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サトイモの栄養は体に良い成分がたくさん！子どもが
喜ぶレシピもご紹介
サトイモの栄養は体に嬉しい成分がたくさん含まれています。煮物にしたり汁物に入れたりすると美味しいのです
が、小さな子どもは苦手ということも多いのでは？体にいい栄養成分やダイエットや美容効果、美味しい里芋の選び
方や子どもにも美味しく食べてもらえるレシピをご紹介します。

サトイモとは

サトイモは炊くとホクホクした食感で、煮汁の味が浸み込んで美味しいですね。そんなサトイモは意外にも
日本での歴史が長く、かつて日本に伝来した稲よりも早く、紀元前1世紀に日本に入ってきたと言われてい
ます。 
 
寒い時期には、汁物に入れても温かくお腹を満たしてくれる美味しい食材ですが、サトイモには実は体に嬉
しい栄養素がたくさん入っていて、その上ダイエット中にもおすすめの食材なのです。 
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そんなサトイモの魅力をご紹介します。

サトイモに含まれる栄養

カリウムや食物繊維、カルシウムなどが豊富！

▼カリウム（100gあたり640mg） 
サトイモの栄養成分は様々なものが含まれていますが、その中でも他の芋類に比べて多いのが、カリウムで
す。カリウムは体内の余分なナトリウムを排出して血圧が上がるのを防いでくれます。 
 
▼食物繊維（100gあたり2.3g） 
サトイモには食物繊維も多く含まれていて、腸の働きを整えて腸内に溜まった老廃物を体外に押し出す働き
があります。 
 
▼カルシウム（100gあたり10g） 
サトイモにはカルシウムも多く含まれています。骨や歯を丈夫にするカルシウムは子どもにもたくさん摂っ
てほしい栄養素の一つですね。 
 
▼鉄分（100gあたり0.5mg） 
サトイモには鉄分も含まれています。貧血や冷え性の予防に効果があると言われています。 
 
▼ビタミンB1（100gあたり0.07mg） 
サトイモに含まれるビタミンB1は米などで摂った炭水化物をエネルギーに変える栄養素で、生み出されたエ
ネルギーは体を動かしたり、脳を動かしてくれます。大人にも子どもにもなくてはならない栄養素ですね。

サトイモのぬめりには体にいい健康効果が
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サトイモは調理をする時にぬめりが出てきます。実はこのぬめりに含まれる成分には体にいい健康成分が含
まれています。 
 
ぬめり成分は水溶性食物繊維のガラクタンとムチンから出来ています。 
 
ガラクタンは脳細胞の働きを活発にするので脳の老化を防ぎ、免疫力も高めるのでガンの予防効果もあると
言われています。それに加えて整腸作用もあり腸の働きを整えてくれます。 
 
ムチンは体内でグルクロ酸に変わって、胃や腸の壁に出来た潰瘍を予防し、肝臓の働きを強めます。タンパ
ク質の消化吸収を助け、成長期の子どもにも嬉しい効果があります。 
 

サトイモの栄養は妊婦にもおすすめ！

サトイモの栄養は妊婦にもいいことがたくさんあります。 
妊娠中は塩分の摂りすぎに注意しなければなりませんが、サトイモに含まれるカリウムは体内の余分なナト
リウムを体外に出してくれる働きがあります。 
 
妊娠すると落ちる免疫力もガラクタンの効果が期待でき、食物繊維は便秘予防に効果があることや、カルシ
ウムや鉄分も取れるので、妊婦に特に必要な栄養素を効果的に摂ることが出来ます。 
 
その上カロリーも他の芋類よりも控えめなので体重増加が気になる妊婦には、この上なく良い食材というこ
とになりますね。

サトイモのカロリー

サトイモは100g61kcalと芋類の中でもカロリー控えめ
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芋類といえばカロリーが高いイメージがありますが、サトイモは違います。 
それぞれの芋100gのカロリーを栄養成分表を元に比較してみました。 
 
