
※この米粉料理レシピ集は、裏面のＵＲＬアドレス
からダウンロードできます。

親切・丁寧、身近な相談しやすい農政局



　 近頃は、米粉や米粉食品等の製品が増加しスーパーや道の駅等におい 　米粉とは、うるち米ともち米からつくられる米の粉の
 て、少しずつ見かけるようになりました。一方、消費者の方が家庭で普段 総称です。
 に米粉を使って料理を作るまでには、至っていないのが現状です。 おもな４種の米粉とは・・・
 　このような中で、皆様から「レシピの情報が欲しい」、「作り方を教え

 て」等様々な意見が寄せられるため、ご家庭でも簡単に米粉を使った料 ・上新粉・・・うるち米を水洗い、乾燥させて粉にしたもの
 理を楽しんでいただけるよう、平成１７年度から毎年米粉料理のレシピ集を ・もち粉 ・・・もち米を水洗いし、粉にしてから乾燥させたもの
 作成しています。 ・白玉粉・・・もち米を水洗いして挽き、沈殿したものを乾燥さ
 　このたびは、米粉を使った米粉料理レシピ集「米粉で簡単Ｃｏｏｋｉｎｇ！ 　　せたもの
 Ｐａｒｔ５」を、中国四国各県の米粉食品普及協議会等のご協力で作成致し ・玄米粉・・・うるち玄米を煎って挽いて粉にしたもの
 ましたので、ご利用いただければ幸いです。　

  ・微細粒粉
　気流粉砕機や水挽粉砕機等により、うるち米を上新粉

【主食・副食】 より細かく、小麦粉と同程度若しくは、それより更に細か
・砂丘のナン（鳥取）・・・・・・・・ 2 ・かぼちゃと米の粉の 　 く粉砕して粉にしたもの
・カラフル☆コロコロフリッター 　　甘いケークサレ（島根）・・ 12
　　ぢゃあ！！（岡山）・・・・・・・・ 3 ・米の粉ケークサレ 　 　それにより、パン・ケーキ・麺など従来では難しかっ
・米粉ニョッキの 　 　　フランス家庭風（島根）・・ 13 た様々な食品へ利用が拡大しています。
　　カレーシチュー（岡山）・・・・・ 4 ・さつまいもまんじゅう（島根）・ 14 　 （注）食品によっては、米粉だけで出来ない場合もあります。

・キムチと長いものチヂミ（徳島）・・・ 5 ・きんつば（実りの秋）（岡山） 15 　 　　　
・貝柱のねぎ焼き（香川）・・・・・・ 6 ・米こめロール（広島）・・・・ 16
・さぬき風卓袱（しっぽく）煮（香川） 7 ・米こめシフォン（広島）・・・・17
・上新粉を使った簡単パン生地（愛媛） 8 ・玄米シュークリーム（山口）・ 18
・キノコと卵のとろり ・ほうれん草ケーキ（山口）・・ 19
     　米粉炒め合わせ（高知）・・・・ 9 ・簡単チーズケーキ風（徳島）・ 20
・お魚とパプリカの ・玄米粉のもちもち団子（香川） 21 ・天ぷらの衣にすると低吸油のためカラッと！ヘルシー！
　　ハイカラ米粉煮（高知）・・・・・ 10 ・玄米粉焼き餅（香川）・・・・ 22 ・シチューやスープなどに使用するとダマになりにくく調理が簡単！
・ポークの米粉カマボコ風（高知）・・ 11 ・くるみ饅頭（愛媛）・・・・・ 23 ・パンやケーキにするとしっとり、もっちりした新食感！
　 　
※食材の米粉（上新粉・玄米粉）については、P14・23を除き米粉（微細粒粉）に代えることが出来ます。

その場合、出来上がりの固さを調整する必要があります。 　
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さらに！

【お菓子】



米粉（上新粉）・・・・・・ ５００ｇ
ながいも ・・・・・・・・・６００ｇ
塩（指２本で２つまみ）・・・２ｇ
粉末えび・・・・・・・・・ ４０g
ベーキングパウダー・・・・ ５g
らっきょう甘酢漬・・・・・・８０g
サラダ油・・・・・・・・・ ５０cc

　

作り方

①ボウルにながいもをすりおろし、塩を加え混ぜる。
　
②米粉（上新粉）と粉末えび、ベーキングパウダーを

提供：鳥取県　（社）鳥取県栄養士会の作品 加えて混ぜこねて、ラップをかけ、ねかせる。
　　　　　　　　　　　 （３０分くらい）

料理のポイント ③生地を寝かせている間に、らっきょうを薄い輪切りに
し、②に混ぜ合わせ、１０等分する。

・野菜、カレーなど好みのものを添えて召し上がってください。
　 ④手のひらにサラダ油を塗り、③の１個ずつを形づくりな

がらフライパンで裏表焼く。または天火で焼いてもよい。
　 　　　　　　　　　　　　（１８０℃で７～８分）
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砂丘のナン 材料と分量（１０枚分）

（１枚あたり：約２７９kcal）

　



