


１　くにびき炒め麺（島根）
２　米粉麺と島根和牛の「スタミナ稲香汁」（島根）
３　おむすびパン（島根）
４　豆乳キムチ米粉麺（広島）
５　ジャージャー麺（山口）
６　ゆず味噌風味　もちピザ（徳島）
７　ごまみそ焼おにぎり（香川）
８　オレンジピール・コッペパン（愛媛）
９　豆乳パン・かぼちゃパン（愛媛）

１０　きなんせ焼き（鳥取）
１１　がいな真珠（鳥取）
１２　ゴーヤとジャガイモのかき揚げ（島根）
１３　元気ないなかっ子サラダ（島根）
１４　米麺のサラダ（島根）
１５　クリームシチュー（岡山）
１６　ライスコロッケ（岡山）
１７　米粉麺deミネストローネ（広島）
１８　米粉麺の春巻き（広島）
１９　あんかけ茶碗蒸し（広島）
２０　豚肉のカリカリ揚げ（山口）
２１　変わりあげもち・そば米あん（徳島）
２２　さつまいものニョッキスープ（徳島）
２３　さぬきの和風すいとん（香川）
２４　お好み焼き（愛媛）
２５　ハンバーグ（愛媛）
２６　鶏のから揚げ（愛媛）

２７　砂丘焼き（鳥取）
２８　御衣黄（岡山）
２９　米粉ハバロア（岡山）
３０　米粉ドーナッツ（岡山）
３１　ロールケーキ（岡山）
３２　カスタードクリーム（山口）
３３　玄米粉ムース（香川）
３４　シフォンケーキ（愛媛）
３５　バナナケーキ（愛媛）
３６　パウンドケーキ（高知）
３７　四万十しぐれ（高知）

３８　お焼き（鳥取）
３９　笹巻き（島根）
４０　草もち（岡山）
４１　いとこ煮（山口）
４２　米で、でこまわし（徳島）
４３　大根とにんじんの雪花（香川）
４４　おちらしあめ（香川）
４５　しょうゆもち（愛媛）
４６　りんまん（愛媛）



米粉麺（稲香麺）６００ｇ 1 豚肉は食べやすい大きさに、たまねぎ、にんじん、パプリカ、

豚肉ももスライス３００ｇ ピーマンは千切りにする。

たまねぎ ５００ｇ

にんじん ３００ｇ 2 米粉麺（稲香麺）をゆでておく。

パプリカ（黄） ３００ｇ

青ピーマン ２００ｇ 3 フライパンにごま油を引き、１の材料を炒め、ゆでた米粉麺

ごま油 ５０ｇ （稲香麺）合わせ、オイスターソース、コンソメ、塩、こしょう

オイスターソース２００ｇ で味を調える。
コンソメ １０ｇ
塩 適量
こしょう 適量

料理：松江市立八雲学校給食センター

　　　　長島管理栄養士

　　　　　　　　　＊稲香麺・・・ＪＡくにびきで製造している米粉麺の商品名です。

中国四国農政局・中国四国米粉食品普及推進協議会

材料と分量

（４～５人分） 作　り　方

ワンポイントアドバイス

焼きそばソースで味付けてもおいしくいただけます。



米粉麺（稲香麺） ６０ｇ 1 だいこん、にんじんは２㎜程度幅に、ごぼうは

島根和牛モモスライス ６０ｇ 千切りに、和牛肉、にらは食べやすい大きさに

だいこん ８０ｇ 切る。

にんじん ４０ｇ

ごぼう ３０ｇ 2 花かつおでだしをとり、だいこん、にんじん、ごぼう

にら ３０ｇ を柔らかくなるまで煮込む。

うす切りかまぼこ ２０ｇ

花かつお ５ｇ 3 米粉麺（稲香麺）、うす切りかまぼこを入れ、２分
水 ５２０ｇ 程度煮込み、こいくちしょうゆ、塩で味を付け、にら
こいくちしょうゆ １５ｇ を入れ、一煮立ちさせる。
塩 少々

料理：松江市立八雲学校給食センター

　　　　長島管理栄養士

　　　　　　　＊稲香麺・・・ＪＡくにびきで製造している米粉麺の商品名です。
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稲香麺と島根和牛の「スタミナ稲香汁」

材料と分量

（４人分） 作　り　方

ワンポイントアドバイス

野菜は、季節のものでお楽しみいただけます。
味付けも、稲香麺ですので、中華風味でもおいしくいただけます。



①米粉パン ①の材料（ゴマ以外）を混ぜて、捏ね、
　米粉（ｼﾄｷﾞﾐｯｸｽ20A）・・・１４０ｇ ４分割したものに、②のおむすびを入
　砂　糖・・・・・・・・・・・・・・・９．８ｇ(7%） れ成形しゴマをふりかけます。ベンチ
　塩・・・・・・・・・・・・・・・・・・２．４ｇ（1.7%） タイムを約２０分とった後、約１時間
　バター・・・・・・・・・・・・・・・１１．２ｇ(8%） 発酵させ焼成して出来あがりです。
　生イースト・・・・・・・・・・・・３．５ｇ（2.5%）
　脱脂粉乳・・・・・・・・・・・・・４．２ｇ（3%） 　　注：普通の米粉パンの作り方と同じです。

　水・・・・・・・・・・・・・・・・・・９８ｃｃ（70%）
　ゴマ・・・・・・・・・・・・・・・・・少々

②おむすび
　島根産コシヒカリにわかめふりかけ
を混ぜたもの

・・・・・・・・１５ｇ×４コ

　　米粉パンは、おかず・惣菜等との組み合わせで、小麦粉パンとは
　違う食感と味を、いろいろ作り出せます。今回は、米に米を抱き合わせると
　どのようになるかと思い、”おむすび”をそのまま包み込みました。
　米粉パンとおむすびのマッチングがなかなか良い、おもしろい味と御客様には
　御好評頂いております。

