


材料と分量（２０個分）

＜皮の材料＞ ＜具の材料＞
米粉（上新粉）・ １５０ｇ たまご・・・・・ ２個
かたくり粉・・・・５０ｇ 豚挽き肉・・・・ １００ｇ
塩・・・・・・・ １ｇ しょうが・・・・・１０ｇ
熱湯・・・・・・ ２５０ｍｌ にら（ねぎ）・・ ５０ｇ

油・・・・・・・大さじ１
塩・・・・・・・小さじ１
こしょう・・・・・適量

作り方

①　ボールに上新粉、かたくり粉、塩を入れ混ぜ、
　さらに熱湯を加えて箸でよく混ぜ合わせ、ラップ
　をかけ、10分ぐらいねかせた後、耳たぶ程度の
　かたさにこねる。

提供：社団法人　鳥取県栄養士会 ②　たまごはかたゆでし、水にとって冷やし皮を
　むき、白身も黄身も一緒に５ミリ角位に切る。

料理のポイント ③　にらは５ミリくらいの長さに切り、しょうがは
　みじん切りにする。　

作り置きもできます！
火を通して冷ました後、ラップに包み冷蔵庫に保存します。 ④　フライパンを熱して、油を入れ、しょうがを炒め
食べる時に温めてください。 　豚挽き肉を加えてよく炒め、にらを加えて塩・

　こしょうで味付けし②のたまごを混ぜ入れ火を止め
　20等分しておく。

⑤　①を20等分後ラップにはさんでのばし、③を入れ
　包み、蒸気の上がった蒸し器で15分間蒸す。

中国四国農政局・中国四国米粉食品普及推進協議会

たまごの蒸し餃子
（１個：５９kcal）



材料と分量（１０人分）

米粉（上新粉）・ ２５０ｇ
にんじん・・・・ １００ｇ
ヨーグルト・・・・２５０ｇ
塩・・・・・・・小さじ１／２
揚げ油・・・・・適量

作り方

①　にんじんをボールにすりおろす。
　ヨーグルトと混ぜ合わせ、上新粉と塩を入れて、
　耳たぶ程度のかたさにこねる。
　（にんじんの含む水分量でかたさが違う）

提供：社団法人　鳥取県栄養士会

②　①を３等分にして棒状にし、各10個に分け丸め、
　中温の油で揚げる。

料理のポイント

年中みかける緑黄色野菜の代表にんじんと乳製品の
ヨーグルトをあわせて使い、おやつや酒の肴にも。
たまご、小麦粉アレルギーの人も安心して食べられます。

中国四国農政局・中国四国米粉食品普及推進協議会

茜　　丸
（１人分：１６５kcal）



材料と分量（１０個分）

米粉（上新粉）・ ２５０ｇ
ながいも・・・・ ３００ｇ
納豆・・・・・・ １００ｇ
チーズ・・・・・ ５０ｇ
青ねぎ（にら）・ ５０ｇ
油・・・・・・・適量

作り方

①　ながいもをボールにすりおろし、上新粉を加え、
　よくこね合わせ、ラップをかけしばらくねかせる。

②　①をねかせている間に、チーズを豆粒大に刻み、
提供：社団法人　鳥取県栄養士会 　青ねぎは５ミリくらいの長さに小口切りにする。

　ボールに納豆（からし、たれ）を入れ、青ねぎを
　入れ、混ぜ合わせ10等分しておく。

料理のポイント
③　①を10等分して、薄くのばし、②を包んで丸く

ながいもに含まれる水分により、粉をこねる時に固さが変 　成型する。
わるので注意が必要です。
一度にたくさん作ったら、１個ずつラップして冷凍保存 ④　お好みにより、中温の油で揚げるかフライパンに
をしておけば、朝食やおやつにも便利です。 　油をひいて焼く。

