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東京2020オリンピック・パラリンピック大会開催に向け、
トップアスリートなどの地元食材を生かした思い出深い「和食」を紹介します。

私を支えた 「食」
羽根田卓也さん（カヌー日本代表）

私を支えた 「食」連載

家族で食べた「味噌カツ」「とろろ
ご飯」が原動力

私の故郷は愛知県豊田市。元カヌー選手だった父をは
じめ、兄弟とともに幼少期からスポーツに親しんでいま
した。私は7歳から9歳まで器械体操に励み、9歳から父と
兄の影響でカヌーをはじめました。

スポーツ一家でしたが食生活はごく一般的で、和食を
中心とした母の手料理で育ちました。食卓に並んだ郷土
料理の中では、「味噌カツ」が好きでしたね。コクのある赤
味噌（八丁味噌）に鰹だしなどを加えて煮詰めたタレは、
濃厚な味わい。我が家では市販の味噌ダレを使うのが定
番でした。

1987年、愛知県生まれ。高校卒業後、スロバキアの首都ブラチスラヴァに
ある国立コメンスキー大学体育スポーツ学部に進学。同大学大学院修了。
北京、ロンドン、リオと3大会連続でオリンピックに出場し、リオではカ
ヌー競技でアジア人初となる銅メダルを獲得。一躍、カヌーを日本中に知
らしめた。2019年10月、NHK 杯国際カヌースラローム競技大会で3位に入
り、東京2020オリンピック代表に内定。ミキハウス所属。
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味噌カツは、「名古屋めし」と呼ばれるもののひ
とつ。とんかつにかける独特のタレは、赤味噌

（八丁味噌）をベースに鰹だしや砂糖などを加
えたもの。主に東海地方で親しまれ、おでんや
煮込み料理など幅広く使われている。

消化酵素であるアミラーゼを多く含むとろろ
は胃に優しい食品。愛知県では、ごちそうが続
く正月に、食べ過ぎた胃を休ませるため、とろ
ろご飯を食べる習慣がある。

日本初となるカヌー人工コースで練習を重ね
る羽根田さん。

私を支えた 「食」連載

高校卒業後、より充実したトレーニング環境を求めて
カヌーの強豪国スロバキアへ単身で渡り、現地の大学に
通いながら練習を重ねました。スロバキアではワンプレー
トの食事が一般的で、品数が少なく、1食の栄養価が低い
と感じるように。不足している栄養は、スーパーに行って
食材を調達し、自炊して補うようにしていましたね。その
点、多様な食材で栄養が摂れて、バランスの良い和食は理
想的な食事だと思います。

好き嫌いがなく、何でも食べていた私の「食」への意識
が変わったのは、初めてドイツでの世界選手権に出場し
た高校1年生のとき。競技終了後、会場近くでファスト
フードを食べていたら、イタリアの金メダリストが近づ
いてきて「This is not our food.（これは我々の食べ物で
はない）」と言ったんです。憧れていたトップ選手に諭さ
れたことで、食生活の重要性に気づきました。この頃か
ら、独学で栄養の知識を学び、身体に良い食べ物を取捨選
択するようになりました。

「自然薯（じねんじょ）」を使ったとろろご飯も大好物。
毎週末、父と通っていたカヌーの練習場がある矢作川近
くの竹林には、天然の自然薯がたくさん生えていました。
練習が終わると、父とよくパドル（櫂）をスコップ代わり
にして（笑）、自然薯を掘り、その日の夕食にしていまし
た。新鮮なとろろに醤油やだしをかけると、ご飯が何杯で
も進みましたね。

激流に挑む計算しつくされた
繊細な動きに注目

カヌースラローム競技は、コースの20カ所以上に吊る
された2種のゲートを通過しながら、激流を下り、そのス
ピードを競います。緑のゲートは上流から下流へ、赤の
ゲートでは下流から上流へ遡って通過しなければなりま
せん。スラロームには、激流に立ち向かうダイナミックな
イメージがありますが、実はとても繊細な競技。例えば、
ゲートを通過する際は、数センチメートルからミリメー
トル単位までの動きを計算しないと、大きなミスにつな
がります。
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私を支えた 「食」連載

自国開催のオリンピックは
一生に一度の大舞台

私にとっても皆さんにとっても、東京2020は特別な大
会ではないでしょうか。リオ五輪以降、カヌー競技に注目
いただき、応援してくださる人が増えたことは、私の励み
になっています。苦しい場面でも、皆さんから届く声援が
大きな力になります。観戦時はぜひ「アップ、アップ」と
エールを送ってください。今大会を機に建設されたコー
スは、難易度が高く、挑戦のしがいがあるコース。私も自
国開催のオリンピックという一生に一度の大舞台で最大
限の力を発揮し、期待に応えられる結果を残したいと思っ
ています。

競技生活の傍ら、メディア出演や企業のアン
バサダーを務めながら、カヌーの魅力を伝え
ている。

カヌースラローム競技のルールとメダルへの道
東京2020オリンピックのカヌースラローム

は2020年7月26日から31日、東京都江戸川区
のカヌー・スラロームセンターで行われる

（2019年11月時点）。
カヌーは、ブレード（水かき）が片端だけの

パドルで行うカナディアンカヌーと両端ある
パドルで行うカヤックの2種類がある。変化
に富んだ流れのある川に、2本のポールをぶ
ら下げたゲートを20前後設け、これに触れな
いように通過しながら上流から下流へと下る

ワイルドなタイムレース。ゲートのうち6個か
ら7個は、上流に向かって通過しなくてはなら
ず、ゲートに触れた場合は2秒、決められた順
に通過しなかった場合は50秒が、スタートか
らゴールまでの時間に加算される。この総時
間数が少ない選手が上位者となる。

激流の中で艇を自由に操る技術力やバラン
ス力に加え、川の流れや波の状況、風を読み
ながら敏捷性（びんしょうせい）を発揮する選
手が勝利に近づく。

コースを進むイメージングをシビアに行っていても、ミ
スをする可能性が随所に潜んでいます。小さな油断が順
位を下げてしまうので、試合では冷静な判断力、対応力を
発揮できる選手が勝利に近づくのです。その時々の水の
流れを読み、波を味方につける選手の技術力、バランス力
が詰まったパフォーマンスにぜひ、注目してください。よ
りスリリングに観戦できると思います。
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ご当地の味探訪