　　提供：松月堂マリード

中国四国農政局・中国四国米粉食品普及推進協議会

"おむすびパン"　レシピ

材料と分量
（４個分）

作　り　方



●材料と分量（２人分） ●作り方

　米粉麺（おこめん）・・・・１袋 ①　一口大に切った豚肉に、にんにくをも

　豚肉・・・・・・・・・・４０ｇ 　みこむ。

　おろしにんにく・・小さじ１／２

　油・・・・・・・・・・小さじ１ ②　油で肉を炒め、キムチ、もやし、ニラ、

　白菜キムチ・・・・・・・５０ｇ 　を炒める。

　もやし・・・・・・・・・５０ｇ

　ニラ・・・・・・・・・２～３本 ③　鍋に水とうどんのみそスープを入れて、

　水・・・・・・・・１．５カップ 　煮えたら豆乳を入れる。

　豆乳・・・・・・・・・・・１Ｃ

　うどん用みその添付のつゆ ④　器にスープとゆでた米粉麺（おこめん）

　を入れ、上に②の具をたっぷりのせる。

＊おこめん・・・（有）大和で製造している米粉麺の商品名です。

中国四国農政局・中国四国米粉食品普及推進協議会

今流行の豆乳を使ってマイルドな味に！

レシピ作成者：大倉由美（広島県栄養士会会員）



●材料と分量（１人分） ●作り方

　上新粉・・・・ ６５ｇ ①　熱湯をはったボールに上新粉と片栗粉を入れ、　

　片栗粉・・・・ ３５ｇ 　　塩を加えて混ぜ合わす。

　熱湯・・・・・ ６０～７０ｃｃ

　塩・・・・・・ 小さじ１/５ ②　表面がある程度まとまるまでしっかり練っていく。

　 　　次にラップをかけ常温で３０分寝かせる。

　豚ひき肉・・・ ５０ｇ

　しょうが・・・ 薄切り１枚 ③　鍋に油をひき、肉、しょうが、にんにくを炒める。

　にんにく・・・ １/２かけ 　　塩・こしょうをする。

　塩・・・・・・ 少々

　こしょう・・・ 少々 ④　肉に火がとおったら混ぜ合わせたＡを入れて、

　　　味噌・・・ 大さじ１ 　　しばらく煮込む

Ａ　　砂糖・・・ 小さじ１/２

　　　米粉・・・ 小さじ１/２ ⑤　寝かせた生地をめん棒で平たく伸ばしていく。

　　　水・・・・ ５０ｃｃ

　油・・・・・・ 少々 ⑥　うすく伸ばしたら、三つ折りにたたみ細長く

　きゅうり・・・ １/２本 　　切っていく。

　ねぎ・・・・・ 1/4本

　ミニトマト・・ 1個 ⑦　鍋にたっぷりの湯を沸かし、塩を少々入れ

　　さきほどの米麺を入れる。　　

⑧　麺が浮き上がってきたらざるにあげ、冷水にとる。

⑨　器に米麺をもって細切りにしたきゅうりをのせ
　　④の肉みそをのせる。

⑪　最後にねぎをのせ、トマトを飾ってできあがり。　

レシピ提供：栄養士ネットワークぽこぽこ

　　ワンポイントアドバイス！ きゅうりやトマトの代わりに茹でもやしなどお好みの

野菜でもＯＫです。
肉みそは、みそによって砂糖の量を調整してください。

中国四国農政局・中国四国米粉食品普及推進協議会



●材料と分量（４人分） ●作り方

　だんごの粉・・・３２０ｇ ①　ボールの中でだんごの粉と水を合わせ、耳たぶぐ

　水・・・・・・・３００CC 　　らいの柔らかさに練り、クッキングシートを敷いた

　無頭えび・・・・４尾 　　蒸し器で蒸し、餅を作る。

　鶏ささ身・・・・８０ｇ

　ピーマン・・・・１個 ②　細かく刻んだエビ、鶏ささ身、ピーマン、せん切り

　にんじん・・・・４０ｇ 　　りのにんじん、房をばらしたしめじをバターで炒め、

　しめじ・・・・・ 1/2株 　　コショウ、薄口醤油で調味する。

　バター・・・・・大さじ１

　赤味噌・・・・・２０ｇ ③　鍋にごま油、種を取り細かく刻んだ赤唐辛子、赤味

　白味噌・・・・・２０ｇ 　　噌、白味噌を入れ火にかけ、牛乳を少しずつ入れな

　牛乳・・・・・・大さじ２ 　　がら練り、最後に柚子の絞り汁を加える。

　ごま油・・・・・小さじ1/2 　　柚子皮はせん切りにして残しておく。

　赤唐辛子・・・・ 1/2

　柚子絞り汁・・・大さじ2/3 ④　鉄板にクッキングシートを敷き、①を１ｃｍ厚さに

　柚子皮・・・・・少々 　　流し入れる。③の味噌を塗り、②の材料を広げ、チ

　薄口醤油・・・・小さじ２ 　　ーズと柚子皮、パセリのみじん切りを散らせ、２５

　コショウ・・・・少々 　　０℃のオーブンで約１０分、チーズが溶けるまで焼

  とろけるチーズ・８０ｇ 　　く。

　パセリ・・・・・少々

料理/（社）徳島県栄養士会　地域活動栄養士協議会　八田　育子

　冷蔵庫の中にある材料を使ってトッピングすれば

　とても経済的です。

中国四国農政局・中国四国米粉食品普及推進協議会



●材料と分量（４人分） ●作り方

ごまみそ・・・・・約１００g ①　ごまみその材料を全て鍋に入れ、弱火で約３分

　玄米粉・・・・・大さじ２ 　　混ぜながら練る。

　赤みそ・・・・ 大さじ４

　白すりごま・・・大さじ２ ②　ご飯を炊き、塩を混ぜ、半量に青のり、残りに

　みりん・・・・・大さじ２ 　　削りかつおを混ぜる。

　砂糖・・・・・・大さじ２

③　それぞれ８個づつのおにぎりを作り、片面にご

おにぎり材料 　　まみそを薄くぬる。

　米・・・・・・・４カップ

　塩・・・・・・・少々 ④　オーブントースターで約３分、ほんのりと焼き

　青のり・・・・・大さじ２ 　　色がつくまで焼く。

　削りかつお・・・適量

　梅干し・・・・・４個

　ごまみそ・・・・大さじ４

料理/香川県玄米粉普及研究会

　　ワンポイントアドバイス！
　　　　★“ごま味噌”は、魚や野菜、厚揚げを焼く時など、色々な料理に使っていただけます。
　　　　★お米の持つ栄養成分の約９５％が、胚芽と表皮に含まれています。

　　　【参考】玄米に含まれる栄養成分に注目！

○ビタミン類：疲労を回復し、脳の活性化を図り、集中力をつけるなどの働きがある。

○ビタミンＥ：抗酸化性で老化を防ぐ。

○食物繊維：便秘や整腸作用に役立ち、コレステロールの腸からの吸収を抑制して、
　　　　　 　動脈硬化を始めとする生活習慣病の予防にも効果的。

中国四国農政局・中国四国米粉食品普及推進協議会



材   料 ﾍﾞｶｰｽﾞ% 使用量

パン用米粉 １００ ３００ｇ

砂   糖 １０ ３０ｇ

食   塩 ２ ６ｇ

脱脂粉乳 ３ ９ｇ

イースト ３ ９ｇ

無塩バター ６ １８ｇ

水 ７４ ２２２ｇ

ｵﾚﾝｼﾞﾋﾟｰﾙ 適量 約３０ｇ

① 生地作り

・ボールに水以外の材料を同時投入し、均一に混ざるよう手で混ぜる。

・パン用米粉と材料がよく混ざったら、水を加え、手でよく混ぜる。この時、水を少

　し残し吸水の加減を見る。（水は夏期は冷水、冬期は温水を使用する。）

・ボールの中でこね、ある程度まとまったら、ボールから出して手のひら（手首に近

　い方）を生地に当て押し出すように力を入れこねる。

・生地を手でこね、ある程度生地がまとまり表面が滑らかになったら、次に生地の端

　を持って叩きつける。

　叩く度に生地が伸びるので二つに折り重ね、再度端を持ち叩く。この動作を何回

　（５０回以上）も繰り返し生地が滑らかでしっとりとなったら生地の出来上がり。

　（こね上がり温度は２８℃位を目安にする。）

② 分  割　　　　　　　　８０ｇ

③ まるめ

④ ベンチタイム　　　　　１２分（夏期）～１５分（冬期）

⑤ 発酵（ホイロ）　　　　湿度７８％・温度３８℃　４０～５０分

⑥ 焼き上げ　　　　　　　（上）２００～２１０℃　（下）１９０～２００℃

中国四国農政局・中国四国米粉食品普及推進協議会

☆ドライイーストの場合は５ｇ

【作り方】

【材　料】
コッペ生地　（７個分）

・水を加えた段階は軟らかめの生地でよい。こねることでグルテンが引き
　出され硬めになる。
・牛乳やイーストを水で溶かした場合等水以外の液体を使用した場合はそ
　の分の水を加減する。
・材料は正確に計量する。
・生地全体が滑らかで耳たぶくらいの柔らかさでしっとりさせる。
・生地を両手で伸ばしてみて透けて見える程度になれば生地の出来上がり。

提供/ＪＡ西条ふれあい課　稲見ゆかり



材   料 ﾍﾞｶｰｽﾞ% 使用量

パン用米粉 １００ ３００ｇ

砂   糖 １５ ４５ｇ

食   塩 １ ３ｇ

脱脂粉乳 ４ １２ｇ

イースト ４ １２ｇ

卵 １５ ４５ｇ

無塩バター １２ ３６ｇ

水 ６０ １８０ｇ

粒あん

豆   乳 １６５ｇ

かぼちゃ １５０ｇ

① 生地作り

・ボールに水以外の材料を同時投入し、均一に混ざるよう手で混ぜる。

・パン用米粉と材料がよく混ざったら、水を加え、手でよく混ぜる。この時、水を少

　し残し吸水の加減を見る。（水は夏期は冷水、冬期は温水を使用する。）

・ボールの中でこね、ある程度まとまったら、ボールから出して手のひら（手首に近

　い方）を生地に当て押し出すように力を入れこねる。

・生地を手でこね、ある程度生地がまとまり表面が滑らかになったら、次に生地の端

　を持って叩きつける。

　叩く度に生地が伸びるので二つに折り重ね、再度端を持ち叩く。この動作を何回

　（５０回以上）も繰り返し生地が滑らかでしっとりとなったら生地の出来上がり。

　（こね上がり温度は２８℃位を目安にする。）

② 分  割　　　　　　　　８０ｇ

③ まるめ　　　　　　　　あんを包む

④ ベンチタイム　　　　　１２分（夏期）～１５分（冬期）

⑤ 発酵（ホイロ）　　　　湿度７８％・温度３８℃　４０～５０分

⑥ 焼き上げ　　　　　　　（上）１９０～２００℃　（下）１８０～１９０℃
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菓子パン生地に左の材料を入れると２種類の
米粉パンができます。

【作り方】

【材　料】
菓子パン生地　（９個分）

☆ドライイーストの場合は６ｇ

約４０ｇ（１個）

・水を加えた段階は軟らかめの生地でよい。こねることでグルテンが引き
　出され硬めになる。
・牛乳やイーストを水で溶かした場合等水以外の液体を使用した場合はそ
　の分の水を加減する。
・材料は正確に計量する。
・生地全体が滑らかで耳たぶくらいの柔らかさでしっとりさせる。
・生地を両手で伸ばしてみて透けて見える程度になれば生地の出来上がり。

