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毎日の食事を楽しく健康に！

レシピはYAMAMOTOのホームページでも

随時更新されますので、そちらもご覧ください。



作り方

材料 … 2合炊き分

12

❶お持ちの炊飯器で通常の白米モードで炊飯する。胚芽の
分量は、精米１回分から抽出された量を目安として、お好
みに合わせて調整してください。 

❷炊き上がったら、ご飯と胚芽をむらなく混ぜ込む。

胚芽ご飯

◦米…………………………………………… 330g
◦胚芽…………………………………………… 6g
◦水………………………………………………適量
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comment
　普段のご飯に胚芽を加えることで栄養満

点の胚芽ごはんがいただけます。 



作り方

材料 … ４枚分

作り方

材料 … 一斤分
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胚芽を使ったレシピ

❶胚芽はフライパンできつね色になるまでから煎りする。
❷ほうれん草は茹で4cmの長さに切る。ハムも4cmの長

さに切る。
❸ボウルに胚芽、小麦粉、水、塩を入れまぜる。
❹熱したフライパンに油をひき生地❸を円形に薄くのば

す。 
❺ほうれん草をのせ卵を中心に割り入れフライパンに蓋を

し卵が好みの固さになるまで焼く。 
❻ハム、チーズをのせ黄身が出るように端を上下、左右をフ

ライ返しで折り四角にする。
❼皿に盛り飾りをする。

胚芽のガレット

◦胚芽……………………………………………30g
◦小麦粉…………………………………………70g
◦水………………………………………… 200cc
◦塩………………………………………………適量
●具材（１人分）
◦卵……………………………………………… 1個
◦ほうれん草 ……………………………………20g
◦ハム …………………………………………… 1枚
◦ピザ用チーズ …………………………………20g
◦油………………………………………………適量

（胚芽は、から煎りし冷凍庫にて保管し必要量をご用
意ください）

胚芽を使ったレシピ

❶胚芽はフライパンできつね色になるまでから煎りする。
❷ホームベーカリーのケースに❶と材料をすべて入れる。
❸焼き上がったら、ケーキクーラーなどの上に取りだし冷

ます。

胚芽入り食パン

◦強力粉……………………………………… 200g
◦胚芽……………………………………………50g
◦砂糖……………………………………………15g
◦バター …………………………………………12g
◦塩……………………………………………… 3g
◦ドライイースト ………………………………… 3g
◦水………………………………………… 180cc

（胚芽は、から煎りし冷凍庫にて保管し必要量をご用
意ください）

comment
　ホームベーカリーでつくる胚芽入りの食パ

ン。もっちりとした食感に仕上がります。香ばしい

胚芽の味わいでサンドイッチにもよく合います。 
comment

　栄養豊富な胚芽を生地に入れてガレット

にしました。軽食にぴったりです。



作り方

材料 … 24枚分

作り方

材料 … 4人分
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胚芽を使ったレシピ

❶胚芽はフライパンできつね色になるまでから煎りし、クル
ミはオーブンでローストし、あら熱をとり粗く刻む。 

❷ボウルに小麦粉、胚芽を入れざっと混ぜる。 
❸ボウルにバターときび糖を入れホイッパーですり混ぜ❷

を入れゴムべらでざっくり混ぜ、水、クルミを入れ切るよ
うにひとまとめにする。 

❹オーブンシートの上に生地を厚さ5ミリの長方形にのば
し、3cm×4cmに切り目を入れ天板に置き180度で15
分焼く。

胚芽クッキー

◦胚芽……………………………………………30g
◦小麦粉……………………………………… 100g
◦きび糖 …………………………………………25g
◦バター …………………………………………20g
◦水…………………………………………… 30cc
◦クルミ …………………………………………20g

（胚芽は、から煎りし冷凍庫にて保管し必要量をご用
意ください）

胚芽を使ったレシピ

❶かぼちゃは種を取り皮をむき厚さ5mmに、玉ねぎは薄切
りにする。

❷鍋に油を入れ熱し、玉ねぎを炒め、次にかぼちゃを入れて
炒め、水と胚芽を入れ柔らかくなるまで煮る。

❸牛乳を加え、煮る。
❹❸のあら熱がとれたらミキサーにかけなめらかにし、再び

鍋にもどしはちみつ、塩 を入れ味を調え温める。

胚芽とかぼちゃのポタージュ

◦かぼちゃ …………………………………… 200g  
◦玉ねぎ …………………………………………20g
◦胚芽……………………………………………20g 
◦水………………………………………… 200cc 
◦牛乳……………………………………… 200cc
◦塩………………………………………小さじ 1/3
◦はちみつ ………………………………… 小さじ１
◦油………………………………………………適量

