
コンセプトの実現／エピソード

「ユニバーサルデザイン」の考え方を、メニューに取り入れました。 すべてのアス
リートのため、年齢、性別、身体状況（食欲のない時、疲れて咀嚼したくない時、虫
歯など歯の痛みがある時、顎の痛みがある時等）に関わらず、誰もが食べられる、柔
らかくて温かい、栄養満点のメニューで、スムーズな栄養補給を促進します。また、
海外輸入品が市場に多く出回る昨今、外国産サーモンに負けじと、全国各地で誕生し
ているのが「ご当地サーモン」。自治体が企業等と連携して生み出したサーモンのブ
ランドは全国で50種類を超えているといいます。福島産サーモンをはじめ、「ご当地
サーモン」を使用し、日本の新しい食文化をアピールしたいです。

調理時のひと工夫

琺瑯等の耐熱皿の上に、スライスしたトマトを並べ、その上に加熱調理済みのサーモンを
手でほぐし敷き詰めます。更にその上にトマトを並べて、スライスチーズ（モッツァレラ
チーズ）を上から全体的に散らします。トースターで5分焼いて、チーズ部分がほんのり
きつね色になったら完成！味付け不要の、素材の味を活かした簡単メニューです。 カル
シウム豊富なチーズが、抗酸化作用により身体の調子を整えるリコピンを含んだトマトと、
オメガ3脂肪酸たっぷりで、筋肉回復効果のあるサーモンにからみ、疲労が蓄積した身体
状況であっても、スルスルと口の中に入っていきます。

すべてのアスリートの方のための
ユニバーサルデザインメニュー
〜筋肉回復・オメガ3脂肪酸たっぷり！〜
「ユニバーサル★サーモン」

一緒に食べたいアスリートや食べてほしいアスリート

野球：大谷翔平選手（五輪に出場される場合） サーモンの筋肉回復効果で、復
帰後の疲労蓄積を解消して、二刀流で世界中の人に笑顔を与えていただきた
い！ （私も大学職員とイラストレーターの「二刀流」をしており、大谷選手を
尊敬しています。） テニス：錦織圭選手 サーモンの筋肉回復効果で、ハードな
試合を乗り切って欲しい！ （私は、学生時代テニス経験があり、インパクトの
際に、歯の食い縛りがあると体感したため、特にテニス選手等に食べていただ
きたいです。）

アスリートへの応援メッセージ

ユニバーサルデザインの考え方を取り入れた、すべてのアスリートのための
メニュー「ユニバーサル★サーモン」ぜひ食べてください！疲れた身体でも、
スムーズな栄養補給が可能です。筋肉回復、抗酸化作用で身体の調子を整え
ていただき、オンリーワンのプレーをして、世界中の人達を笑顔にしてくだ
さい！

H・Kさん作品



コンセプトの実現／エピソード

東日本大震災後 東北へ物資を送るボランティア活動をしていました。被災地の一つ
岩手県陸前高田市。 7万本にも及ぶ高田松原は有名な景勝地でしたが、東日本大震災
の津波によりそのほとんどが流されそして多くの被害があった場所です。 たった一本
だけ残った松は被災地の希望の光として「奇跡の一本松」と呼ばれるようになりまし
た。 今回2020東京オリンピックは、復興オリンピックでもあり、この巻寿司をとお
して被災地へ心を寄せていただきたいと思いました。 デザインは、五輪の5色の輪に
包まれた奇跡の一本松。世界中の方々からの頑張れ！というメッセージのメダルにし
ました。 東北の食材を使っております。

調理時のひと工夫

東京オリンピックの開催時期はとても暑い時期なので食欲が落ちてしまわない
よう酢飯のメニューにしました。 酢飯は、疲労回復・食欲増進・便秘解消など
アスリートにとって良いメニューだと思います。 また、具材は三陸産の昆布の
佃煮・鰹のフレークなどを使って東北の海の食材も楽しんでいただきたいと思
いました。

東北復興応援巻寿司 「奇跡の一本松」
一緒に食べたいアスリートや食べてほしいアスリート

暑い中長距離を走るマラソン選手やサッカー選手など 酢飯パワーで疲労回復し
て体力をつけて欲しいです。 また見て食を楽しんでいただきたいです。

アスリートへの応援メッセージ

1964年10月東京オリンピックの時に私は産まれました。 今回2020年は私
の考案したメニューを食べていただき アスリートの方々に元気に・明る
く・最高のパフォーマンスをしていただきたいと思います。