提供/ＪＡ西条ふれあい課　稲見ゆかり

豆乳パン

かぼちゃパン



●材料と分量（４人分） ●作り方

上新粉 １００ｇ ①いかは胴と足に分け内臓を抜いて洗い、胴は５～６㎝
いか ４００ｇ 　長さの１㎝幅に切り、足は吸盤をこそげ取り５～７㎝
豚肉薄切り ２００ｇ 　に切る。豚肉は一口大に切る。キャベツは太めの千切
キャベツ ４００ｇ 　り、かぼちゃは細めの千切り、ねぎは斜め切りにする。
もやし ２００ｇ 　もやしは洗ってひげ根を取り除く。
かぼちゃ １００ｇ
ねぎ １００ｇ ②材料を４等分しておき、最初に鉄板で油を熱し豚肉と
サラダ油 ４０ｇ 　いかを炒め、かぼちゃ、キャベツ、もやし、ねぎの順
花かつお １０ｇ 　に加えて炒める。次に上新粉を塊ができないように手
青のり ６ｇ 　早く振り入れ火をとおして形を整え、ソースをかけて
ソース ８０ｇ 　から青のりと花かつおをのせる。

料理/社団法人　鳥取県栄養士会

　　ワンポイントアドバイス！
具材は何でもよく、身近にある魚介類、肉、野菜をいろいろ組み合わせてお楽しみ
いただけます。粘りが無いので、火のとおりがはやく短時間で作れます。
小麦粉アレルギーや卵アレルギーの方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



●材料と分量（４人分） ●作り方

上新粉 ３００ｇ ①ボウルに長芋をすりおろし、上新粉を入れてよく混ぜ
長芋 ３００ｇ 　あわせて、こねる。（硬さにより水を加え、耳たぶく
鶏肉 ４００ｇ 　らいのやわらかさにする）
豆腐 １丁 　２０～３０個くらいのだんご状にし、両面を少し焼く。
糸こんにゃく ４００ｇ
きのこいろいろ 適量 ②鶏肉は一口大に、豆腐は８等分に切る。糸こんにゃく
ごぼう １００ｇ 　は湯どおしして食べやすく結び、きのこは洗って石付
にんじん １００ｇ 　きを取り形を整える。ごぼうは大きめの笹がきに切り
はくさい ４００ｇ 　水でアクをぬき、にんじんも大きめの笹がきに切る。
ねぎ １００ｇ 　はくさいは大きめのざく切りにし、ねぎは大きめの斜
春菊 １００ｇ 　め切りにする。春菊は手でちぎる。
だし昆布 ２０㎝ 　鍋に彩りよく盛る。
水 １２００ml
みりん 適量 ③切り目を入れただし昆布と水を鍋に入れ火にかけ、煮
醤油 適量 　立つ寸前にだし昆布を取り出す。

　調味して、煮ながらいただく。

料理/社団法人　鳥取県栄養士会

　　ワンポイントアドバイス！
上新粉のだんごはたくさん作って残った場合でも冷凍保存できるから便利。
具材は、他の肉や魚介類、ありあわせの野菜や海藻等なんでもだいじょうぶ。
たれで食べるときは味噌味、ポン酢でもおいしく召し上がれ、季節感を味わうには
柚子、しょうが、木の芽等を添えるとよいでしょう。

中国四国農政局・中国四国米粉食品普及推進協議会



ゴーヤ・・・・・・ 1/3 本 1 ゴーヤは縦半分に切って芯を削り取り、

ジャガイモ・・・１個 ジャガイモとピーマンは細いせん切りにする。

にんじん・・・・ 1/3 本 マッチ棒位の大きさに切り揃えると、すぐに揚がります。

卵・・・・・・・・・ １個

上新粉・・・・・ 1/2カップ 2 上新粉と卵を混ぜて衣を作り、１と２を加えて混ぜる。

揚げ油・・・・・・適量

3 すこしづつ手でつまんで油で揚げる。

料理：山本怜子（家庭料理研究家）

中国四国農政局・中国四国米粉食品普及推進協議会

材料と分量 作　り　方

おいしさの秘密
衣には上新粉と卵しか使わないので、べとべとしないで「カラッ」としてい
ます。
ゴーヤは揚げることにより、「にが味」が和らぎます。

上新粉を使った揚げ物紹介
　揚げ出し豆腐
　　　もめん豆腐を水切りをしっかりし、上新粉をつけて揚げると、
　　　衣の歯ざわが最高な、おいしい揚げ出し豆腐ができます。



米粉麺（稲香麺） ６００ｇ 1 米粉麺（稲香麺）は食べやすい長さ（８㎝程度）に
きゅうり ６００ｇ 切りゆでて冷ましておく。
ピッコロハム ５００ｇ
アーモンドダイス ５００ｇ 2 きゅうりを食べやすい大きさに切り、ゆでた稲香麺
コーン ３００ｇ と他の材料とをマヨネーズで和え、塩、こしょうで
ゆで大豆 ５００ｇ 味を調える。
マヨネーズ ５００ｇ
塩 適量
こしょう 適量