材料と分量（２人分）

《フリッター》 《和風たらこソース》

　 米粉（上新粉）・・５０ｇ たらこ・・・・・・１本
ベーキングパウダー 小さじ１ だし汁・・・・・ １００ml
卵黄 ・・・・・・・１個分 ねぎ・・・・・・少々
水 ・・・・・・・・７０ml しょうゆ・・・・・大さじ１と1/2
卵白 ・・・・・・・１個分 砂糖・・・・・・小さじ１
塩 ・・・・・・・・少々 酢・・・・・・・大さじ１
揚げ油 ・・・・・・適量 大根おろし・・・ ５０ｇ
むきえび・・・・・４尾
鶏ささみ肉 ・・・・１本
ブロッコリー・・・・４房 マヨネーズ・・・ 大さじ２
千両なす・・・・・３０ｇ ケチャップ・・・・大さじ２

提供：岡山県　平成20年度「おかやま米粉アイディア料理コンテスト」 れんこん・・・・・ ５０ｇ
　　　最優秀賞　岡山県立岡山南高等学校　添田　実沙さんの作品 かぼちゃ・・・・・ ５０ｇ

じゃがいも・・・・ ５０ｇ トマト・・・・・・１０ｇ
作り方（調理時間　６０分程度） ミニトマト・・・・・４個 レモン・・・・・ ２切れ
①　鶏のささみ肉は一口大に切って軽く塩・こしょう 塩・こしょう・・・・少々 グリーンリーフ・・ ６枚
　をしておく。ブロッコリーは塩ゆで、他の材料は
　すべて一口大に切り、れんこんとじゃがいもは軽 料理のポイント（工夫した点）
　くゆで、かぼちゃは電子レンジで１分加熱する。
②　ボウルにＡをよく混ぜあわせておく。　 ・米粉（上新粉）を使うとふわっと仕上がるので、それに
③　別のボウルにＢを入れてメレンゲをしっかり泡立 合うようなソースを２種類作りました。
　て②にさっくりと混ぜあわせ、衣を作る。 ・衣を作るとき、空気をつぶさないように丁寧に仕上げま
④　ペーパータオルで①の材料の水けをおさえ、③ した。
　の衣をつけて中温（１７０℃）の油で揚げる。
⑤　ソースを作る。和風たらこソースは、たらこの皮
　を取り、調味料Ａ・だし汁を加え混ぜる。大根おろ
　しを加え、ほぐしたたらことねぎをのせる。オーロ
　ラソースはマヨネーズとケチャップを混ぜる。
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《オーロラソース》

《つけ合わせ》

カラフル☆コロコロフリッターぢゃあ！！！
（１人分：約３４０kcal）

〈

Ａ
〉

〈

Ｂ
〉

〈
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味
料
Ａ
〉



材料と分量（２人分）

　 米粉（微細粒粉）・・・１００ｇ かいわれ・・・・適量
粉チーズ・・・・・・・１５ｇ サラダ油・・・・ 適量
牛乳・・・・・・・・・１カップ 鮭の切り身・・・ ２切れ
玉ねぎ・・・・・・・・１/２個 米粉（微細粒粉）少々
カレールウ ・・・・・・３０ｇ 塩・こしょう・・・適量
コーン・・・・・・・・３０ｇ 水・・・・・・・ ２と1/2カップ　

　 　

①　鮭は大きめの一口大に切る。玉ねぎは１㎝幅のく
　し形に切る。カレールウは刻む。

②　米粉（微細粒粉）に粉チーズを入れ、牛乳を加
提供：岡山県　平成20年度「おかやま米粉アイディア料理コンテスト」 　え耳たぶぐらいの固さになるまで混ぜる。
　　　優秀賞　井原市　藤原　由美子さんの作品

　　　　　 　　 ③　鍋に油を入れ熱し、鮭に米粉（微細粒粉）を薄く
　まぶしながら入れ、焼き色がついたら上下をひっくり
　返す。

料理のポイント（工夫した点） 　玉ねぎを加えてさっと炒め、水２と1/2カップを入れる。
　②を一口大にし加え、コーン（飾り用に少し残す）を

・食べやすいニョッキ風にしたことで、もちもち感を 　入れる。
味わえるようにしました。

④　煮立ったら、カレールウを入れ煮る。残りの牛乳・
・カレーシチューにしたことで、子供も食べやすくし 　塩・こしょうで味を調え、皿に盛り、かいわれ、コー
ました。 　ンをちらす。
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米粉ニョッキのカレーシチュー
（１人分：約４６５kcal）

作り方（調理時間　２０分程度）



材料と分量（２枚分）

ニラ・・・・・・・・・・・・ ５０ｇ
長いも ・・・・・・・・・・・５０ｇ
油あげ ・・・・・・・・・・・１枚
米粉（上新粉） ・・・・・・・５０ｇ
卵・・・・・・・・・・・・・１個
塩 ・・・・・・・・・・・・・小さじ１/２
水 ・・・・・・・・・・・・・１００cc
キムチ ・・・・・・・・・・・１２０ｇ
ごま油 ・・・・・・・・・・・大さじ２

作り方

①　ニラは５㎝長さ、長いもは７～８ミリ角に切る。

②　油あげはオーブントースターで表面がカリッ
提供：徳島県　村澤　久視子さんの作品 　 となるまで焼き、細かく刻む。

③　米粉（上新粉）を水で溶いて卵と塩を加え、
料理のポイント 　食べやすく切ったキムチと①、②を入れて混ぜ

　合わせる。
・具材、食べ方等色々アレンジできます。
・焼き上がったチヂミにとろけるチーズをのせて温めると ④　フライパンにごま油（１枚につき大さじ１）を熱
ピザ風の楽しい一品になります♪ 　し、③の半量を入れて薄く広げ、弱火から中火