中国四国農政局・中国四国米粉食品普及推進協議会

納豆餅
（１個：２０３kcal）



材料と分量（２０個分）

米粉（上新粉）・ １００ｇ
梨・・・・・・・ ２００ｇ
柑橘類果汁・・・大さじ２
きな粉・・・・・ ２０ｇ
スキムミルク・・・２０ｇ

作り方

①　ボールに柑橘類の絞り汁を入れ、梨をすり
　おろして混ぜる。

②　①に米粉を加えてよく混ぜてこね（梨の含む
提供：社団法人　鳥取県栄養士会 　水分により固さが違うので注意）耳たぶくらいの

　固さにこねたら、団子型に形づくり、たっぷりの
　湯で茹でる。

料理のポイント
③　きな粉とスキムミルクを混ぜ合わせておく。

固めの梨、甘みの少ない梨は、加熱すると軟らかく甘く 　ゆであがった団子にまぶして器に盛る。
なります。（生食に向かない梨が適しています。）
材料に砂糖を使っていないのに、団子をかめばかむほど
甘みを感じる不思議なおいしさです。

中国四国農政局・中国四国米粉食品普及推進協議会

梨　団　子
（１人分：１５４kcal）

yoshikazu_kurokawa
ノート



材料と分量（１０ケ分）

米粉（上新粉）・ １１０ｇ
卵・・・・・・・ ２個（Ｌサイズ）
水・・・・・・・ ６０cc
砂糖・・・・・・ ９０ｇ
炭酸・・・・・・ １．５ｇ（小さじ２／３）
餡・・・・・・・適量
（市販のものでも可）

作り方

①　卵黄と砂糖４５ｇを合わせて混ぜる。

②　炭酸を水で溶いて①に加える。

提供：管理栄養士　山本　怜子さん ③　米粉を②に加える。

④　卵白に砂糖４５ｇを加え泡立て、メレンゲにする。
料理のポイント

⑤　③と④を軽く混ぜ合わせ、マヨネーズくらいの
ホットプレートを使って手軽に作れます。 　柔らかさにする。
お好みの物を挟んで楽しんで下さい。

⑥　ホットプレートを１５０℃に設定し、油を引かずに
　焼く。

⑦　餡を挟む。

中国四国農政局・中国四国米粉食品普及推進協議会

米粉どらやき
（１個：１６６kcal）



材料と分量（４人分）

米粉（だんご粉） １００ｇ
かぼちゃ・・・・ １００ｇ
きな粉・・・・・ 少々
砂糖・・・・・・少々 Ａ
塩・・・・・・・少々
餡・・・・・・・少々
（市販のものでも可）

作り方

①　Ａの材料を混ぜ合わせておく。

②　だんご粉に水を少しずつ加えながら、耳たぶ少し
　固めくらいに良くこねておく。

提供：食生活推進協議会　食のボランティア協議会

　　　中尾　利津子さん ③　かぼちゃは煮て、よくつぶしておく。

④　塩を少々入れて、②・③をよく混ぜ合わせこねる。

料理のポイント ⑤　鍋にたっぷりのお湯を沸かしておく。

粉をこねる時、水の入れすぎに注意し、少しずつ ⑥　④を団子の形に丸めて⑤の中でゆで、浮き上が
加えパラパラくらいにして下さい。 　ると取り出し冷たい水の中で冷やす、冷えたらざる
かぼちゃの甘味で団子に砂糖は必要ありません。 　で水切りをする。

⑦　⑥の半分に①をまぶす。残りの半分はあんこを
　平たくし上部を包み込む。

中国四国農政局・中国四国米粉食品普及推進協議会

かぼちゃ団子
（１人分：１２０kcal）



材料と分量（４人分）

米粉（上新粉）・ ２００ｇ
水・・・・・・・ ２００ｍｌ
ちりめんじゃこ・・５０ｇ
にら・・・・・・ １／２束
（できれば黄にら）
サラダ油・・・・ 適量
付けだれ・・・・ぽん酢しょう油又はゆず塩

作り方

①　にらは食べやすい大きさに切る。

②　米粉と水を少しずつ混ぜて耳たぶくらいの固さ
　 にし、ちりめんじゃことにらを一緒に混ぜあわ

提供：岡山県　平成１８年度「おかやま米粉アイデア料理コンテスト」 　せる。
　最優秀賞　金谷　道範さん作品

③　食べやすい大きさにして、サラダ油を熱して
料理のポイント 　キツネ色になるまで揚げる。

簡単に料理できます。 ④　お好みの味でぽん酢しょう油を作る。
主食にも酒の肴にもなるように油で揚げました。 　また、ゆず塩で食べてもおいしい。
米粉のサクッとした感じをお楽しみ下さい。