料理：松江市立八雲学校給食センター

　　　　長島管理栄養士

　　　　　＊稲香麺・・・ＪＡくにびきで製造している米粉麺の商品名です。

中国四国農政局・中国四国米粉食品普及推進協議会

材料と分量

（４～５人分） 作　り　方

ココがおいしさの決め手

アーモンドダイスと、マヨネーズの相性が絶品です。
稲香麺の独特な歯ごたえで、咀嚼力が付き、ゆで大豆も入っているので、栄
誉満点。



米粉麺（稲香麺）６０ｇ 1 米粉麺（稲香麺）は長さ約８㎝に切り、茹でて冷まして

ロースハム ４０ｇ おく。

キャベツ ８０ｇ

キュウリ ３０ｇ 2 ロースハムは５㎜幅に、キャベツ、にんじんはせん切り

にんじん ３０ｇ に、キュウリは小口切りにし、どれも茹でて冷ましておく。

塩 少々

ごまドレッシング ２５ｇ 3 材料を塩と、ごまドレッシングで和え、味を見ながら

整える。

料理：松江市立南・北・西給食センター

　　　　菊池栄養士

　　　　　　　＊稲香麺・・・ＪＡくにびきで製造している米粉麺の商品名です。

中国四国農政局・中国四国米粉食品普及推進協議会

材料と分量

（４人分） 作　り　方

ワンポイントアドバイス

ロースハムの代わりに、ツナなどでもおいしく作れます。
ドレッシングもお好みのものや、マヨネーズでも。

（ご紹介のレシピは、学校給食用で、野菜が茹でてあります。ご家庭で作ら
れる時は、茹でない野菜でもお試し下さい。）



●材料と分量（４人分） ●作り方

　鶏もも肉・・・・１枚 ①　上新粉と牛乳をまぜる。　

　たまねぎ・・・・１コ

　にんじん・・・・１本 ②　２センチ角に切った鶏もも肉を皮目から焼く。

　じゃがいも・・・４コ

　ブロッコリー・・適量 ③　鍋に、焼いた肉とくし切りにしたたまねぎ、

　上新粉・・・・・大さじ４ 　　乱切りにしたにんじんとじゃがいもを入れ

　牛乳・・・・・・カップ２ 　　塩・こしょうをふる。

　塩・・・・・・・少々 　　　

　こしょう・・・・少々 ④　水を加えて柔らかくなるまでゆっくり煮る。

　水・・・・・・・カップ２ 　　最後に、ブロッコリーを入れる。

⑤　野菜が柔らかくなったら、①を鍋に加えて軽く

　　煮る。とろみがついたらできあがり。

料理/Japan Home Baking School　岡崎　明美

お好みで青味野菜（アスパラガス・ブロッコリー

などを茹でて加えてもよい。
ルーを使わないからカロリーダウンになります。
米粉が牛乳にサッ！と溶け手軽に作れます。

中国四国農政局・中国四国米粉食品普及推進協議会



●材料と分量（４人分） 　●作り方

　ごはん・・・・・・１００ｇ ①　玉ねぎをみじん切りにする。

　牛乳・・・・・・・１００ｃｃ

　玉ねぎ・・・・・・５０ｇ ②　フライパンに油大さじ１／２を入れ、玉ねぎを

　チーズ・・・・・・５０ｇ 　　透き通るまで炒める。

　塩・・・・・・・・少々

　こしょう・・・・・少々 ③　鍋にごはんと牛乳を入れ、焦げないようにかき

＜衣＞ 　　混ぜながら加熱する。

　パン粉・・・・・・大さじ４

　卵・・・・・・・・１／２個 ④　③がねっとりしてきたら②の玉ねぎを加え、塩、

　上新粉・・・・・・大さじ１ 　　こしょうで味をつける。再びねっとりするまで

　揚げ油・・・・・・適宜 　　焦げないようにかき混ぜながら加熱する。

＜つけ合わせ＞

　レタス・・・・・・４枚 ⑤　④の粘りが出て少しかたくなってきたら、バット　

　トマト・・・・・・大１個 　　に薄く広げて冷やす。

⑥　⑤の生地を８分割し、中に小さく切ったチーズを

　　包んで俵型にまとめる。

⑦　⑥に上新粉をまぶしつける。

⑧　卵を溶いて⑦にまぶし、パン粉をつける。

⑨　中温の油で、カリッときつね色になるまで揚げる。

⑩　油をきり、レタス、トマトを切って盛り付ける。

提供：岡山県米粉食品普及推進協議会

残りごはんでもＯＫ！
米粉を使った揚げ物は、油切れもよく、
油の吸収も少ないので軽い仕上がりに。

中国四国農政局・中国四国米粉食品普及推進協議会



●材料と分量（２人分） ●作り方

　米粉麺（おこめん）・・・・・１袋 ①　じゃがいも、にんじん、玉ねぎは、

　じゃがいも・・・・・・・１００ｇ 　全て１㎝に切る。トマトは、湯むき

　にんじん・・・・・・・・・４０ｇ 　をして種をとってざく切り、ウイン

　玉ねぎ・・・・・・・・・１／２個 　ナーは、１㎝角に切る。

　トマト・・・・・・・・・・・１個

　ウインナー・・・・・・・・・６本 ②　水に固形スープを入れて、じゃが

　水・・・・・・・・・・・・・５Ｃ 　いも、にんじん、玉ねぎを加える。

　固形スープ・・・・・・・・・２個 　トマトを入れて、ウインナーと２㎝

　ラーメンのスープ・・大さじ１～２ 　長さに切った米粉麺（おこめん）と

　ラーメンスープ大さじ１～２を加える。

＊おこめん・・・（有）大和で製造している米粉麺の商品名です。
　　　　

中国四国農政局・中国四国米粉食品普及推進協議会

あっさりとしためんだから、スープの具にも・・お夜食にもどうぞ・・・

レシピ作成者：大倉由美（広島県栄養士会会員）



●材料と分量（４人分） ●作り方

　米粉麺（おこめん）・・６０ｇ ①　ボールに(A)と（Ｂ）を入

かためにゆでる 　れ、まぜる。

　焼き豚・・・・・１００ｇ

細切り 　　　　　　　　（Ａ） ②　春巻きの皮で①を包む。

　生しいたけ・・・４枚 （端を水溶き小麦粉でとじる）

細切り

　白葱・・・・・・１本 ③　中温の油で揚げる。

たて半分に切って、細切り

　しょうゆ・・・・大さじ１／２

　塩・・・・・・・小さじ１／２

　こしょう・・・・少々

　ごま油・・・・・大さじ１

　春巻きの皮・・・８枚

　小麦粉・・・・・大さじ１

大さじ１の水で溶く

　揚げ油・・・・・適量

　付け合わせ・・・トマト、パセリ

＊おこめん・・・（有）大和で製造している米粉麺の商品名です。

中国四国農政局・中国四国米粉食品普及推進協議会

(Ｂ）
）

レシピ作成者：近藤(広島県栄養士会会員）



●材料と分量（２人分） ●作り方

卵・・・・・・・・・２こ ①　(A)をこして、米粉麺

よくほぐす 　（おこめん）と共に茶碗蒸し

出し汁・・・・・・・３００cc 　の器に入れ、蒸し上がった

塩・・・・・・・・・小さじ1/2弱　　卵とまぜる 　蒸し器に入れ、弱火で２０

しょうゆ・・・・・・少々 　分蒸す。

米粉麺（おこめん）・１２０ｇ

かために下ゆでする ②　(B)を鍋に入れ、煮る。

ブラックタイガー・・２尾 　火が通ったら、片栗粉でと

殻と背わたをとって１㎝に切る 　ろみをつける。

ぎんなん（缶詰め）・８こ

生しいたけ・・・・・大１枚 ③　①の上に②のあんかけを

１㎝角に切る 　かける。

いんげん豆・・・・・２本

１㎝長さに切る

出し汁・・・・・・・２００cc

しょうゆ・・・・・・少々

塩・・・・・・・・・少々

酒・・・・・・・・・小さじ１

片栗粉・・・・・・・小さじ２

水でとく

＊おこめん・・・（有）大和で製造している米粉麺の商品名です。

中国四国農政局・中国四国米粉食品普及推進協議会

(A)
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レシピ作成者：近藤(広島県栄養士会会員）
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●材料と分量（4人分） ●作り方

　豚肉のうすぎり・３００ｇ ①　豚肉のうすぎりを一口大に切り、　

　にんにく・・・ １/２かけ 　　にんにくのみじん切り、しょうゆ、

　しょうゆ・・・ 大さじ１/２ 　　お酒をまぶして１０分おく。

　お酒・・・・・ 大さじ１

　上新粉・・・・ 適量 ②　Ａを混ぜ合わせ、タレをつくる。

　　　しょうゆ・ 大さじ１

Ａ　　酢・・・・ 大さじ１ ③　①の豚肉をペーパータオルで汁気をとり、

　　　ごま油・・ 小さじ１ 　　上新粉をまぶす。　

　　　だし汁・・ 小さじ１

　　　唐辛子・・ 適量 ②　揚げ油を熱し、③の豚肉をカリッと

　揚げ油・・・・ 適量 　　揚げる。

④　器に揚げた豚肉をもり、いただく

　　直前に②のタレをかける。

レシピ提供：栄養士ネットワークぽこぽこ

　ワンポイントアドバイス！ 大根おろしをかけ、ポン酢で食べてもおいしいです。

米粉だと、カラッと揚がり、べとつきにくいです。
にんにくを入れる代わりに、にんにくじょうゆでもOK。

中国四国農政局・中国四国米粉食品普及推進協議会



●材料と分量（４人分） ●作り方

　むきえび・・・・４０ｇ ①　むきえび、玉ねぎ、にんじん、ピーマンはみじん切

　玉ねぎ・・・・・８０ｇ 　　りにする。

　にんじん・・・・２０ｇ

　ピーマン・・・・２０ｇ ②　ボールにもち粉、鶏ひき肉、わかめごはんの素と①

　もち粉・・・・・１００ｇ 　　を入れ、さらに牛乳を加えこねて丸く平らにする。

　鶏ひき肉・・・・８０ｇ

　わかめごはんの素４ｇ ③　油できつね色になるまで揚げる。

　牛乳・・・・・・６０ｃｃ

　そば米・・・・・５０ｇ ④　鍋にＡを入れ、ひと煮立ちしたらゼラチンを加え、

　揚げ油・・・・・適量 　　よく混ぜ溶かす。

　油・・・・・・・大さじ３

⑤　油でそば米をよく炒り、炒りそば米を作る。

　だし汁・・・・・９０ml

Ａ　薄口醤油・・・・小さじ２ ⑥　③に④をかけ、⑤を散らす。

　みりん・・・・・小さじ２

　粉ゼラチン・・・１ｇ

料理/（社）徳島県栄養士会　地域活動栄養士協議会　佐藤　美子

　香ばしく揚げたもち米とカリカリそば米の歯ざわり、

　そして栄養たっぷりの具をお召し上がり下さい。

中国四国農政局・中国四国米粉食品普及推進協議会



●材料と分量（４人分） 　●作り方

Ａ 　さつまいも・・・・１００ｇ ①　さつまいもを茹でてつぶし、その他のＡの材

　上新粉・・・・・・５０ｇ 　　料を混ぜてこねる。

　卵・・・・・・・・ 1/2個

　パルメザンチーズ・少々 ②　①を直径３㎝の棒状にのばし、１㎝幅で切り、

　塩・・・・・・・・少々 　　角を丸めて表面にフォークですじ目を入れて

　コショウ・・・・・少々 　　（熱をとおりやすくするため）、茹でておく。

　玉ねぎ・・・・・・５０ｇ ③　鍋にスライスした玉ねぎをサラダ油で透明に

　トマト・・・・・・１００ｇ 　　なるまで炒めて、水、コンソメを加えて沸騰

　わかめ（乾燥）・・３ｇ 　　させる。

　水・・・・・・・・６００ｃｃ

　コンソメ・・・・・１個 ④　湯むきしたトマトを１ｃｍ角の角切りにして、　

　塩・・・・・・・・少々 　　もどしたわかめを③に入れ、塩、コショウで

　コショウ・・・・・少々 　　味を整えた後に②を入れる。

　サラダ油・・・・・小さじ１

　すだち・・・・・・１個 ⑤　器に入れてすだちの輪切りを浮かべる。

  料理/（社）徳島県栄養士会　地域活動栄養士協議会　勢井　和美

         子供向けにソーセージの輪切りを加えてもＯＫです。
      大人向けには香辛料を加えると、食欲がわきます。

中国四国農政局・中国四国米粉食品普及推進会
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●材料と分量（４人分） ●作り方