　で両面を焼く。
　　裏返したあと、フライ返しなどで押さえなが
　ら表面をカリッと仕上げる。
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キムチと長いものチヂミ
（１枚分：約６５１kcal）



材料と分量（４人分）

貝柱・・・・・・・・・・ ４個（２００ｇ程度）
　平貝（タイラギ）か、帆立貝の貝柱を使用

塩・・・・・・・・・・・ 適量
黒粗挽きコショウ・・・・・適量
米粉（玄米粉）・・・・・ １５ｇ
　焙煎玄米粉（茶色）深炒りタイプ使用

細ねぎ・・・・・・・・・ ４０ｇ（約１束程度）
　３cmの長さに切る

サラダ油・・・・・・・・ ２０cc
ポン酢・・・・・・・・・ 適量

作り方

　提供：香川県　キッス調理技術専門学校  吉岡　淳次さんの作品 ①　貝柱を２～３枚に切る。

②　塩、コショウを適量ふる。
料理のポイント

③　米粉（玄米粉）をまぶす。
・貝柱は火を通し過ぎると硬くなるので短時間で
焼くようにします。 ④　フライパンに油を熱し、貝柱を焼く。

・貝柱や葱から水分が出てきてとろみを付けた ⑤　ひっくり返し両面焼けたら、ねぎを散らし、
ような食感になります。 　蓋をして蒸し焼きにする。

・コショウの他に柚子コショウもよく合います。 ⑥　器に盛り付けポン酢を好みの量かける。
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貝柱のねぎ焼き
（１人分：約１０３kcal）



材料と分量（４人分）

鶏もも肉・・・・・・・・２００ｇ
　米粉（玄米粉）・・・・ ２０ｇ
　焙煎玄米粉（白色）浅炒りタイプ使用

大根・・・・・・・・・・ １００ｇ
　皮をむき食べやすい大きさに切る

厚揚げ・・・・・・・・・ ８０ｇ
具材 　（約1/2丁）熱湯をかけ油抜き、食べやすい大きさに切る

人参・・・・・・・・・・ ４０ｇ
　里芋・・・・・・・・・ １００ｇ
　牛蒡・・・・・・・・・ ６０ｇ
戻し椎茸・・・・・・・・ ２枚（１枚を４つに切る）
豆・・・・・・・・・・・ ２０ｇ
　（インゲン、絹さやなど）色よく茹でて食べやすく切る

かつおだし・・・・・・・ ６００cc
酒・・・・・・・・・・・ １５cc

　提供：香川県　キッス調理技術専門学校　吉岡　淳次さんの作品 本みりん・・・・・・・・・１５cc
うすくち醤油・・・・・・・３０cc
　椎茸の戻し汁・・・・・ １００cc
　米粉（玄米粉）・・・・ ３０ｇ

　香川県のうどんにしっぽくうどんがあります。
　根菜類を煮込んだとろみのあるスープが独特な 作り方
おいしさです。
　米粉（玄米粉）でさらっとしたとろみと風味が特 ①　鍋にかつおだしを入れ、調味料と鶏肉と豆以外
徴の煮物です。 　の具材を入れ、火にかける。

②　具材が柔らかく煮えたら米粉（玄米粉）を付け
料理のポイント 　た鶏肉を加え、火を通す。
・事前に鶏肉に米粉（玄米粉）をまぶすことで、う ③　鍋に（Ａ）を加え混ぜる。
ま味をとじ込める事が出来ます。また仕上げに椎茸 ④ 豆を加え温めた後、器に盛りつける。
の戻し汁で溶いた米粉（玄米粉）を加え、とろみを
付けることで、いっそう香ばしい風味に仕上がります。
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　    煮汁（A）

煮汁

さぬき風卓袱（しっぽく）煮
（１人分：約２２０kcal）

小切りの鶏肉に
玄米粉をまぶす

　   サッとゆでる



材料と分量（菓子パン６～７個分）

米粉（上新粉）・・・・・・・ １２０ｇ
強力粉・・・・・・・・・・・ ８０ｇ
ドライイースト・・・・・・・ ４ｇ
砂糖・・・・・・・・・・・・ ２０ｇ

　Ｂ 塩・・・・・・・・・・・・・ ３.６ｇ
スキムミルク・・・・・・・・ １０ｇ
水・・・・・・・・・・・・・ ７０ｃｃ

　Ｃ 卵・・・・・・・・・・・・・ １個
ヨーグルト・・・・・・・・・ ２０ｇ

　Ｄ バター（サラダ油でも可）・・・・２０ｇ

作り方
①  Aを混ぜて、その半量をボウルに入れます。
②  その中にＢを入れ、よく混ぜます。
③  中心を少しくぼませて、ドライイーストを入れます。

　提供：愛媛県　鎌田パン＆クッキング教室　鎌田　淳子さんの作品 ④  Ｃを加え、滑らかになるまでよく混ぜます。
⑤  残りの粉類を加え、さらに混ぜます。

料理のポイント ⑥  取り出して、こねる・たたく・たたむを繰り返します。
・ごはんの美味しいところと、パンの美味しいところをとりました。 ⑦  Ｄを加え、よくこねます。
・発酵即成形で時間短縮し、米粉（上新粉）の特徴を出していま ⑧  こね上げの生地の温度は、手のぬくもり（２８℃くらい）
す。  が目安です。
・時間の無いお母さんにピッタリです。 ⑨  生地をボウルに入れ、ラップをしっかりして、２倍以上
・米粉（上新粉）６：強力粉４で慣れてきたら、Ａの割合を変えて  に膨らむまで待ちます。（４０分くらいが目安）
みてはいかがでしょう？ ⑩  生地を取り出して分割します。
・ドライイーストと塩の分量には気をつけて下さい。 ⑪  アンパン・メロンパン等の成形を行います。
・Ａの粉の種類と割合によって、必要な水の量が変動します。
　生地が硬いと思ったら、耳たぶくらいの柔らかさになるまで、水 ⑬  オーブンの中を２２０℃位で２０分程度予熱しておきます。
で調節して下さい。 ⑭  生地をオーブンに入れ、１８０℃で１２分程度焼きます。