地方の特産品や伝統工芸品などが販売されている「ア
ンテナショップ」。地元の懐かしい味に親しんだり、観光
気分を味わえたりと、訪れる人によってさまざまな楽しみ
方ができます。

イートインスペースやレストランが併設されていると
ころもあり、郷土料理が食べられるのもうれしいポイン
ト。イベントなども盛んで、その土地の新たな魅力の発見
の場にもなっています。

全国の名産品を手に入れる
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おいでませ 山口館

アンテナショップの魅力とは？
今回アンテナショップを案内するのは、全国各地の郷
土料理に精通しているクック井上。さん。その魅力につい
て語ります。

「旅行で日本全国を回ることって、よほど出張が多い仕
事とかしてない限り難しいと思うんです。でもアンテナ
ショップなら、気軽に旅行した気分を味わえちゃいます
から、ぜひ回ってみてほしいですね。まだ行ったことがな
い土地のアンテナショップをめぐれば、人生が豊かにな
ると思いますし、昔旅した土地のアンテナショップを訪
れて、懐かしむのもいいんじゃないでしょうか。同じ日本
でも、こんなに文化が違うんだ、と実感できると思います」

クック井上。
アンテナショップ案内人

お笑いコンビ「ツインクル」。
芸人でありながら、フードコー
ディネーター、食育インスト
ラクターや野菜ソムリエなど
食に関する多彩な資格を持
ち、食のイベントMC、料理教
室講師などでも活躍。

ご当地の味探訪／全国の名産品を手に入れる特集1

今回、東京都内でアンテナショップが多く集まってい
る有楽町・銀座エリアと、東京・日本橋エリアをめぐりま
した。どちらもJR東京駅・有楽町駅から徒歩圏内です。

（注1）2020年2月下旬（予定）まで改装工事中
（注2）�2020年1月31日閉館。同年春ごろに東宝日比谷ビル「日比谷シャンテ」内に

新店舗オープン予定
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今回めぐったアンテナショップ

北海道　北海道どさんこプラザ
　	 	P08

高知県　まるごと高知
　	 	P20

山形県　おいしい山形プラザ
　	 		P12

長崎県　日本橋	長崎館
　	 	P25

滋賀県　ここ滋賀
　	 	P16

ご当地の味探訪／全国の名産品を手に入れる特集1
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食べ歩きにもお土産探しにも！

「北海道どさんこプラザ」

「北海道どさんこプラザ有楽町店」店長・川合洋平さん（左）。「乳製品や海産物、ワインなど、北海道ならではのおいしいものを取りそろえています」

JR有楽町駅前の東京交通会館1
階にあり、大勢の人でにぎわう「北
海道どさんこプラザ」。人気の菓子
類や、ソフトクリーム、コロッケの
他、名産品の数々が販売されてい
ます。

所在地：東京都千代田区有楽町
2-10-1東京交通会館1階

ご当地の味探訪／「北海道どさんこプラザ」特集1
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クック井上。さんがまず手に
取ったのは……。
「見てくださいよ、この根ぼっけ
といわし丸干し。めちゃ厚、めちゃ
安ですよ」。所狭しと冷凍コーナー
に並ぶのは、北海道ならではの海
の幸。

「ルーキーズ」コーナーは、北海
道外で販売を開始してから１年以
内の商品を紹介するコーナー。年
に4回入れ替え、販売期間中に売り
上げの良かった商品は、定番化す
ることも。「新名産になりうる期待
の商品がそろっているんですね」
（クック井上。）

海鮮の売れ筋は、「焼きさんまめ
し」（（株）ヱビスパック）。サンマを
いかめしのタレに漬け、中にご飯
を詰めたもの。しょうがの風味が
食欲をそそります。

ご当地の味探訪／「北海道どさんこプラザ」特集1
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店長の川合さんおすすめ「カチョカヴァロチーズ」は、本場イタリアの職
人が北海道に移住して作っているもの。「家族で楽しんだり、ホームパーティ
とかでお客さんに出したりしたら、すごく喜ばれますよね」（クック井上。）

クック井上。さんのお気に入り
は、「ぎょうじゃにんにくしょうゆ
漬」（（株）占冠山村産業振興公社）。
北海道を代表する山菜、行者にん
にくを使用。「そのまま食べても、
ちょっと餃子に入れてもおいしい
ですよ」

ご当地の味探訪／「北海道どさんこプラザ」特集1

「イタリア職人がつくるカ
チョカヴァロ」（（株）ファッ
トリアビオ北海道）。北海道
産生乳を100パーセント使
用。そのままはもちろん、焼
けばさらに濃厚な香りが楽
しめます。
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売り上げ1位は、ソフトクリーム。
バニラと夕張メロン、ミックスの3
種類から選べます。「バニラソフト
は乳製品99.6パーセントとのこと
で、すごく濃厚かと思ったら、さ
らっと食べられてすっきりした味
わい！」（クック井上。）

楢（なら）や桜の木でいぶし、こ
だわりの製法で仕上げた香ばし
い漬物。1本1本丁寧に漬けたふ
るさとの味。噛めば噛むほど香
りが広がる。

地元名産の納豆に切り干し大
根、醤油、みりんを混ぜた茨城伝
統の総菜。そのままご飯にのせ
て食べてもよし、酒のつまみとし
てもよし。

新鮮なスルメイカを細かく切っ
たものに、塩とイカのワタをあ
え、イカスミでコクを出した塩
辛。大根おろしやゆずなどの薬
味を加えてもおいしい。

北海道どさんこプラザ

全国のおすすめ産品
〜郷土のご飯のとも編〜

秋田特産 いぶりがっこ
（松倉農産物生産加工所）

秋田県 茨城県 富山県

そぼろ納豆
（だるま食品（株））

いか黒作り
（富山県いきいき物産（株））

ご当地の味探訪／「北海道どさんこプラザ」特集1

https://www.dosanko-plaza.jp/
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地元の伝統野菜が手に入ると評判！