Ａ　豚肉薄切り・・１００g ①　容器にＢの玄米粉と小麦粉、塩を入れ、水１

　【好みの野菜】 　　カップを少しずつ加え混ぜながら練る。

　　だいこん・・・１００g

　　にんじん・・・１００g ②　大根、人参は短冊切り、椎茸はスライスする。

　　しいたけ・・・４枚

　　青ねぎ・・・・２本 ③　鍋にだし汁を入れて加熱し、豚肉と②の野菜を

　　だし汁・・・・６カップ 　　加えて煮る。沸騰したら弱火にしアクをとる。

　　味噌・・・・・適量

　　酒・・・・・・大さじ１ ④　しばらく煮て野菜が柔らかくなった頃に①のす

　　醤油・・・・・少々 　　いとんを好みの大きさにスプーンで落とし入れ

　　る。生地が浮き上がってから、３分程度煮込む。

Ｂ　玄米粉・・・・1/2カップ

　　小麦粉・・・・１カップ ⑤　火をとめて、味噌と調味料で味を調える。

　　水・・・・・・１カップ

　　塩・・・・・・小さじ１ ⑥　汁椀に盛り、上から小口切りした青ネギを散ら

　　して完成。

料理/香川県玄米粉普及研究会

　　ワンポイントアドバイス！
　　　　★団子の食感は水分量で加減できます。玄米粉の風味が味わえる柔らかな団子汁です。

 　　　【参考】玄米粉の栄養を知っていますか？～小麦粉、玄米粉及び白米の栄養素の比較～
　　　(100g当たり）
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区分 蛋白質

(g) 

脂 質 

(g) 

炭水化

物(g) 

ﾋ゙ ﾀﾐﾝ

B1(mg) 

ﾋ゙ ﾀﾐﾝE 

(mg) 

ｶﾘｳﾑ

(mg)

リン

(mg)

鉄 

(mg)

亜鉛 

(mg) 

食物繊維

(g) 

小麦粉① 11.7 1.8 71.6 0.10 0.3 80 75 1.0 0.8 2.7

玄米粉② 6.8 2.7 73.8 0.41 1.3 230 290 2.1 1.8 3.0

白米 6.1 0.9 77.1 0.08 0.2 88 94 0.8 1.4 0.5

②／①（%） 58 150 103 410 433 288 387 210 225 111
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材　料（３枚分）

キャベツ　　　　　３５０ｇ‥‥あらい千切り
ニラ　　　　　　　１００ｇ‥‥２㎝くらいに切る
ニンジン　　　　　１００ｇ‥‥千切りか粗みじん
ジャガイモ　　　　２００ｇ‥‥すりおろしたもの
ヤマイモ　　　　　１５０ｇ‥‥すりおろしたもの
チリメン　　　４０～５０ｇ
牛乳　　　　　　　２００㏄
上新粉　　　　　　　５０ｇ
卵　　　　　　　　　　３個
あれば　もやし
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　適宜

お好み焼きソース
マヨネーズ
青のり
かつおぶし

☆ これに「さごでんぷん」３０ｇを入れると小麦粉の食感に少し近くなります。
☆ 「上新粉」だけで作ると、モチッとした感じに焼き上がり、これもまた何とも
い

提供/四国中央市の主婦　高橋 直美
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材　料（４個分） 合びき肉　　　　　４００ｇ
牛乳　　　　　　　大さじ１杯１／２
卵　　　　　　　　１個
玉ねぎ　　　　　　中１（２００ｇ）
塩・こしょう　　　適宜
あれば　ナツメグ
ケチャップ　　　　大さじ２杯

☆ つなぎにパン粉（パン）のかわりに
 　上新粉を使う４０ｇ

提供/四国中央市の主婦　高橋 直美

作り方

① 玉ネギをみじん切りにする。
② 材料を合わせて、粘りがでるまでよく練り混ぜる。
③ ②の生地を４等分し、生地をたたいて空気を抜き、小判形にまとめる。
④ フライパンに油を熱し、強火で両面に焦げ目がついたら、火を弱めて
　 中まで火を通す。
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上新粉を使った

　　　材　料（４人分）
鶏もも肉 ・・・・・・・700ｇ
卵 ・・・・・・・・・・ ２個
上新粉 ・・・・・・・・100ｇ
　しょうが ・・・・・・ 30ｇ
　ニンニク ・・・・・・ １片
　醤油 ・・・・・・ 大さじ２
　酒 ・・・・・・・ 大さじ１

揚げ油 ・・・・・・・・ 適宜

作り方

①しょうがとニンニクをすり下ろし、
　しょうゆと酒で付け汁を作る。
②付け汁をボウルに入れ、ぶつ切りに
　した鶏もも肉を入れ、よくまぶして
　３０分ほどつける。
③上新粉と卵を加えてよく混ぜる。
④中温の油で揚げる。
⑤一度取り出して、高温で二度揚げす
　る。

　　ワンポイントアドバイス

　　油で揚げる前、付け汁につけた鶏肉に、上新粉をまぶしつけ、とき卵を
　加えよく混ぜあわせます。片栗粉を使った場合より、よりパリッとサクッ
　と仕上がります。揚げたてはもちろん、冷めてもおいしくいただけます。

つ
け
汁

提供/松山市の主婦　重松　　縁



●材料と分量（１０個分） ●作り方

上新粉 ２００ｇ ①ボウルで卵を溶かしてから、砂糖を入れよく混ぜる。
長芋 ２００ｇ 　長芋をすりおろして加え、よく混ぜる。次に上新粉を
卵（大） ２個 　振り入れて混ぜ、サラダ油を加えて混ぜる。
砂糖 １００ｇ
サラダ油 ２０ｇ ②天板にシートを敷き、サラダ油を塗ったスプーンで

　すくって形を整え、１７０度のオーブンで２０分焼
　く。

料理/社団法人　鳥取県栄養士会

　　ワンポイントアドバイス！
少し小さめに焼くとかわいくなります。
アーモンド、いりごま、青のり、ドライフルーツなどをトッピングすると変化が
楽しめます。卵を溶かしたり、長芋を混ぜたりするときに空気をたくさん含ませ
るとふっくらと出来上がります。
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●材料と分量（４人分） ●作り方

　上新粉・・・・・５０ｇ Ａ　米粉に甘酒と牛乳を入れてほどよい固さになるように

Ａ 　甘酒・・・・・・１８０ｃｃ 　　調節する。

　牛乳・・・・・・少々

　上新粉・・・・・５０ｇ Ｂ　米粉に豆乳と抹茶を入れてほどよい固さになるように

Ｂ 　豆乳・・・・・・１８０ｃｃ 　　調節する。

　抹茶・・・・・・少々

　生クリーム・・・適量 ①　Ａ，Ｂをテフロン加工のフライパンで油を敷かずに

　干し柿・・・・・適量 　　蒸し焼きにする。

　あんこ・・・・・適量

　栗の甘露煮・・・適量 ②　Ａにホイップした生クリームと干し柿を包む。

　桜の花の塩漬け・少々

③　Ｂにホイップした生クリーム、あんこ、栗の甘露煮を

　　包む。

④　②③に桜の花の塩漬けを飾る。

　　　御衣黄とは・・・

　　　花の色が緑色した桜の名前で、

　　　哲西町で見る事ができます・・・

提供/新見市（米粉料理コンテスト「優秀作品」）

お好みで季節のフルーツを包んでもＯＫです。

米粉が甘酒や豆乳に溶けやすく手軽に作れます。
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●材料と分量（ケーキ１皿分） 　●作り方

Ａ 　上新粉・・・・・・６０ｇ ①　鍋にＡを入れ、弱火にかけて弾力が出るまで

　牛乳・・・・・・・３００ｃｃ 　　練る。

　ゼラチン・・・・・１５ｇ

　牛乳・・・・・・・３００ｃｃ ②　ジューサーに①とＢをかける。

　砂糖・・・・・・・７０ｇ

Ｂ 　桃の缶詰のシロップ１００ｃｃ ③　②を鍋に戻し、火にかける。（煮ない）

　桃の缶詰の果実・・２個

　卵黄・・・・・・・２個 ④　水でふやかしておいたゼラチンを③に加え

　バニラエッセンス・少々 　　冷やす。

《飾り用》

　ゼラチン・・・・・５ｇ ⑤　④をケーキの型に流し入れ、冷蔵庫で固める。

　桃の缶詰のシロップ２００ｃｃ

　桃の缶詰の果実・・２個 ⑥　飾り用のゼラチンを水でふやかし、桃缶詰め

　　シロップを加えておく。

⑦　冷やし固めた⑤の上にスライスした桃をのせ

　　その上から⑥をかけてさらに冷蔵庫で冷やし

　　固める。

提供/新見市（米粉料理コンテスト「アイデア賞作品」）

お好みで他のフルーツでもできます。
冷たくしても、米粉はほどよいとろみを
保ちます。
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●材料と分量 　●作り方