中国四国農政局・中国四国米粉食品普及推進協議会

8

⑫  温かい所で２倍位に膨らむまで置きます。（２０分くらい）

～ しっとり もっちり ふわふわのライスパン ～
（１個分：約１５６kcal）

上新粉を使った簡単パン生地

　Ａ



材料と分量（４人分）

エノキ茸や生椎茸等のキノコ ・合わせて３００ｇ
卵 ・・・・・・・・・・・・３個
青葱 ・・・・・・・・・・・２本
米粉（米100％微細粒粉）・・大さじ２
牛乳 ・・・・・・・・・・・４００ml
水 ・・・・・・・・・・・・１００ml
薄口醤油 ・・・・・・・・・大さじ１
砂糖 ・・・・・・・・・・・大さじ１/２
胡椒 ・・・・・・・・・・・少々
胡麻油 ・・・・・・・・・・大さじ２/３
塩 ・・・・・・・・・・・・少々

作り方

①　エノキ茸は長さを３等分、生椎茸は短冊切り、
　　提供：高知県　高知割烹学校　高橋　本さんの作品 　他のキノコは細く手で裂き、青葱は斜め薄切り。

②　鍋にキノコとAを入れ、ふたをして火にかけ
料理のポイント 　る。沸き立って、キノコの水分が出たら、米粉

　（米100％微細粒粉）を牛乳で溶いて加える。
・米粉（米100％微細粒粉）のとろみ感と優しい味わいが魅力♪ 　

③　②を５分程煮立て、つや良くとろみが出て火
・キノコもたっぷりの卵を使った手軽なおかずです。 　が通ると、皿に一度あげる。

④　胡麻油で青葱を炒め、香りが出たら、溶いた
　卵に塩を入れて流す。半熟状になれば、③を戻
　し入れて、炒め合わせて出来上がり。

中国四国農政局・中国四国米粉食品普及推進協議会
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キノコと卵のとろり米粉炒め合わせ
（１人分：約１９０kcal）

A



材料と分量（４人分）

シイラなど他の魚なんでも ・・切り身３００ｇ
パプリカ ・・・・・・・・・ ３００ｇ
リュウキュウ（土佐蓮芋） ・ ５０ｇ
出し昆布 ・・・・・・・・・少々
米粉（米100％微細粒粉）・・大さじ４
バター ・・・・・・・・・・１０ｇ

A 地酒、みりん、薄口醤油 ・・各大さじ２
水 ・・・・・・・・・・・・４００ml
塩、胡椒 ・・・・・・・・・各少々

作り方
①　魚は薄めにそぎ切り、塩・胡椒し、米粉（米10
　0％微細粒粉）大さじ１をまぶす。
　

　 ②　残りの米粉（米100％微細粒粉）は分量の水適
　　　提供：高知県　高知割烹学校　高橋　本さんの作品 　量を入れて溶く。

③　パプリカは菱形風に、リュウキュウは乱切りに
　して、さっと茹でて絞る。（青菜の場合は、食べ

料理のポイント 　易い長さに切る）

・お魚を鶏むね肉、もも肉などに変えてもOK！ ④　鍋に残りの水、出し昆布、パプリカ、A（醤油
　のみ半量使用）を沸かし、①と②を入れて、５分

・リュウキュウの代わりに、小松菜などの青菜も可。 　目安に煮る。

・今晩のおかずとして、手軽に作れます。 ⑤　仕上げに醤油の残りとバター、リュウキュウを
　入れて、一煮立ちしたら、火を止め、煮汁ごと器
　に盛る。

　 中国四国農政局・中国四国米粉食品普及推進協議会
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お魚とパプリカのハイカラ米粉煮
（１人分：約２１０kcal）



材料と分量（４人分）

豚ミンチ ・・・・・・・・・ ２００ｇ
卵 ・・・・・・・・・・・・１個
米粉（米100％微細粒粉）・・５０ｇ
田舎味噌（粒のないタイプ）・・大さじ１
生姜汁 ・・・・・・・・・・少々
塩 ・・・・・・・・・・・・少々
油 ・・・・・・・・・・・・適宜
アルミホイル ・・・・・・・ 適宜

作り方

①　Aをボウルに入れ、粘りが出るまで混ぜ合わす。

②　手を湿らせ、①を２等分して、油を塗ったアル
　ミホイルの上に５００円玉大、１０～１２cm長さの円

　　　提供：高知県　高知割烹学校　高橋　本さんの作品 　筒形風に形成する。ホイルを閉じて包む。

③　鍋に②が浸かる位の水を沸かし、②を入れて、
料理のポイント 　ふたをする。

　
・冷めても美味しいので、お弁当にどうぞ♪ ④　再び、沸き立つと１０分目安に茹で蒸し、弾力
・また、作り置きして、おもてなしや朝食用に･･･。 　が出たら、鍋から取り出し、ホイルを開けて冷ま
（冷蔵庫で３日程、保存できます。） 　す。