　　黄にら・・・岡山の代表的な特産物で、青にらに比べて柔らかく

　　甘い香りと独特の風味があります。

中国四国農政局・中国四国米粉食品普及推進協議会

にら　ちり　こめ　ぽん
（１人分：約２１８kcal）



材料と分量（４人分）

米粉（上新粉）・ １００ｇ
ﾍﾞｰｷﾝｸﾞﾊﾟｳﾀﾞｰ・・小さじ１
砂糖・・・・・・ ８０ｇ
ｵﾚﾝｼﾞｼﾞｭｰｽ・・・ １００cc
（果汁１００％のもの）
粉砂糖・・・・・適量
ｵﾚﾝｼﾞｷｭﾗｿｰ・・・ 少々

作り方

＊　オーブンはあらかじめ２００℃に温めておく。

提供：岡山県　平成１８年度「おかやま米粉アイデア料理コンテスト」 ①　米粉、ベーキングパウダー、砂糖はふるって
　優秀賞　若村　晶子さん作品 　混ぜ合わせておく。

②　①にオレンジジュース、オレンジキュラソーを加え、
　泡立て器で（グルグルと）よく混ぜ合わせる。

料理のポイント
③　天板にオーブンシートを敷き、②を流し入れ、

食物アレルギーに対応して、卵・牛乳・小麦粉を使わ 　オーブンで２０～２５分焼く。
ないおやつです。
材料を全部ボールに入れて混ぜ、オーブンで焼くだけ ④　焼き上がったら荒熱をとり、包丁で５×２．５cm
で簡単にできます。 　の大きさに切り分け、粉砂糖を茶こしでふるって
粉臭さを消すためにオレンジキュラソーを加えました。 　出来上がり。

中国四国農政局・中国四国米粉食品普及推進協議会

オレンジ・モチ・バー
（１人分：約１８７kcal）



材料と分量（２人分）

米粉（上新粉）・・・・・ １２０ｇ
水・・・・・・・・・・・ ９６cc
ベーコン・・・・・・・・・４枚
チーズ（ﾋﾟｻﾞ用）・・・・ ６０ｇ
じゃがいも・・・・・・・・１／２個（約６０ｇ）
トマト・・・・・・・・・・１／２個
バター・・・・・・・・・ １０ｇ
牛乳・・・・・・・・・・ １００cc
アスパラガス（グリーン）・２本
あらびき黒こしょう・・・・ 少々
パセリ・・・・・・・・・・少々

作り方

①　グラタン皿にバターを薄く塗っておく。

提供：岡山県　平成１８年度「おかやま米粉アイデア料理コンテスト」 ②　ベーコンは４ｃｍ位に切って、黒こしょうをふる。
　優秀賞　近成　いづみさん作品 　　じゃがいもはスライサーでうすくスライスする。

　　トマトもうすくスライスする。

③　米粉に水を入れ、耳たぶ位にこねる。
料理のポイント

④　皿に、ベーコン→米粉をねった生地（手で４～５mm
米粉の食感と他の４種類の食材との味が絶妙の 　の厚さにして敷く）→チーズ→じゃがいも→トマトの順
ハーモニーになるように工夫しました。 　に重ねていき、３回繰り返す。
もちもちした食感をいかすように、米粉の生地の 　　最後にチーズ、バターを手で小さくちぎって全体にち
厚さがポイント。 　らし、アスパラガスの薄切りをのせ、牛乳をまわし入れ