「おいしい山形プラザ」

「おいしい山形プラザ」店長・保科義和さん。「山形の伝統野菜の品ぞろえが豊富です。スーパーマーケットのような身近な感覚で、ぜひ立ち寄ってほしいですね」

山形県の美味がそろった「おい
しい山形プラザ」。米沢牛から、
ラーメン、地元の銘菓といったも
のまでそろい、観光客に人気です。
また、新鮮な野菜や果物が多く並
んでいて、銀座周辺の会社員から
も支持を集めています。

所在地：東京都中央区銀座1-5-10
ギンザファーストファイブビル1
階、2階

ご当地の味探訪／「おいしい山形プラザ」特集1
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山形といえば、芋煮！�里芋の種
類もたくさん。量り売りで販売さ
れています。

「米沢牛コンビーフ」（（株）ファイ
ン）。最小限の香辛料で味を調え、
肉本来のうま味を引き出していま
す。「高級品かと思いきや、手ごろ
ですよ！」（クック井上。）

「鳥中華」（（株）みうら食品）。こ
の袋麺は、そばつゆをベースにし
た鶏がら味の和風中華そば。元は
山形の老舗そば屋で生まれ、鶏肉、
揚げ玉などをのせて食べられてい
る料理。

ご当地の味探訪／「おいしい山形プラザ」特集1
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店長・保科さんのおすすめは、パ
リッとした食感がおいしい「温海
のかぶら漬�赤かぶ」（一霞温海かぶ
生産組合）。温海（あつみ）かぶは山
形の伝統野菜。自然農法で栽培さ
れた温海かぶを漬けた、冬の庄内
を代表する味。

山形名物のだし入り醤油、左が
「うまいたれ」（（株）平山孫兵衛商
店）、右が「味マルジュウ」（（株）丸
十大屋）。山形では1家庭に1本と
いわれているほど定番。「芋煮の味
付けやめんつゆがわりに。豆腐や
刺身にもおすすめです」（保科さん）

クック井上。さんが心惹かれた
のが山菜を使った郷土料理「真室
川漬」、「蕗甘露煮」（佐藤商店）。
「パッケージもいいし、小鉢に盛れ
ば『気の利いたの出てきたね』って
家族も喜びますよ」。

ご当地の味探訪／「おいしい山形プラザ」特集1
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大阪でポン酢といえばこれ。徳
島県特産のすだち、ゆこう、ゆず
の純天然果汁を主原料にしたポ
ン酢。水炊きなどの鍋料理や、焼
肉、酢の物、餃子のタレにも。

広島の名産・レモンの果汁と皮、
酢、唐辛子、藻塩をブレンドした
辛味調味料。パスタ、ピザ、肉や
魚料理など、数滴かけるだけで
後を引くおいしさに。

食塩、こしょう、野菜粉末、醤油、
ナツメグなどが原料。肉、魚、野
菜料理などにひと振りすればス
パイシーに香り立つ。宮崎では
おなじみの調味料。

おいしい山形プラザ

全国のおすすめ産品
〜郷土の調味料編〜

完全味つけ 旭ポンズ
（（株）旭食品）

大阪府 広島県 宮崎県

レモスコ
（瀬戸内レモン農園）

マキシマム
（（株）中村食肉）

他では味わえない山形のソウル
フード、「玉こんにゃく」が店頭で
楽しめます。「タレを煮からめたこ
んにゃくは味がしみてる！�からし
を付ければ、さらにおいしい！」

ご当地の味探訪／「おいしい山形プラザ」特集1

https://oishii-yamagata.jp/


16 January  2020

発酵食と近江牛が自慢！

「ここ滋賀」

「ここ滋賀」スタッフ・熊井ことみさん。「滋賀県は知れば知るほど魅力を感じます。ぜひお越しください」

東京メトロの日本橋駅からほど
近い「ここ滋賀」は、滋賀の魅力を
さまざまな角度から伝えるイベン
トを開催したり、特産品・伝統工芸
品などを販売したりしています。
近江牛をはじめ、滋賀の食材をふ
んだんに使った料理が味わえるレ
ストランも人気です。

所在地：東京都中央区日本橋2-7-1

ご当地の味探訪／「ここ滋賀」特集1



17 January  2020

「お肉のうま味とスパイスの味わ
いが最高」とクック井上。さんのお
気に入り。左が「近江牛プレミア
ムビーフカレー」（（株）松喜屋）、右
が「近江牛カレー『超絶』」（元三
フード（株））

ご当地の味探訪／「ここ滋賀」特集1

オープンからずっと売上1位なの
が、滋賀県民が愛してやまない郷土
料理「鮒（ふな）ずし」。琵琶湖産の
ニゴロブナを炊いたご飯と塩で漬
けた発酵食品で、独特の香りとうま
味があります。「乙なうまいものは、
お酒とよく合うんですよ」（クック
井上。）写真は、「おためし鮒寿し」
（（有）魚治）。

「みずかがみ」は、滋賀県で開発
された米。冷めてもおいしいと評
判で、お弁当やおにぎりにもピッタ
リ。「炊きたては、信楽焼の上質な
茶碗で食べたいですね！」（クック
井上。）



18 January  2020

今では希少な在来種で、農家さ
んが手摘みした茶葉で作っている
「政所茶」（（株）政所園）。「おいしい
し、急須にいれて、5回くらいは味
が出ます」（熊井さん）

ご当地の味探訪／「ここ滋賀」特集1

店頭で買って味わえる「近江牛
のメンチカツサンド」。「肉肉しい食
感とうま味たっぷりの贅沢な味が
最高！」。



19 January  2020

「レモン牛乳」の名でも親しまれ
ている乳飲料。レモン果汁は
入っていないが、砂糖などで甘味
を足し、天然着色料でレモンの
ような色合いに。県内では小売
店などでよく見かけるほど定番。