・ホイルを使って、手軽に作れます。 ⑤　油を引いた鍋で、④に少し焼き色をつける。

⑥　⑤が冷めたら、好みで切り分ける。

中国四国農政局・中国四国米粉食品普及推進協議会
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ポークの米粉カマボコ風
（１人分：約１８０kcal）

A



材料と分量（１８㎝　ケーキ型　１個分）

かぼちゃ  ・・・・・・・・・・１５０ｇ

（皮をむき、加熱して柔らかくしておく）

卵 ・・・・・・・・・・・・・M３個

米粉（上新粉）・・・・・・・５０ｇ
ベーキングパウダー・・・・・ 小さじ１と1/2
砂糖 ・・・・・・・・・・・・１００ｇ
バター・・・・・・・・・・・ １００ｇ
バニラオイル ・・・・・・・・少々

A ナツメグ ・・・・・・・・・・少々
シナモン ・・・・・・・・・・ 少々

作り方

①　卵白と卵黄に分け、砂糖の半分と卵白を合わせ
　角がたつまで泡立てる。

提供者：島根県　食育ＮＰＯ法人ワンピース理事 ②　かぼちゃを裏ごしする。（ペーストの利用もOK）
　家庭料理研究家　堀越　千歳さんの作品　 ③　バターをクリーム状になるまで練り、砂糖を加え
　　　　　　　　 　て混ぜる。

④　③に卵黄を入れて混ぜた後、米粉（上新粉）と
料理のポイント 　ベーキングパウダーを合わせたものを入れて更に

　混ぜる。
・かぼちゃを裏ごしするかわりにミキサーにかけてもＯＫです。 ⑤　かぼちゃを入れて混ぜた後、Aを入れて更に混
・③は電子レンジを活用（２０秒加熱）してバターをクリーム 　ぜる。
状にするのもOKです。 ⑥　卵白をさっくりと混ぜ合わせる。

⑦　ケーキ型に油を塗り、生地を流し込む。
⑧　１５０～１６０℃のオーブンで２０～２５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
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かぼちゃと米の粉の甘いケークサレ
（１人分（１/８個）：約２１９kcal）



材料と分量（パウンドケーキ型　１個分）

米粉（上新粉）・・・・・・・１５０ｇ

ベーキングパウダー・・・・・ １０ｇ
卵 ・・・・・・・・・・・・・M３個

生地 牛乳 ・・・・・・・・・・・・１２０ｃｃ
オリーブオイル・・・・・・・・８０ｃｃ
グリエールチーズ・・・・・・ ８０ｇ～

黒コショウ・・・・・・・・・・少々
ベーコン・・・・・・・・・・ １００ｇ

具 玉ねぎ・・・・・・・・・・・１/２個
パプリカ（カラーピーマン）・・１/２個
きのこ類（しめじ・えのき）・・１００ｇ

作り方

①　卵を常温に置いておく（３０分以上）。ボウルに
　卵と牛乳を入れて混ぜ、米粉（上新粉）とベーキン

提供者：島根県　食育ＮＰＯ法人ワンピース理事 　グパウダーを合わせたものを加えて混ぜる。
　家庭料理研究家　堀越　千歳さんの作品　 ②　オリーブオイルを入れて混ぜ、すりおろしたチー

　ズを混ぜ合わせる。
料理のポイント ③　具を炒め、トッピング用に１/４を取り分けた残りを

　②に混ぜる。
・具は枝豆、角切りチーズ、ソーセージなどいろいろ工夫できます。 ④　油を塗ったパウンド型に入れ、取り分けておいた

　具をトッピングする。
⑤　１７０℃のオーブンで４５分焼く。串をさしても、生
　地がつかなければ出来上がり。熱いうちに型から出
　してさます。

中国四国農政局・中国四国米粉食品普及推進協議会
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米の粉ｹｰｸｻﾚ・ﾌﾗﾝｽ家庭風
（１人分（１/４個）：約５７７kcal）

（エメンタールチーズでもよい）



材料と分量（約２３個分）

さつまいも ・・・・・・・・・ ５００ｇ
米粉（上新粉）・・・・・・・１００ｇ
湯・・・・・・・・・・・・・１５０ｃｃ
米粉（白玉粉） ・・・・・・・１００ｇ
水 ・・・・・・・・・・・・・１２０ｃｃ
きなこ ・・・・・・・・・・・適量
つぶあん・・・・・・・・・・ ５００ｇ

作り方

①　さつまいもは皮をむき、５㎝くらいの輪切りにし
　て、水にさらす。
②　蒸し器にフキンを敷き、①を入れて蒸す。
③　米粉（上新粉）は分量の湯で、米粉（白玉粉）
　は分量の水で耳たぶのやわらかさになるまでそれ

提供：島根県　益田市 大谷　美佐子さんの作品 　ぞれ練る。
④　蒸し上がった②をボウルに移し、つぶす。
⑤　練っておいた③を④に加えて混ぜる。

料理のポイント ⑥　もう一度蒸し器に、⑤を一つかみずつ入れて１５
　分くらい蒸す。

・生地がくっつきやすいので、手水をつけてまるめてください。 ⑦　ボウルに移し蒸した生地をなめらかになるまで
　よく練り、１個ずつあんを入れてまるめる。
⑧　きなこをまぶす。

　 中国四国農政局・中国四国米粉食品普及推進協議会
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さつまいもまんじゅう
（１人分（１個）：約１１６kcal）