　て、２００℃のオーブンで２０分焼き、パセリのみじん切
　りを散らす。

中国四国農政局・中国四国米粉食品普及推進協議会

米粉　ＤＥ　ラザニア風
（１人分：約５９８kcal）



材料と分量（４人分）

米粉（上新粉）・・大さじ５
バター・・・・・・大さじ２
牛乳・・・・・・・１．５ｶｯﾌﾟ 　　　ホワイトソース
塩・・・・・・・・少々
こしょう・・・・・・少々
鶏もも肉・・・・・ １６０ｇ トマトケチャップ・・大さじ４
たまねぎ・・・・・１／２個 塩・・・・・・・・少々
マッシュルーム・・ ４個 こしょう・・・・・・少々
ご飯・・・・・・・２ｶｯﾌﾟ ピザ用チーズ・・・適量
サラダ油・・・・・大さじ１ 卵・・・・・・・・１個

パセリ・・・・・・適量

作り方

①　鍋にバターを溶かし、米粉を加えてよく混ぜる。
　　牛乳を少しずつ入れてのばし、とろりとさせる。

提供：広島県栄養士会　近藤　フミヱさん 　　塩、こしょうで味をつけてホワイトソースを作る。

②　油を引いたフライパンで鶏肉、たまねぎ、マッ
　シュルームを炒め、塩、こしょうをしてご飯を入れ
　て炒め、トマトケチャップをからめる。

料理のポイント
③　耐熱容器に②を入れ、上にホワイトソース、

ホワイトソースを炒めるときは、焦げ付かないように 　チーズを置き、オーブンで焦げ目が付く程度に
手際よく混ぜて下さい。 　焼く。
オーブンで焼くときもあまり焦げすぎないように気を
つけましょう！ ④　ゆで卵をのせて、パセリをふる。

中国四国農政局・中国四国米粉食品普及推進協議会

チキンドリア
（１人分：５９３kcal）



材料と分量（５個分）

米粉（上新粉）・ １／２カップ
水・・・・・・・ １／３カップ
砂糖・・・・・・小さじ１ 　　Ａ
食紅・・・・・・少々
あん・・・・・・ １５０ｇ
桜の葉・・・・・５枚
サラダ油・・・・ 適宜

作り方

①　Ａをボールに入れて混ぜる。

②　あんを５等分にして、俵型にする。
提供：広島県栄養士会　近藤　フミヱさん

③　フライパンに油を熱し、生地を小判型にして、
　両面焼く。

④　あんを包み、塩抜きした桜の葉で包む。
料理のポイント

食紅を入れると紅くなりすぎるので気をつけましょう！
ちなみに・・・
関西風の桜餅は生地が道明寺粉で作られています。

中国四国農政局・中国四国米粉食品普及推進協議会

関東風桜餅
（１個分：１２２kcal）



材料と分量（約２０個分）

米粉（上新粉）・・９０ｇ
バター・・・・・・５０ｇ
マーガリン・・・・ ４０ｇ Ａ
水・・・・・・・・１８０cc
全卵・・・・・・・５個（Ｓサイズ：２７０ｇ）
＜クリームパティシエール（カスタードクリーム）＞

米粉（上新粉）・・ ８ｇ

コーンスターチ・・・ １０ｇ Ｂ

砂糖・・・・・・・ ８０ｇ

卵黄・・・・・・・・３個

牛乳・・・・・・・ ３００cc

バター・・・・・・ ３０ｇ

作り方
提供：お菓子のピエロ　大日田　哲男氏

①　Ａを一緒にしてボールに入れて沸騰させ、沸騰
写真はシュー皮だけで、クレームパティシエールを 　したら米粉を加えて弱火にかけたまま生地を練る。
はさんでいない状態です。

②　火から降ろして溶いた卵を少しずつ加え、生地に
料理のポイント 　艶がでるまでしっかり木べらで混ぜる。

このレシピで作ればご家庭でプロの味が楽しめます。 ③　鉄板に口金で絞って２００度のオーブンで２５分く
　らい焼く。

クリームパティシエールの作り方

①　Ｂを一緒にして少量の牛乳を加える。　

②　卵黄を加え残りの牛乳を加えて、火にかけペースト状

　になるまで煮詰める。
中国四国農政局・中国四国米粉食品普及推進協議会

米粉シュークリーム
（１個：１２０kcal）



材料と分量（４５個分）

米粉（上新粉）・・・・・ ２８０ｇ
バター・・・・・・・・・ １２５ｇ
マーガリン・・・・・・・・１２５ｇ Ａ
砂糖・・・・・・・・・・ ２１０ｇ
蜂蜜・・・・・・・・・・ ８０ｇ
卵・・・・・・・・・・・ ２１０ｇ
レモン汁・・・・・・・・・１０cc
アーモンドプードル・・・・１５ｇ