珠洲（すず）市で製造されている
希少な揚げ浜塩を使ったサイ
ダー。まろやかで塩味がほのか
に残り、すっきりとした甘みが特
徴。

茶所、静岡の緑茶を使用した緑
色のコーラ。コーラのうま味に
茶の渋みが加わり、すっきりした
後味が楽しめる。

ここ滋賀

全国のおすすめ産品
〜郷土の飲み物編〜

関東・栃木レモン
（栃木乳業（株））

栃木県 石川県 静岡県

奥能登地サイダー
しおサイダー

（（株）Ante）

しずおか茶コーラ
（木村飲料（株））

滋賀の名物や地酒が楽しめるレ
ストラン「日本橋�滋賀乃味」が2階
に。料理を盛りつける器などは地
元の信楽焼が中心。鮒ずしのご飯
をだしに使ったオリジナルのうま
酸っぱい発酵鍋がおすすめ。

ご当地の味探訪／「ここ滋賀」特集1

https://cocoshiga.jp/


20 January  2020

海産物や酒が豊富にそろう！

「まるごと高知」

「まるごと高知」スタッフ・廣田美智子さん。「手焼きのワラでいぶした香りがいいカツオのタタキなど、高知のおいしいものがそろっています」

物産品の販売のみならず、文化、
観光情報など高知の魅力を発信し
ている「まるごと高知」。2階には
伝統の土佐料理や高知の食材を生
かした料理が楽しめるレストラン
も。

所在地：東京都中央区銀座1-3-13

ご当地の味探訪／「まるごと高知」特集1



21 January  2020

クック井上。さんが「おすすめが
ある！」と真っ先に手に取ったの
は、このふたつ。コーヒーはお店を
出したいくらいおいしく、宗田節は
自宅でも使っているそう。

「くるくるマドラー式コー
ヒーバッグ」（（株）四万十セ
ラードコーヒー）。四万十の
間伐材の炭で焙煎。炭焼き
の香り高い味をブラックの
他、ミルクを入れても。

「だしが良くでる宗田節」
（（株）ウェルカムジョン万カ
ンパニー）瓶の中に40グラ
ムの宗田節が入っていて、
醤油を注ぐだけでコクのあ
るだし醤油が作れます。

一本釣りで水揚げされたカツオ
を、職人が丹精込めてワラ焼き。焼
き上げてすぐ急速冷凍・真空パッ
クした「龍馬タタキ」（（株）ハマヤ）。

ご当地の味探訪／「まるごと高知」特集1



22 January  2020

カツオの加工品は、他にも100商
品近く棚に並んでいます。ご飯の
ともにもぴったりな「かつおス
ティック」は、塩レモンやにんにく
味など種類が豊富。

続いて見つけたのが、デザインも素
敵な「ORIGINAL�BLEND�JAPANESE�
�DASHI�DRIP」（しまんと百笑かん
ぱに（株））。「だしをとるのは面倒
という人も、こういうパックをきっ
かけにだしに親しめるといいです
ね」

「柚香」（山間屋）農薬を使
わずに栽培されたゆずを使
用。パンにのせてジャムのよ
うに、ご飯の箸休めにも。

広報・横山久志さんのお気に入り「柚香」は、ゆずの皮を砂糖で炊いた土佐
の伝統食。「ポークソテーに入れたら、ぐんと味わい深くなりそう」（クック井
上。）

ご当地の味探訪／「まるごと高知」特集1



23 January  2020

醤油の甘みと刻みしょうがの辛
さが合う「万能おかず生姜」（（株）
四国健商）。「ご飯のおともや豆腐
の薬味はもちろん、豚肉のしょうが
焼きのタレにしてもおいしそう！」
（クック井上。）

高知といえばお酒。地下1階の
「とさ蔵」では酔鯨酒造（株）の他、
高知の蔵元18蔵全部の酒がそろい
ます。「高知のお酒は淡麗辛口。ど
んな食事にも合うし、ずっと飲んで
いられる！」

まるごと高知

ご当地の味探訪／「まるごと高知」特集1

https://www.marugotokochi.com/


24 January  2020

全国ご当地カレーグランプリで
優勝し、日本一になったカレー。
北本市の名産トマトを使用し、
トマトの酸味とうま味が広がる
風味豊かな一品。

淡路島の名産、玉ねぎがまるご
と1個入ったカレー。玉ねぎはス
プーンで崩れるほど柔らかく煮
込んである。

沖縄産のゴーヤーを使った中辛
カレー。隠し味のパインアップ
ルがゴーヤーの苦みをまろやか
にしていて食べやすい。

全国のおすすめ産品
〜郷土のカレー編〜

北本トマトカレー
（北本市観光協会）

埼玉県 兵庫県 沖縄県

淡路島玉ねぎ
まるごとカレー

（（株）うずのくに南あわじ）

ゴーヤーカレー
（沖縄ハム総合食品（株））

ご当地の味探訪／「まるごと高知」特集1



25 January  2020

和洋折衷なグルメもたくさん！

「日本橋 長崎館」

「日本橋�長崎館」店長・佐藤智仁さん。「カステラやちゃんぽんといった名産品のほか、首都圏ではここでしか買えない新商品もご用意しています」

長崎の食・文化・観光などの魅力
を発信する「日本橋�長崎館」。長
崎ゆかりの日本橋に位置し、観光
案内やイベントなども多数行うほ
か、長崎の味が食べられるイート
インスペースでの軽食も評判です。

所在地：東京都中央区日本橋2-1-3�
アーバンネット日本橋二丁目ビル
1階

ご当地の味探訪／「日本橋 長崎館」特集1



26 January  2020

「ちょっとこれ、見てください
よ！」とクック井上。さんが真っ先
に向かったのは、鮮魚売り場です。
「生の魚が売ってるなんて！酒のつ
まみに刺身でいただけたら最高で
すね」。マダイやヒラマサなどが
次々と売れていき、開店後すぐに完
売しました。お買い求めはお早め
に。

ちゃんぽんの麺をナポリタン風
に味つけた「長崎新名物�ちゃポリ
タン」は、長崎の新名物。「からすみ
パウダー」と「からすみパスタオイ
ル」は、「パスタに少しかけるだけ
で、ハイカラな味に！」