材料と分量（５人分）

さつまいも・・・・４００ｇ
塩・砂糖・・・・少々 米粉（白玉粉）・ １０ｇ
砂糖・・・・・・大さじ３ 水・・・・・・・ １１０～１２０ｍｌ

５０ｇ 米粉（上新粉）・ ５０ｇ
栗の甘露煮・・・５０ｇ 砂糖・・・・・・大さじ２
牛乳・・・・・・適量 サラダ油・・・・ 適量

作り方（調理時間　９０分程度）
【あん】
①　さつまいもは皮をむいて２～３㎝角ぐらいに切り、水にさらす。流水
　で２～３回洗う。
②　鍋にさつまいも、ひたひたの水、塩、砂糖を入れ中火でやわらかく
　（竹串がとおるくらいまで）煮る。
③　ゆで汁を捨て２～３分から煎りして水分をとばしマッシャーかフォーク

提供：岡山県　平成20年度「おかやま米粉アイディア料理コンテスト」 　で粗くつぶす。
　　　優秀賞　赤磐市　ＪＡ岡山東女性部山陽支部の作品 ④　③にＡを加えつぶし、マッシュポテトくらいの固さにねる。

　 　（さつまいもの種類によって牛乳を加減する。）
⑤　④をラップで包み、長方形に形を整えて冷蔵庫で３０分以上冷やし固
　める。　

料理のポイント（工夫した点） 【皮】
①　ボウルに米粉（白玉粉）を入れ、水を大さじ１加え、手でダマになら

・焼く温度に気をつけて皮がホットプレートにつかない 　ないようにこねる。
ように工夫した。 ②　①に残りの水を加え、泡立て器でよく混ぜる。
　 ③　砂糖と米粉（上新粉）をあわせて②にふるい入れながら、なめらか

　になるまで混ぜあわせる。
　 【仕上げ】

①　冷蔵庫で冷やし固めたさつまいもあんを切り分け、そのあんに皮の衣
　を薄くつける。
②　フライパン（テフロン加工）かホットプレートにサラダ油を薄くひいて
　①を焼く。（６面全て焼く）

　 中国四国農政局・中国四国米粉食品普及推進協議会
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きんつば（実りの秋）
（１人分：約２４５kcal）

皮〈

A
〉

塩ゆでした枝豆（黒大豆）・・



材料と分量（２６×２６の天板　１本分（５人分））

米粉（米100％微細粒粉）・・・６０g
全卵（Ｌサイズ）・・・・・・・３個
グラニュー糖・・・・・・・・ １１５g

生クリーム・・・・・・・・・ １２０g
グラニュー糖 ・・・・・・・・７ｇ

作り方

①　卵をボウルに溶きほぐし、グラニュー糖を
　　加え湯せんで温めてからしっかりと泡立てる。

②　①に米粉（米100％微細粒粉）を入れてさ
提供：広島県　香る堂春長 山本  義春さんの作品 　っくりと混ぜる。

③　オーブンシートを敷いた天板に生地を流し
料理のポイント 　入れ均等にならし、１８０℃のオーブンで約１５

　分ぐらい焼き、焼き上がったら、天板からは
・卵は冷蔵庫からだしたものを、すぐに使わないこと 　ずしておく。
常温にもどして、泡立てましょう。

④　生クリームとグラニュー糖をボウルに入れ
　て、八分立てにする。

⑤　③のシートをはがし、焼き色を下にして生
　クリームを塗って巻き上げる。

中国四国農政局・中国四国米粉食品普及推進協議会
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米 こ め ロ ー ル
（１人分：約３００kcal）



材料と分量（１２㎝のシフォン型　２台分（各３人分））

米粉（米100％微細粒粉）・８０ｇ
卵黄・・・・・・・・・・ ３個
グラニュー糖・・・・・・・２５g
サラダ油・・・・・・・・ ２０cc
牛乳・・・・・・・・・・ ５０cc

卵白・・・・・・・・・・ ３個
グラニュー糖・・・・・・・３５ｇ

作り方

①　ボウルに卵黄とグラニュー糖を加え、湯せんで
　少し温めてから、少し泡立てる。
②　①にサラダ油を加える。
③　少し温めた牛乳を加える。

提供：広島県　香る堂春長　山本  義春さんの作品 ④　米粉（米100％微細粒粉）を加える。
⑤　別のボウルに卵白を入れ、ほぐしてから泡立て
　始め、泡立ってきたらグラニュー糖を３回ぐらいに

料理のポイント 　分けて入れ、少しづつ泡立てる。
⑥　④に⑤の泡立ったメレンゲを３回ぐらいに分けて

・ ボウルに卵黄とグラニュー糖を加え、湯せんで 　合わせる。
少し温めてから、少し泡立てること。 ⑦　これを、１８０℃のオーブンで約２０～２５分ぐらい
・ 泡立ったメレンゲをこわさないようにざっくり合わ     焼く。
せること。

中国四国農政局・中国四国米粉食品普及推進協議会　　
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米こめシフォン
                               （１人分：約１６３kcal）　　　　　　　　　



材料と分量（１２個分）

米粉（玄米粉） ・・・・・・・７５ｇ
サラダ油 ・・・・・・・・・・９０ｍｌ
塩 ・・・・・・・・・・・・・３ｇ
水 ・・・・・・・・・・・・・１２０ｍｌ
卵 ・・・・・・・・・・・・・３個
米粉（玄米粉） ・・・・・・・３０ｇ
牛乳 ・・・・・・・・・・・・３００ｍｌ
グラニュー糖 ・・・・・・・・９０ｇ
卵黄 ・・・・・・・・・・・・３個分
みかんの缶詰 ・・・・・・・・１缶