川井 ゆかりさん 作品



コンセプトの実現／エピソード

ビタミンB1を多く含む食品に「豚肉」があります。 乳酸をスムーズに排出
するためにビタミンB1の働きは重要です。ただ疲労回復に効果があるから、
と豚肉を多量に食べるのは逆効果です。たくさん食べると今度は“ピルビン
酸”という疲れの元となる物質が増えて、体内に乳酸が貯まりやすくなって
しまいます。この問題を解決してくれるのが「クエン酸」です。 それを補
うために「梅」と「らっきょう」を加えました。 豚肉とクエン酸は疲労回
復に欠かせない組み合わせです。このお料理は疲労回復を考えたお料理に
なっています。 また「オクラ」「長芋」のネバネバ食品はタンパク質の消
化・吸収の働きを向上させます。体を構成するたんぱく質の吸収を助けるこ
とで、疲労回復効果が高まり、結果、夏バテ防止に良いといわれています。
ちょうど夏に開催される東京２０２０の時期はオクラが収穫できるので旬の
食材とも言えます。 東京のブランド豚「東京Ｘ」や東北の食材である「長
芋」を組み合わせています。

調理時のひと工夫

今回の料理は豚のスライス肉に梅肉を塗り、オクラと長芋で豚肉を巻き、甘辛
いラッキョウ入りのソースでからめたお料理です。 簡単にレシピを紹介させて
ください。 ＜材料＞ オクラ ８本 長芋 ８０ｇ 豚肉（スライス ロース
肉） １２０ｇ ８枚 梅 ２個 みりん 小さじ２ ソース（醤油大さじ２・
みりん大さじ１・オイスターソース大さじ１・ラッキョウ５粒・ラッキョウの
汁大さじ１ 水 大さじ１） １． オクラを茹でて冷水で冷やします。 ２． 豚
肉にたたいた梅とみりんを混ぜたものを塗ります・ ３． ２にオクラと切った長
芋を巻きます。 ４． フライパンで焼きソースを加えて最後に刻んだラッキョウ
を加えます。 ラッキョウをソースに加えたのがポイントです。 ラッキョウのク
エン酸による栄養効果ももちろんポイントですが、カリカリした食感とソース
にラッキョウの汁を加えました。 捨てがちなラッキョウの汁もソースに加えれ
ば、立派なたれになります。 甘辛いタレに酸味を加えたことで食欲増進につな
がり、疲労回復の助けになればいいと思いました。

疲労回復！未来に輝く
オクラと長芋の豚巻き

一緒に食べたいアスリートや食べてほしいアスリート

バスケットの八村塁選手です。 私の住む富山県出身の選手で今注目の選手の一
人です。 富山にもブランド豚の黒部名水ポークや富山市細入のラッキョウなど
があります。 地元のみんなも応援している選手ですし、懐かしんでもらえると
うれしいです。

アスリートへの応援メッセージ

オクラを切ると星形になります。 出場されているみなさんは、私たちの希
望の星です。 その星がさらに輝けるように全力で頑張ってほしいです。

犬島 亜矢乃さん 作品



コンセプトの実現／エピソード

高級日本食として認識されがちなしゃぶしゃぶを気軽に楽しんでもらえるように考え
ました。「冷しゃぶ」は気温や湿度の高い日本の夏に食べやすいメニューとして食卓
に上がる家庭料理であり、低脂肪高タンパクのアスリート食にぴったりです。人参と
大根の紅白の酢の物（なます）をトッピングすることで、「紅白」という日本ではお
祝い事に用いられる縁起の良い彩りを添え選手の皆様の幸運を祈り、また和製ピクル
スとしてゴマだれ味の肉に爽やかなアクセントを加えます。そのほかに、錦糸卵、シ
ソ、刻み海苔などお好みのトッピングでお好みのアレンジを楽しんでいただけます。
肉はそれぞれのお国、宗教戒律などに対応できるよう「豚肉・牛肉」の2種でセレク
トしていただき、期間中に日本各地の肉をセレクトして使用することで何回でも食べ
比べていただき、又被災地で肉の産地があれば採用していただきたいと思います。

調理時のひと工夫

ビタミンB豊富な豚肉（牛肉）は湯通しし、コクのあるゴマだれで和えた後冷や
す。大根、人参はピーラーで千切りにした後疲労回復に最適なKIKKOMANさん
の寿司酢で味付け。千切りのレタスの上に肉を盛り付け、酢の物を（なます）
を乗せたら、錦糸卵、ジャパニーズハーブの代表シソの千切り、刻み海苔など
からトッピングを選び、お好みにカスタマイズしていただきます。