（胚芽は、から煎りし冷凍庫にて保管し必要量をご用
意ください）

comment
　香ばしく煎った胚芽とクルミ入りクッキー

はビタミンEや食物繊維がいっぱい。 
comment

　胚芽を入れてしっかりとした食感のポター

ジュは食べごたえがあります。 



作り方

材料 … 6個分

胚芽を使ったレシピ 白米を使ったレシピ

作り方

材料 … 4人分
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❶胚芽はフライパンできつね色になるまでから煎りする。 
❷オーブンを180度に予熱をする。
❸ボウルにAの材料を入れ、ざっと混ぜる。
❹別のボウルにバナナを入れつぶし、Bの材料を入れ泡立て

器でとろみがつくまでしっかり混ぜる。
❺❹を❸に加え、ゴムべらで切りながら混ぜる。生地がまと

まってきたらスプーンで天板の上に6等分して並べ、180
度で20分焼く。

胚芽とバナナのスコーン

◦小麦粉……………………………………80g
◦胚芽………………………………………20g
◦ベーキングパウダー …………………… 5g
◦塩…………………………………………少々

◦バナナ …………………………………… 1本
◦なたね油 …………………………………20g
◦豆乳………………………………………35g

（胚芽は、から煎りし冷凍庫にて保管し必要量をご用
意ください）

❶白米は、洗米してザルに上げ、水切りしておく。
❷砂抜きしたあさりを鍋に入れ、酒と水を加えて蒸し煮に

する。あさりの殻が開いたら火を止め、煮汁を濾して冷ま
す。あさりの身は殻から外しておく。

❸米を炊飯釜に入れ、②の煮汁、薄口醤油、塩を加え、目盛
り線まで水加減して軽く混ぜる。

❹しょうがの千切りを上に乗せて、炊飯器で炊く。
❺炊き上がったら、長さ2cmほどに切ったみつばとあさり

の身を混ぜ合わせる。

あさりご飯

◦白米（白米で精米） …………………………… 2合
◦あさり（殻つき） …………………… 400～500ｇ
◦酒………………………………………… 大さじ２
◦水……………………………………………150㏄
◦薄口醤油……………………………… 大さじ1/2
◦塩……………………………………… 小さじ1/4
◦しょうが ………………………………………適量

◦みつば …………………………………………適量

B

A

comment
　ホットビスケットのような食感のスコーン

は胚芽入りで香ばしく。

comment
　精米したての白米が、あさりの旨味を逃さ

ず吸い込んで、ふっくらと味わい深い仕上

がりをお楽しみください。



作り方

材料 … 3人分

作り方

材料 … 4人分
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❶白米は洗米し、炊飯器のすし飯の目盛り線まで水加減す
る。昆布を乗せて炊飯する。

❷炊き上がったら、濡らして水気を拭き取った飯台に移し、
合わせ酢を回しかけ、切るようにしゃもじで混ぜながらう
ちわで仰ぐ。

❸薄焼き卵を焼いて、細切りにし、錦糸卵を作る。
※卵と調味料を合わせて一度、ザルで濾すときれいな錦

糸卵が焼けます。
❹すし飯を皿に盛りつけ、錦糸卵、蒸しえび、いくら、下ゆで

した絹さやを飾る。

ちらし寿司

◦白米（白米で精米） …………………………… 2合
◦昆布……………………………………… 約6cm
●合わせ酢
◦酢…………………………………………… 50cc
◦砂糖……………………………… 大さじ2と1/2
◦塩………………………………………… 小さじ1
●錦糸卵
◦卵……………………………………………… 2個
◦砂糖……………………………………… 小さじ2
◦塩………………………………………………少々
◦サラダ油 ………………………………………適量