作り方

①　Ａを一緒にしてミキシングする。　

提供：お菓子のピエロ　大日田　哲男氏 ②　少し混ざったら卵を少しずつ加える。

③　卵が混ざったら、湯煎で少し熱を付けてさらに
　泡立てる。

料理のポイント ④　泡が立ったら蜂蜜を加える。

バター、マーガリンを軽く泡立てて卵を加える時は少し ⑤　泡が立ったら、レモン汁、米粉、アーモンドプー
ずつ加えるようにして下さい。 　ドルを加えて混ぜる。
粉を混ぜる時はしっかりと混ぜて下さい。

⑥　１８０度のオーブンで１４分焼く。

中国四国農政局・中国四国米粉食品普及推進協議会

蜂蜜入り米粉のマドレーヌ
（１個：９７kcal）



材料と分量（４人分）

米粉（もち粉）・・２００ｇ 焼き海苔・・・・・２枚
干しえび・・・・・１０ｇ 竹ちくわ・・・・・ １本
塩わかめ・・・・・５ｇ すだち・・・・・・１個
だし汁・・・・・・２００cc マヨネーズ・・・・少々
（えびの戻し汁含む） わさび・・・・・・少々
塩・・・・・・・・小さじ1/3
片栗粉・・・・・・小さじ２
スライスチーズ・・ ２枚

作り方

①　干しえびは水でもどし、細かく刻む。

②　塩わかめは塩抜きをして、細かく刻む。

徳島の青い海の香りがするお餅です ③　米粉にだし汁、塩を加えてよく混ぜ、レンジに
竹ちくわで、かわいく飾ってみました 　５～７分かける。

　　　

④　①②③をよく混ぜ込み、片栗粉をまぶして８個に
提供：（社）徳島県栄養士会　地域活動栄養士協議会　佐藤　尚子さん 　丸める。

⑤　スライスチーズを４等分に切り、焼き海苔は１枚
　を４本に細長く切る。

料理のポイント
⑥　ちくわは小口切り、すだちは半月の薄切りにする。

干しえびは熱湯で、もどしてもかまいません。
⑦　丸めたもちの側面をのりで巻く。
　スライスチーズを上にのせ、ちくわをおき、わさび
　マヨネーズを真ん中におき、すだちをのせる。

中国四国農政局・中国四国米粉食品普及推進協議会

ちくわの花もちにぎり
（１人分：２６７kcal）



材料と分量（４人分）

米粉（上新粉）・ ６０ｇ
干ししいたけ・・・１枚
鶏ひき肉・・・・ ６０ｇ
酒・・・・・・・小さじ１／２ Ａ
片栗粉・・・・・小さじ１／２
塩・・・・・・・小さじ１／２
だし汁・・・・・ ６００cc
醤油・・・・・・・大さじ１
すだち・・・・・ １個

作り方

①　干ししいたけは、水にもどしてみじん切りにする。

提供：（社）徳島県栄養士会　地域活動栄養士協議会　藤原　友子さん ②　①にＡを合わせて粘りがでるまでよく混ぜる。

③　米粉に水を少しずつ加えて、耳たぶの硬さにこ
　ねて４等分しておく。

④　③で②の具を包む。
料理のポイント

⑤　だし汁を煮立てて④を入れ、浮いてきたら、さ
米粉に水を加える時、少しずつ様子を見ながら 　らに１～２分煮る。醤油を入れて、すぐ火を止める。
入れて、耳たぶくらいの硬さにして下さい。

