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W e l c o m e  t o
S p e c i a l  D i e t s

こんにちは。このガイドブックを手に取っていただき、ありがとうござい
ます。海外からのお客様を、料理で「おもてなし」しておられる皆様のお
役に立ちたい―そう願って私たちはこの小冊子を作りました。

世界中から日本へやってくる観光客の数はこの10年で倍増し、2013年
には1000万人、2016年には2000万人に達しました。日本の観光庁は
2020年までに4000万人の観光客を誘致するという目標を掲げていま
す。目標達成には今後4年間、毎年平均19パーセントの増加が必要です
が、最近の傾向に加え、数年後には東京オリンピックもひかえていますか
ら、この数字は十分に到達可能でしょう。それどころか、目標値を上回る
観光客の増加を予測している人も少なくありません。

2015年に私たちが調査を行ったところ、日本のレストランやホテルは利
益拡大につながる観光客の増加を喜び、期待を寄せる一方で、海外から
のお客様の食習慣に沿った料理を提供できるだろうか、と懸念している
ことも分かりました。ハラール、ベジタリアン、グルテンフリーなど、世界
にはさまざまな食習慣があります。私たちは、それらの国際的な食習慣
を、皆様がメニューに取り入れるお手伝いをしたいのです。

米国は移民の国です。異なる文化、異なる民族、異なる宗教の混在は、米
国の飲食業界が長年にわたって直面してきた課題であり、まさにそこか
ら数々の食習慣が発信され、米国から世界中に広がっていきました。こう
した経験があるからこそ、私たちはこの小冊子を皆様に贈りたいと考え
たのです。この小冊子が、多様な食習慣に沿った料理の提供に道を開き、
お客様の誰もが皆様のメニューから自分の食習慣に合った料理を見つけ
られるよう望んでいます。そうなれば皆様も安心して観光業の発展を享
受することができるでしょう。

この小冊子では、まず12種類の食習慣について規則を示し、次にそれぞ
れの食習慣に沿ったレシピを紹介しています。また、それぞれの食習慣
を表わすピクトグラムを作り、どのレシピがどの食習慣に対応するか、ひ
と目で分かるようレシピの近くに配置しました。メニューの言葉が分から
ないお客様でも、ピクトグラムなら自分の希望に合う料理かどうか、すぐ
に識別できます。これらのピクトグラムを、海外のお客様とのコミュニ
ケーションにも役立てていただければ幸いです。

アメリカ大使館
農産物貿易事務所〈ATO〉
所長  レイチェル・ネルソン

はじめに
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世 界 の 食 習 慣 を 学 び ま し ょ う

（注）

記載している食習慣の定義はあくまでも一般的なものです。
実際には、各人の信念や信仰、医療上必要とされる制限などにより、
細部が異なる場合があります。
レストランなどで料理を提供する際は、
どの食材が厳密に禁止されているのか、
お客様に確認することが望ましいでしょう。

なお、米国農務省がこれらの食習慣の実践を奨励ないし
容認するものではないことをお断りしておきます。

http://www.cnpp.usda.gov
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ベジタリアン

Vegetarian

主に穀類、豆類、ナッツ（木の実）類、種子類、野菜・果物類を食べて生活している人を指します。
一般的にベジタリアンはいかなる種類の肉も口にしません。これには家禽、狩猟肉はもちろん、そ
の副産物であるゼラチン、ラード、スープストック（風味調味料）、軟骨類も含まれます。また、多く
のベジタリアンは魚類、甲殻類も摂りません。乳製品や卵を食べないベジタリアンもいます。ベジ
タリアンには、いくつかの異なる段階があります。 以下に最も一般的なものを挙げます。

ペスカタリアン（シーフードベジタリアン）
牛、豚、家禽など、いかなる種類の肉も口にしませんが、魚介類は食べます。多くの人は乳製品や卵製品も
摂ります。不明な場合はお客様に尋ねるとよいでしょう。

ラクト・オヴォ・ベジタリアン（乳・卵ベジタリアン）
肉類は食べませんが乳製品と卵は食べます。一部のラクト・オヴォ・ベジタリアンは、放し飼い（フリーレンジ）
の鶏の卵のみを食べます。その場合は、お客様のほうから卵について質問があるでしょう。ラクト・オヴォ・ベ
ジタリアンの多くは魚介類を摂りません。魚介類も摂るラクト・オヴォ・ベジタリアンのことをラクト・オヴォ・
ペスカタリアンと呼ぶこともあります。

ラクト・ベジタリアン（乳ベジタリアン）
肉類も卵も摂りませんが、牛乳、ヨーグルト、チーズなどの乳製品は摂ります。ラクト・ベジタリアンの多くは
魚介類も摂りません。

オヴォ・ベジタリアン（卵ベジタリアン）
肉類、乳製品は摂りませんが、卵は食べます。一部のラクト・オヴォ・ベジタリアンは、放し飼い（フリーレンジ）
の鶏の卵のみを食べます。その場合は、お客様のほうから卵について質問があるでしょう。また、ラクト・ベジ
タリアンの多くは魚介類を摂りません。

ヴィーガン
最も厳しい制限のあるベジタリアンです。肉類、魚介類から乳製品、卵、さらにははちみつにいたるまで、動物
性の食物は一切口にしません。

●お客様が「私はベジタリアンです」と言った場合、その人は「肉・魚介類を一切摂らない」と解釈するのが
無難です。ただし、「乳製品や卵はいかがですか？」と確認してみてもよいでしょう。

●ベジタリアンの多くは、自分の食べる料理を、肉料理と同じ調理器（グリル、鍋、フライパン）で調理されるこ
とを好みません。

●日常的な食品の中には、ベジタリアンには許されない成分が数多く含まれています。ベジタリアンやヴィー
ガン用の料理を作る際には、以下に挙げるような食品を避けるようにしましょう。

動物の靱帯や腱、骨などを原料とするゼラチンは、菓子類や低脂肪のスプ
レッド（パンに塗るジャムなど）、デザート、乳製品などによく使用されています。
海藻を原料とする寒天やカラギナン（増粘剤）で代用することができます。

動物性脂肪はビスケットやケーキ、マーガリンなど広範囲の食品に含まれて
いる可能性があります。
動物の内臓脂肪やラードも動物性脂肪です。
これらは植物性オイルや植物性マーガリンで代用可能です。

スープストックには多くの場合、牛、鶏、豚または魚介類が使われています。これ
は、野菜、キノコ、根菜、スパイスなど植物性の原料だけで作ったベジタブル
ブイヨンで代用できます。

ウースターソースの中には、この魚が使用されているものがあります。

チーズの製造工程でできる副産物で、さまざまな食品に含まれる乳製品です。

ベジタリアンの常識

ペスカタリアン

ラクト・オヴォ・ベジタリアン

ラクト・ベジタリアン

オヴォ・ベジタリアン

ヴィーガン

 肉 卵 乳製品 魚 はちみつ

 × △ △ ○ ○

 × ○ ○ △ ○

 × × ○ △ ○

 × ○ × △ ○

 × × × × ×

植物以外に食べて良いものは？

ゼラチン

動物性脂肪

スープストック（風味調味料）

アンチョビ

ホエイ／ホエイパウダー

知っておきたい!
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コーシャ

Kosher

多くのユダヤ人がコーシャと呼ばれる食事を実践しています。コーシャとは、ユダヤ教の律法に
したがって調理された、つまり「祝福された」食物を指します。「適切な」「法にのっとった」を意味
するヘブライ語の言葉、「カーシャー」が語源です。コーシャの食のルールでは、肉と乳製品を一
緒に摂ることは許されません。魚と肉、時には魚とミルクを一緒に摂ることも制限されます。限ら
れた種類の肉のみが許され、さらにその肉はコーシャの認証を受けていることが必要です（コー
シャのルールにしたがって屠

と さ つ
殺されたものであること。詳細は以下をご覧ください）。

●コーシャで許されるもの
牛、子羊、羊、ヤギ、子牛
家禽（鶏、カモ、ガチョウ、七面鳥）
狩猟肉のうち、ひづめがあり、反

はんすう

芻する動物
コーシャで許された動物の乳製品　
　※ただし乳製品を肉、家禽と一緒に摂ることはできません。同じ食卓で摂ることも許されない場合があります。
卵（血が含まれていないもの）
ヒレとウロコのある魚類（マグロ、サケ、オヒョウ、コイ、ニシンなど）
穀類、果物、野菜類（昆虫が混じっていないもの。果物の場合、植えられてから3年以上経った木から採れたもの）

●禁止されているもの
豚
甲殻類・貝類（カニ、ムール貝、ロブスター、ホタテ貝、カキなど）
魚介類のうち、チョウザメ、ナマズ、メカジキ、タコ、サメ、ウナギ、クジラ、カメなど

厳格なコーシャ食では、乳製品と肉類が同じ食器に触れることも許されません。
同じ鍋や調理器具を使うことも不可です。さらに厳格なコーシャを求める人は、
コーシャと非コーシャの食材が同じ時、同じ調理場に置かれることさえ許しませ
ん。とはいえ、そこまで厳しいルールにしたがう人は、レストランやホテルに出向く
前にあらかじめその旨を伝えてくれるでしょう。

ユダヤ教の教えである「トーラ」の法によると、コーシャの動物を屠殺するのは、「ショチェット（Schochet）」
と呼ばれる儀式的屠殺者のみです。また、動物に苦痛を与えることが禁じられているため、屠殺は動物が即
座に気絶するか即死するような方法で行わなければなりません。屠殺後は、食することが禁じられている特
定の脂身と血管を取り除き、肉を室温の水に30分浸します。水から出された肉は血抜きを行うためのテーブ
ルに運ばれ、両面に粗塩をまぶされて1時間置かれます。

パルヴ（Parve）とは

乳製品

果実と野菜

魚類

家禽類

卵類

肉と乳製品の食事の間隔

コーシャの食肉に関して

コーシャの食事法に厳密にしたがう人の中には、コーシャの正式な認証を受けた、またはラビによる監督が
なされた調理場のあるレストランでのみ食事をする人もいます。

コーシャと確認できるように表示された食品はたくさん
あります。何100種類ものコーシャ認定の証票があり、
これらは世界中のあらゆる種類の食品や飲料、レスト
ランで見ることができます。

コーシャ認定証の一例は、下記のURLでご覧になれます。

http://www.kosher-directory.com/supervisions.htm
http://kosherquest.org/kosher-symbols