売り上げ1位は、カステラ。「琴海
の心」（（株）琴海堂）は和三盆を
使っていて、上品な味わいで人気。

ご当地の味探訪／「日本橋 長崎館」特集1



27 January  2020

「長崎新名物�ちゃポリタン」（（株）
白雪食品）。ちゃんぽん麺とケ
チャップ味の相性抜群。ちゃん
ぽんに次ぐ新名物として地元で
人気の料理。

「からすみパウダー」（（有）藤井か
らすみ店）。長崎県産の脂ののっ
たボラの卵巣を使ったからすみ
を、丁寧にほぐしパウダーに。

「からすみパスタオイル」（（株）小
野原本店）。オリーブオイルにか
らすみ、にんにく、唐辛子が入っ
ているので、かけるだけでおいし
いパスタに。

「金蝶ウスターソース」
（チョーコー醤油（株））20種
類以上のスパイスを使った、
ぴりりとスパイシーで酸味
の効いたウスターソース。

長崎出身のお笑い芸人だというアルバイトの岩本さんのおすすめは、「金
蝶ウスターソース」。「長崎でウスターソースといえば、これですね。皿うど
んによく使います」

ご当地の味探訪／「日本橋 長崎館」特集1



28 January  2020

麦焼酎発祥の地だといわれてい
る長崎県・壱岐。カシの木の樽で長
期熟成したという「壱岐っ娘　
Deluxe」（壱岐の蔵酒造（株））。「香
ばしくて芳醇な香りは、高級ブラ
ンデーと肩を並べられるおいしさ
ですね」（クック井上。）

焼酎も飲めるイートインスペー
スでは、ちゃんぽんや長崎おでんな
どの料理が味わえます。「練り物の
ことをかんぼこって言うんですよ
ね。味がしみてる。仕事帰りに寄っ
て、軽く一杯飲めたら、最高」

日本橋 長崎館

ご当地の味探訪／「日本橋 長崎館」特集1

https://www.nagasakikan.jp/


29 January  2020

1965年に愛知県の西三河地方で
発売されたご当地即席ラーメン。
2018年に「キリンラーメン」から
「キリマルラーメン」に名称変更。
素朴で懐かしい醤油味。

1967年発売の即席ラーメン。粘
りとコシがしっかりとした食べ
ごたえのある太麺。あっさりと
した飽きのこない醤油味で、主に
西日本でおなじみの品。

1959年発売の棒ラーメン。ノン
フライ・ノンスチーム製法のスト
レート麺で、スープはあっさりし
た醤油味。60年以上愛され続け
ており、その人気は、レシピ本が
発売されるほど。

全国のおすすめ産品
〜郷土の袋麺編〜

キリマルラーメン
（小笠原製粉（株））

愛知県 徳島県 福岡県

金ちゃんラーメン
（徳島製粉（株））

マルタイラーメン
（（株）マルタイ）

ご当地の味探訪／「日本橋 長崎館」特集1



30 January  2020

餅
日本古来の伝統的な食品、“餅（もち）”。正月だけでなく、それ以外の年中行事でも食べられ
ています。こうした餅にまつわるあれこれについて紹介します。

奈良時代の書物「風土記」に記載されているほど、古くから日本人に親しまれてきた餅。今なお、色や形、味付けに
意味を込められた縁起物として、四季折々の節句のお祝いなどで食べられています。

季節と餅

邪気を払い、強い生命力を
象徴するといわれる「よも
ぎ」で作った草餅をひし形に
したものがはじまりとされ
ている。地域によって違いは
あるが、ひな祭りには、緑、
白、桃色の3色が飾られる。
緑は「健康」、白は「清浄」、
桃は「魔除け」を意味すると
いわれる。

ひし餅ひ
平たく丸い餅を重ねて、お供
えとしたもの。三種の神器
のひとつ、神が宿るとされた
鏡を模したものといわれて
いる。上にのっている果物
は、正式には橙（だいだい）。
「代々、家が繁栄するように」
と願う語呂合わせ。多くの
地域で、1月11日の「鏡開き」
まで飾った後に食べる。

鏡餅鏡

炊いた後に潰した「もち米」
や「うるち米」に、あん、きな
粉、ごまなどを付けたもの。彼
岸に供える風習からはじまっ
た菓子で、春に作るものは
「牡丹餅（ぼたもち）」、秋は
「萩の餅（おはぎ）」と呼ばれて
いる。現在では、こしあんを
使うと「ぼたもち」、つぶあん
なら「おはぎ」と呼ぶ地域も。

ぼたもちと
おはぎ

ぼ



31 January  2020

鉄板上で薄く延ばして焼い
た餅であんを包み、さらに桜
の葉で巻いた餅菓子。桜の
名所である隅田川沿いの長
命寺が発祥といわれている。
関西では、あんが入った俵形
の餅菓子を使ったものが多
く「道明寺桜餅」、あるいは
単に「道明寺」と呼ばれてい
る。

桜餅桜
平たく丸い餅を2つに折って
あんを挟み、さらに柏の葉で
包んだ餅菓子。江戸時代に
作られはじめたとされる。5月
5日に男児の成長を願う、端
午の節句の供え物に使われ
ている。新芽が育つまで落ち
ないことで知られる柏の葉を
用いることで「子孫繁栄」の
願いを表しているとされる。

柏餅柏
関東は丸、関西では里芋形
のあんを包んだ団子を用い
ることが多い。平安時代に
中国から伝わった風習で、秋
の収穫に感謝を込めて、中
秋の名月に供え物をしたの
が由来とされている。

月見団子月

餅／季節と餅特集2

監修　粕谷浩子さん
（株）お雑煮やさん代表。雑煮に魅力を感じ、日本各地の雑煮事情
を調査。現地に足を運び、地元の人に教えてもらいながら情報収
集を続けている。レトルトのご当地雑煮食べ比べセットなどの
監修商品も販売。　