【カスタード】
＊牛乳を温めておく。

提供：山口県　山口県立熊毛北高等学校 ①　ボウルで卵黄、グラニュー糖の半量をよく混ぜ、ふるった
　３年ライフデザイン科　食物文化コースの作品 　米粉（玄米粉）を混ぜる。

②　温めた牛乳と残りのグラニュー糖を加えながら、よく混ぜ
作り方 　る。
【シュー生地】 ③　こしながら鍋に移し、中火にかけて木べらで粘りがなくな
＊  オーブンを２００℃に温めておく。 　るまで混ぜる。
①　鍋にサラダ油、塩、水を入れて火にかける。 ④　シュー生地に切り込みをいれ、カスタードとみかんをはさ
②　沸騰したら火を止め、米粉（玄米粉）を入れてなめらかにな 　んで出来上がり。
　るまで混ぜる。再び火にかけ、弱火で１分間、混ぜながら加熱
　する。 料理のポイント
③　火からおろし、卵を少しずつ加えながら混ぜ、木ベラで持ち
　上げると薄い膜状になり、３秒くらいで生地が三角にたれて落ち ・米粉（玄米粉）を使っているのでミネラルやビタミン等、栄
　るくらいの硬さにする。 養も豊富です♪
④　オーブンシートを敷いた鉄板に、生地を絞り袋で絞る。 ・チョコペンでシューの表面に絵を描くのも楽しいですよ♪
⑤　生地の表面に霧吹きなどで水をかけ、オーブンに入れ、２００
　℃で１０分、１８０℃で１０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
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玄米シュークリーム
（１個：約２００kcal）

シュー
生地

カス
タード



材料と分量（ケーキ型直径１８ｃｍ分）

ほうれん草 ・・・・・・・・・１００ｇ
砂糖 ・・・・・・・・・・・・２０ｇ
卵黄 ・・・・・・・・・・・・３個分
卵白 ・・・・・・・・・・・・３個分
砂糖 ・・・・・・・・・・・・５０ｇ
コーンスターチ ・・・・・・・ ２０ｇ
米粉（上新粉または製菓用） ・４０ｇ
アーモンド粉 ・・・・・・・・ ２０ｇ
粉砂糖 ・・・・・・・・・・・適量

作り方

①　ほうれん草を茹でて、ミキサーにかける。
②　①とＡをミキサーにかけ、ボウルにうつす。

提供：山口県　山口県立熊毛北高等学校 ③　Ｂの卵白をボウルに入れ、砂糖を加えて泡立てる。
　３年ライフデザイン科　食物文化コースの作品 ④　しっかりとしたメレンゲができたら、コーンスターチ

　を加えて混ぜる。
料理のポイント ⑤　②にメレンゲの半量を入れ、Ｃをふるい入れてさっ

　くりと混ぜる。
⑥　まだ粉っぽさが残っているうちに、残りのメレンゲを

・ほうれん草は、葉の部分だけ使うと料理が簡単です。 　入れる。
⑦　生地を型に流し入れ、表面をならしたら１７０℃のオー

・ほうれん草が苦手な人でも食べられますよ♪ 　ブンで３０～３５分焼く。
⑧　焼きあがったら型から出して冷まし、粉砂糖をふるい
　かけて出来上がり。
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C

ほうれん草ケーキ
（１人分（１/８個）：約１１２kcal）

A

B



材料と分量（１枚分）

さつまいも(皮をむいて）・・１００ｇ
マヨネーズ・・・・・・・・大さじ２
米粉（上新粉）・・・・・ １００ｇ
牛乳・・・・・・・・・・ １３０cc
卵・・・・・・・・・・・ １個
塩・・・・・・・・・・・ 小さじ１/４
細切りチーズ・・・・・・・５０ｇ
（とろけるチーズ）

作り方

①　さつまいもは柔らかく茹でてつぶし、マヨネーズ
　で和える。

②　米粉（上新粉）に牛乳を入れて混ぜ、さらに①
提供：徳島県　村澤　久視子さんの作品 　と卵を加えてなめらかな生地にする。

③　②に塩とチーズを入れて混ぜ合わせたあと、炊
料理のポイント 　飯器に入れて、ご飯を炊くように普通に炊く。

・デザートやおやつとしていただく以外にも、サラダやスープ
と合わせて朝食にいかがでしょうか。

・そのほか、ベーキングパウダー（５ｇ）と砂糖（大さじ２杯）
を入れて、ふっくらと蒸しパン風に・・・。
　また、レーズンを入れると違ったお味が楽しめます。
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簡単チーズケーキ風
（１枚分：約９９４kcal）



材料と分量（４人分）

米粉（玄米粉）・・・・・ ６０ｇ
　焙煎玄米粉（茶色）深炒りタイプ使用

米粉（白玉粉）・・・・・ ４０ｇ
砂糖・・・・・・・・・・ ３０ｇ
ぬるま湯・・・・・・・・ １００cc
水・・・・・・・・・・・ ５０cc
こいくち醤油・・・・・・・３０cc
砂糖・・・・・・・・・・ ３０ｇ
赤ワイン・・・・・・・・・１０cc
　片栗粉・・・・・・・・ １０ｇ
　水・・・・・・・・・・ １５cc
　鍋に合わせ煮立て、硬めにとろみを付け、冷ます。