　米粉（パン用粉）・４００ｇ ①　Ａをすべてボウルに入れ、バターを手のひらで

　イースト・・・・・８ｇ 　　こするようにしてよくまぜる。

Ａ 　砂糖・・・・・・・２４ｇ

　塩・・・・・・・・８ｇ ②　水を回し入れ、よくかき混ぜてひとまとめに

　スキムミルク・・・１２ｇ 　　する。

　水・・・・・・・・２９２ｇ

　バター・・・・・・２４ｇ ③　ひとまとめになったら、てのひらでちぎるよう

　　にして、よくこねる。

④　かたさが出てきたら、パン生地を叩いて打つ。

⑤　生地を５０ｇに分割する。

　　（一口サイズなら１５ｇ）

⑥　生地を丸めて表面が乾かないようにして１５

　　分間寝かせる。

⑦　生地を成型する。

⑧　発酵させる。（湿度を保ち、３５℃で２０分）

⑨　油でカラリと揚げる。
　　（１６０～１７０℃で約３分）

⑩　ドーナッツシュガー等をまぶす。

提供：岡山県米粉食品普及推進協議会

米粉のドーナッツは発酵が一度でいいので
簡単です。
温度が高いと表面があばたになるので
気をつけて。
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●材料と分量 　●作り方
（２６㎝×２６㎝の天板２枚分）

★ 前準備
＜生地＞ ・バターは室温に置いておく。

　米粉（菓子用粉）・９０ｇ ・オーブンに予熱を入れる。

　全卵・・・・・・・３個 ・オーブンシートの準備

　砂糖・・・・・・・９０ｇ

　はちみつ・・・・・５ｇ ①　バターとはちみつをボウルに入れ弱火にかけて

　バター・・・・・・２５ｇ 　　溶かす。

＜クリーム＞

　生クリーム・・・・１５０ml ②　卵をボウルに溶きほぐし砂糖を加え、しっかり

　砂糖・・・・・・・１５ｇ 　　と泡立てる。（温かくした状態で泡立てる。）

③　ボウルに米粉を準備する。①に米粉を少し入れ

　　軽く混ぜなじんだら、ボウルに戻してさらに

　　さっくり混ぜる。

④　オーブンシートを敷いた天板に生地を流し入れ、

　　均等にならし１７０℃のオーブンで約１０分

　　表面がこんがりするまで様子を見ながら焼く。

⑤　焼き上がったら、シートのままで冷ます。

⑥　生クリームと砂糖をボウルに入れて八分立て
　　にする。

⑦　⑤のシートをはがし、新しいオーブンシートに
　　はがした面を下にして乗せ⑦のクリームを
　　３～５㎜の厚さにぬる。

⑧　オーブンシートを持ち上げながら、のり巻きの
　　要領で巻き、巻き終わりを下にして冷蔵庫で
　　約３０分ほどおいてなじませる。

提供：岡山県米粉食品普及推進協議会

バターとはちみつは電子レンジで約３０秒
加熱して溶かしてもよい。
巻く時は、巻き始めをしっかり押さえてひと
巻きし、それから転がすようにする。
くるりと巻いたら紙で包み、上からやさしく
押さえる。
中にお好みのフルーツを入れてもＯＫ！
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●材料と分量（4人分） ●作り方

　卵黄・・・・・ ２個 ①　耐熱ボールに卵黄・砂糖・上新粉を入れ　

　砂糖・・・・・ 大さじ３ 　　泡立て器でよく混ぜる。

　上新粉・・・・ 大さじ２

　牛乳・・・・・ １カップ ②　①に牛乳を少しずつ加えながら混ぜ合わせ　　

　レモン汁・・・ 大さじ１ 　　ラップをかけずに、500Ｗの電子レンジで2分

　 　　くらい加熱する。

　カステラ 　　取り出してよく混ぜたら、再び電子レンジで

　果物 　　2～3分加熱し、沸騰してきたら取り出してな

　　めらかになるまで混ぜる。

③　冷めたらレモン汁を加え冷やす。　

④　器にカステラを敷き、果物をのせカスタード

　　クリームをかける。

　

レシピ提供：栄養士ネットワークぽこぽこ

　　ワンポイントアドバイス！ シュークリームやパンなどにももちろんＯＫ。

アレンジはお好きなもので楽しんでください。

小麦粉で作るより軽い感じになります。
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●材料と分量（４人分） ●作り方

　生クリーム・・・２００cc ①　鍋に玄米粉、黒糖、豆乳を入れ、中火で沸騰さ

　豆乳・・・・・・１００cc 　　せないように温め、材料を溶かします。

　玄米粉（茶）・・大さじ３

　黒糖・・・・・・大さじ３ ②　ゼラチンを振り入れ、木べらでゆっくりと混ぜ

　粉ゼラチン・・・大さじ１ 　　て溶かします。　

　冷水・・・・・・大さじ３ 　　ゼラチンが溶けたら、氷水でボウルの底を冷や

　季節のフルーツ・お好みで 　　しながら、とろみが出るまでゆっくり混ぜます。

③　生クリームを七分立てに泡立てます。　

④　②に生クリームの1/2を入れ、泡だて器でよく

　　混ぜます。

⑤　残りの生クリームの1/2を加えてゴムべらで、

　　すくい混ぜます。生地が均一になったら、器に

　　分け、冷蔵庫で冷やして完成です。

　　お好みで、季節のフルーツを添えてください。

料理/香川県玄米粉普及研究会

　　ワンポイントアドバイス！
　　　　★生クリームを加えずに「ゼリー」にしても、玄米粉の風味であっさり美味しくいただけます。

　　　【参考】焙煎玄米粉は、火を通さなくてもそのまま使えます。

○「焙煎玄米粉」は、玄米に含まれる有効成分を極力損なわずに、消化性がよく、料理にも

使いやすい微粒な玄米全粒粉にしたものです。

○粉は焙煎・加熱殺菌していますので、開封後はそのまま食べていただけます。
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　米粉（ケーキ用粉）１２０ｇ
　卵黄　　　　　　　　　４個
　砂糖　　　　　　　　５０ｇ
　サラダ油　　　　　　８０㏄
　（オリーブ油でもＯＫ！）
　水　　　　　　　　　８０㏄
　ベーキングパウダー　小さじ１杯

＜メレンゲ＞
　卵白　　　　　　　　　５個
　砂糖　　　　　　　　７０ｇ
　塩　　　　　　　小さじ１／５杯

・粉類をふるう（ビニール袋に入れて振る）
・オーブンを温める
・卵は常温に

作り方

提供/四国中央市の主婦　高橋 直美

材　料
（20㎝シフォン型）

備

　　ワンポイントアドバイス
☆ 小麦粉のかわりに米粉で作るシフォンケーキもふかふかです。
☆ そのままでも美味しいけれど、ホイップクリームやフルーツ・ジャムを
添
　 えても良いです。
☆ スポンジケーキのかわりに、このシフォンケーキで作るイチゴのデコ
レーションケーキもオススメです ！

① 卵黄と砂糖を白っぽくなるまで混ぜる。
② サラダ油を少しずつ加えて混ぜる。
　 水を少しずつ加えて混ぜる。
　 粉を入れて混ぜ合わせる。
③ 卵白を泡立ててメレンゲを作る。
　 ☆ボールをひっくりかえしても落ちないくらいしっかり固く泡立てる。
④ ③の半量を生地によく混ぜ込みなじませる。
　 残りの③をさっくり混ぜる。
⑤ 型に生地を流し入れ、型ごと打ちつけて空気を抜く。
⑥ １７０℃オーブンで４０分くらい焼く。
　 焼き上がったら型を逆さまにして冷ます。
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米粉（ケーキ用粉）　　　　１５０ｇ
ベーキングパウダー　　　　小さじ１
バター　　　　　　　　　　　５０ｇ
（マーガリンでもＯＫ！）
バナナ　　　　　　　　　　　　２本
砂糖　　　　　　　　　６０～７０ｇ
卵　　　　　　　　　　　　　　２個
牛乳　　　　　　　　　１／４カップ
バニラエッセンス　　　　　　　適宜

・粉類をふるう（ビニール袋に入れて振る）
・オーブンを温める
・バターをとかす

作り方

① バナナの皮をむき、ボールに入れてフォークで粗くつぶす。
② 砂糖・卵・牛乳を加えて手早く混ぜる。
③ ふるった粉を入れゴムベラで混ぜ合わせる。
④ とかしバターを加え、手早くなじませる。
⑤ パウンド型（18×8㎝）に入れ、１７０℃オーブンで４０分焼く。

材　料
（パウンド型１個分）

下 準 備

ワンポイントアドバイス
☆ パウンド型は耐熱用型が取り出しやすくてよい。
☆ 小麦粉のかわりに米粉で作るバナナケーキです。
　 焼きたてアツアツもよいし、冷めても美味しいで