⑥　器に盛り、輪切りにしたすだちをあしらう。

中国四国農政局・中国四国米粉食品普及推進協議会

月見汁
（１人分：９５kcal）



材料と分量（１本分）

米粉（焙煎玄米粉）・・・ ８０ｇ
ケーキミックス・・・・・・４０ｇ
ベーキングパウダー・・・・小さじ１．５
無塩バター・・・・・・・ ４０ｇ
（マーガリン可）
三温糖・・・・・・・・・ ４０ｇ
卵・・・・・・・・・・・ １個
牛乳・・・・・・・・・・ 140～160ml
バニラエッセンス・・・・・適量
レーズン・・・・・・・・・１０ｇ
ナッツ類・・・・・・・・・少量

作り方

提供：農学博士・管理栄養士　川染　節江氏 ①　米粉とケーキミックス、ベーキングパウダーを
　ふるいにかけておく。

②　ボールにバターと砂糖を入れ、泡立て器でクリー
　ム状にし、卵、牛乳の順に混ぜながら加え、粉に

料理のポイント 　少しずつ入れ、ヘラでやや軟らかい生地を作る。

玄米粉のソフトな感触が味わえる素朴さが特徴です。 ③　ケースに生地を流し入れ、表面にレーズンをのせ
膨らみは生地の軟らかさがポイントです。 　強火で20分くらい蒸す。
最後に加える牛乳で加減し、耳たぶより少々柔らかめ
が目安です。

＊ケースのサイズ・・・ 深さ550mm　×　幅80mm　×　長さ175mm

中国四国農政局・中国四国米粉食品普及推進協議会

玄米粉蒸し菓子
（１本分：１０９１．４kcal）



材料と分量（２０個分）

米粉（焙煎玄米粉）・・・ １５０ｇ
薄力粉・・・・・・・・・５０ｇ
ベーキングパウダー・・・・小さじ２
バター・・・・・・・・・ ２０ｇ
三温糖・・・・・・・・・ ４０～５０ｇ
卵・・・・・・・・・・・ １個
牛乳・・・・・・・・・・ 大さじ２～３
バニラエッセンス・・・・・少量
ピーナッツ・・・・・・・・２０ｇ
レーズン・・・・・・・・・２０ｇ
黒ごま・・・・・・・・・・１０ｇ
＊ミックスドライフルーツ

作り方

提供：農学博士・管理栄養士　川染　節江氏 ①　米粉と薄力粉、ベーキングパウダーをふるって
　ボールに入れる。

②　バターを溶かし、砂糖・卵・牛乳の順に加え
　て、よく混ぜ合わせる。

料理のポイント
③　①の粉に②の卵液を加え軽く混ぜ、刻んだピー

米粉にナッツ類を加えた風味の良いクッキーです。 　ナッツを加え生地を作る。
生地が軟らかすぎるとロック「岩」のように焼けません。
簡単なので、子供さんも一緒に楽しめます。 ④　生地を３等分し、それぞれにレーズン・黒ごま・

　ミックスドライフルーツを入れ、３色の生地を作り
　スプーンですくって天板に並べて焼く。

中国四国農政局・中国四国米粉食品普及推進協議会

ロックケーキ
（１個分：７０．３kcal）



材料と分量（４人分）

米粉（上新粉）・・７０ｇ もやし・・・・・・ ６０ｇ
お好み粉・・・・・３０ｇ かつお節・・・・・５ｇ
長芋・・・・・・・７０ｇ 青ねぎ・・・・・・適量
豚バラ肉・・・・・８０ｇ 天かす・・・・・・適宜
キャベツ・・・・・ ３００ｇ 青のり・・・・・ 適宜
卵・・・・・・・・２個 油・・・・・・ 適宜
中華麺・・・・・・２玉 お好みソース・・・適宜
水・・・・・・・・1.5～2ｶｯﾌﾟ