作り方
　　　提供：香川県　キッス調理技術専門学校　吉岡　淳次さんの作品 ①　ボウルに米粉（白玉粉）、砂糖を入れぬるま

　湯を加え混ぜる。

料理のポイント ②　米粉（玄米粉）を加え、よく捏ねる。

・元々米粉などで作られる団子ですが、米粉（玄米粉） ③　小さめなボール状に形を整える。
の場合、独特な風味ともちもちとした食感が味わえます。

④　鍋に湯を沸かし、団子を入れる。
・串に刺して御手洗だんごにしたり、焼いて香ばしさを
出してもおいしいです。 ⑤　団子が浮かんできたら３～４分茹でる。

・米粉（白玉粉）は、水で延ばすとダマが残ることが ⑥　冷水に取り、冷めれば布巾で水分を拭き取る。
あります。

⑦　醤油餡を１個ずつ絡め盛り付ける。
　※そのままでもよいし、強火でさっと焼き色をつけてもよい。
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水溶き

玄米粉のもちもち団子
（１人分：約１６３kcal）

団子
生地

醤油餡



材料と分量（４人分）

米粉（玄米粉）・・・・・ ６０ｇ
　焙煎玄米粉（茶色）深炒りタイプ使用

生地 米粉（白玉粉）・・・・・ ４０ｇ
砂糖・・・・・・・・・・ ３０ｇ
ぬるま湯・・・・・・・・ １２０cc
粒餡・・・・・・・・・・ １２０ｇ
　１２個に分ける　（好みで漉し餡でもよい）

胡麻油・・・・・・・・・ ２０cc
　様子をみながら加減

作り方

①　ボウルに米粉（白玉粉）、砂糖を入れぬるま
　提供：香川県　キッス調理技術専門学校　吉岡　淳次さんの作品 　湯を加えよく混ぜる。

　もち米粉、うるち米粉を捏ねて、餡を包んで焼いた ②　米粉（玄米粉）を加え、よく捏ねる。
ものを焼き餅といいます。
　古くは銀鍔（ぎんつば）焼きともいわれていたとの ③　１２等分にする。
記録もあるようです。
　刀の鍔の形をしているところから付いたようです。 ④　生地を手のひらに円形にのばし、餡を包む。
　現在は、粒餡を寒天で固めた餡や芋餡を使用した四
角い金鍔が多いです。 ⑤　両手で平らになるように押さえのばす。
　徳島市眉山にある焼き餅が有名です。

⑥　フライパンに胡麻油を熱し餅を焼く。
料理のポイント
・米粉（玄米粉）を使う事で香ばしく仕上がります。 ⑦　両面をカリッと焼上げる。
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玄米粉焼き餅
（１人分：約２３４kcal）



材料と分量（１０個分）

卵 (溶き卵）  ・・・・・・・・１/２個
上白糖・・・・・・・・・・・３５ｇ
薄力粉・・・・・・・・・・・３０ｇ
米粉（上新粉）・・・・・・・３５ｇ
重曹・・・・・・・・・・・・１ｇ
水・・・・・・・・・・・・・小さじ１/３
小豆こしあん  ・・・・・・・・２７０ｇ
くるみ  ・・・・・・・・・・・３０ｇ
塗り卵 （卵黄＋みりん）  ・・・１個分＋小さじ１

作り方
①　ボウルに卵（溶き卵）とふるった上白糖を加え、泡
　立て器で薄い黄色になるまですり混ぜる。
②　水で溶いた重曹を加えてよく混ぜる。※１
③　薄力粉と米粉（上新粉）を合わせふるい入れ、木べ

提供：愛媛県　愛媛調理製菓専門学校 　宮城　朋子さんの作品 　らでさっくりと混ぜ合わせる。
④　粉気がなくなったら、冷蔵庫で１時間休ませる。
⑤　バットに手粉※２を振り入れておき、その中に④の生

料理のポイント 　地をのせ、耳たぶのかたさくらいになるまで、粉を払い
　ながら折り畳むようにして、生地をなめらかにする。

・餡のなかに、くるみの代わりに、栗を入れてもおいしい。 ⑥　生地を１０等分にする。
・上にのせるナッツをアーモンドやごまなどにいろいろアレンジ ⑦　餡とローストして冷ましたくるみを合わせて、３０ｇに
　できます。 　分割して、丸めておく。
・時間がたった方が生地が焼き上がってすぐよりも、しっとりと ⑧　⑥の生地を手の平を使って薄く丸くのばし、⑦の餡
　してきます。 　をやさしく包む。
　　 ⑨　天板にクッキングシートを敷き、間隔をあけながら置
※１ 　砂糖が溶けるまで混ぜること。 　く。手粉を刷毛で払い霧吹きをかけ塗り卵（黄とみりん
※２　手粉・・・分量外の薄力粉。 　を混ぜたもの）を塗り、くるみをのせ、１８０℃のオーブ

　ンで約１５分焼く。
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く る み 饅 頭
（１個：約１１２kcal）

Ａ





岡山市北区下石井１－４－１

検索米粉で簡単Ｃｏｏｋｉｎｇ！

　http://www.maff.go.jp/chushi/syokuryou/kome/komeko/

簡単Ｃｏｏｋｉｎｇ！

米粉で

かがわ農産物流通消費推進協議会

玄米粉・米粉利用推進部会

Part5