提供/四国中央市の主婦　高橋 直美



●材料と分量(１８cm型３個分) ●作り方

上新粉 １００ｇ ＜下準備＞
＊マーガリンと卵は室温にもどしておく。

薄力粉 ２４０ｇ ＊上新粉・薄力粉・ベーキングパウダーを
　ふるいにかけておく。

グラニュー糖 ３４０ｇ ＊オーブンは１６０度に予熱しておく。

無塩マーガリン ３４０ｇ ① ボールにマーガリンを入れ、全体がなめらかな
クリーム状になるまで、充分混ぜ合わせる。

卵 Ｍ６個
② 砂糖を２～３回に分けて加え、全体がふわふわ

ベーキングパウダー 小さじ１･１/３ 　状態になるまでハンドミキサーでよく混ぜ合わ
せる。

バニラエッセンス 少々
③ 卵を溶きほぐして、少量ずつ加えながら混ぜ、
バニラエッセンスを加えて更に混ぜる。

④ ふるっておいた粉を加え、練らないように混ぜ
合わせる。

⑤ 型に生地を入れ、表面を平らにし、空気を抜く。

⑥ 予熱しておいたオーブンに入れ約５０分焼く。

⑦ 型から取り出し、そのまま冷やしてから等分に
切り分ける。

料理/高知県立幡多農業高等学校 生活クラブ

中国四国農政局・中国四国米粉食品普及推進協議会

　　ワンポイントアドバイス！ 全工程１時間ちょっとでできます。

生地はよく混ぜないと膨らみません。

できたてよりも冷めたほうがおいいしく
いただけます！（２～３日はＯＫ！）



●材料と分量
　　（マドレーヌ型１２個分）

上新粉 ８０ｇ ① 卵白を角がたつくらい硬く泡立て、砂糖を

ドライあん ６０ｇ 加えてメレンゲを作る。

砂糖 １２０ｇ

小豆 ２００ｇ ② ①に卵黄を加え、更にサラダオイル・小豆

卵 ４個 を加えて混ぜる。

山芋 １/２カップ

青のり 適量 ③ ドライあん・上新粉・ベーキングパウダーを加え、

サラダオイル 小さじ２ 更に、すりおろした山芋を加えて混ぜる。

ベーキングパウダー 小さじ１

④ 型に流し入れ、青のりを上に振りかける。

⑤ 蒸気の立った蒸し器で２０分蒸す。

料理/高知県立幡多農業高等学校 生活クラブ

中国四国農政局・中国四国米粉食品普及推進協議会

●作り方

　　ワンポイントアドバイス！ 全工程３０分程でできます。

しっかり膨らませるために、
メレンゲはしっかりたてましょう！

青のりは生地に混ぜ込んでもＯＫ！



●材料と分量（１０個分） ●作り方

上新粉 ４００ｇ ①里芋とさつまいもの皮をむいて、５㎜ぐらいの厚
里芋 １００ｇ 　さに切る。里芋と水でアク抜きをしたさつまいも
さつまいも １００ｇ 　を鍋に入れ、水を加えて煮る。
水 １０００ml

②上新粉を塊ができないように振り入れ、八分どおり
　火をとおしたら、平らな所に鍋を置いて熱いうち
　にすりこぎでつぶしながら全体を混ぜあわせる。

③１０等分して、水で濡らした手で形を作り、こん
　がりと焼く。

ました。

料理/社団法人　鳥取県栄養士会

　　ワンポイントアドバイス！
上新粉を混ぜるときに、ゆでよもぎ（粉末よもぎ）を加えたり、現代風にチーズ、
スキムミルクなどを混ぜたりしてもよいでしょう。
また、あんこ、野菜、肉、ゆで卵、チーズなどを包んで焼いてもおいしくいただけます。
食べ残ったら１個ずつラップをして冷凍し、食べるときに温めるとよいでしょう。

中国四国農政局・中国四国米粉食品普及推進協議会

まれ、いろいろなお采とい
っしょに食されていました。

昔、お焼きはくず米を製粉
し、里芋で口当たりをなめ
らかにしたり、さつまいも
で甘味をつけたりして食べ
やすく工夫して作られてい

また、郷土料理として親し



　＜笹　巻　き＞ 1 ボウルに上新粉ともち粉を入れぬるま湯を加え、よく

上新粉 ５４０ｇ こねて、一口大の団子（約５０ｇ）を作る。

もち粉 ６０ｇ

ぬるま湯 ３３０㏄～３９０㏄ 2 団子に笹の枝を差し込み、笹の芯葉をかぶせ、笹３～

笹の葉 約１００枚 ４枚で団子を包み、大きめの笹で上部をまとめて巻き

笹の枝 ２０本 付け稲わらで結ぶ。

　　＜た　　れ＞ 3 １０本単位にまとめ、沸騰したお湯で１５分程度ゆで、
上白糖 ６８ｇ 浮き上がってきたら、すくい上げる。
醤油 ５９㏄
みりん １５㏄ 4 たれは材料をよく混ぜ合わせる。
水 １０㏄

料理：雲南市大東学校給食センター

　　　　白神センター長、佐々木栄養士

中国四国農政局・中国四国米粉食品普及推進協議会

材料と分量

（２０個分） 作　り　方

ワンポイントアドバイス

お好みで、きなこなどをつけてお楽しみください。

後日、食べる時には、沸騰したお湯で１０分程度ゆでて下さい。



●材料と分量（１５個分） ●作り方

　もち粉・・・・ ３０ｇ ①　下準備しとて、よもぎの葉先の部分を摘みとり、水荒い　

　上新粉・・・・ ２００ｇ 　　して１ℓの湯に重曹を入れた中で柔らかくゆでる。

　ぬるま湯・・・・１８０cc

　よもぎ（生）・・４０ｇ ②　①を冷水に取ってさらしてアクを取り、固く絞ってこま

　重曹・・・・・・少々 　　かく刻み、すり鉢ですりつぶす。

　こしあん・・・・３００ｇ

③　こしあんはひと口大に丸める。

④　ボールにもち粉、上新粉を入れて指で混ぜ、ぬるま湯を

　　徐々に加えながら耳たぶくらいの固さに指先で混ぜる。

⑤　火が通りやすいようにこぶし大にちぎり、ぬれ布巾を

　　敷いた蒸し器に間隔をあけて並べ、強火で１５分くらい

　　蒸す。

⑥　ぬれ布巾に取ってひとつにまとめ、②のよもぎを加えて、

　　なめらかになり全体に色づくまですりこぎかめん棒で

　　たたきながら、手のひらで力強く練る。

⑦　⑥を１５等分し、手に水をつけて丸く平らにのばし、

　　まん中に、あん玉をおいて包む。

提供/全国穀類工業協同組合

蒸し器のかわりに電子レンジでも簡単にできます。

①練った生地をひと口大にちぎり、水でぬらした
皿に間隔をあけて並べ、霧を吹いて湿らせてから
ラップをかける。
②レンジに５分かけ、指で押して弾力があれば出来
上がり。
米粉をこねる時は水かぬるま湯で。熱湯を使うと
固まってしまいます。
生のよもぎが手に入らない場合は、市販の乾燥よもぎで！

中国四国農政局・中国四国米粉食品普及推進協議会



●材料と分量（４人分） ●作り方

　あずき・・・・ 80ｇ ①　あずきをよく洗って、２カップ位の水で煮る。

　砂糖　・・・・ 80ｇ 　　沸騰したら、弱火で約15分煮る。さましたら

　かぼちゃ・・・ 120ｇ 　　あく汁を捨て、水を入れて再び煮立て、10分位

　米粉・・・・・ 100ｇ 　   煮る。冷ましては水をかえて煮ることを2～3回

　上新粉・もち粉50ｇずつ 　　繰り返し、最後は汁を捨てて、あずきだけざるに

　だし汁・・・・ 41/2カップ 　　あげる。

　塩・・・・・・ 小さじ１

　薄口しょうゆ・ 小さじ1 ②　①のあずきを鍋に入れ、ひたひたの水と砂糖を入

　　 れて、さっと煮る。そのまま味を含ませる。

③　かぼちゃは３センチ位に切りさっと茹でておく

④　上新粉ともち粉を水でこねて、団子にし沸騰した

　　お湯で茹でる。浮いてきたら、冷水にとる。

⑤　だし汁を鍋に入れ塩、薄口しょうゆで調味し、
　　かぼちゃを入れて弱火で煮る。

⑥　②のあずきと④の団子を加えて少し煮て、火を
　　止める。

レシピ提供：栄養士ネットワークぽこぽこ

　　ワンポイントアドバイス！山口県では、冠婚葬祭には必ず作られた郷土料理です。
慶事には紅白、仏事には緑白の団子でおもてなしを
していました。
あずき、団子に加える具は地域で様々、今回はかぼちゃ
を使いましたが、アレンジを楽しんでください。