作り方

①　ボウルに米粉、お好み粉を入れ、水を加え泡立て器で混ぜ、

　長芋をすり下ろして混ぜ、冷蔵庫で１時間程度寝かせる。

②　キャベツは千切り、青ねぎは小口切りにする。

提供：伊予市　白石　三樹子さん ③　ホットプレートを熱し（中温）、油を引いて①の生地を中心か

　ら外に向けて手早く伸ばす。

　　２００度以上にし、キャベツ、天かす、青ねぎ、もやしをのせ、

　豚バラ肉を１枚ずつ全体にかぶせ、つなぎの生地をかける。

④　生地がきつね色に焼けたら、ひっくり返して焼く。

料理のポイント ⑤　ホットプレートのあいたところで、中華麺を炒めソースで

　味を付け、お好み焼きの大きさに整える。

米粉を使うことで独特の食感になります。
生地を寝かしたほうが伸ばしやすくなります。 ⑥　④に火が通ったら⑤にのせ、軽くへらで押さえる。（中温）

⑦　卵を割り、お好み焼きの大きさに広げ、⑥をのせ、ひっくり返
　し、卵の表面にお好みソース、青のり、かつおぶしをかける。

中国四国農政局・中国四国米粉食品普及推進協議会

広島風お好み焼き
（１人分：約５８０kcal）



材料と分量（２人分）

米粉（もち粉）・ 大さじ２ ＜あん＞
蓮根すりおろし・・２００ｇ 鰹と昆布のだし・ ２００ｃｃ
海老・・・・・・ ２匹 みりん・・・・・ ２０ｃｃ
三つ葉・・・・・ ６本 濃口醤油・・・・ ２０ｃｃ
片栗粉・・・・・大さじ１ 水溶き片栗粉・・ 少量
酒・・・・・・・ ５０ｃｃ
山葵・・・・・・少量
揚げ油・・・・・適宜

作り方

①　蓮根は皮をむいてすりおろす。

②　海老は殻をむいて背わたを取り、細かく切り、
　酒で煎る。

提供：ＲＫＣ調理師学校

③　三つ葉は１．５ｃｍくらいの長さに切る。

料理のポイント ④　①にもち粉、片栗粉を入れ混ぜ合わせる。

中身は海老でなく、そぼろなどでも美味しく ⑤　④で②を包み１７０℃くらいの油で揚げる。
いただけます。

⑥　だしに塩、濃口醤油で味をつけ、水溶き片栗粉
　でとろみをつけ、③を入れる。

⑦　⑤に⑥をかけ山葵を上にのせる。

中国四国農政局・中国四国米粉食品普及推進協議会

蓮　　餅（れんもち）
（１人分：約２２７kcal）



材料と分量（４人分）

米粉（上新粉）・ ８０ｇ 水・・・・・・・約８０ｃｃ
だし・・・・・・ ６００ｃｃ ねぎ・・・・・・適量
大根・・・・・・ ２ｃｍ 塩・・・・・・・少々
にんじん・・・・ 小１／３
さつまいも・・・・１／３本
油揚げ・・・・・ １／２枚
合わせ味噌・・・大さじ２

作り方

①　にんじんはいちょう切り、大根は短冊切りにする。　
　油揚げは熱湯をくぐらせ短冊切り、ねぎは小口切り
　にする。さつまいもは皮付きのまま１ｃｍくらいの
　半月切り、さっと水で表面のでんぷんを洗う。

提供：調理師　一森　明美さん ②　ボールに米粉と分量の水、塩を合わせ手でよく
　こねて、だんごの生地を作る。
　１ｃｍくらいの球状のだんごを約２０個作り、指の腹で

料理のポイント 　平らにつぶす。

だんごは耳たぶくらいの柔らかさになるように、 ③　熱湯を沸かし②のだんごを入れ、浮き上がって
なめらかになるまでこねる。 　来るまで茹で、水に取る。
七味とうがらしを入れても良い。
具は旬の野菜ならなんでも良い、豚肉を入れて豚汁でも。 ④　だしを沸かし、①の材料に火がとおるまで５～６分