肉類、乳製品のどちらも原材料に使われていない食品をパルヴといい、そのよ
うに表示することが許されます。自然の状態の果実類、穀類、野菜類はすべて
コーシャであり、パルヴです。これが乳製品または肉類とともに調理されること
により、そのどちらかの食品に変わります。たとえば、魚をバターで炒めると、パ
ルヴではなく乳製品と見なされます。

コーシャの動物のミルクや乳製品（チーズ、クリーム、バターなど）を「コー
シャ・デイリー（コーシャの乳製品）」といいます。これを肉、家禽と一緒に摂る
ことは許されません。レンネット（哺乳動物の胃から採れる酵素、凝乳）から作
られるチーズがありますが、厳格なユダヤ教徒はこれを食しません。

果実と野菜はどちらもコ－シャです。乳製品または肉類と一緒に摂ってかまい
ません（ワインとブドウのジュースは例外です）。しかし昆虫が混じっていては
いけません。

ヒレとウロコのある魚はパルヴと見なされます。肉類と一緒に調理はできませ
ん。ミルクやバターを使った調理はできます。

家禽類は大半がもともとコーシャです。ただし、厳格なユダヤ教徒の場合は、
儀式にのっとった方法で屠殺され、血液をよく抜いたものでないと食しません。
野生の鳥類と猛禽類は非コーシャです。

非コーシャの鳥の卵も非コーシャです。また、血の混じった卵も許されません。

肉を食べてから乳製品を食べるまでの間隔は、ラビ（ユダヤ教の聖職者）の教
えや習慣によって異なりますが、1時間から6時間の間です。

その他の注意点について

Boris-B / Shutterstock.com

知っておきたい!
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ハラール

Halal

「ハラール」とは「許されている（もの）」を意味し、世界中のムスリムの食習慣の基本となってい
ます。ハラールの規則はイスラムのシャリア（コーラン、モハメッドの教えに由来する規則）に基
づいています。ハラール食をどの程度厳密に守るかは、世界中のムスリムの間でも違いが見ら
れますが、大半のムスリムは「ハラール」の肉のみを食します（詳細は右記をご覧ください）。
一方、ほとんどの魚介類は食べることができ、食肉の場合のような屠殺の規則にしたがう必要
はありません。ハラールと認められる牛、羊、ヤギ、鶏の肉は食べることが許されていますが、ど
のような形であれ、豚肉とアルコール類は厳しく禁じられています。この２つに関しては、ソー
スや香りづけに利用することもできませんので、調理の際に注意が必要です。ハラールの料理
ではまた、血液、肉食の鶏類、犬、ヘビ、カエル、サルといったあまり一般的ではない肉、腐肉も
禁じられています。
また、ハラール食の調理では、ハラールの食材を非ハラールの食材、調理器具、まな板、鍋など
と分けて保管することが求められます。調理も非ハラール食とは別に行わなくてはなりません。
ハラール食の準備や調理、食材の保管は、非ハラール食と同じ施設の中でも異なるセクション
やラインで行われる場合は認められますが、そのためには、ハラールの食材と非ハラールの食
材が一切接触しないように措置が講じられていることが必須です。

ハラールの食肉と認められるためには、動物や家禽をハラールの儀式にのっとった方法で屠殺しなければな
りません。この儀式をズィバー（Zibah）またはザビハー（Zabihah）と呼びます。

●動物は、たとえ気絶していても屠殺の際にまだ生きていて健康でなくてはならない。
●屠殺される動物の苦痛をできる限り軽減するため、頸静脈、頸動脈、気管をよく研いだ包丁のひと太刀

で切り裂くこと。
●屠殺を行う者はムスリムであること。
●屠殺の間、ムスリムが祈りを唱えること。
●血液は禁じられているため、屠殺された動物の体内から血液を完全に抜くこと。
●絞殺や撲殺、高所から落下させるなどの屠殺は認められない。
●豚の屠殺場から離れた場所で屠殺を行うこと。
●屠殺前まで通常の飼料と水を与えられていること。
●屠殺される動物が、他の動物の屠殺されるところを見ないようにすること。
●屠殺に使用される包丁は首の4倍のサイズで、よく研がれていること。
●屠殺を行う者と屠殺される動物は、できる限りキブツかメッカの方向を向くこと。
●屠殺される動物がいかなる疾病や傷害も負っていないこと。

現実的な観点から、ハラール食を提供しようとするレストランは、ハラールと認められた肉食材の調達がで
きなくてはなりません。お客様がレストランにハラールであることを証明するラベルや証明書などの書面提
示を求める場合もあります。ハラール証明の機関は多々あり、これらの機関が発行するラベルや証明書によ
り、提供する食肉がハラールにのっとったものであることを証明できます。ただし、レストラン自体は認定を受
けずに、ハラール食を提供することは可能です。

ハラールの食肉に関して

ハラール証明書の詳細は下記のURLでご覧になれます。

http://www.halalfoundation.org/guidelineHal.htm

http://www.halaljapan.com/ 

知っておきたい!

商品提供 :こいしや食品株式会社 証明書提供 :こいしや食品株式会社
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ブッディスト（仏教）

ヒンドゥ

Buddhist

Hindu

ブッディストの食習慣の根幹には、非暴力・平和主義の考え方があります。ベジタリアンの食生
活によく似ており、完全なヴィーガン（ベジタリアンの項目を参照→P.06）であることもしばし
ばです。ブッディストの食習慣では、一切の肉食と興奮や酩酊を誘うもの（アルコール類など）
を禁じています。ニンニクやタマネギ、西洋長ネギ（リーク）といった刺激の強い野菜類を摂ら
ない人も多く、さらにはニンジンやジャガイモなどの根菜類を避ける人もいます。また、収穫の
しかたによっては、マンゴーを食べることにも制約があります。

ヒンドゥ教徒の食習慣は、この教えを実践する人によって大きく異なります。ヒンドゥ教の書物
の中には、すべての生き物に対する非暴力という考え方があるため、多くのヒンドゥ教徒は肉・
家禽、魚介類、卵を避け、ラクト・ベジタリアン（ベジタリアンの項目を参照→P.06）の食生活を
選びます。ヒンドゥ教徒の中には肉類や卵を口にする人もいますが、そういう人であっても、とり
わけ神聖な動物とされる牛の肉を食することはありません。加えて、食に供される動物の屠殺
方法が問題になる場合もあります。食肉にされる動物は、短時間に苦痛をともなわない方法で
屠殺されたものに限ります。肉を食するヒンドゥ教徒の中では鶏と魚が最も好まれ、その次が
羊とヤギです。また、一部のヒンドゥ教徒はカフェイン、アルコール、非常にスパイスの利いた
料理、キノコ類、タマネギ、西洋長ネギ（リーク）、ニンニクを避けます。さらに、ヒンドゥ教徒の
食習慣においては「節制」が求められるため、過食を嫌います。

ローフード

Raw Food

ローフードは「生食」を意味し、火を通さない、未加工の食物のみを摂る食事法です。それぞれ
の主義やライフスタイルにより、果物類、野菜類、ナッツ、種子類、卵、魚、肉、発芽穀物、乳製品
などの中から、各人が自分の食べるものを選びます。
加工を最低限に抑えたものであれば、発芽種子類やチーズ、ヨーグルト、ケフィール、こんぶ茶、
サワークラウトなどの発酵食品も含まれる場合があります。しかし一般的に、均質化された調
整食品（牛乳など）や化学合成された食品添加物を加えた食品は認められません。
ロ－フードの食物は冷たい状態、または室温で供されるのが普通ですが、少し温かい場合もあ
ります。摂氏40度以上に熱してはならない、というのがひとつの目安です。熱心なローフード
の実践者は、水気を抜いて乾燥させた食物を好んで食べます。

●もし誰かが「私はブッディストの食習慣にしたがっています」と言った場合、
　その人はヴィーガンで、かつアルコールを飲まないと理解しておくのが妥当でしょう。
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グルテンフリー

Gluten-Free

グルテンは小麦、大麦、ライ麦、オート麦に含まれるタンパク質の一種で、グルテンフリーとは、
グルテンを一切含まない食品を指します。セリアック症、非セリアック系グルテン過敏症、疱疹
状皮膚炎症、またグルテンアレルギー一般の症状を抱える人が食するものです。

●果物　　●野菜　　●肉類、家禽類　　●魚介類　　●大豆、豆類　　●ナッツ類
●大半の乳製品： 牛乳、バター、マーガリン、ナチュラルチーズ、プレーンヨーグルト、アイスクリーム（グルテンを

含む材料が加えられていないもの）
●トウモロコシ食品（トウモロコシ粉、ひき割りトウモロコシ粉、グリッツなど）
●調味していないコメそのもの（白米、玄米、ワイルドライス、バスマティ米、強化米など）
●雑穀など： アマランサス、クズウコン、ソバ（カシャ）、キャッサバ、チアシード、アマ・アワ・ヒエ類、キヌア、ソル

ガムきび、大豆、タピオカ、テフ
●グルテンフリーの穀類、ナッツ、豆、ココナッツ等から作られた粉類
●アナトー色素、水あめ、レシチン、マルトデキストリン、オート麦ガム、混ぜもののない香辛料類、二酸化ケイ素
●でんぷん、モルトビネガーを除く酢類
●クエン酸、乳酸、リンゴ酸、しょ糖、ぶどう糖、乳糖（葛乳糖）、コーンスターチ、グアーガム、キサンタンガム、タピ

オカ粉・タピオカでんぷん、ポテトスターチ、バニラ
●植物油（キャノーラ油を含む）
●ワイン、蒸留酒系の飲料（蒸留後にグルテンを含む物質を加えたものは除く）

●ビールは一部の例外を除きグルテンを含みます。ほとんどのハードサイダーはグルテンフリーです。
●デキストリンは小麦から作られることがあり、その場合はグルテンフリーではありません。
●香料類は通常グルテンフリーですが、まれに小麦または大麦を含んでいることがあります。
●加工でんぷんはグルテンフリーですが、「加工小麦でんぷん」、「加工でんぷん（小麦）」のように成分表示に小麦

の記載がある場合はグルテンフリーではありません。
●小麦でんぷんをグルテンフリーの食品に使用することは、グルテンタンパクを取り除く製造工程を経た場合のみ

許されます。グルテンフリーの表示がない場合、使用できません。
●オート麦は、グルテンを含む他の穀類と混ざらない特別な製造工程を経ていれば、ラベルにグルテンフリーと表