中国四国農政局・中国四国米粉食品普及推進協議会



●材料と分量（４人分） 　●作り方

　上新粉・・・・・・・８０ｇ ①　上新粉、もち粉、すりおろしたスダチの皮を

　もち粉・・・・・・・１２０ｇ 　　混ぜ合わせ、牛乳を少しずつ加え耳たぶくら

　スダチの皮（あれば）少々 　　いの柔らかさになったら、ふきんをかけ生地

　牛乳・・・・・・・・3/4カップ 　　を１０分程休ませる。

　阿波尾鶏ミンチ・・・１２０ｇ ②　阿波尾鶏ミンチとみじん切りの白ねぎを炒め

　白ねぎ・・・・・・・半本 　　て、砂糖、醤油で味付けし片栗粉でまとめる。

　砂糖・・・・・・・・小さじ１

　醤油・・・・・・・・大さじ1/2 ③　②をあんにして①の皮で丸く包んで蒸す。

　片栗粉・・・・・・・適量

④　コンニャクは４等分して茹でておく。

　コンニャク・・・・・１枚 　　豆腐も４等分して、水切りしておく。

　木綿豆腐・・・・・・１丁 　　じゃがいもは皮のまま茹でて、熱いうちに皮

　じゃがいも・・・・・小４個 　　をむく。

Ａ

　御膳味噌・・・・・・大さじ３ ⑤　鍋にＡを合わせて火にかけ、練り味噌を作る。

（徳島特産赤味噌）

　三温糖（砂糖）・・・大さじ２ ⑥　焼き網、又は油少々を塗ったフライパンに③

　みりん・・・・・・・大さじ２ 　　と④を並べて、きれいな焼き色をつけて串に

　　さし、⑤を塗る。

　　　　徳島の伝統芸能　人形浄瑠璃
　　　の木偶（でこ）人形に似ている
　　　ことから、《でこまわし》と呼
　　　ばれるようになりました。

　　　　コンニャク、じゃがいも、豆
　　　腐などと共に串にさし、練り味
　　　噌をつけていただきます・・・

  料理/（社）徳島県栄養士会　地域活動栄養士協議会　宮本　多美子

         お好みで、練り味噌の中に柚子を絞ったり、ごまを
      入れると、さらに風味が豊かになります。

中国四国農政局・中国四国米粉食品普及推進協議会

（
練
り
味
噌
）



●材料と分量（４人分） ●作り方

　大根・・・・ ３００g ①　大根、にんじんを短冊切りにする。

　にんじん・・・・１００g

　豆腐・・・・ ３００g ②　油あげは熱湯で油抜きをして、せん切りか短冊

　油あげ・・・ ５０g 　　にする。

　玄米粉・・・・・大さじ２

　油・・・・・ 大さじ４ ③　鍋に油を入れて熱し、大根、にんじん、油あげ

　みりん・・・・・大さじ２ 　　をいれて炒める。

　醤油・・・・・・大さじ３

　だし・・・・・・カップ1/2 ④　玄米粉、だし、醤油、みりんを加えて煮る

⑤　柔らかくなったら、水切りした豆腐を手で粗く

　　つぶすようにして加え、豆腐が煮えたら火から

　　おろす。

料理/香川県玄米粉普及研究会

　　ワンポイントアドバイス！
　　　　★最後に卵を入れて、ざっくりと混ぜるとボリュームが更に増します。

　　　　★冬には、この材料に「マンバ」を加えると、香川の郷土料理「まんばのけんちゃん」になります。

　　　【参考】いつものおかずに玄米粉を加えて、栄養バランスをＵＰさせてみませんか？
○カレーやシチュー、煮物に。
   料理が出来上がる少し前に、適量を振り入れます。（４人で大さじ３杯を目安にしてください）
○天ぷらの衣に。
   天ぷら衣に、玄米粉（お好み量で）を混ぜるとカラッと揚がります。

中国四国農政局・中国四国米粉食品普及推進協議会



●材料と分量（４人分） ●作り方

　玄米粉・・・・ ２カップ ①　厚手の鍋に水飴、砂糖を入れ、とろ火にかけて

　水あめ・・・・ ２４０g 　　とかす。

　砂糖・・・・・ ７０g

　まぶし用 ②　①に、玄米粉を２～３回に分けて混ぜながら

  玄米粉・・・・ 適量 　　加える。

③　まな板に玄米粉を敷き、その上で②を指の太

　　さにのばし小口からななめに切る。

④　玄米粉をたっぷりまぶし、缶に入れて保管する。

料理/香川県玄米粉普及研究会

　　ワンポイントアドバイス！
　　　　　　○炒った麦ともち米や大豆を、石うすで砕き、目の細かいふるいにかけた粉を、讃岐では「おちらし」と
　　　　　　　呼んでいます。昔の農村では、おちらしに砂糖を加えて飴に加工して、子供のおやつや砂糖菓子の
　　　　　　　代用として食べられていました。
　　　　　  ○さとうきびの産地であり、自宅で砂糖を搾る習慣のあった東讃地域では、あめを作る際、上白糖では
　　　　　  　 なく、茶褐色で水分やミネラル分を多く含む「ごみ砂糖（白下糖）」を使うことが多かったようです。
　　　　　　○「きなこ」や「しそジュース」を加えると色々な応用が楽しめます。調理の時は、糖分が焦げやすいの
                で、気をつけましょう。

中国四国農政局・中国四国米粉食品普及推進協議会



中国四国農政局・中国四国米粉食品普及推進会

提供/愛媛調理製菓専門学校　楠橋 朋子

　材　料（２０個分）
上新粉        ３００
ｇ
上白糖        ３００
ｇ
熱　湯        ３００
㏄

① ボウルに上新粉と砂糖を入れ、熱湯を少しずつ
　 加えながら混ぜる。
     （耳たぶくらいのかたさまで）
② 蒸し器に同じくらいの大きさにちぎって並べて、
　 約１５分くらい蒸す。
③ 熱いうちによくこねる。
　 * しょうゆの場合は、この時、生姜汁を少し入
     れる。
　 * 色粉の場合は、色粉を水で溶いて少し入れる。
④ 形を整えて、もう一度蒸す。出来上がれば、う
　 ちわであおぎ、表面に艶を出す。

【作り方】

　ワンポイントアドバイス

 　　 《しょうゆもちの由来》
 　しょうゆもちの由来は、松山初代藩主松平定行公が三河の国から移封された時に
 伝えたといわれている。そして慶長の定勝公の頃には、藩の繁栄を祝って、３月の
 節句に家臣に分けたそうだ。以来、松山では、旧暦の３月３日の節句の日に、各家
 庭で必ず作るようになった素朴なお菓子である。風雅なしょうゆの香りと、柔らか
 くしっとりとした口当たりが大変喜ばれており、かつては「ひなあらし」といって
 しょうゆもちの味比べをしたものだ。また大洲地方に行くと、中国の墨の唐木に似
 ていることから「すみがた」とも呼んでいる。
                                          （えひめの郷土料理１００選より）

上新粉を使った



中国四国農政局・中国四国米粉食品普及推進協議会

提供/愛媛調理製菓専門学校　楠橋 朋子

　材　料（３０個分）
上新粉      　    ４００
ｇ
片栗粉        　    １６
ｇ
　（溶き水）    　　３２
㏄
ぬるま湯      　約３２０
㏄

【作り方】

　ワンポイントアドバイス

　３月３日の上巳（じょうし）の節句にひな壇に供える菓子類は、千代結び・
束ねわらび・桃の花など、どれも食べるのではなく見るだけに作られたお菓子
もあるそうです。
　りんまんは、四国松山のひな祭り用郷土菓子。みなさんの郷土のお菓子を見
直してみてはどうでしょうか。

上新粉を使った

① ボウルに上新粉を入れ、分量のぬるま湯を加え、手で捏ねる。
　 残りのぬるま湯を少しずつ加えながら耳たぶ程度の固さまで捏ねつける。
② 蒸し器に濡れ布巾を敷き、生地を小さくちぎって並べ、強火で１０分蒸す。
③ 布巾ごと取り出し、布巾の上から十分にもみ、また②をする。
④ 布巾ごと取り出し、布巾の上から充分にもみ、２～３分程度冷水に浸け、
 　あら熱をぬく。
⑤ 水から取り出し、さらによくもみ、生地をなじませる。
⑥ 片栗粉を分量の水で溶き、生地に加えもみ混ぜる。
⑦ 生地３０ｇに分割して、餡１０ｇを包む。
⑧ 腰を低くして、上部に着色したもち米３色をつける。
⑨ 蒸し器に濡れ布巾を敷いた中に並べ入れ、強火に蒸気で５分蒸す。