　煮る、途中③のだんごも加え、さらに５～６分煮る。

⑤　火を止めて味噌を溶き入れ、椀に注いでねぎを
　のせる。

中国四国農政局・中国四国米粉食品普及推進協議会

だ　　ご　　汁
（１人分：約１３７kcal）



材料と分量（４人分）

米粉（上新粉）・ ４０ｇ 生クリーム・・・・５０ｃｃ
カニほぐし身・・ １５０ｇ 卵黄・・・・・・ １個
たまねぎ・・・・ １／２個 塩、こしょう・・・適宜
マッシュルーム・・６個 ＜衣＞
ホールコーン・・ １００ｇ 小麦粉
ミルク・・・・・・５００ｃｃ 溶き卵 　　適宜
バター・・・・・ ５０ｇ パン粉
小麦粉・・・・・ ４０ｇ 揚げ油・・・・・適宜

作り方

①　たまねぎ、マッシュルームはみじん切りにして、
　バター（配合外）で炒める。

②　①にホールコーン、カニほぐし身を加える。
提供：ＲＫＣ調理師学校

③　ミルクを温めておく。

料理のポイント ④　バターを鍋に入れて火にかけ溶かし、小麦粉と
　米粉を加えて、焦がさない様に炒める。

油の温度は170～180℃できつね色になるまで
揚げて下さい。 ⑤　④に③のミルクを３～４回に分けて加えよく混ぜ

　弱火で10分程煮る。

⑥　②と⑤を混ぜ、生クリームを入れて塩、胡椒で味を
　整え、火を止めて卵黄を加え、バットに広げ冷ます。

⑦　好みの形に整え、衣をつけ揚げる。
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米粉カニクリームコロッケ
（１人分：約４７４kcal）



材料と分量（４人分）

米粉（上新粉）・ １２０ｇ ハム・・・・・・ ４～５枚
大根（皮むいて） ３００ｇ ぬるま湯・・・・ 約５０ｃｃ
片栗粉・・・・・大さじ１ ごま油・・・・・ 少々
じゃこ又は ＜焼き用＞
　　乾燥桜海老・大さじ１ 片栗粉・・・・・適量
塩・・・・・・・一つまみ サラダ油・・・・ 適量
こしょう・・・・・少々

作り方

①　大根はすりおろし、ハムは粗いみじん切りにする。

②　ボールに①の大根（汁ごと）、米粉、片栗粉、
　じゃこ、ハム、塩、こしょうを合わせ、湯をいれて

提供：調理師　一森　明美さん 　生地をゆるめる。（大根の水分が多い場合は加え
　ない。）

料理のポイント ③　平らなバットにごま油を塗り、②の生地を流し込み　
　平らにする。

ぽん酢かすだち醤油で、お召し上がり下さい。
④　沸騰した蒸し器に入れ、中火で30分蒸す。

⑤　蒸し上がったら荒熱を取り、８等分する。

⑥　表面にはけで片栗粉をまぶし、油をひいたフライ
　パンで色よく焼く。
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大根もち
（１人分：約１７０kcal）



材料と分量（４人分・１２個）

米粉（上新粉）・・・・・ ６５ｇ
じゃがいも（皮付き）・・・５００ｇ
塩・・・・・・・・・・・ 小さじ１／２
サラダオイル・・・・・・・大さじ１
＜タレ＞
濃口醤油・・・・・・・・ 大さじ２
砂糖・・・・・・・・・・ 大さじ３

作り方

①　じゃがいもは皮をむいて４つくらいに切り、
　やわらかく茹でる。

②　じゃがいもをザルにあげ、熱いうちに裏ごしをする。
提供：調理師　一森　明美さん

③　②をボールにうつし、塩、米粉を加えてひとまとめ
　にします。木べら又は、手でなめらかにまとまるまで

料理のポイント 　こねます。

茹で方が足らないと、なめらかにならないのでご注意を！ ④　③を１２等分し丸めて、平らに形をつくります。
ほろっと崩れるくらいの粉ふきいも状態まで茹でる。
裏ごしは、冷めると粘りが出てくるので手早く頑張りましょう！ ⑤　サラダオイルを敷いたテフロンパンを温め、④を
タレをからめる時に、一かけのバターを入れても、美味しい。 　並べてふたをして、きつね色になるまで焼く。

⑥　裏返して、ふたをして裏も同様に焼く。

⑦　火を止めてタレを加え、全体（両面）にからめる。
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じゃがいももち
（１人分：約１８６kcal）