お雑煮研究所 ご当地雑煮
（レトルト商品）

https://www.doshisha-gift.com/zouni/
https://www.doshisha-gift.com/zouni/


32 January  2020

餅の形は、一般的に四角と丸があり、地域ごとに、ど
ちらの形が多く食べられているかが異なっています。こ
こでは、特に雑煮に使われている形の違いを紹介しま
す。

地域で違う餅の形
角餅と丸餅、分岐ラインはココだ！

餅／地域で違う餅の形特集2

日本の東側と西側で形が異なり、その境目は岐阜県の
関ケ原辺りになります。関ケ原より東の都道県は角餅、
西の府県は丸餅が一般的。ちょうど境界線上にある、岐
阜、石川、福井、三重、和歌山の5県では、角・丸2種類と
も使われているところもあるようです。

例外として、東側でも、北前船が運んできた京都文化
の影響が強い山形県庄内地方と、つきたての餅を年間60
日以上食べる習慣のある岩手県一関市は、丸餅が主流で
す。

日本の餅は、もともと丸い形をしていました。角餅の
由来は諸説ありますが、江戸時代に、平たく伸ばした餅
を切り分ける方法が生み出され、これが角餅となりまし
た。角餅は運搬に便利なことから、江戸から徐々に広
まっていったとされています。

また、西側でも、高知県（土佐）と鹿児島県（薩摩）に
は、藩主の山内氏、島津氏が長く江戸に留まっていたと
されることから、角餅を使う地域があります。

岩手県一関市の郷土料理「もち膳」は、9種のもちダレと雑煮がセットに。
すべて丸餅が使われている。
写真提供／一関市

特に高知県は西日本に関わらず、角餅主流の地域。



33 January  2020

餅を使った料理の代表といえるのが雑煮。全国各地で、その地域ならではの特徴が楽しめる、あったかメニュー
です。

全国のいろいろな雑煮
餅／全国のいろいろな雑煮特集2

一般的に餅の入った汁物が雑煮と呼ばれ、主に正月な
どハレの日に食べられます。

特徴的な地域を紹介すると、北海道は、明治時代に開
拓使が置かれ、全国から人々が集まった影響で多種多様

よく知られているものだけでも、その種類は100を超
えるほど多様。作り方や具材の違いなど、細かな特徴に
まで着目すると、さらに種類は増え、集落の数だけ雑煮
の種類があるといわれています。

「必ずその土地の特産品を使うとも限らず、縁起掛け
やダジャレで具材が使われていたり、あえて手に入りに
くい具材をもてなしの意味で選んで使ったりすること
もあります」（粕谷さん）。

な雑煮が食べられています。また、鹿児島の一部では、
雑煮に入れる餅の形については角と丸が混在していま
す。なお、沖縄では古来から食べる習慣がなかったとか。

今回は、各地の雑煮の中から、8種類を紹介します。

雑煮文化圏マップ



34 January  2020

北海道は、雑煮の種類も多種多様。札幌では主に鶏が
らベースで、焼いた角餅が入っています。具材は鶏もも
肉、大根、にんじん、ごぼうの千切りなど。砂糖が入って
いて少し甘いのが特徴。

砂糖入りで甘めのすまし汁
北海道 鶏ガラだし雑煮

煮干しだしの汁に焼いた角餅を入れた雑煮。具だく
さんで、鶏もも肉、高野豆腐、大根、にんじん、ごぼう、い
くらなどを使用。岩手県の宮古地域では、雑煮の餅を取
り出して、甘いくるみだれにつけて食べる習慣もありま
す。

餅をくるみだれにつける
岩手県 宮古くるみ雑煮

かつおと昆布のだし汁に、焼いた角餅が入っていま
す。具材は鶏もも肉、しいたけ、小松菜、にんじん、三つ
葉など。醤油、みりんをしっかり効かせるのが特徴。関
東風雑煮とも呼ばれていて、関東の広い地域で「東京江
戸雑煮」と似たものが食べられています。

コクのあるすまし汁
東京都 東京江戸雑煮

餅は焼かずに、かつおだしで煮て柔らかくします。戦
国時代の激戦地であったことから、白い餅を焼くことが
「城が焼ける」ことにつながり、縁起が悪いとされたため
です。具材は餅菜（小松菜の仲間）。醤油、塩で味を調え
て、かつお節をのせるだけのシンプルなもの。愛知県内
はもとより、近隣の広い地域で食べられています。

角餅と餅菜だけのシンプル雑煮
愛知県 名古屋雑煮

餅／全国のいろいろな雑煮特集2



35 January  2020

かつおと昆布だしを使った白味噌仕立て。焼かずに
煮た丸餅が入っています。具材は里芋、金時にんじん、
大根など。これらはすべて丸く切り、「家庭円満」「物事
を丸く収める」といった願いをかけています。

具材はすべて丸く切る
京都府 白味噌雑煮

別の鍋で煮た丸餅を、甘い小豆汁に入れたもの。一般
的なぜんざいに近いものですが、山陰地方ではこれが雑
煮です。小豆の赤色には邪気を払う力があり、縁起が良
いとされています。

小豆を入れた雑煮
鳥取県 小豆雑煮

いりこのだし汁であん餅を煮て、白味噌で仕立てたも
の。具材は里芋、金時にんじん、大根など。あん餅から
小豆あんが溶け出して、独特のおいしさに。かつての高
松藩の特産品で管理が厳しかった砂糖の「和三盆」を、
庶民が役人にばれないようにあんこに練り込み、餅の中
に隠して食べたのが由来といわれています。

甘いあん餅が汁と相性抜群
香川県 白味噌あん餅雑煮

別の鍋で煮た丸餅を、あご（干しトビウオ）のだし汁
に入れたもの。具材はブリ、焼き豆腐、かつお菜（高菜の
一種）、干ししいたけ、かまぼこなど。かつお菜は主に福
岡県内で冬場に店頭に並ぶ、ほぼ雑煮専用の青菜。志賀
島では、ブリの代わりにサワラを使います。

大きなブリが入っている
福岡県 博多のブリ雑煮

餅／全国のいろいろな雑煮特集2
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市販されている個別包装の餅は、長期保存できること
が多く、それほど扱いに困ることはありません。でも、
個別包装されていない餅や、家庭でついた餅は、やや注
意が必要です。こうした餅の保存方法や食べ方に関す
るコツをご紹介します。