◦蒸しえび ………………………………… 3～6尾
◦いくら …………………………………大さじ2～3
◦絹さや …………………………………… 3～6枚

白米を使ったレシピ もち米を使ったレシピ

❶もち米は洗米して、ひと晩水に浸けておく。
❷干しえび、干ししいたけは、それぞれぬるま湯に浸けて戻

しておく。材料は、すべて約5mm角に切る。
❸②の戻し汁と調味料を合わせ、水適量を加えて180ccに

する。
❹鍋にごま油を熱し、角切りにした具材を炒める。軽く火が

通ったら、水気をしっかりと切ったもち米も加えて炒める。
❺全体にツヤが出てきたら、③の調味液を一度に加え、加

熱しながらかき混ぜ、水気をしっかりと吸わせる。最後に
ぎんなんを合わせる。

❻蒸し器にかたく絞った布巾を広げ、⑤を広げて強火で30
分ほど蒸す。

　※電子レンジで作る方法
⑤まで同じ工程で、耐熱のボウルに移し、軽くラップを
して500Wで5分加熱、かき混ぜて再びラップをして
5分加熱する。

中華おこわ

◦もち米 ………………………………………… 2合
◦豚肉もも肉 ……………………………………80ｇ
◦ゆでたけのこ …………………………………50ｇ
◦干しえび ………………………………… 大さじ１
◦干ししいたけ ………………………………… 3枚
◦ぎんなん（水煮） ………………………………50ｇ
◦長ねぎ …………………………………………30ｇ
◦ごま油 …………………………………… 大さじ２
●調味料
◦鶏ガラスープの素 …………………… 小さじ1/2
◦しょうゆ ………………………………… 大さじ１
◦酒………………………………………… 小さじ２
◦砂糖……………………………………… 小さじ１
◦塩……………………………………… 小さじ2/3

comment
　すし飯には、やっぱり精米したての白米！

美味しい白米で作ったすし飯と魚介の相性

はバツグンです。

comment
　精米したてのもち米は、ふっくら加減も弾力も

違います。古くなったもち米は、みがき直しをして、

手作りおこわの美味しさを味わってみて下さい。



作り方

材料 … 2人分

作り方

材料 … 4人分
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❶材料は、すべて約5mm角に切る。
❷フライパンにサラダ油を熱し、溶き卵を流し込んで軽くか

き混ぜ、半熟状になったら一度取り出す。
❸②のフライパンにサラダ油を追加し、焼き豚、長ねぎ、か

まぼこを軽く炒め、ご飯を加えて崩しながらパラパラに
炒める。

❹塩、こしょうをふり、②の卵、解凍したグリンピースを加え
る。最後に鍋肌から、しょうゆを回し入れ、香りづけする。
※三分つき米を炊くときは、お好みで通常の白米炊飯よ

りも少し多めの水加減に調整してください。

五目チャーハン

◦三分つき米ご飯（3分つきで精米） ……… 550ｇ
◦焼き豚 …………………………………………60ｇ
◦長ねぎ …………………………………………40ｇ
◦かまぼこ ………………………………………30ｇ
◦卵……………………………………………… 1個
◦冷凍グリンピース ……………………………20ｇ
◦サラダ油 ………………………………………適量
◦塩……………………………………… 小さじ2/3
◦こしょう ………………………………………適量
◦しょうゆ ………………………………………適量

3分つき米を使ったレシピ 3分つき米を使ったレシピ

❶三分つき米は米をしっかりと擦り合わせるようにして研
ぎ、炊飯器に移し、目盛まで水を加えてたらターメリック
を加え、1時間ほど置いて炊飯をする。
※ご飯を普通の固さにしたい場合は、更に水を大さじ2

加える。
❷にんにく、玉ねぎはみじん切り、その他の野菜は食べやす

い大きさに切る。
❸厚手の鍋にサラダ油大さじ1とにんにく、玉ねぎをいれ、

火にかけて弱火で炒める。香りが出てきたら少し火を強
めて人参とズッキーニを炒め、全体に油が回ったら水と
ベイリーフ、セロリの葉を加えて煮る。

❹鶏肉は塩とこしょう、カレー粉を振りかけ、手でなじませ
て小麦粉をまぶす。フライパンにサラダ油大さじ1を熱し
て鶏肉の表面を焼き、鍋に加えて煮る。

❺人参や鶏肉が柔らかくなったら茄子、トマト、細かく刻ん
だカレールウ、チャツネを加えて少し煮込む。醤油、ウスタ
ーソースで調味し、火を止める間際にガラムマサラを振
り入れる。