示できます。朝食のシリアルに使われるものを含め、通常のオート麦はグルテンフリーの表示がない限り、グル
テンを含む可能性があります。

●チーズスプレーなどの加工チーズは、グルテンを含む可能性があります。
●調味料類はグルテンを含む場合があります。小麦が含まれている場合は表示することが定められています。
●植物タンパク質加水分解物のうち、小麦タンパク質加水分解物は、小麦を含んでいる可能性があります。大豆

タンパク質加水分解物はグルテンフリーです。

セリアック症の人が安全に食事をするためには、グルテンフリーの食品がグルテン含有の食品
と接触することを避けなければなりません。こうした接触は、グルテンフリーの食品とグルテンを
含む食品に同じ調理器具を使ったり、同じ調理場や保管所を使用したりすることで起こります。

グルテンを含む食品

グルテンを含まない食品

グルテンを含む / 含まない　どちらの可能性もある食品

安全のために

小麦

ビール酵母製剤

大麦と麦芽

ライ麦

その他注意が必要な食材

グルテンは、あらゆる形態の小麦に含まれます。たとえば、スペルト小麦、カ
ムット小麦、ライ小麦、デュラム小麦、ヒトツブコムギ、ファリナ小麦、セモリナ
小麦、ケーキ用小麦粉（薄力粉）、マツァー（ユダヤの酵母なしパン）、クスクス

（北アフリカ発祥の小麦粉から作られる粒状食品）、フォイート・ベリー（クス
クスに類似の小麦から作られる粒状食品）、エンマー（ドイツやロシアで栽培
される堅く赤い小麦）、ファロ小麦、全粒粉、ホーラーサン小麦などです。特に
グルテンフリーと記されていない限り、以下のものには小麦が使われています。
大半のパン類、ケーキ類、シリアル、クッキー、クラッカー、プレッツェル、ニョッ
キ、パスタ、麺類、ピザ生地、トルティーヤ。英語でWHEAT（小麦）と名がつ
く大半のものは、グルテンを含みますが、WHEATの文字が入っているソバ粉

（BUCKWHEAT）は例外的にグルテンフリーです。

ビール醸造の副産物のビール製剤にはグルテンが含まれています。

大麦のほか、大麦麦芽から作る麦芽シロップ、麦芽エキス、麦芽フレーバー、
麦芽牛乳、麦芽ビネガーを含め、すべてグルテンが含まれます。

パン類によく使われる穀類で、グルテンが入っています。

・パン粉や小麦粉で衣づけして調理された肉、鶏、魚介類、野菜類。
・パン粉や小麦粉を使った食品を油で揚げたあと、同じ油で調理された食品

もグルテンフリーの面では安全ではありません。
・小麦粉で作られるリコリス（甘草の根で香りをつけたキャンディー）、小麦や

大麦を含むキャンディー類。
・醤油、照り焼きソース、カレーのルー、グレービーソースなど、グルテンを含

むソースやマリネ用ソース類。
・醤油は通常、大豆と小麦から作られます。小麦を使用しない醤油だけがグル

テンフリーです。小麦が使用されているかの表示を確認してください。
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炭水化物ダイエット パレオ

Low-Carb Paleo

炭水化物ダイエット、または低血糖ダイエットでは、デザートや穀類、でんぷん質の野菜、果物
などに含まれる炭水化物の摂取を抑え、タンパク質や脂肪の多い食品を摂ります。
炭水化物ダイエットにはさまざまな形態があり、アトキン、サウスビーチ、ゾーンなどと呼ばれ
ていますが、それぞれ1日に摂取できる炭水化物の種類と量が異なります。炭水化物ダイエッ
トでは、肉、チーズ、卵、そしてサラダとオイルをたくさん摂ります。

パレオ（穴居人ダイエットまた石器時代ダイエットとも呼ばれます）は、旧石器時代の人類が食
べていたとされる食物を基本としています。この食事法にはさまざまな解釈がありますが、一般
的には野菜、果物、ナッツ、根菜、肉および内臓肉が食されます。パレオで認められない食品は、
乳製品（バターを除く）、穀類、糖類、豆類、加工油、塩、アルコール、コーヒーなど。現代の加工
食品だけでなく、人類が農耕や牧畜を始め、定住生活を行うようになった新石器時代以降の
食物も避けるのが基本で、脂肪分の摂取が多く、タンパク質と炭水化物は適量。特に好まれる
食品は、アボカド、内臓肉、養殖でない魚、野菜などです。

食品による炭水化物含有の目安

炭水化物は基本的に糖質です。炭水化物を多く含む食品の中でも、繊維質の多い豆類などは摂取を許され
ることがあります。豆類などに含まれる繊維質が、炭水化物による血糖値の上昇を軽減すると言われている
ためです。

あらゆる種類の肉（牛、豚、鶏）、卵類、ハードタイプのチーズ、全脂肪乳、ハーフアンドハーフミルク（牛乳と
生クリームの混合製品。コーヒーなどに使用）、バター、レタス、ほうれん草、キャベツ、ハーブ、葉菜、カリフラ
ワー、アスパラガス、キノコ類、かぼちゃ、ナッツ類、オイル類

キャンディーとその他のスイーツ、焼き菓子、パン、
パスタ・麺類、米、小麦粉、ソフトタイプのチーズ、
低脂肪牛乳、スキムミルク、大半の果物

ベリー類（イチゴ、ラズベリー、ブルーベリーなど）、
ニンジン、ジャガイモ、豆類。

低炭水化物の食品

高炭水化物の食品

中程度の炭水化物を含む食品

炭水化物と繊維質知っておきたい!
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糖尿病食

Diabetic
低ナトリウム食

Low Sodium

低ナトリウム食を実践する人は、主に健康上の理由により、塩分を多く含む食品を避けます。1日のナト
リウム摂取量の目標値は2000ミリグラム以下ですが、この数値は、各人がそれぞれ医師と相談して決
めることが大切です。低ナトリウム食を実践する人は、缶詰、パッケージされた食品、インスタント食品、
スープストック（風味調味料）などの加工食品の摂取をひかえるとよいでしょう。ただし加工食品にも
低ナトリウムのものがありますので、これらで代替することができます。

●料理に使用する食塩を減らしましょう。ティースプーン1杯の食塩は2300ミリグラムのナトリウムを含んでいます。
●料理には、食塩が加えられていない新鮮な材料を使いましょう。
●調味料に工夫して、食塩の代わりにスパイスやハーブ、ガーリック、ビネガー、レモン、ライム、パイナップルジュース、コ

ショウなどを使いましょう。
●以下の調味料は避けましょう。
　ガーリックソルト、オニオンソルト、うま味調味料、ミートテンダライザー（肉をやわらかくする酵素などの製品）、スープ

ストック（風味調味料）、醤油、照り焼きソース、バーベキューソース、サワークラウト、オリーブ、ピクルス、ピクルスを
使った薬味、塩水

●ベーコンビッツ、クルトン
●食塩は、イーストに含まれる塩を除けば、どんなレシピからも除くことができます。
●肉や鶏、魚介類は、小麦粉やパン粉をまぶさずにオーブンやグリル、ロースト、あぶり焼きなどで調理しましょう。

●肉、魚、家禽類の加工品（燻製、塩漬け、缶詰など）、べ－コン、ハム
やソーセージ、フランクフルト、ニシンの塩漬け、キャビア、アンチョビ

●パン粉をまぶした冷凍食品

●缶詰

●インスタント（即席）を謳ったもの全般

●加工チ－ズ、チーズスプレッド

●オリーブ、ピクルス、サワークラウト、その他の野菜の漬物

●各種料理の素（ポテトグラタンの素など）

●スーパー、コンビニ等で販売されているパスタ類、トマトソース、サル
サソース

●クイックブレッド、セルフライジングフラワー（ベーキングパウダーを
含む小麦粉）、ビスケットやパンケーキ、ワッフルなどの素

●缶詰、粉末のスープ、スープストック（風味調味料）、スープミックス

●有塩バター、有塩マーガリン

●即席プリンやケーキの素

●大量のケチャップやマスタード

●新鮮な、または冷凍された牛、子羊、豚、家禽、魚介類

●卵類と代用卵

●乾燥豆類（缶詰でないこと）

●低ナトリムの魚の缶詰（減塩した塩水を使用）

●新鮮な果物、冷凍または缶詰の果物

●ミルク、ヨーグルト、アイスクリーム、アイスミルク

●減塩したピーナッツバター

●塩を使用したトッピング、混ぜものなどをしていないパンやベーグル

●減塩したクラッカーやブレッドスティック

●無塩のポップコーン、ポテトチップス、プレッツェルなど

●ソースのかかっていない新鮮な、または冷凍の野菜

●缶詰の低ナトリウムの野菜、ソース、ジュース

●ドライフルーツ

●塩を余分に加えていない自家製スープ

●塩を使用していないデザート全般

減塩のための指針

食塩を多く含む食品 減塩のための代替品

糖尿病とは、血糖値が長期間にわたって高い状態を示す代謝性疾患の総称です。この病気を
持つ人は通常何でも食べることができますが、タンパク質、繊維質を多く摂り、脂肪と単純糖質
の摂取をひかえてバランスの取れた食事をするように努めています。中には、毎食ごとに炭水
化物の摂取量を常にコントロールしなければならない人もいます。糖尿病患者はそれぞれ医
師の診断にしたがって食事内容の詳細を決定する必要がありますが、一般的には、脂肪の少
ない鶏や魚、豆類、全粒穀物、野菜類が適しています。

低脂肪食

Low Fat
低脂肪食では、脂肪全般あるいは特定の脂肪の摂取を制限します。または1日の脂肪摂取量を一
定の割合以下に抑えることもあります。低脂肪食にもさまざまなバリエーションがあり、どの種類
の脂肪が許容され、どの種類の脂肪が禁止されるかなどに違いが見られます。ある種の脂肪の摂
取は、むしろ奨励されることもあります。一般的に、厳しく禁じられたり、制限されたりする脂肪には、
トランス脂肪酸（パンや菓子類の大量生産に用いられるショートニングなど）、飽和脂肪酸（全脂
乳製品、肉の脂身の部分）などがあります。一方、しばしば摂取を許され、奨励されることもある脂肪には、
不飽和脂肪酸（野菜、果実などから採れるオリーブ油、アボカド油、菜種油など）、オメガ3脂肪酸

