
学校図書館司書教諭課程（京都女子大学）	 2010年度　情報メディアの活用	

1	

野菜生活 
～vegetable　to   

sweet ～	

 
 

京都女子大学 
学校図書館司書教諭課程 

2010年度 
情報メディアの活用	

テーマ紹介	

p 野菜の魅力に気づかせ、野菜に対する苦手意識の
払拭を目指す。→野菜克服 

p 野菜をおいしく食べる工夫。→おいしい野菜レシピ 
p 野菜のおやつは調べてみると数多くあり、子どもた

ちの自分たちで作ろうという興味・関心や意欲的精
神を掻き立てる。→検索のコツ	
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授業進行	

①  グループで話し合う。（「野菜で作るおやつっ
てどんなものがあるだろう？」「嫌いな野菜も
おやつになったらたべられるかも！」など） 

②  資料を集める。 
③  野菜をもっとおいしく感じるために、調べたレ

シピをもとに調理してみる。 
④  調べてみて、食べてみての感想をまとめる。	
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書名	 著者名	 出版社	 出版年	

『一日野菜350gをおいしく食べるレ
シピ』	

伊藤玲子	 主婦の友社	 2009	

『カノウユウコのカラダにやさしい野
菜スイーツ』	

カノウユウコ	 主婦と生活社	 2008	

『子どもが喜ぶおやつレシピ』	 藤野嘉子	 グラフ社	 1999	

『子どものヘルシーおやつ』	 松尾みゆき	 PHP研究所	 2007	

『超カンタン野菜おやつ』	 江島雅歌	 サンマーク出版	 2008	

『フルーツ＆野菜のおかし』	 小川聖子	 家の光協会	 2008	

図書リスト（1）	
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図書リスト（2）	
書名	 著者名	 出版社	 出版年	

『野菜スイーツ』	 ノムラユカリ	 ブティック社	 2007	

『野菜のお菓子のレシピブッ
ク』	

渡部和泉	 主婦と生活社	 2008	

『野菜のスイーツ』	 柿沢耶江	 マーブルトロン	 2007	

『ベジタブルケーキやさいの
お菓子』	

鎌田明彦・田中三
菱	

柴田図書	 1984	

『パティスリーポタジエのナ
チュラル野菜スイーツ』	

柿沢耶江	 講談社	 2008	

『野菜で作る簡単ヘルシーで
おいしい』	

主婦の友/編	 主婦の友社	 1989	
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データベースグラフ	

p  二班の検索では、京都市立図書館の蔵書が最も多く検索された。 
p  インターネットのデータベースは、yahooのサイトが最も多く選ばれた。	
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キーワードグラフ	

p  上記の5種類のキーワードを合わせて検索するパターンもある。 
p  二班の検索結果では、「おやつ」というキーワードが最も使用された。 
p  平仮名で検索するか、漢字で検索するかでも違いが出てくることに注意が必要。	

使用回数
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ウェブサイトリスト	
サイト名	 作成者	

クックパド	 クックパド株式会社	
kurasse 学研	
Vegedining野菜のごはん	 izumimirun 
クックメール	 生活共同組合コープみえ	

健康salad EmpowerHealthcare KK 
羽曳野市おやつレシピ	 Habikino City 
食物アレルギーネット	 日本ハム中央研究所	

ボブとアンジーのレシピ	 株式会社エルネット	

野菜嫌いの簡単レシピ	 spring 
レシピブログ	 山崎しずか	

おいしい手づくりコミュニティ	 パルシステム連合会	

オレンジページnet 株式会社オレンジページ	

子どもの嫌いな野菜を使ったお菓子	 近澤ひかる	

ぴこねっと生粋市場　おやつレシピ	 生粋市場	 7 

野菜を食べないと・・・・・・・・	

p 高血圧 
p 動脈硬化 
p 口内炎 
p 発育障害	

p  また、女性の大敵！！ 

p 肌荒れ 
p 肥満 
p 冷え性 
p 不妊症 
p 便秘 
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特にＢ群の葉酸摂取量
が不足すると・・・・	

うつ病に！！ 
野菜不足による精神障害が 

最近話題になっています。 
カルシウムが足りないとイライラするのと 

同じです。	

好きな野菜・嫌いな野菜ランキング★ 
好きな野菜　　　　　　　 嫌いな野菜 
１位　にんじん　　　　   １位　ピーマン 
２位　トマト　　　　　　　　２位　トマト 
３位　きゅうり　　　　　　 ３位  なす 
４位　じゃがいも　　　　 ４位　ほうれん草 
５位　かぼちゃ　　　　　 ５位  きゅうり	
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ビタミンA、C、B群、P、H
など、ビタミン類が豊富。  