❻皿にターメリックライスとカレーを盛り付け、パセリのみ
じん切りを振る。

夏野菜と鶏肉のカレー

◦三分つき米（3分つきで精米） ……………… 2合
◦ターメリック ………………………… 小さじ1/2
◦鳥もも肉 …………………………………… 200g
◦塩、こしょう ……………………………………少々
◦水………………………………………… 600cc
◦カレー粉 ………………………………小さじ1～2
◦ベイリーフ …………………………………… 1枚
◦小麦粉…………………………………… 大さじ1
◦セロリの葉 ……………………………………少量
◦サラダ油 ………………………………… 大さじ2
◦にんにく ……………………………………… 1片
◦玉ねぎ ………………………………………… 1個
◦人参…………………………………………… 1本
◦茄子…………………………………………… 1本
◦ズッキーニ ………………………………… 1/2本
◦トマト（お好みで） …………………………… 1個
◦カレールウ（市販のもの） ……………… 2かけら
◦マンゴーチャツネ ……………………………50g
　（りんごのすりおろしでも代用可）
◦醤油、ウスターソース …………………………少々
◦ガラムマサラ …………………………………少々
◦パセリ（みじん切り） …………………………少々

comment
　分つき米を使えば、パラパラのチャーハ

ンが簡単に作れます。家庭でもお店の味が

再現できますよ！

comment
　カレーと一緒に本格的なターメリックライ

スはいかがでしょう？　分つき米を利用すれ

ば、やわらかくなり過ぎず、カレーとの相性も

バッチリ！



作り方

材料 … 4人分

作り方

材料 … 4人分

1312

3分つき米を使ったレシピ

❶三分つき米は米をしっかりと擦り合わせるようにして研
ぎ、土鍋に移して分量の水を入れ、1時間ほど置く。挽き
肉としょうがを入れて火にかけ、鍋底に米がつかないよ
うに2～3回軽く混ぜる。煮立ってきたらアクを丁寧に除
いて火を弱め、40分ほど炊く。
※炊いている途中で何回も混ぜると糊状になるので注

意ください。
❷お好みでトッピングの用意をする。
❸出来上がりにしらがねぎをのせ、トッピングを添える。

※おかゆにナンプラー（またはヌクマム）を少し加えると
エスニック風になり、ごま油を数滴加えると中華風にな
ります。

豚挽き肉入りおかゆ

◦三分つき米（3分つきで精米） ……………… 1合
◦水………………………………………… 1000cc
◦しょうが（みじん切り） ……………………… 小1片
◦豚赤身の挽き肉 ………………………………50g
◦しらがねぎ ……………………………………少量

●トッピング（例）
◦万能ねぎ
◦つけもの（みじん切り）
◦キムチ
◦ちりめん山椒
◦落花生の煮物
　　お好みで加えてください。

5分つき米を使ったレシピ

❶五分つき米は、米をしっかりと擦り合わせるようにして研
ぎ、炊飯釜に入れ、だし汁と調味料を加えて軽く混ぜ、水
加減する。
※お好みで通常の白米炊飯よりも少し多めの水加減に調

整してください。
❷ひじきは30分以上、水戻しして軽くすすぎ、水気を絞る。

長さ2cmほどの千切りにした人参、5mm幅に切った
鶏ささみ、油抜きして細切りにした油揚げを乗せて炊
飯する。

ひじきご飯

◦五分つき米（5分つきで精米） ……………… 2合
◦芽ひじき（乾燥） ……………………………… 8ｇ
◦鶏ささみ肉 …………………………… 1本（50ｇ）
◦油揚げ ……………………………………… 1/2枚
◦人参……………………………………………30ｇ
◦だし汁 …………………………………………適量
◦醤油……………………………………… 大さじ1
◦みりん …………………………………… 小さじ２
◦塩……………………………………… 小さじ1/3

comment
　白米で作るおかゆとは違った風味をお楽

しみください。分つき米を使えば、さらにヘル

シーになります。

comment
　鉄分豊富なひじきを炊き込んで、日々の

食卓で楽しんでみてはいかがでしょうか？

　冷凍保存もでき、お弁当などにも便利です。



作り方

材料 … 3～４人分

作り方

材料 … 4人分
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5分つき米を使ったレシピ

❶五分つき米は、米をしっかりとすり合わせるようにして研
ぎ、トマトジュース、砕いたコンソメ、ケチャップとともに
炊飯釜に入れ、白米の目盛り線まで水を加え、軽く掻き
混ぜる。
※お好みで通常の白米炊飯よりも少し多めの水加減に

