。 

  ではほとんど作られない為、不足すると欠乏症など 引き起 す

可能性があります。 

◆ビタミン 

脂 性：ビタミン A、D、E、K 

水 性：ビタミン B₁、B₂、B₆、B₁₂、 イ シン、葉酸、 

パント ン酸、ビオ ン、ビタミンＣ 

☆ビタミン A、C、E（エー ）：抗酸化作用 もつ 

  

◆ミネラル 

 要： トリウム、カリウム、カルシウム、リン、  ネシウムなど 

微量：鉄、亜鉛、  ン、  ム、銅、 ン ン、ヨウ素など 

 液量の調節、筋肉 縮、骨 歯の形成など様々な き 担う 

 

◆抗酸化作用とは？ 

活性酸素 取り除き、酸化の き  える作用 

活性酸素は、大量に生成されると過酸化脂質 作り して、 脈

硬化、がん、老化、免疫機能の低 など 引き起 します。 

野菜には、抗酸化作用 もつビタミン A、C、E ポリフェノール類が

豊富に含まれています。 



◆野菜の食べ方 

抗酸化作用 もつ栄養素は、表面の皮の近くに多く含まれていま

す。なので、皮ごと食べられる野菜は、汚れ よく落としてそのまま食

べると余さず栄養 摂れます。皮 剥く場合でも、硬い部分 取り除

く程度に めると良いでしょう。 

ビタミン A リコ ンは、油と一緒に調理すると  率が上がります。

オリーブオイル か る ともオ  メです。 

 

 

 

２. オリーブオイルの抗酸化作用 

不飽和脂肪酸 主な脂肪酸 多く含む油脂原料 

ω3系 α－リノ ン酸・EPA・DHA えごま油、亜麻仁油、魚油 

ω6系 リノール酸・ ラキ ン酸 コーン油、大豆油、  ープシー オイル 

ω9系 オ イン酸 オリーブオイル、なたね油、べに花油 

・・・ 必須脂肪酸 

 

オリーブオイルは、植物油の中で最も多くのオ イン酸 含 していま

す。オ イン酸は抗酸化作用に優れたω9系の脂肪酸に分類され、

  でも合成する とができます。 中の  コ    ール 維持

しながら、悪 コ    ール 減らす効果があります。 

ビタミン E ポリフェノール類も豊富に含まれています。

１日大さじ１杯 目安に摂取すると良いでしょう。 
 

 



夏野菜のラタトゥイユ 
  

南フラン のプ ヴァン 地方に位置する 

 ー 発祥の料理。 

”ラタ”はごった煮、”トゥイユ”はかき混ぜる 

という意味。 

熱々でも冷製でも美味しく食べられます♪ 

  

 

<材料 ４人分> 

ト ト 2個 

 ねぎ  1個 

   1本 

ズッキー  1本 

パプリカ 1個 

 ン   2 か  

オリーブオイル 大さじ２ 

塩 適量 

胡椒 適量 

ト トジュー  200ml 

<下準備> 

ト ト、 ねぎ、  、ズッキー 、パプリカは 1.5㎝

角に切り揃える。 ン  はみじん切りにする。 



 
 

 

  

 

 

 

 

鍋にオリーブオイル、 ン    

入れて香りが るまで炒める １ 

フライパンで、 ねぎ、パプリカ、 

ズッキー 、   それぞれ炒める ３ 

ト ト 入れて 

崩しながら炒める ２ 

炒めた野菜 ト トと合わせる 

ト トジュー  入れて 

弱火で約 10分煮込  
４ 

塩・胡椒で味 調えて 

できあがり！ ５ 
＜point＞ 

・小さめにカットすると、ソー など  ンジ

料理に使い すいです。 

・野菜によって火の通り方が違います。 

それぞれ炒める一手間で、深みのある味

に仕上がります。 

・ト トジュー の塩分だ でも良い味に

なります。塩・胡椒はお好みで♪ 

・ズッキー の代わりに胡瓜 使うと、 

ザ ザ した食感 楽しめます。 

・ベーコン 入れるとよりコ が ます。 



 
 

 

ラタトゥイユは  ンジ自在！洋風はもちろん、和風 中華など

様々な  ンジ シ があります。 

 

ソー 代わりに使えば手の込んだ一品に。 

ト トベー のカ ーにすれば夏でもあっさり食べ すい♪ 

雑穀ごはんでリゾット風にしたり、オムライ のソー にしたり・・・ 

トー トした食パンにのせても美味しいです。 

卵焼き、味噌汁など和風の料理にも合うラタトゥイユ。 

その他にも春巻き コ ッケ、酢豚などなど。 

ぜひ  ンジ 楽しんでください！ 

アレンジでさらにおいしく♪ 

ラタトゥイユの 

ズッキーニボード 

＜材料 4人分＞ 

ラタトゥイユ・・・適量 

ズッキー ・・・2本 

とろ る ーズ・・・たっぷり 

 

ズッキー  縦半分に切り、 

 プーンで種の部分 くり抜く。 

ラタトゥイユ 適量つめて、 

とろ る ーズ たっぷりか る。 

オーブントー ターで 

5分程度焼く。 

洋風トマト味噌汁 

＜材料 4人分＞ 

ラタトゥイユ・・・200g 

 汁・・・2 カップ 

味噌・・・20g 

パルメザン ーズ、パ リ・・・適量 

 

ラタトゥイユと 汁 鍋に入れて温めて、 

味噌  き味 調える。 

器に盛り、すりおろしたパルメザン ーズ、 

刻んだパ リ か る。 

トマト風酢豚 

＜材料 4人分＞ 

ラタトゥイユ・・・300g 

 砂 、醤油・・・各大さじ 1 

豚もも塊肉・・・200g 

酒、醤油・・・各大さじ 2、片栗粉 

水 き片栗粉・・・適量 

 

豚肉は 3cm角に切り、酒と醤油で 味 つ る。 

汁気 切って片栗粉 まぶし、180℃の油で揚 る。 

鍋にラタトゥイユ、砂 、醤油 入れて煮立たせて、 

揚 た豚肉 加えて軽く煮込 。 

最 に水 き片栗粉でとろみ つ る。 

 

< 典> 

大塚製薬 HP 健康と病気 

日清オイリオ HP 植物油の カラ 

ラタトゥイユ BOOK presented by TASTEMADE 扶桑社 