酸味が胃液の分泌を促し、たんぱく質な
どの消化を助ける。  

美肌保持、成人病予防、食欲増進、疲労
回復、夏バテ防止、消化促進	

カロチン・カルシウム・食
物繊維が豊富。１/２本
食べれば１日に必要な
ビタミンＡを摂取できる。	

高血圧予防、動脈硬化予防、整腸作用、
疲労回復、美肌保持、低血圧改善、視
力回復、貧血改善、風邪予防、ガン予
防	

トマト	 ニンジン	
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ピーマン 
ビタミンCを豊富に含む。 

毛細血管を丈夫にすると
言われているビタミンPや、
コレステロールの低下が
期待できる葉緑素も含ま
れている。  

夏ばて、疲労回復、動脈
硬化予防、美容、風邪予
防  

ナス 
９５％が水分。栄養素は
ほとんどないが、スポン
ジ状の果肉は油をよく吸
収するので、植物油に含
まれているリノール酸な
どの摂取には役立つ。 

冷却作用が強く、発熱や
日焼けなどで身体が火
照っている時などに食べ
ると良い。 

食欲増進、解熱、高血圧
予防	

 

	

キュウリ 
９０％以上が水分。ビタミ
ンが少しあるのみ。 

キュウリを食べることは
水を飲んでいるのと同じ
状態なので、利尿作用が
ある。 

食欲増進、解熱、むくみ
改善、胸焼け防止	
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かぼちゃ 
体内でビタミンＡに変わるカ
ロチンを豊富に含む緑黄色
野菜の代表。 

カロチン、ビタミンＢ、Ｃ、Ｅ、
カリウム、食物繊維などを
多く含む。 

風邪予防、ガン予防、夏ば
て防止、食欲増進、視力低
下防止 

 

	

じゃがいも 
カリウムや食物繊維を含ん
でいる。 

熱に強く壊れにくいビタミン
Ｃも含まれている。 

じゃがいもの成分の大半は
糖質だが、カロリーが低い
のでダイエット食にも適して
いる。 

肥満予防、ストレス解消、
高血圧予防、便秘予防、腎
臓病予防、下痢予防、胃潰
瘍治療効果	

ほうれんそう 
カロチン、ビタミンＣ、鉄分
を豊富に含む緑黄色野菜。 

根元の赤い部分はマンガ
ンで、主に骨を作る成分。
切り取らずにしっかり食べ
ると良い。 

風邪予防、疲労回復、ガン
予防	
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好きな野菜No.1!!  ニンジンおやつ	
『栄養満点!!おから入りニンジン白玉』 

 
材料(24個分) 
　　○白玉　　　　　50ｇ　　　　　　○生おから　　　　　50ｇ　 
　　○ニンジン　　　50ｇ　　　　　　○牛乳　　　　　　　 小4 
　　○きなこ　　　　 適量           ○黒蜜　　　　　　   適量 
 
作り方 
１　白玉、生おから、ニンジン(すりおろした物)、牛乳を混ぜ、適当な

大きさに丸める。 
２　沸いたお湯の中に投入し、浮き上がってきたものを取り出し、冷水

に入れる。 
３　きなこをまぶし、黒蜜をかける。 
 

コツ・ポイント♪ 
　　　子どもには、きなこに少量のお砂糖を混ぜてまぶすと、ほんのりと

甘くなり食べやすくなるよ！ 
 
　　　　　　 
 
　　　　　　　　　　	

栄養満点!!おから入りニンジン白玉 

http://cookpad.com/recipe/598865 
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嫌いな野菜No.1!!　ピーマンおやつ	
『ピーマン☆マフィン』 

材料(マフィン型６個分) 
　　○ピーマン　　　２個　　　　　○ホットケーキミックス　　　150g 
　　○卵　　　　　　　１個　　　　　○砂糖　　　　　　　　　　　　大１ 
　　○プレーンヨーグルト100g ○マヨネーズ　　　　　　　　30g 
　　○粉チーズ　　　20g 
 
作り方 
１　ピーマンは細かく刻む。オーブンは１８０度に温めておく。 
２　ボールに卵をときほぐし、砂糖、ヨーグルト、マヨネーズ、粉チーズを入

れてよく混ぜる。 
３　ホットケーキミックスを入れ、ゴムベラでさっと混ぜる。最後にピーマンを

入れ混ぜる。 
４　型に流しいれ、予熱完了オーブンで１５～２０分焼いて完成。 
 
コツ･ポイント♪ 
　プロセスチーズなどを入れるとさらに食べやすくなるよ！ 
 
　　　 
 
 
 
	

ピーマン☆マフィン 

http://cookpad.com/recipe/972708 
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まとめ★★ 
p 嫌いな野菜が簡単に！美味しいおやつに大変身！ 
p 野菜不足は、病気のもと！！ 
p 野菜の素材の色を生かしたおやつで、見た目も心も

ハッピーに！！！ 
p  「野菜　おやつ」で検索すると、書籍、インターネット

等、情報が多彩なため、具体的なキーワードで！！ 
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