調整してください。
※トマトジュースは食塩不使用でパセリ、セロリなどの野

菜ミックスのもの
❷ツナ、ミックスベジタブル（冷凍のまま）を広げるように乗

せて炊飯する。

炊き込み＆ツナピラフ

◦五分つき米（5分つきで精米） ……………… 2合
◦トマトジュース（食塩不使用） …………… 200cc
◦水………………………………………………適量
◦固形コンソメ ………………………………… １個
◦トマトケチャップ ………………………… 大さじ２
◦ツナ缶 …………………………………………80ｇ
◦ミックスベジタブル ……………………… 100ｇ

7分つき米を使ったレシピ

❶米は洗米し、炊飯釜に入れ、だし汁と調味料を加えて軽く
混ぜ、白米の目盛り線まで水加減する。

❷きのこは石づきを取り除き、小房に分けた①の上に乗せ
て、炊飯する。

❸炊き上がったら、青柚子の皮を千切りにして散らす。

きのこご飯

◦七分つき米（7分つきで精米） ……………… 2合
◦だし汁 …………………………………………適量
◦醤油……………………………………… 大さじ1
◦酒………………………………………… 大さじ１
◦塩……………………………………… 小さじ1/3
◦まいたけ、しめじ …………………………… 200ｇ
◦青柚子…………………………………………少々

comment
　忙しいママで簡単に作れる炊き込みピラ

フ。子供も大喜びすること間違いなし！

　混ぜて炊いただけとは、思えない美味し

さを味わってください。

comment
　香り高いきのこと合わせて、ヘルシーな炊

き込みご飯をどうぞ。きのこの食感も楽しめ

ます。



作り方

材料 … 4人分

作り方

材料 … 4人分
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7分つき米を使ったレシピ

❶米は洗米して炊飯器に入れ、白米と同様の水加減で炊
飯する。

❷梅干しは包丁で叩き、ちりめんじゃこ、ゆで枝豆ととも
に、炊き上がったご飯に混ぜ合わせる。

梅ちりめんの混ぜご飯

◦七分つき米（7分つきで精米） ……………… 2合
◦しそ漬け梅干し …………………………… 大2個
◦ちりめんじゃこ ………………大さじ軽く山盛り２
◦ゆで枝豆（正味） ………………………………40ｇ

胚芽米を使ったレシピ

❶胚芽精米は2～3回水を取り替え、軽く混ぜるように洗
い、炊飯釜に入れ、だし汁、調味料で水加減し炊飯する。
※お好みで、通常の白米炊飯よりも少し多めの水加減に

調整してください。
❷テフロン加工の鍋に鶏そぼろの材料をすべて合わせ、菜

箸5～6本で掻き混ぜながら加熱し、鶏そぼろをつくる。
❸テフロン加工の鍋に炒り卵の材料をすべて合わせ、菜箸

5～6本でかき混ぜながら加熱し、炒り卵を作る。
❹①のさくら飯を茶碗に盛り、鶏そぼろ、炒り卵を乗せ、下

ゆでした絹さやを飾る。
※小丼の分量です。分量を増やして普通の丼としてもお

楽しみください。

そぼろ丼

●さくら飯
◦胚芽精米（胚芽で精米） ……………………… 2合
◦だし汁 …………………………………………適量
◦醤油……………………………………… 大さじ１
◦みりん ………………………………… 大さじ1/2
●鶏そぼろ
◦鶏ひき肉 …………………………………… 150ｇ
◦醤油…………………………………… 小さじ1.5
◦みりん ………………………………… 小さじ1.5
◦しょうが汁 …………………………… 小さじ1/2
●炒り卵
◦卵……………………………………………… 2個
◦砂糖……………………………………… 小さじ２
◦塩………………………………………………少々