（サケなど油系の魚、ナッツ、種子類から採取）などがあります。低脂肪食の料理では、できるだ
け余分な油の使用を避け、肉は赤身の部分を、乳製品では脱脂乳または低脂肪乳を使ったものを
利用しましょう。また、ほとんどの果物と野菜は使用することができます。
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A　食習慣のカテゴリーを表すピクトグラム

B　メニュー名

C　このレシピで対応できる他カテゴリー
	 掲載しているレシピは、どれも1種類だけでなく、複数の食習慣に対応可能です。
 対応できる他カテゴリーの食習慣をピクトグラムで記載しています。

レシピページの見かた

レシピ提案

  ベジタリアン コーシャ ハラール ブッディスト ヒンドゥ

ローフード グルテンフリー 炭水化物 パレオ 糖尿病食 
ダイエット

（仏教）

低ナトリウム食

低脂肪食

26

28

30

32

34

36

38

40

42

44

○カリフォルニアプルーンとブルーベリー、アーモンドのクランブル
○サーモンのくるみ詰め
○大豆のコロッケ
○ソルガムきびのコーンブレッド
○ソルガムきびのカラフルタブレ
○焼きくるみとドライいちじく、グレープフルーツの穀物サラダ
○スパイシー・チリビーンズ

○バスク風チキン
○ポテトと野菜のカレーサモサ風
○カリフォルニアリコッタとフェタチーズの地中海風パスタサラダ

○カサブランカ風チキンのシチュー
○ピスタチオとケール、カルローズのサラダ
○アラスカサーモンのピンチョス〜ブラックベリー醤油ソース〜

○豆腐のカリフォルニア風チャーハン
○ブロッコリーとレーズンのサラダ
○カラフルビーンサラダ

○そら豆、クレソン、フェタチーズ、カリフォルニアプルーンのサラダ
○アラスカ産サーモンと野菜のレーズンマリネ風
○クリーミー カリフォルニア グアカモーレ

○ソルガムきびのグルテンフリーパンケーキ
○カリフォルニア風キャロットスープ（カレー風味）
○カリブ風チキンと柑橘のサラダ

○アメリカンポークロースの京風焼き
○アメリカンビーフ肩ロースのステーキ
○ミックスサラダ〜グリルステーキとくるみのロメスコディップ添え〜

○プルーンエナジーボール
○ラディッキオサラダ〜ラズベリー＆タラゴンドレッシング〜
○トロピカルムーンライトスムージー

○カリフォルニア風カプレーゼ
○くるみ入りハンバーグ 山菜添え
○白いんげん豆とニンニクのディップ

○シェーブドサラダ 〜カリフォルニアプルーンドレッシング〜
○根菜のロースト、カリフォルニアプルーン、パンプキンのカレー
○くるみ、カリフォルニアプルーン、アーモンドのローフ

ベジタリアン

コーシャ

ハラール

ブッディスト（仏教）

ヒンドゥ

グルテンフリー

炭水化物ダイエット

ローフード

レシピ提供団体一覧

糖尿病食

パレオ

22RECIPE

#01

RECIPE

#03

RECIPE

#02

A

C

C

C

B

B

B

20 21



ベジタリアン

Vegetarian
＊材料（4人分）

カリフォルニア産プルーン（半分にカット）.....200g
米国産ブルーベリー...................................240g
グラニュー糖................................................25g
米国産ソルガムきび粉...............................100g
米国産アーモンド（砕く）...............................50g
冷えたバター（キューブ型にカット）...............100g
ブラウンシュガー...........................................75g

＊材料（4人分）

米国産大豆（煮たもの）........ 2カップ
タマネギ....................................½個
ニンジン....................................¼本
セロリ.......................................½本
塩・コショウ...............................適宜
ナツメグ................................... 少々
小麦粉.....................................適宜
溶き卵.....................................適宜
パン粉.....................................適宜
カリフォルニア産オリーブ油.......適宜

＊材料（２０cm×２０cm型１台分・８人分）

A
米国産ソルガムきび粉................... 170g
米国産コーンミール........................ 130g
ベーキングパウダー..................... 大さじ1
塩................................................... 少々

B
卵.....................................................2個
牛乳............................................ 240cc
米国産メイプルシロップ............... 大さじ5
カリフォルニア産オリーブ油.......... 大さじ5
トウモロコシ.......................................1本

＊材料（4人分）

アラスカ産サーモンフィレ.................. 4切れ
カリフォルニア産くるみ（刻む）.............. 60g
米国産チェダーチーズ（削る）............... 30g
カリフォルニア産米カルローズ
（炊いたもの）.................................... 200g.
ほうれん草...........................................4茎
タマネギ（みじん切り）..........................¼個
ニンニク（みじん切り）............................1片
米国産レモンの皮.......................... 小さじ2
カリフォルニア産オリーブ油............. 小さじ2
塩・コショウ.................................各小さじ½

California Prune, Blueberry 
and Almond Crumble 

Walnut-Stuffed Salmon

Soybean Croquette

Sorghum Corn Bread

カリフォルニアプルーンとブルーベリー、アーモンドのクランブル

サーモンのくるみ詰め

大豆のコロッケ

ソルガムきびのコーンブレッド

RECIPE

#01

RECIPE

#02

RECIPE

#03

RECIPE

#04

＊作り方
1.オーブンを180℃に予熱する。鍋にブルーベ
リーとグラニュー糖、少量の水を入れて火にか
け、ピューレではなく、少しやわらかくなるまで煮
る。プルーンを加えたらオーブン耐熱皿に入れ
る。

2.ボウルにソルガムきび粉、砕いたアーモンド、ブ
ラウンシュガーを合わせ、バターをその生地に
手でこすり合わせてクランブル（そぼろ状）を作
る。ブルーベリーとプルーンの上にそのクラン
ブルをのせる。

3.オーブンに入れてクランブルがクツクツして上
が香ばしく色づくまで30分焼く。

＊作り方
1.大豆は一晩水に漬けて、圧力鍋で約10分
やわらかくなるまで煮る。水を切ってすり鉢
でつぶす。

2.タマネギ、ニンジン、セロリはみじん切りに
して、オリーブ油でやわらかくなるまで炒め
ておく。

3.1のつぶした大豆に2を加え、塩・コショウ、
ナツメグで味をととのえる。

4.俵型に丸めて、小麦粉→溶き卵→パン粉
の順でつける。

5.170℃くらいの油で揚げる。

＊作り方
1.オーブンは190℃に余熱する。トウモロコ
シは蒸すか、ゆでて実をそいでおく。

2.Aの材料をふるって混ぜる。

3.Bの材料も、ボウルでよく攪拌する。

4.3に2を加えてさっくり混ぜる。トウモロコ
シも加える。

5.耐熱の型ににクッキングシートを敷いて、
生地をならす。190℃で30分焼く。

＊作り方
1.サーモンは皮をひき、骨を除いておく。大きなフライパンにオリーブ油を入れ
て中火にかけ、タマネギを加えてやわらかくなるまで5分ほど炒める。ニンニク、
ほうれん草・塩・コショウも加え、ほうれん草がしんなりするまで3分ほど炒め、
火を止める。

2.炊いたカルローズを加え、レモンの皮も入れてよく混ぜる。

3.1のほうれん草ミックスをサーモンの上に広げ、チーズとくるみを散らす。てい
ねいに巻いていき、楊枝か紐で結ぶ。

4.オーブンシートを敷いた天板にサーモンをのせて190℃のオーブンで魚に熱
が入るまで15分～20分焼く。

5.まな板に移し、切る前に10分寝かせる。季節の蒸し野菜やグリーンサラダを
添えてサーブする。

ラクト・ベジタリアン【乳製品OK】

オヴォ・ベジタリアン【卵OK】

ラクト・オヴォ・ベジタリアン【卵・乳製品OK】

ペスカタリアン【魚介OK・酪農品OK】

レシピ提供：.カリフォルニア.くるみ協会.

レシピ提供：.一鍬田朋子

レシピ提供：.一鍬田朋子

レシピ提供：.カリフォルニア.プルーン協会
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＊材料（2人分）

米国産ソルガムきび（全粒）........½カップ
トマト............................................... ½個
きゅうり............................................ ½本
米国産アボカド............................... ½個
タマネギ.......................................... ¼個
枝豆（ゆでたもの）.................. 20～30粒
粒コーン..................................... 大さじ２
パセリ.............................................少々

＊材料（6人分）

米国産乾燥クランベリービーンズ....3カップ
チリパウダー...................................大さじ4
赤唐辛子フレーク...........................大さじ1
ニンニク（みじん切り）........................... 4片
タマネギ（さいのめ切り）...................... ½個
トマト缶（ダイス）...................... 1缶（450g）
クミンパウダー................................小さじ2
リンゴ酢.........................................小さじ1
パプリカパウダー............................小さじ1
ドライオレガノ................................小さじ½
ブラウンシュガー............................小さじ½
水.........................................................2ℓ
カリフォルニア産オリーブ油.............小さじ4

＊材料（4人分）
米国産ソルガムきび............................... 140g
米国産キヌア......................................... 140g
塩........................................................... 適宜
カリフォルニア産くるみ（砕く）............... 1カップ
フロリダ産グレープフルーツ....................... 2個
米国産ドライいちじく（スライス）............½カップ
刻んだフレッシュイタリアンパセリ...........大さじ2

ドレッシング
フロリダ産グレープフルーツの皮
（すりおろす）.......................................小さじ½
白ワインビネガー..................................大さじ2
カリフォルニア産オリーブ油...................大さじ3

＊作り方
1.ソルガムきびを30分水に浸ける。

2.水1カップを鍋に注ぎ、ソルガムきびを
入れて火にかけ沸騰後約15分間炊く。

3.炊いたソルガムきびは流水にさらして
水気を切る。

4.トマト、きゅうり、アボカドは5mm角に、
タマネギとパセリ（葉の部分）はみじ
ん切りにする。

5.ドレッシングの材料を混ぜ合わせる。

6.ボウルに炊いたソルガムきびと4、5、
枝豆、粒コーンを入れよく混ぜ合わ
せる。

＊作り方
1.オーブンを190℃に予熱し、くるみを天板に広げて7分ほど
ローストする。オーブンから取り出し、オーブンシートの上でさ
ましたら半分に砕く。

2.ドレッシングを作る。グレープフルーツの表皮を削ったもの
をボウルに入れ、ビネガー、オリーブ油を加える。

3.ソルガムきびとキヌアを鍋に入れ、中火で4分炒る。540cc
の水と小さじ3/4の塩を加えたら、火を強める。沸騰したら火
を弱めて蓋をして15分ほど炊く。オーブンシートを敷いた天
板の上に広げてさます。