▼サトイモ 
サトイモ100gあたりのカロリーは、61kcalあります。 
 
▼サツマイモ 
主な芋類の中で一番カロリーが高いとされているのがサツマイモで、124kcalあります。 
 
▼ジャガイモ 
サツマイモほどではなくてもそこそこカロリーが高いジャガイモは、78kcalあります。 
 
▼山芋 
山芋もカロリーが高めで、101kcalあります。 
 
こうしてみてわかるように、一番カロリーが高いサツマイモと比較すると、およそ半分の量になるのです。

加熱や冷凍は問題ない？

レンジでの加熱は茹でた時よりも栄養を損なわず皮むきも楽に

サトイモをレンジで加熱すると、茹でた時よりも栄養を損なわないようです。しかも皮むきは、レンジを使
った方が痒みもなく、簡単に剥くことが出来ます。 
 
サトイモ（10個ほど）を流水できれいに洗ってから、耐熱のお皿に入れてレンジで5～8分加熱します。加熱
後はサトイモの皮がツルンと簡単に剥くことが出来ます。 
 
煮物にする時には特にこの方法が、形も良く、手も痒くならず、煮る時の火の通りも早くなるので時短にも
なるのでおすすめです。

冷凍保存も出来ます
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買っておいたサトイモがいつの間にか…ついうっかり傷んでしまうことはありませんか？そうならないため
におすすめしたいのが冷凍保存です。 
野菜類をすぐに使える状態で冷凍しておくとご飯の準備の時にも時短になりとても便利です。 
 
▼サトイモの冷凍保存方法 
1. 皮つきのまま綺麗に水洗いして、鍋に入れ浸るくらいの水を入れて火にかける 
2. 1が沸騰したら中火にして約15～20分くらい茹でる（竹串がスッと通るのが目安） 
3. 茹であがったサトイモを冷水に浸けて冷やして、指でツルンと皮を剥く 
4. 使い勝手のいい大きさに切って分けて袋に入れてから、冷凍OKのジッパー付き袋に入れて冷凍する 
 
加熱して冷凍したサトイモは約2ヶ月保存できますが、気温の変化や冷凍庫の使い方でも変わるので、様子
を見て使うようにしてくださいね。

サトイモの美容・ダイエット効果

低糖質、食物繊維が豊富なサトイモはダイエットにも◎

ダイエットの時に気になるのが糖質ですが、サトイモは、サツマイモやジャガイモよりもカロリーが低く低
糖質で、その上他の芋類と同じように満腹感が得られるので、ダイエットに向いている食材と言えます。 
 
食物繊維も多く含まれているので、腸内環境も整うことで体内の余分な老廃物を外に出して、代謝のリズム
を整えてくれる点も、ダイエット中には嬉しい効果ですね。 
 
ダイエットのためにごはんは食べないという方には、サトイモに置き換えるのもおすすめです。

サトイモはビタミンC豊富で美肌にも◎
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サトイモは美肌を目指す方にも嬉しい効果があります。サトイモには実はビタミンCも豊富に含まれてい
て、これが肌のシミを作る原因になるメラニンを生成を抑えたり、分解する働きがあるのです。 
 
先にも述べた食物繊維は腸内環境を整えて老廃物を体外に出す働きの他に、腸内の善玉菌を増やす働きもあ
るので、肌に出来る吹き出物の原因になる悪玉菌を減らし、肌の調子を整えてくれます。 
 
ダイエットにも美肌にも効果のあるサトイモ、これは積極的に食べる価値が大いにありますね！

サトイモを食べる時の注意点

生で食べるのは危険

サトイモを生で食べるのは危険です。この他ジャガイモやサツマイモもそうですが、主成分のでんぷんを人
間は消化することが出来ません。また生のサトイモには毒素もあるので、必ず加熱して食べるようにしまし
ょう。 
 
同じ「芋」とつく中で、山芋（自然薯）や長芋はすりおろしたり生のまま食べられますが、これはサトイモ
とは種類が全く違います。

カロリーが低くても食べすぎはNG
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カロリーが低いからと言ってサトイモも食べすぎてはよくありません。サトイモを食べすぎると、腸の中に
ガスが溜まってお腹が張ったように感じる方もおられるようです。 
 
普段からお腹が張りやすいという方は食べる量に気を付けるようにしてください。

サトイモのアレルギーに注意

意外かもしれませんが、サトイモにもアレルギーがあります。サトイモの中に含まれているアセチルコリン
という成分にアレルギー反応が出ることがあるようです。 
 
1. 口の周りが痒くなる・かぶれる 
2. 目が腫れる 
3. 粘膜（口の中や喉）が腫れる 
4. 発疹が出る 
5. 唇が腫れたり、咳が出ることもある 
 
このような症状が出たら、食べるのを止めて病院で診てもらいましょう。 
サトイモアレルギーになったら食べるのはもちろんですが、触れることも避けるようにしましょう。

サトイモを使ったおすすめレシピ

1.サトイモとれんこんのほくほくキッシュ：ふわふわ食感がおい
しい♪
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出典： http://www.recipe‒blog.jp/profile/12160/recipe/1302