◦絹さや …………………………………………適宜

comment
　食欲がなくなる夏にもオススメです。さっぱ

りとした梅の酸味とちりめんじゃこの塩加減

が美味しい混ぜご飯。

comment
　胚芽米が苦手な方も、丼ものなら美味しく

楽しめるはず。いろんな丼の具材とで試して

みては？



作り方

材料 … 4人分

作り方

材料 … 3人分

1918

胚芽米を使ったレシピ

❶胚芽精米は2～3回水を取り替え、軽く混ぜるように洗
い炊飯釜に移し、少なめの水と昆布を加え、30分ほど
置く。

❷酒と薄口醤油、みりんを加え、目盛まで水を加えたら、更
に大さじ2の水を加えて、しょうがの千切りを散らして炊
飯をする。

❸茄子は薄い小口切りにしてボウルに入れ、塩をかけて軽
く混ぜておき、ご飯に混ぜるときに水気を絞る。

❹枝豆は茹でてさやから出し、みょうが、青しそは千切りに
する。

❺ご飯が炊けたら全体を混ぜ、枝豆、みょうが、水気を絞っ
た茄子を混ぜ込む。器に盛り付けて煎りごまをひらし、青
しその千切りを散らす。

茄子と薬味のご飯

◦胚芽精米（胚芽で精米） ……………………… 2合
◦昆布……………………………………………少々
◦酒、薄口醤油、みりん ………………… 各大さじ1
◦しょうが ……………………………………… 1片
◦茄子…………………………… 中2本（約150g）
◦塩………………………………………… 小さじ1
◦枝豆（さや付き） ……………………… 約1カップ
◦煎りごま ………………………………… 大さじ2
◦みょうが ……………………………………… 4本
◦青しそ ………………………………………… 1束

無洗米を使ったレシピ

パエリア

❶フライパンにオリーブ油を熱し、みじん切りにしたたまね
ぎ、セロリ、にんにくを炒める。

❷にんにくの香りがたってきたら、米を加えて炒める。
（洗米しない）

❸別鍋に水、コンソメ、塩、ターメリックを合わせて沸かす。
米全体にツヤが出てきたら、温めておいたターメリック入
りスープを加え、全体を軽くかき混ぜ、ローリエを加える。

❹軽く沸騰してきたら、下処理して塩、こしょう、白ワインを
ふったエビと砂抜きしたあさり、約1.5cm角に切ったピ
ーマン、トマトを散らし、蓋をして強火で5分加熱する。

❺5分ほど経過したら、弱火で15分加熱して火を止める。
❻10分ほど、蒸らして最後に下茹でしたアスパラガスとク

シ型に切ったレモンを飾る。

◦無洗米（無洗米で精米） ……………………… 2合
◦オリーブオイル ………………………… 大さじ2
◦たまねぎ …………………………………… 1/3個
◦セロリ …………………………………………20ｇ
◦にんにく …………………………………… １かけ
◦殻つきエビ …………………………………… ３尾
◦塩、こしょう ……………………………………適量
◦白ワイン ………………………………………適量
◦ローリエ ……………………………………… 1枚
◦アサリ（大） …………………………………… 6粒
◦トマト ……………………………………… 3/4個
◦ピーマン …………………………………… 3/4個
◦水………………………………………… 400cc
◦顆粒コンソメ ………………………… 小さじ1.5
◦塩……………………………………… 小さじ１弱
◦ターメリック …………………………… 小さじ1
◦レモン ……………………………………… 1/3個
◦アスパラガス …………………………… 1～2本

comment
　ビタミンB1豊富な胚芽米を夏にピッタリの

混ぜご飯。薬味をたっぷり使い、香り高く仕

上げました。

comment
　ホームパーティなどにもオススメな豪華な

パエリア。テーブルが華やかになります。

　お好みで鶏肉やイカなどを入れても美味

しく仕上がります。



材料 … 作りやすい分量

材料 … 20～25個分

作り方

作り方

注意 ※分つき米・胚芽精米は鮮度が大切です。少量ずつ求め、冷凍保存します。
※お湯で洗米しないこと。
※炊飯器で長時間の保温はしない。（1回分ずつ冷凍保存がおすすめ）
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米ぬかを使ったレシピ