4.グレープフルーツの上下をカットする。皮をむき、果肉だけを
取り出してカットする。残った芯の部分を絞って大さじ2をド
レッシングのボウルに加えて塩で味をととのえる。

5.大きなボウルにグレープフルーツ、ドライいちじく、くるみ、穀
物とパセリを入れ、ドレッシングで和える。

＊作り方
圧力鍋にすべての材料を入れて蓋を
し、強火にかける。ピンが上がったら弱
火にし、5分煮て火を消す。ピンが下
がったら蓋をあける。水分が残っている
ようなら少しそのまま煮る。

Sorghum Colorful Tabboulleh Salad

Grain Salad with Toasted Walnuts, 
Dried Fig and Grapefruit

Spicy Chili Beansソルガムきびのカラフルタブレ

焼きくるみとドライいちじく、
グレープフルーツの穀物サラダ

スパイシー・チリビーンズ

レシピ提供：.アメリカ穀物協会

レシピ提供：.カリフォルニア・ドライ・ビーンズ・アドバイザリー・ボード

地中海でよく食べられるタブレを、注目のグルテンフリー穀物“ソルガムきび”を使ってカラフルなサラダに

RECIPE

#03

RECIPE

#04

RECIPE

#05

ドレッシング
カリフォルニア産オリーブ油......... 大さじ２
酢.............................................. 大さじ１
塩.............................................. 小さじ１
コショウ...........................................少々

お酢をライムやレモンに代えてもさっぱりし
て食べやすい味になります。また苦手でな
い方は、パクチーをたっぷり加えるとちょっ
とエスニックで、より夏らしい一品に。抗酸
化作用が期待できるハーブを入れること
で、お肌にも嬉しいレシピになります。

ヴィーガン

ヴィーガン

ヴィーガン

レシピ提供：.カリフォルニア.くるみ協会
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コーシャ

Kosher

＊材料（6人分）

米国産鶏もも肉.............................................6切れ
エシャロット（みじん切り）....................................5個
タマネギ（スライス）............................................2個
赤パプリカ（1cm幅）..........................................1個
ピーマン（さいの目切り）.....................................1個
完熟トマト（スライス）..........................................1個
カリフォルニア産米カルローズ........................ 300g
チキンストック............................................... 250cc
米国産トマトピューレ..................................... 250cc
ドライオレガノまたはドライタイム....................小さじ1
カリフォルニア産オリーブ（黒・緑）..............各1カップ
塩・コショウ...................................................... 適宜
カリフォルニア産オリーブ油.............................. 適宜

＊材料（12個分）

米国産フローズンフライドポテト
（IQFハッシュブラウンパテ）※......... .2枚
米国産鶏ひき肉...........................150g
タマネギ......................................... 50g
春巻の皮....................................... 6枚

＊材料（8人分）
フジッリまたはペンネ（パスタ）................ 450g

サラダ
A. プチトマト........................................ 240g
. きゅうり（乱切り）.................................3本
. カラマタオリーブ（種なし半分にカット）.200g
. カリフォルニア産リコッタチーズ........ 180g
. カリフォルニア産フェタチーズ（砕く）.130g

B. フェタチーズ(トッピング用).................. 30g
. 塩・コショウ....................................... 適宜
. 赤唐辛子フレーク................ 小さじ1＋1/2

ドレッシング
C. 紫タマネギ（みじん切り）.....................½個
. 米国産レモン汁............................... 60cc
. フレッシュオレガノ（みじん切り）.....大さじ４
. （またはドライオレガノ大さじ1）
. フレッシュディル（みじん切り）........ 大さじ3
. （またはドライディル小さじ2）
. 赤ワインビネガー.......................... 大さじ2

D. カリフォルニア産オリーブ油............ 120cc
. 塩・コショウ....................................... 適宜

A. 上白糖.................................. 30g
. 塩........................................... 1g
. カレー粉.................................. 5g
. 薄口醤油.........................小さじ2
. 白コショウ................................ 2g
. サラダ油......................... 小さじ１
.
B. 薄力粉.................................適宜
. 水........................................適宜

＊作り方

1.鶏肉に塩・コショウ、ドライオレガノ（またはドライ
タイム）をまぶす。

2.フライパンにオリーブ油を入れて火にかけ、鶏肉
を入れて両面色づくまでソテーしたら、取り出し
ておく。

3.2のフライパンにエシャロット、タマネギ、赤パ
プリカ、ピーマン、トマトを加えて炒め、カルロー
ズを洗わずに加えてさらに炒める。チキンストッ
ク、トマトピューレ、2の鶏肉も加えて火を強め
る。沸騰したら蓋をして火を弱め、12分炊く。そ
のまま10分蒸らす。最後にオリーブを加えてで
きあがり。

＊作り方
1.米国産ポテトを180℃の油できつね色になるまで揚げ、砕いておく。

2.タマネギはみじん切りにする。

3.フライパンに油を熱し、タマネギを炒め、しんなりしてきたら鶏ひき肉を入れ炒める。

4.Aを入れ炒めたら1を入れ、水分がなくなるまで炒め、さます。

5.春巻の皮は半分に切り、三角形になるように4を詰め、つなぎ目はBで止める。

6.170℃に熱した油でこんがり色づくまで揚げる。

＊作り方
1.ドレッシングを作る。ボウルにCの材料を入
れて、Dのオイルをかきまぜながら加え、塩・
コショウで味をととのえる。

2.鍋に3ℓのお湯と大さじ1の塩を加えて沸騰
した中にパスタを入れ、10分またはパスタ
がちょうどよい硬さになるまでゆでる。ザル
にとり、時々混ぜながら常温でさます。さめ
たら大きなボウルに移し、ドレッシングを加
える。

3.2にサラダのAの材料を加え30分そのまま
味をなじませる。Bの塩・コショウで味をとと
のえ、フェタチーズ、赤唐辛子フレークをトッ
ピングする。

Basque Chicken

Curry Samosa 
with U.S. Potato and Vegetable 

Mediterranean Pasta Salad with California Ricotta and Feta

バスク風チキン

ポテトと野菜のカレーサモサ風

カリフォルニアリコッタとフェタチーズの地中海風パスタサラダ
レシピ提供：.アメリカ家禽鶏卵輸出協会（USAPEEC）

レシピ提供：.米国ポテト協会

鶏と相性のよいピーマンとトマト、ニンニクが、
鶏の味をさらに引き立てくれます

※米国産スタンダードポテトフレークやグ
ラニュールで作ったマッシュポテトでも
代用できます。

RECIPE

#02

RECIPE

#03

RECIPE

#01

レシピ提供：.カリフォルニア.ミルク協会（CMAB）
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ハラール

Halal

＊材料（6人分）
米国産ハラール鶏もも肉（皮なし、骨なし.2.5cm角にカット）....... 680g
カリフォルニア産オリーブ油..............................................大さじ1＋½
タマネギ（粗みじん切り）.............................................................. 1個
赤パプリカ（細切り）.................................................................... 1個
ニンニク（みじん切り）.................................................................. 2片
ジンジャーパウダー................................................................小さじ1
黒コショウ............................................................................小さじ½
シナモン...............................................................................小さじ½
クミンパウダー......................................................................小さじ¼
米国産ひよこ豆（缶）...................................................... 1缶（400g）
カリフォルニア産ゴールデンレーズン........................................ 100g
チキンブイヨン....................................................................... 400cc
水溶き小麦粉.........................................（小さじ1を水小さじ2で溶く）
フレッシュパセリ（刻む）..........................................................大さじ4
フレッシュ香菜（刻む）...............................½カップ分（または2～3茎）
カリフォルニア産レモン汁.......................................................小さじ1
カリフォルニア産米カルローズ（炊いたもの）.............................. 適宜

＊材料
アラスカ産サーモン........................................適宜
カリフォルニア産米カルローズ（炊いたもの）....適宜

ソース（500cc分）
無塩バター.................................................... 120g
赤唐辛子フレーク...................................... 小さじ¼
ニンニク（みじん切り）.................................. 大さじ1
ブラウンシュガー............................................ 100g
米国産冷凍ブラックベリー............................... 80g
醤油........................................................... 120cc
ライム果汁............................120cc（大ライム4個）

＊材料（6人分）
米国産サラダケール.........................4カップ
カリフォルニア産米カルローズ
（炊いたもの）..................................... 450g
米国産ヒヨコ豆......................... 1缶（400g）
刻んだフレッシュパセリ......................大さじ2
米国産ピスタチオ..................................40g
柿（くし切り）.......................................... 3個

ドレッシング
白練りごま........................................大さじ2
カリフォルニア産オリーブ油...............大さじ1
ライム果汁と皮...................................... 1個
パプリカパウダー.............................小さじ¼
アガベ............................................小さじ½
ショウガ（みじん切り）........................小さじ1
ニンニク（みじん切り）............................. 1片
塩（お好みで）.......................................少々

＊作り方

1.鍋にオリーブ油を入れて熱する。鶏肉を入れて鶏肉が
色づくまで10分ほどひっくり返しながらソテーする。

2.鶏肉を取り出し、同じ鍋にタマネギ、赤パプリカを加え
てやわらかくなるまで6分ほど炒める。

3.ニンニク、黒コショウ、シナモン、クミン、ジンジャーを加
えて混ぜスパイスの香りが出るまで45秒ほど炒める。

4.ヒヨコ豆、レーズン、チキンブイヨン、ソテーした鶏肉、
水溶き小麦粉を加えて火を強め、沸騰したら火を弱め
て蓋をして15分煮る。

5.カルローズの上に盛りつけ、レモン汁を絞り、パセリ、
香菜を散らす。

＊作り方
1.サーモンを食べやすい一口サイズにカットしてグリルするか、
ローストする。

2.ソースを作る。まず鍋にバターを入れて中火で溶かす。その
後赤唐辛子とニンニクを加えてニンニクの香りが出るまで焦
がさないように炒める。ブラウンシュガーを加え、3分ほど混
ぜ続ける。ブラックベリーと醤油、ライム果汁も加える。