正月に余った餅の食べ方・保存法

餅をカビから守る方法

（1）ラップで1個ずつ包む。
（2）フリーザーパックに入れ、冷凍庫で保存する。
（3）調理するときは、室温で半解凍してから使う。

【冷凍する】
（1）食品保存容器に餅を入れる。
（2）ちょうど餅がつかるくらいの常温の水を加える。
（3）�ふたを閉めて冷蔵庫か冷暗所で保存する。水は毎

日、取り替える。

【水餅にする】

餅／正月に余った餅の食べ方・保存法特集2
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餅を手軽に焼く方法
（1）�電子レンジで加熱する。切り餅1個あたり、600ワッ

トで20秒から30秒が目安。個数により加熱時間は加
減。餅を箸などで押して中心が少し柔らかくなる程
度に。

（2）�オーブントースターなどで焼き、軽く焦げ目をつけ
る。

こうすることで、焼きムラができにくいだけでなく、時
短にもなる。

餅／正月に余った餅の食べ方・保存法特集2

硬くなった餅を柔らかくする方法
（1）耐熱容器に餅を入れる。
（2）ちょうど餅がつかるくらいの常温の水を加える。
（3）�電子レンジで加熱する。600ワットならまず20秒ほ

どで柔らかさの様子をみる。
（4）�柔らかさが足りないようなら、もう少し加熱する。長

時間加熱し過ぎると溶けてしまうので要注意。

この方法は、大きな餅を切り分けたいときにも便利。
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材料（1人分）
切り餅…………………… 1個
塩昆布…………………… ひとつまみ（約5グラム）

梅干し…………………… 1個
熱湯……………………… 200ミリリットル程度

2 トースターなどで餅に焼き色がつくまで焼く。

3 器に焼いた餅と塩昆布、梅干しを入れる。

4 熱湯を注ぐ。湯量は好みに合わせて、適宜調節
する。

作り方

1 餅は食べやすい大きさに小さく切る。

餅／正月に余った餅の食べ方・保存法特集2

餅を使った料理を料理研究家の島本美由紀さんに伺いました。
ご飯からおやつまで、幅広いレシピです。

簡単にできる
餅を使ったおいしい料理

塩昆布がだしがわりになって、味わ
い深いスープに。爽やかな梅の香り
が、食欲のない日や食べ過ぎて胃が
疲れた日にもおすすめです。

塩昆布と梅の餅スープ
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材料（2合分）
米………………………… 2合
さつまいも……………… 1本（約300グラム）
切り餅…………………… 1個
黒いりごま……………… 適宜

　��昆布だし� …………… 380ミリリットル
　��薄口醤油� …………… 大さじ1
　��みりん� ……………… 大さじ1
　��塩� …………………… 小さじ4分の1

A

作り方

1 さつまいもは洗って、皮ごと一口サイズの乱
切りにし、軽く水にさらす。

2 餅は6等分に切る。

3 米は洗って水気を切り、炊飯器に入れてAを加
え、1と2をのせて炊く。

4 炊き上がり。お好みで黒いりごまを振る。

餅／正月に余った餅の食べ方・保存法特集2

米2合に対し切り餅1個を入れるこ
とで、餅の粘りがご飯に加わり、お
こわ風の食感になります。

餅とさつまいものご飯
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薄くスライスするので、外はカリッ、
中はもちっとした食感が味わえま
す。冷蔵庫で残りがちな材料をの
せて、アレンジも楽しんでください。

和風餅ピザ

材料（2人分）
切り餅…………………… 3個
サラダ油………………… 適量
のりの佃煮……………… 小さじ1

ピザ用チーズ…………… 30グラム
シラス…………………… 大さじ1
万能ネギ（小口切り）…… 2本分

作り方

1 切り餅は半分の厚さになるように切る。

2 フライパンにサラダ油を薄く塗り、すき間な
く1を並べ、フライ返しで軽く押しながら弱火
で焼く。

3 餅が柔らかくなりそれぞれがくっついてきた
ら、ひっくり返して1度火を止める。

餅／正月に余った餅の食べ方・保存法特集2
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4 のりの佃煮を薄く塗る。

5 チーズ、シラス、ネギをのせてふたをし、弱火
でチーズが溶けるまで焼く。

のどに詰まったときの対処法

のどに詰まらせない食べ方

餅をのどに詰まらせる窒息事故は毎年起こっています。高齢な人ほど発生する傾向があるので、注意が
必要です。

（1）1人では食べないようにする
のどに詰まったとき、応急処置をしたり、119
番（救急）に通報する人が必要です。

（3）お茶や水で、のどを湿らせる
唾液が少ないと、餅がのどにくっつきやすくな

ります。餅を食べる前にのどを湿らせることで、
くっつきにくくなります。

（2）小さく切っておく
調理の段階で、食べやすい大きさに切ってお

きましょう。

（4）よく噛んで唾液と混ぜ合わせながら
　  飲み込む
餅は少量ずつ口に入れ、よく噛んで食べましょ

う。その際、うまく飲み込めないからといって、
お茶などで無理矢理流し込もうとするのは危険
です。あくまでも唾液の補助と考えましょう。

（5）それ以外に気をつけること
しゃべりながら、歩きながら食べるのはやめま
しょう。また、食べる姿勢にも気をつけ、背すじ
を伸ばして、あごを軽く引いて食べるようにしま
す。

餅／正月に余った餅の食べ方・保存法特集2
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のどに詰まってしまったら

一緒に食べている人が、突然、首を押さえるポーズ（チョーク
サイン）をとったり、顔色が真っ青になったりしたら、餅が気道
を塞いでいるかもしれません。そんなときは、次の順で対処して
ください。掃除機で詰まった餅を取り除こうとするのは大変危
険です。周りの人に助けを求め、119番（救急）へも早急に通報し
てください。

（1） まず咳をすることが可能であれば、できる限り咳をさせる。
（2） 咳もできずに窒息しているときは、できれば「腹部突き上げ

法」を行う（ただし、妊婦や乳児には行ってはいけない）。も
しくは、年齢・性別に関係なく実施可能な「背部叩打法（はい
ぶこうだほう）」を行う。

【腹部突き上げ法】
（注）妊娠している人や、乳児には行わない

（1）後ろから腕をまわし、体を密着させる。
（2）片手で握りこぶしを作り、反対の手で包むようにする。
（3）へその上方で、みぞおちより十分下方に当てる。
（4）手前上方に向かって、圧迫するように突き上げる。
（5） 内臓を痛めている場合があるので、救急隊にその旨を伝える