▼材料（4人分） 
 
・サトイモ　　5～6個 
・レンコン　　2房 
・ベーコン　　3～4枚 
・卵　　　　　1個 
・牛乳　　　　100ml 
・ピザ用チーズ　25g～お好みで 
 
▼作り方 
 
1. レンコンを酢水に浸けてからすりおろす 
2. サトイモは茹でて皮をむいてつぶす 
3. ボウルに卵と牛乳を入れ泡立てたら、チーズと1と2を入れ混ぜる 
4. 耐熱皿に3を入れて、180℃に熱したオーブンで18～20分程度焼く 

里芋れんこんキッシュ by yakopanさん | レシピブログ ‒ 料理ブログのレシピ満載！

※こちらを参考にしました。

2.サトイモといんげんのマヨ和えサラダ：混ぜるだけの簡単サラ
ダ

出典： http://www.recipe‒blog.jp/profile/66737/recipe/1053674

▼材料（2人分） 
 
・サトイモ　　　370g 
・インゲン　　　4本 
・ニンジン　　　1/4本 
●マヨネーズ　　大さじ2 
●醤油　　　　　小さじ1/2 
●レモン汁　　　小さじ1 
●白ごま　　　　小さじ2～お好みで 
●塩・こしょう　適量 
 
▼作り方 
 
1. サトイモは洗って皮をむいて2～3cmの大きさに切り、茹でる 
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前！バッグなど人気商品を総まとめ
cuta公式
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2. インゲンも茹でて2cmに切る 
3. ニンジンを薄くいちょう切りにしてレンジで1分加熱する 
4. ボウルに1・2・3を入れてサトイモをつぶしながら混ぜる 
5. ●の調味料を4に入れて混ぜ、味を整える 
 
サトイモが熱いうちにつぶしてインゲンとニンジンと混ぜる

里芋といんげんのマヨサラダ☆ by snow kitchen☆ さん | レシピブログ ‒ 料理ブログのレシピ満載！

※こちらを参考にしました。

3.残ったカレーでサトイモとひじきのカレーグラタン：残り物で
簡単リメイク

出典： http://www.recipe‒blog.jp/profile/9507/recipe/6972

▼材料（2人分） 
 
・サトイモ　　200g 
・残りのカレー　適量 
・ピザ用チーズ　適量 
・パン粉・チリパウダー・パセリ　少々 
 
▼作り方 
 
1. サトイモを耐熱皿に乗せ電子レンジで7分加熱し、皮をむいて食べやすい大きさに切る 
2. グラタン皿にサトイモを並べて、上にカレー・ピザ用チーズを乗せ、その上にパン粉を振りかける 
3. オーブントースターで焼いたら、仕上げにチリパウダーとパセリを振りかける 

カレーでリメイク♪里芋ひじきのカレーグラタン by みぃさん | レシピブログ ‒ 料理ブログのレシピ満
載！

※こちらを参考にしました。

4.サトイモのコロッケなら子どもも満足：お弁当のおかずにもピ
ッタリ
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出典： http://www.recipe‒blog.jp/profile/9507/recipe/597941

▼材料（2人分） 
 
・サトイモ　　　　5個 
・玉ねぎ　　　　　1/4個（みじん切り） 
・ベーコン　　　　30g (みじん切り） 
●パルメザンチーズ　大さじ2 
●塩・こしょう　　　少々 
・小麦粉　　　　　適量 
・溶き卵　　　　　1個分 
・きつね色付きパン粉　適量 
 
▼作り方 
 
1. サトイモをきれいに洗って皮つきのまま耐熱皿に乗せ、電子レンジで7分加熱する 
2. 1の皮をむいてつぶしておく 
3. フライパンでベーコンと玉ねぎを炒める（油をひかないで） 
4. 2と3を混ぜ合わせて成型し、小麦粉・溶き卵・きつね色付きパン粉の順に衣をつけ、210℃に熱したオー
ブンで10分焼く 
 