3.いったん火を強めてから弱火にし、5分ほど煮る。

4.カルローズの上にサーモンをのせ、上からソースをかける。

＊作り方
1.ボウルに食べやすくカットしたケール、カルロー
ズ、ヒヨコ豆、パセリ、ピスタチオ、柿を入れる。

2.別のボウルにドレッシングを混ぜる。

3.ドレッシングをサラダにまわしかけ、よく混ぜ和
える。

Casablanca Chicken Stew
Saucy Salmon Bites 
with Blackberry Soy Sauce

Pistachio Kale Calrose Salad

カサブランカ風チキンのシチュー

アラスカサーモンのピンチョス  
～ブラックベリー醤油ソース～

ピスタチオとケール、カルローズのサラダ

RECIPE

#01

RECIPE

#03

RECIPE

#02

レシピ提供：.アメリカ家禽鶏卵輸出協会（USAPEEC）

様々なスパイスやレーズン・野菜と共に煮た香り高いシチューは、シンプルながら奥深い味わいです。
クスクスと合わせたり、ライスやパンとも相性抜群の一品

レシピ提供：.アメリカピスタチオ協会

レシピ提供：.オレゴン州ラズベリー＆ブラックベリー・コミッション

ペスカタリアン
のみOK
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ブッディスト（仏教）

Buddhist

California Style 
Fried Rice with Tofu

Broccoli Raisin Salad

Colorful Bean Salad

豆腐の
カリフォルニア風チャーハン

ブロッコリーとレーズンのサラダ

カラフルビーンサラダ

豆腐と野菜をカルローズと一緒に炒め、
最後にアボカドでコクを出した
精進チャーハンです

RECIPE

#01

RECIPE

#02

RECIPE

#03

レシピ提供：.カリフォルニア・レーズン協会

レシピ提供：.カリフォルニア・ドライ・ビーンズ・アドバイザリー・ボード

レシピ提供：.USAライス連合会

＊材料（２人分）

ジャガイモ（茹でて2cmコンカッセ）............................... 1個
カルフォルニア産オリーブ油......................................... 10g.
豆鼓............................................................................. 5g.
赤パプリカ（1cmコンカッセ）........................................... 5g.
オレンジパプリカ（1cmコンカッセ）.................................. 5g.
枝豆（みじん切り）........................................................ 30g
木綿豆腐（水切りし、2cmコンカッセ）.......................... 150g.
カリフォルニア産米カルローズ（1.2倍加水で炊飯）..... 250g
昆布茶.......................................................................... 2g.
黒コショウ..................................................................適量
米国産アボカド（2cmコンカッセ）................................. 50g

＊材料（4人分）

ブロッコリー.............................................1個
セロリ....................................................½本
カリフォルニア産レーズン........................ 60g

A. カリフォルニア産オリーブ油.......... 小さじ2

. 酢................................................ 大さじ2

. あら塩......................................... 小さじ¼

. コショウ........................................... 少々

＊材料（6人分）

米国産キドニービーンズ（ゆでたもの）...............600g
米国産ヒヨコ豆（ゆでたもの）...........................600g
プチトマト（半分にカット）.................................. 12個
フレッシュパセリ（みじん切り）............................適宜
フレッシュタイム（葉部分）.................................. 1枝
米国産アボカド（角切り）.................................... 1個
カリフォルニア産オリーブ油...........................大さじ4
ホワイトバルサミコ酢.....................................大さじ2
塩・コショウ.......................................................適宜

＊作り方

1.フライバンにオリーブ油、豆鼓を入れて
加熱し、香りが出たところに野菜（アボガ
ド以外）、豆腐、炊飯カルローズの順に
加えてソテーする。

2.調味料を加えて味をととのえ、アボカド
を加え、炒め合わせて完成。

＊作り方

1.ブロッコリーは小房に分けて耐熱の皿に平
らにならべ、ラップして電子レンジに1分～1
分30秒ほどかけ、サッと水にさらす。

2.セロリはみじん切りにし、サッと水にさらして
水気を絞る。

3.Aにカリフォルニアレーズン、2を加え合わ
せる。

4.ブロッコリーに3をかけて和え、器に盛る。

＊作り方

1.ボウルにキドニービーンズ、ヒヨコ豆、プチトマト、
ハーブを合わせる。

2.別のボウルにオリーブ油、バルサミコ酢、塩・コショ
ウをよく混ぜ合わせる。

3.2のドレッシングを1のサラダに加え、冷蔵庫で味
をなじませる。サーブする直前にアボカドの角切り
を加える。
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ヒンドゥ

Hindu

Broad Bean, Watercress,  Feta and California Prune Salad 
そら豆、クレソン、フェタチーズ、カリフォルニアプルーンのサラダ

アラスカ産サーモンと野菜のレーズンマリネ風

クリーミー カリフォルニア グアカモーレ

フェタチーズの塩気、プルーンの甘みが
美味しいアクセントになっています

RECIPE

#01

RECIPE

#02

RECIPE

#03

＊材料（4人分）

そら豆（剥いたもの）.........................................275g
クレソン.............................................................50g
さやえんどう（粗く刻む）....................................100g
カリフォルニア産プルーン（半分に切る）............100g
米国産ピーカンナッツ（粗く刻む）.......................30g
ベジタリアンフェタチーズ.................................175g
白ワインビネガー..........................................大さじ1
粒マスタード.................................................小さじ1
はちみつ......................................................小さじ1

＊材料（4人分）

アラスカ産生サーモン................................4切れ
コショウ.......................................................少々
小麦粉....................................................... 適宜
カリフォルニア産オリーブ油......................大さじ1
トマト............................................................ 1個
クレソン.......................................................少々

＊材料

カリフォルニア産クリームチーズ（常温）....................... 240g
無脂肪ヨーグルト（水気を切る）.................................. 480g
米国産アボカド（皮をむき種を除き、マッシュする）........... 4個
サルサヴェルデ（グリーンチリサルサ）......................... 240g
カリフォルニア産レモン汁（ライム汁）..................小さじ2～3
塩...........................................................................小さじ1

A	カリフォルニア産レーズン.........................60g
. プレーンヨーグルト.............................大さじ８
. あら塩.......................................................2g
. コショウ..................................................少々

＊作り方
そら豆をやわらかくなるまで茹で、水に通してザルにと
る。そのままでも良いが、薄皮を除くとより食感が良
い。クレソンをそれぞれの器に盛り、その上にそら豆、
さやえんどう、プルーン、ピーカンナッツをのせ、フェタ
チーズを散らす。白ワインビネガー、粒マスタード、は
ちみつを混ぜてサラダにかける。

＊作り方
1.サーモンは1切れを3～4等分に切り分け、コ
ショウをふる。

2.トマトは乱切りにする。

3.Aを合わせておく。

4..フライパンにオリーブ油をひき、小麦粉を薄く
つけたサーモンをソテーする。裏返して十分中
まで火を通す。

5.熱いうちに3にソテーしたサーモンと2を加えて
和える。器に盛り、クレソンを添える。

＊作り方
1.フードプロセッサーまたは電動泡だて器でクリームチーズ
とヨーグルトを混ぜ合わせる。

2.マッシュしたアボカド、サルサ、レモン汁を加え、さらによく
混ぜ合わせる。

3.塩で調味し、必要ならレモン汁（ライム汁）で味をととのえる。

Sauteed Salmon and Vegetables Tossed 
with California Raisin and Yogurt Sauce

Creamy California Guacamole

レシピ提供：.カリフォルニア・レーズン協会

レシピ提供：.カリフォルニア.ミルク協会（CMAB）
レシピ提供：.カリフォルニア.プルーン協会

ペスカタリアン
のみOK
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ローフード

Raw Food

California Prune 
Energy Balls

Tropical Moonlight Smoothie

プルーンエナジーボール

トロピカルムーンライトスムージー

焼かなくても作れる栄養価の高い生スイーツ。
ナッツとドライフルーツのコンビネーションが
あとを引きます

RECIPE

#01

RECIPE

#03

レシピ提供：.カリフォルニア.プルーン協会

＊材料（20個分）
カリフォルニア産プルーン........................1＋¼カップ
米国産ミックスナッツ（アーモンド・くるみ）...........1カップ
米国産チアシード..........................................大さじ4
カカオパウダー..............................................大さじ2
米国産ピーナッツバター................................大さじ2
ココナッツオイル................................................適宜
ココナッツファイン（コーティング）........................適宜

＊材料（2人分）
米国産冷凍ブラックベリー.............................2＋½カップ
冷凍したカットバナナ............................................... ½本
ココナッツミルク（または豆乳）........................2＋½カップ
バニラエクストラクト............................................小さじ½
ショウガ（すりおろし）...........................................小さじ½
フレッシュバジル.................................................½カップ

＊作り方
1.フードプロセッサーにナッツを入れて細かく砕き、コ
コナッツオイル、ココナッツファイン以外の材料を
加えてよく混ぜ合わせる。少量のココナッツオイル
を数回に分けて加え、手で丸められるくらいのなめ
らかさにする。

2.大さじ1ずつ丸めていく。バットに並べ、お好みでコ
コナッツファインをまぶす。

＊冷凍庫で45分くらいひやす。その後は容器に入れ
て冷蔵庫保存。1週間保存が可能。 ＊作り方

すべての材料をブレンダーでなめらかになるまで攪拌する。
最後にフレッシュバジルを添える。

Radicchio Salad with Raspberry and  Tarragon Dressing
ラディッキオサラダ  ～ラズベリー＆タラゴンドレッシング～

RECIPE

#02

＊材料（4～6人分）
米国産ラディッキオ（食べやすいサイズにカット）.............................1個
カリフォルニア産ドライいちじく（スライス）............................... ½カップ
かぼちゃ（スライスしてローストしたもの）................................... 1カップ
米国産レンズ豆（ゆでてさましたもの）..................................... ½カップ
紫タマネギの酢漬け（スライスしビネガーに1時間漬けたもの）....... ¼カップ
パンプキンシード（ローストして塩少々をまぶしたもの）.............. ¼カップ