か、医師の診察を受けさせる。

【背部叩打法】
（1） 詰まらせた人のやや後方から片手で胸もしくは下あごを支え

てうつむかせる。
（2） もう片方の手の平の付け根で、左右の肩甲骨の中間を4回か

ら5回、迅速に叩く。
（3）口の中を見て、餅が出てきたら取り除く。

出典：東京消防庁、消費者庁資料をもとに作成

餅／正月に余った餅の食べ方・保存法特集2
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県立八代農業高校園芸科学科果実コース3年の生徒たちと平田先生。手にしているのは、2012年に八代市の農家で収穫された晩白柚のレプリカ。

世界一重いザボン類・晩白柚（ばんぺいゆ）
熊本県立八代農業高校／熊本県八代市

6人の高校生が偉業を達成
熊本県八代地方の特産「晩白柚」は、世界最大級のザボ
ン類。普通サイズでも直径約20センチメートル、重量約
2,000グラムと巨大ですが、さらに大きく育てあげたのが
県立八代農業高校園芸科学科の6人の生徒たちです。
2014年12月に収穫したひと玉が、「世界で最も重いザボン
類」としてギネス世界記録に認定されました。その大きさ
は直径約29センチメートル、重量4,859.7グラム。

ギネス世界記録™ 挑戦者たち連載

vol.8

「世界で最も重いザボン類」として、ギネス世界記録に認定されている晩
白柚（右から2番目）。通常の晩白柚（一番左）と比較すると、2倍近いサイズ
感（ギネス世界記録認定当時の写真）。
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約1,000平方メートルの敷地に設置された晩白柚用のハウス。晩白柚の栽培
は毎年4月ごろからはじまり、週に2回から3回授業が行われる。

ギネス世界記録™ 挑戦者たち連載

同校では、1985年から授業の一環として晩白柚を育て
ていますが、4,000グラムを超えたのはこの1回のみ。
「2014年は春からずっと雨が多く、花の数も少なめでした。
夏になると毎日のように夕立があり、着果した数は例年
の3分の2程度。実が少なかった分、ひとつひとつにしっか
りと栄養が行き届いたのだと思います」と話すのは、当時
から指導を担当している平田哲朗先生。大きく育った要
因は、特別な栽培方法を取り入れたわけではなく、気象条
件に恵まれたことだと言います。

後輩たちも記録にチャレンジ
先輩の偉大な記録を、自分たちの手で塗り替えたい。大
きな志を持った後輩たちのチャレンジは、今年も続いて
います。園芸科学科果実コース3年の下林裕尚さんも、記
録更新に挑んでいるひとり。「入学当初は農業のことは何
も分からなかったんですが、先輩が育てた晩白柚のこと
を知り、自分も挑戦したいと強く思ったんです。2年生の
時に課題研究として取り組んだときは、ギネス世界記録
には届かなくて、とても悔しい思いをしました」と、話し
ます。

3年生の下林さん。卒業後は地元の市場に就職するため、ギネス世界記録へ
の挑戦は今年が最後。

晩白柚の価値を決めるのは、大きさと見た目の美しさ。害虫や傷から守るた
めに、ひとつひとつ袋がけがされている。

下林さんにとって最後の挑戦となる今年は、栄養分を集
中させるために余分な枝を伐ったり、果実の肥大を促すた
めの「ジベレリン処理」を通常の1回から2回に増やしたり
と、試行錯誤の日々。真夏に草取りをするなど、大事に育
ててきました。「大変なことも多いけれど、先生に教えて
もらいながら仲間と一緒に育てていくのは楽しいですね。
他にもみかんやぶどう、デコポンなどを育ててきました
が、無事収穫できると『頑張ってきてよかったな』と達成
感があります」と目を輝かせます。
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生徒たちが商品にシールを貼り、出荷作業を行う。全国から届く感謝の声
が、何よりの喜びなのだそう。

ギネス世界記録で
地域を盛り上げたい
収穫シーズンは12月。同校では毎年約2,000個を生徒た
ち自身の手で収穫し、全国各地に出荷しています。常温で
1カ月以上保存できることから、お歳暮や年末年始の贈り
物として重宝されている晩白柚。しばらく家の中に飾っ
て甘酸っぱい香りと美しい見た目を満喫した後に、シャ
キシャキの果肉を食べるのが、地元での楽しみ方です。分
厚い皮も砂糖漬けにして食べたり、風呂に入れたりと、さ
まざまな使い道があります。

「最近は晩白柚を作る農家が減る一方で、本校の卒業生
も進学や他業種に就職する生徒がほとんどです。ギネス
世界記録が、町と農業のPRにつながることを願っていま
す」と平田先生。生徒たちと力を合わせて、さらなる記録
更新を狙っています。

ギネス世界記録™ 挑戦者たち連載
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読者の皆さまから寄せられた
『aff（あふ）』11月号へのご意見・ご感想を紹介します。
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特集1「Let's	農業」を読みました。ずっと東京に住
んでますが、都会でも農業をできる場所がこんな
にあるなんて知りませんでした。今度、市民農園や
体験農園を利用してみようかと思います。

「ギネス世界記録	挑戦者たち｣で紹介されていた世
界一重い梨を、ぜひ味わってみたいと思いました。

「私を支えた『食』｣を読みました。めった汁懐かし
い！さつまいもが入っていて、甘みがあっておい
しいんです。だんだんと寒くなってきたので、食べ
たくなりますね。

丸鉢を利用して、ブロッコリーやミニトマト、なす
などを栽培しています。2歳半の孫が黄色のミニト
マトを好きで、今年収穫した野菜はすべて孫が食
べました。土いじりは、健康のためにも大変役立っ
ています。これからも体力の続く限り楽しみたい
と思っています。いろいろな場所での野菜栽培を
紹介した、特集2「キッチンで野菜作り」は大変参
考になりました。