▼きつね色付きパン粉の作り方 
 
1. 耐熱皿にパン粉を広げ、サラダ油を上から少量回しかけて混ぜる 
2. 電子レンジで1分加熱した後よく混ぜる（ラップ無しで）

ラブLOVEハートな里芋コロッケ♪ by みぃさん | レシピブログ ‒ 料理ブログのレシピ満載！

※こちらを参考にしました。

5.サトイモのカレー風味サラダ：レンジで簡単調理できちゃう♪
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出典： http://www.recipe‒blog.jp/profile/60977/recipe/810471

▼材料（2人分） 
 
・サトイモ　　　250g(約4個） 
・ミックスベジタブル　70g 
・マヨネーズ　　大さじ5 
・カレー粉　　　小さじ1 
 
▼作り方 
 
1. サトイモはきれいに洗って皮つきのまま耐熱皿に乗せ、電子レンジで7分加熱する 
2. 1の皮をむいて一口サイズに切りそろえておく 
3. ミックスベジタブルを耐熱容器に入れ、電子レンジで2分加熱する 
4. マヨネーズにカレー粉を混ぜる 
5. ボウルに2と3を入れて、さらに4を入れて混ぜ合わせる

レンチンで簡単＆老化防止に！！里芋DEカレーマヨポテサラ by いっこ＠白柳徹子(佐川いく子)さん | レ
シピブログ ‒ 料理ブログのレシピ満載！

※こちらを参考にしました。

良いサトイモの選び方

硬くてずっしり重みがあるものを

ページTOPへ
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「失敗しないおむつ選び」
cuta公式 

【食物アレルギー特集】症状や原因、ア
レルギー対策レシピも紹介します
cuta公式

【産後の骨盤矯正 特集】怖い骨盤の歪
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どうせ食べるなら、新鮮で美味しいものを選びたいですよね。 
良いサトイモを見分けるポイントをご紹介します。 
 
気を付けるのは次の3点です。 
 
1. 触ると硬くでずっしりと重みが感じられるもの 
2. 色は茶色でひび割れていないもの（古くなると黒に変色します） 
3. 適度な湿り気がある（ベチャっとしているのはNG） 
 
お店で手に取って確認して買うようにしてくださいね。

親子で美味しくサトイモを食べよう

サトイモは、子どもにも大人にも体にいい栄養素がたくさん含まれています。カロリーも低く食べ応えもあ
り、ママのダイエットにもおすすめの食材です。 
 
今回ご紹介したレシピは、子どもにも食べやすいレシピを集めました。煮物や汁物に入っているサトイモが
苦手なお子さんにぜひおすすめしたいレシピです。作り方も簡単なので、忙しいママも嬉しいレシピです
よ。 
 
皮むきが痒くて大変なサトイモですが、電子レンジや鍋で茹でてから皮をむく方法で調理もラクに美味しく
食べてみてくださいね。

当社は、この記事の情報（個人の感想等を含む）及びこの情報を用いて行う利用者の判断について、正確性、完全性、有益性、特定目的への適合性、
その他一切について責任を負うものではありません。この記事の情報を用いて行う行動に関する判断・決定は、利用者ご自身の責任において行ってい
ただくと共に、必要に応じてご自身で専門家等に相談されることを推奨いたします。
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作れるレシピ集
re‒na

苦くならないレモンのはちみつ漬け　お
すすめの食べ方や保存方法は？
kurige

簡単お昼ご飯！子供の長い休みにぴった
りなご飯・麺・パンのランチレシピ30選
TMhi35

味噌玉ってサイコー♪1分で栄養満点の
おみそ汁が作れる味噌玉を作っちゃお♡
mado

おいしい生姜はちみつの作り方！飲み方
や効能についてもご紹介
えすやま

おうちで作れるクリスマスディナーレシ
ピ10選☆簡単なのに華やか美味しい！
mogu̲mogu

友達や子どもの誕生日でサプライズしよ
う！簡単楽しいサプライズ34選
hanamuguri

失敗知らずの手作りクリスマスケーキレ
シピとデコレーションレシピ☆
antt0422

昨日人気のあったライフスタイルのまとめ
ライフスタイルのまとめランキング

ライフスタイルのランキングをもっと見る

昨日人気のあった「レシピ」に関するまとめ
アクセスランキング
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ひさみぃ
中学生と小学生の子どもを持つママです。子
どもと音楽を楽しみながら仕事をしていま
す。cutaでは子育てする...

ライフスタイルのまとめランキング
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