ドレッシング
カリフォルニア産レモン汁........................................................ 大さじ3
ニンニク（ローストしたもの）...........................................................1片
ヒマワリの種（生）................................................................... 大さじ3
カリフォルニア産オリーブ油...................................................... 120cc
フレッシュタラゴン（刻み）........................大さじ1（またはドライ小さじ1）
米国産冷凍ラズベリー（粗く刻む）.......................................... ½カップ
塩・コショウ................................................................................. 適宜

＊作り方

1.ドレッシングを作る。ブレンダーにレモン汁、ニンニク、ヒマワリの種を
入れてペースト状になるまで混ぜ、オイルを加え、必要なら水を大さ
じ2～3くらい加える。

2.1をボウルに移し、タラゴンとラズベリーを加える。

3.ラディッキオとドレッシングをふんわり和える。次に、残りの材料も加
えて和える。

レシピ提供：.オレゴン州ラズベリー＆ブラックベリー・コミッション

レシピ提供：.オレゴン州ラズベリー＆ブラックベリー・コミッション
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グルテンフリー

Gluten-Free

Gluten Free Sorghum Pancakes

Real California Curried Carrot Soup

Caribbean Chicken and Citrus Salad 

ソルガムきびのグルテンフリーパンケーキ

カリフォルニア風キャロットスープ（カレー風味）

カリブ風チキンと柑橘のサラダ

グルテンフリーの“ソルガムきび”で作るパンケーキは、栄養価も優れていて
アレルギーの方にも喜ばれるヘルシーなスイーツです

RECIPE

#01

RECIPE

#02

RECIPE

#03

レシピ提供：.アメリカ穀物協会

＊材料（2人分）

A
米国産ソルガムきび粉.............. 130g
コーンスターチ............................. 40g
ベーキングパウダー....................... 5g
スキムミルク................................ 50g
米国産メイプルシロップ.......... 大さじ3

B
卵................................................2個
豆乳....................................... 150cc
バター（溶かす）........................... 30g

バター................. 適量（フライパン用）

＊材料（8人分）

ニンジン...............................................4本

カリフォルニア産オリーブ油............. 大さじ1

牛乳..................................................... 2ℓ

ライムの皮....................................... 3個分

バター............................................ 大さじ4

カレー粉......................................... 大さじ1

タマネギ（スライス）...............................1個

カリフォルニア産米カルローズ........ 大さじ2

カリフォルニア産サワークリーム...... ½カップ

チキンストック........................ 必要に応じて

塩・白コショウ..................................... 適宜

＊材料（4人分）

米国産鶏もも肉
（皮つき・3cm角にカット）...............650g
マーマレード.................................180g
ミックスリーフ................................450g
フレッシュミント.........................½カップ
紫タマネギ（みじん切り）............½カップ
米国産ネクタリン（スライス）............ 2個
フロリダ産グレープフルーツ............ 2個
米国産ネーブルオレンジ................. 2個
マンゴー（スライス）......................... 1個

＊作り方

1.ボウルでAを混ぜる。

2.別のボウルでBをかき混ぜ、1を加えてよく混ぜ合
わせる。

3.温めたフライパンにバターを引き、2を流し込み弱
火で両面を焼く。

4.メイプルシロップ、水切りしたヨーグルト、お好みの
フルーツ類やミントを添える。

＊作り方
1.鶏もも肉を容器に入れてマーマレードを加え、
冷蔵庫で1時間～一晩マリネする。

2. ドレッシングを作る。オイル以外の材料をミキ
サーかブレンダーに入れて攪拌し、ゆっくりオイ
ルを加えて乳化するまでよく混ぜる。

3.マリネした鶏もも肉を容器から出し、油を引か
ないノンスティックフライパンで両面が色づく
まで中火で約8～10分焼く。火を消して取り出
し、さます。

4.大きめのボウルにリーフ、ミント、フルーツ、野
菜を混ぜ合わせ、ドレッシングの半量を加える。
よく混ぜたら鶏もも肉を加えて和える。器に盛
りつけ、お好みでオイルを添える。残りのドレッ
シングはテーブルに出し、お好みで使う。

＊作り方

1.ニンジンは皮をむき、2.5cm角にカット。オーブンは
200℃に予熱する。天板にニンジンとオリーブ油を
和えてからオーブンに入れ、ニンジンの端が少し焦
げるくらいまでローストする。

2.ニンジンをローストしている間に、牛乳とライムの皮
を低温で温め、温まったら火からおろしておく。しば
らく置いて香りを移してから漉す。

3.深鍋にバター、カレー粉を入れて、カレー粉が
ジューッと音を立てるまで弱火で温める。タマネギ

を加えてやわらかくなるまで炒める。1に漉した牛乳、
カルローズ、塩・コショウを加えて火を強め、沸騰し
たら火を弱めて野菜がやわらかくなるまで30分ほど
煮る。ブレンダー、もしくはミキサーでピューレにする。

4.鍋に戻して火をかけ、ストックを必要に応じて加える。
塩・コショウで味をととのえる。スープカップに盛りつ
け、大さじ１ずつサワークリームをまわしかける。

デコレーション
米国産メイプルシロップ..........................適量
水切りしたヨーグルト...............................適量
米国産ブルーベリー、ラズベリー、オレンジ
などのフルーツ類（飾り用）......................適量 ドレッシング

酢................................................80cc
米国産オレンジ果汁..................大さじ2
タラゴン....................................大さじ2
ディジョンマスタード...................小さじ2
ショウガ.....................................小さじ2
米国産レモンの皮.......................1個分
塩............................................小さじ½
ホットソース..............................小さじ¼
キャノーラ油.................................60cc
カリフォルニア産オリーブ油........大さじ2

※ピンクグレープフルーツとネーブルオレン
ジは皮をむき、薄皮を除いて房から出す

パンケーキは豆乳を入れることでふわふわになります。さらにコーンスターチとスキム
ミルクを入れると、表面がカリッとした食感に。風味も良くなって、小麦粉をまったく
使っていないとは思えないほどの仕上がりに。

レシピ提供：.カリフォルニア.ミルク協会（CMAB）

レシピ提供：.アメリカ家禽鶏卵輸出協会（USAPEEC）

オヴェベジタリアン
ラクトベジタリアン

のみOK
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炭水化物ダイエット

Low-Carb

American pork
Kyoto-style 
Firing of the Sirloin

American Beef Steak of the Chuck

Mixed Greens with Grilled Steak&Walnut Romesco

アメリカンポーク
ロースの京風焼き

アメリカンビーフ肩ロースのステーキ

ミックスサラダ～グリルステーキとくるみのロメスコディップ添え～

RECIPE

#01

RECIPE

#02

RECIPE

#03

＊材料（4人分）

米国産ポーク
ロース（とんかつ用）.................... 5枚（500g）
塩・コショウ............................................少々
味噌.......................................... 大さじ300g
酒.....................................................大さじ4
ピンクペッパー..................................... 適宜
長ネギ....................................................1本
しいたけ.................................................6個
小ネギ....................................................3本
三つ葉.................................................. 10g

＊材料（3～4人分）

米国産ビーフ肩ロース.............. 約700g
サラダ油.......................................適量
ニンニク......................................... 1片
塩・コショウ....................................適量

キノコソース
キノコ（好みで3～4種類）.......... 約200g
タマネギ（すりおろし）...................... 1個
バルサミコビネガー..................... 100㏄
赤ワインビネガー.......................... 50㏄
サラダ油.......................................適量
米国産ロメインレタス.....................適宜
ライム（あれば）..............................適宜
ニンニクチップ（あれば）.................適宜

＊材料（4人分）

米国産サーロインステーキ（2.5cm幅にカット）.... 450g
ミックスグリーン............................................... 240g

くるみのロメスコディップ
カリフォルニア産くるみ....................................... 60g
トマト（半分にカットして天日干ししたもの）............4個
ニンニク（すりおろし）..........................................1片
カリフォルニア産オリーブ油.............................. 20cc
塩・コショウ....................................................... 適宜

サラダドレッシング
ニンニク.............................................................1片
米国産レモン果汁........................................ 大さじ2
赤ワインビネガー.......................................... 大さじ1
ディジョンマスタード...................................... 小さじ1
カリフォルニア産オリーブ油.............................. 40cc
イタリアンパセリ（みじん切り）.......................... 2茎分

＊作り方

1.ポークに塩・コショウをする。煮切り酒を作
る。酒を小鍋に入れ、半分量になるくらいま
で加熱し、アルコールを飛ばしながら煮切
る。

2.煮切り酒がさめたら味噌と混ぜ、ポークに
塗って重ねていき、ラップに包んで、冷蔵
庫で1時間ほどおく。

3.しいたけは軸を外して酒少 （々分量外）を
まぶし、長ネギは4cmに切り、フライパンで
焼き色をつけながら焼く。

4.ポークの味噌を軽く取り除き、フライパンで
中火でこんがり火を通し、器に盛る。

5.焼いた野菜も一緒に盛り合わせ、ピンク
ペッパーと、小口切りにした小ネギ、ざく切
りにした三つ葉も一緒に盛る。

＊作り方

1.フライパンにサラダ油とニンニクを入れ
て火にかけ、あらかじめ常温に戻しておい
た肉を押しつけるようにして焼く。片面に
しっかりと焼き色がついたら裏返し、２分
ほど焼いたら取り出す。アルミ箔で包んで
10分以上休ませる。

2.キノコソースを作る。キノコは、石づきを外
してそれぞれ食べやすい大きさに切り、油
を引いたフライパンで炒めて取り出す。フ
ライパンを軽く拭き、バルサミコビネガー
と赤ワインビネガーを入れて火にかけ、
1/3量になるまで煮詰めたら、水分をしっ
かりと切ったすりおろしタマネギとキノコを
戻し入れて混ぜ合わせる。

3.1を切り分けて皿に盛り、塩とコショウを
ふる。2を添えたら、好みでロメインレタス
やライムを飾り、ニンニクチップを散らす。

＊作り方

1.くるみのロメスコディップを作る。くるみとト
マトとニンニクをフードプロセッサーにかけ
てよく攪拌させ、オイルを加えてよく混ぜ合
わせる。塩・コショウで味をととのえる。

2.サラダドレッシングを作る。ニンニクと塩を
混ぜ、レモン果汁、ビネガー、マスタードを
加える。オイルを加えながら混ぜ、パセリを
加える。

3.ステーキをミディアムにグリルする。15分落
ちつかせ、斜めにスライスする。

4.ミックスグリーンをそれぞれ皿に盛り、4等
分したステーキをのせる。

5.ドレッシングをかけてくるみのロメスコ
ディップを添える。

レシピ提供：.米国食肉輸出連合会（USMEF）

レシピ提供：.米国食肉輸出連合会（USMEF）

L_KYOFUＵＳＭＥＦ発行　季刊誌Ｂｅ＆ＰＯより

L_KYOFUＵＳＭＥＦ発行　季刊誌Ｂｅ＆ＰＯより

レシピ提供：.カリフォルニア.くるみ協会
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パレオ

Paleo

Shaved Salad with a 
California Prune Dressing

Roast Root Vegetable, 
California Prune and Pumpkin Curry

Creamy Walnut, California Prune and 
Almond Loaf

シェーブドサラダ
～カリフォルニアプルーンドレッシング～

根菜のロースト、カリフォルニアプルーン、
パンプキンのカレー

くるみ、カリフォルニアプルーン、アーモンドのローフ

彩り豊かなサラダに、甘酸っぱいプルーンの
ドレッシングが食欲をそそります

RECIPE

#01

RECIPE

#02

RECIPE

#03

レシピ提供：.カリフォルニア.プルーン協会.