ぬかづけ おこめの洗い方・炊き方

米ぬかクッキー

●ぬか床
◦生ぬか（精米後の米ぬか） ……………………1kg
◦塩………………………………………… 2カップ
◦水………………………………………… 4カップ
◦捨て漬け野菜 …………………………………適量

◦お好みの野菜 …………………………………適量

◦バター …………………………………………60ｇ
◦米ぬか（乾煎りしたもの） ……………………50ｇ
◦薄力粉…………………………………………50ｇ
◦砂糖……………………………………………30ｇ
◦きなこ …………………………………………10ｇ
◦すりごま ………………………………………10ｇ
◦牛乳……………………………………… 小さじ１

❶分量の水を沸かし、沸騰したら塩を加えて煮溶
かす。（少し塩が溶けきらずに残ります。）そのま
ま、火から下して冷ます。

❷清潔な容器にぬかを入れ、①の塩水を加える。全
体がしっとりと潤うまで木ベラで混ぜる。容器は
陶器が良いが、ガラス製、ホウロウ性などでも良
い。アルミなどは不可。

❸大根や人参の皮、キャベツの芯や外葉を捨て漬
け用の野菜とし、②に埋める。

❹表面を平らにし、清潔な布巾で表面を覆い、蓋
をする。

❺2～3日後に捨て漬け用野菜を取り出し、ぬか
床を混ぜて、野菜の切れ端などを新たに加え
る。この作業を繰り返すことで乳酸菌がふえ、
野菜の水分で塩分濃度は薄くなります。

❻２週間くらいして糠床が出来たら、本漬けとしてお好みの
野菜を漬け込んでください。半日～1日でつかります。
※毎日、野菜を取り出したら１～2回は全体をかき混ぜ、

空気に触れさせてください。

❶バターは室温に戻して練り、砂糖を加えてしっ
かりと混ぜる。

❷①に米ぬか、薄力粉、きなこ、すりごまを加えて
混ぜ、牛乳も加えて生地をまとめる。

❸生地を一口大に成型し、30分ほど、冷蔵庫で休
ませる。

❹天板に並べて、170℃に予熱したオーブンで
12～13分焼く。

米を研ぐ（洗う）

◆白米（7分つき米・胚芽精米）の場合
研ぐというより、洗うという感覚で洗米します。大事な事は手早く、短い時間で。米を
洗うのは、ぬか臭さをとり、熱を加える前に適度な水分をお米に吸い込ませるために
行いますので研ぎ過ぎは禁物です。
力を入れてゴシゴシ洗うと米が割れてしまいます。また、胚芽精米の場合は胚芽が
取れてしまいますので、指先でシャッシャッと軽くかきまぜ素早く洗うのがポイントです。
最初は水を入れたらすぐに水を捨て、2回目からはさっとかきまぜ3～4回洗います。
この時、少々水が濁っていても大丈夫です。むしろ米の旨味成分が多く残り、甘い湯気の
香りも楽しめます。

◆玄米（3分つき米・5分つき米）の場合
昔からの研ぎ方で、ギュッ、ギュッと手で押し付けるようにして研ぎます。
そうすることにより、米の表皮に傷がついて米粒内に水が入りやすくなり、ふっくらと
炊き上がります。

米を炊く

◆白米（7分つき米・胚芽精米）の場合
ザルで水気を除いて炊飯器（又は鍋）に移し、分量の水を加えて30～40分ほどおき、
炊き上げます。

◆玄米（3分つき米・5分つき米）の場合
ザルで水気を除いて炊飯器（又は鍋）に移し、分量の水を加えて1時間ほどおき、炊き
上げます。

炊き上がり
炊き上がったら（鍋の場合はむらして）、すぐに混ぜます。しゃもじで浅く「十字」に切ってから
釜のふちに沿って、しゃもじをひと回りさせます。4等分した１つのブロックごとに、ごはん粒を
つぶさないように底の方から大きく掘り起こし、しゃもじで斜めに切るように混ぜるのが
ポイントです。

comment
　ビタミンB群が豊富な米ぬか。捨ててしまわ

ず、ヘルシーなスウィーツにしてみて下さい。

　新感覚のクッキーです。

comment
　日本人なら、食べるとほっとするぬか漬

け。手作りの美味しさは、また格別です。

　ご家庭でも、ぜひ作ってみてはいかがで

しょうか？