レシピ提供：.カリフォルニア.プルーン協会.

＊材料（4人分）

ニンジン.....................................................................1本
リンゴ.........................................................................1個
米国産ゴールデンビーツまたは赤ビーツ......................2個
フェンネルの茎..........................................................½株
米国産ミックスナッツ（アーモンド・クルミ）..............ひとにぎり
ミックスリーフ、マーシュなど.......................両手いっぱい分
フレッシュパセリ（刻む）......................................... 小さじ1

ドレッシング
カリフォルニア産オリーブ油................................... 大さじ2
カリフォルニア産プルーン果汁.............................. 大さじ2
米国産レモン果汁................................................ 大さじ1
粒マスタード........................................................ 小さじ½

＊材料（4人分）

ニンジン.................................... 3本
かぼちゃ（またはバターナッツ）......275g
パースニップ............................. 3本
紫タマネギ................................ 1個
カリフォルニア産オリーブ油...大さじ1
クミンシード..........................小さじ1
グリーンカレーペースト..........小さじ2
ココナッツミルク......................400g
マッシュルーム........................200g
カリフォルニア産プルーン........125g
米国産ケール............................75g

＊材料（4人分）

カリフォルニア産オリーブ油.......... 大さじ2
紫タマネギ（粗みじん切り）.................1個
ニンニク............................................1片
ニンジン（すりおろす）.........................2本
ズッキーニ（すりおろす）......................1本
セロリ（粗みじん切り）........................1本
赤パプリカ（種を取り粗みじん切り）.....1個
タイムの葉................................. 大さじ½

カリフォルニア産くるみ.................... 150g
米国産アーモンド（刻む）................. 100g
カリフォルニア産プルーン（刻む）..... 125g
米国産トマトピューレ.................... 大さじ1

コショウ...........................................適宜

＊作り方

1.ドレッシングを作る。すべてのドレッシングの材料を
ジャーに入れて蓋を閉め、よく振る。

2.リンゴとリーフ、マーシュ以外の野菜は、薄くスライスす
る。ピーラーでも同じように切れるが、マンダリンがオス
スメ。

3.リーフを広く浅い器に盛り、2の野菜とりんごのスライス
を上にアレンジする。その上にナッツ、刻んだパセリを散
らす。食べる直前にドレッシングをかけ、よく和えてすぐ
にいただく。

＊作り方
1.オーブンを200℃に予熱する。ニンジン、か
ぼちゃ、パースニップは皮をむいて一口大
にカット。紫タマネギはくし切り、マッシュ
ルームは４つ切り、ケールは刻む。天板に
ニンジン、かぼちゃ、パースニップ、紫タマネ
ギをのせてクミンシードをふり、まんべんなく
コーティングする。30分～40分、野菜がや
わらかくなるまで焼く。焼いている間に、フラ
イパンにカレーペーストとココナッツミルク
を温め、マッシュルームとカリフォルニアプ
ルーンを加えて5分煮たらケールを加える。
野菜が焼けるまで煮ておく。

2.野菜をオーブンから出し、スプーンでフライ
パンに加えよく混ぜる。

＊作り方

1.900g用のローフ型に、オリーブ油を少し塗
り込む。オーブンは180℃に予熱する。

2.フライパンにオリーブ油を温め、紫タマネ
ギ、ニンニクを2～3分ソテーする。ニンジン、
ズッキーニ、セロリ、赤パプリカとタイムも加
え、よく混ぜ炒める。火を弱めたら蓋をして
そのまま10分ほど、たまにかき混ぜながら蒸
し煮する。

3.その間にくるみをフードプロセッサーに入れ
て、パン粉のような細かさにする。2のフラ
イパンにくるみ、アーモンド、プルーン、トマト
ピューレを加えてコショウをする。

4.3をローフ型に敷き詰め、オーブンで40～
45分軽く焼き色がつくまで焼く。オーブンか
ら出し、ローフ型の縁にナイフを入れて皿に
取り出す。

レシピ提供：.カリフォルニア.プルーン協会
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糖尿病食

Diabetic

レシピ提供：.カリフォルニア・ドライ・ビーンズ・アドバイザリー・ボード.

California Caprese Salad

Roasted Garlic Bean Dip

カリフォルニア風カプレーゼ

くるみ入りハンバーグ 山菜添え

白いんげん豆とニンニクのディップ

栄養価が高く、低カロリーなモッツァレラ
チーズとトマトの定番ヘルシーサラダ。バジ
ルの香りがさわやかな一品

RECIPE

#01

RECIPE

#02

RECIPE

#03

＊材料（4人分）

プチトマト.........................................................450g
カリフォルニア産モッツァレラチーズ..................450g
カリフォルニア産レモン果汁・皮.........大さじ2（1個分）
ニンニク（みじん切り）.......................................... 1片
フレッシュバジル（ちぎる）...........................10～12枚
カリフォルニア産オリーブ油............................大さじ3
塩・コショウ........................................................適宜
ベビーほうれん草..............................................150g

＊材料（2個分）

カリフォルニア産くるみ（空炒りし刻む）...20ｇ
米国産牛ひき肉..................................40ｇ
米国産豚ひき肉..................................20ｇ
食用菊（ゆでたもの）............................10ｇ
わらび（水煮）......................................10ｇ
豆腐...................................................10ｇ

Ａ
ニンニク（つぶす）...............................0.5ｇ
塩......................................................0.5ｇ
黒コショウ..........................................適量

醤油ステーキソース
醤油....................................................５ｇ
酒........................................................５ｇ
米国産赤ワイン...................................10ｇ
水.......................................................10ｇ.

＊材料

ニンニク................................................................................. 1株

カリフォルニア産オリーブ油................................................小さじ1
米国産ノーザンホワイトビーンズ（ゆでたもの）.............. 2＋½カップ
塩・コショウ...................................................................各小さじ¼
米国産レモン果汁.............................................................大さじ1
ぬるま湯......................................................................大さじ2～3

＊作り方

1.ボウルにプチトマト（そのまま、または半分に切った
もの）、モッツァレラ、レモンの皮と果汁、ニンニク、
オリーブ油を入れて和え、塩・コショウして冷蔵庫で
冷やしておく。

2.ほうれん草は洗って水気を切り器に盛り、その上に
1を盛る。

＊作り方

1.オーブンは190℃に予熱する。

2.小さな耐熱皿に上をカットしたニンニク1株をのせてオリーブ油を
上からかけ、予熱の間になじませておいてから45分焼く。

3.2のニンニクの皮をむき、フードプロセッサーに入れる。その他の
材料もすべて加えてなめらかになるまで攪拌する。

＊お好みでゆるくしたい場合はぬるま湯を足す。

＊作り方

1.食用菊とわらびはみじん切りにして
水気を絞る。牛ひき肉と豚ひき肉は
ペーパータオルの上に置いて余分な
水分を吸わせる。豆腐は細かく刻ん
で水切りをする。

2.1にくるみとＡを加えてこねる。

3.2を２等分し、それぞれハンバーグ形
に整える。

4.油（分量外）少量を熱したフライパン
で3の両面を焼き色がつくまで焼く。.

5 ステーキソースの材料をひと煮立ちさ
せ、4に加えて、ソースをからめて煮詰
めながら焼き上げる。あれば、プチトマ
トなどを彩りに添える。

Walnut-filled Hamburger Steak 
with Wild Vegetables

レシピ提供：.カリフォルニア.くるみ協会.

レシピ提供：.カリフォルニア.ミルク協会.（CMAB）
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レシピ提供団体一覧（50音順）

レシピ監修および提供

編集・制作

Cooperators

アメリカ家禽鶏卵輸出協会（USAPEEC）　
TEL:03-3403-8288
http://www.usapeec-jp.com/

アメリカ穀物協会　
TEL:03-6206-1041
http://www.sorghum.jp

アメリカピスタチオ協会
American Pistachio Growers　
http://www.americanpistachios.jp/

オレゴン州ラズベリー＆ブラックベリー・コミッション
Oregon Raspberry & Blackberry Commission　
http://www.oregon-berries.com/  （英語サイトのみ）

カリフォルニア くるみ協会　
TEL:03-3505-6204
http://www.californiakurumi.jp/ 

カリフォルニア・ドライ・ビーンズ・アドバイザリー・ボード
California Dry Bean Advisory Board　
http://www.calbeans.org/  （英語サイトのみ）

カリフォルニア プルーン協会
TEL:03-3584-0866
http://www.prune.jp/us/

カリフォルニア ミルク協会（CMAB）
California Milk Advisory Board　
TEL:03-3403-8288
http://www.realcaliforniamilk.com/  （英語サイトのみ）
https://www.facebook.com/californiamilkadvisoryboardjapan/ 

カリフォルニア･レーズン協会
TEL:03-3221-6410
http://www.raisins-jp.org/

米国食肉輸出連合会（USMEF）
TEL:03-3501-6328
http://www.americanmeat.jp/

米国ポテト協会
TEL:03-3586-2937
http://www.potatous-jp.com/

USAライス連合会
TEL:03-3292-550
http://www.usarice-jp.com/

一鍬田朋子（フードコーディネーター）
Tomoko Hitokuwada
hitokuwada@r4.dion.ne.jp  

株式会社ADプロジェクト
Ad Project Co., Ltd.
http://www.adproject.co.jp
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