カジュアル！しゃぶしゃぶ
（summer ver.）

一緒に食べたいアスリートや食べてほしいアスリート

夫は2008年北京オリンピックに射撃競技日本代表として出場しました。チームメイト
だった松田選手は今回のオリンピックも出場濃厚で、メダルを十分狙える実力です。射撃
日本代表チームや各国の射撃選手の皆さんに召し上がっていただけると幸せです。また、
2008年当時、夫は競技に専念して国立スポーツセンターでのトレーニングや国外での合
宿の毎日、私は2人の子供たちを育てる毎日で、それぞれのフィールドで闘っていました。
本来ならあの頃こうして栄養について協力してあげたかったという気持ちと、オリンピッ
クという特別な景色を見せてもらったことの感謝を込めて、夫にこのメニューを贈りたい
と思います。

アスリートへの応援メッセージ

選手の皆様の最高のパフォーマンスが引き出せるよう、このメニューを考え
ました。オリンピック後も自国にこの味を持ち帰っていただき、末長く楽し
んでいただければ嬉しいです。皆様のご活躍を心からお祈りしています。

小林 理子さん 作品



コンセプトの実現／エピソード

海に囲まれた日本。海の食べ物が豊富な食卓、その中でも海苔は日本の食事
になくてはならない存在です。私が生まれ育った東北、東松島市では献上の
りに選ばれるなど海苔の生産を積極的に行われてきました。東日本大震災で
は多大な被害をうけましたが再生し自然と闘いながら海苔生産者は情熱を注
いでいます。その一つ香り高い焼きのり、生のりを摘み立て直後に丁寧に乾
燥させたばら海苔、優しい味に煮詰めた海苔佃煮の３種の海苔を使用しさら
に海苔粉末を練りこんだ麺「海苔うどん」のまぜうどんです。聖火に見立て
た卵の黄身を見上げるのは畑で育ったネギ、ニラや同じ海で育った違う味を
もつ海苔３種は選手たち。すべてを絡めて口に運ぶとそれぞれの味が引き立
ち一つのまとまった味となり皆が笑顔になる。世界が笑顔になるオリンピッ
クを表現しました。

調理時のひと工夫

ビタミン、食物繊維が豊富な海苔。貧血や便秘予防となり環境がかわった土地
で競技に臨む選手たちには大切な栄養素になっています。また、東松島産豚肉
のももひき肉を使用し脂肪分を抑えたんぱく質を気軽に摂取することができま
す。この豚味噌ひき肉には肉の他きのこや野菜を一緒に味噌で炒めました。味
噌は地元「長寿味噌」を使用し日本を代表する発酵食で後から香る海苔の風味
を引き立てます。栄養のバランスのいい一皿になりました栄養満点！海苔のりまぜうどん
一緒に食べたいアスリートや食べてほしいアスリート

セーリングの吉田愛選手、吉岡美帆選手。 自然と闘う海原に挑むお二人には特
に力をつけて頑張ってほしいです！

アスリートへの応援メッセージ

栄養満点！海苔のりまぜうどんを食べてこころもからだも元気になってくだ
さい！

二宮 真美さん 作品



コンセプトの実現／エピソード

日本で古くから植物性の貴重なたんぱく源の一つとして食されてきた伝統的
食材のお麩を、和食の人気定番メニューの南蛮漬けにしました。そこに
「SURIMI（すり身）」の名称で世界各国で人気となっている日本発の食材
カニ風味かまぼこを組み合わせ、栄養面から魚由来のたんぱく質を、また見
た目の面から彩りの華やかさと親しみやすさを加え、海外アスリートの皆さ
まにも気軽に召し上がっていただけたらと考えました。味付けはこちらも日
本発の味覚として世界的に知られるようになった「UMAMI（うま味）」を
ベースに、お酢の酸味を効かせてさっぱりと仕上げ、シャキシャキとした歯
ごたえで飽きのこない野菜の爽やかな食感も加えて、暑い季節の食欲増進と
しっかり食べられることでの疲労回復効果も期待できる一品です。日本らし
い食材をコンパクトにまとめたお料理で、是非日本の食文化を世界の方々に
知って頂ける機会になればと願っています！

調理時のひと工夫

お麩は吸水性が高いので、卵液を染み込ませてから揚げることで過剰な油の吸
収を抑えました。味わいの面でも卵のコクで食べ応えが増し、もっちりと柔ら
かく優しい食感に仕上げています。さらに今回お麩はコシのある食感が特徴の
山形名産の六田麩を使用しました。食材の取り合わせは、豊富なたんぱく質を
含む食品として「植物性の麩」「動物性の鶏卵」「魚由来のカニ風味かまぼ
こ」の3種類を組み合わせ、ビタミン補給として玉ねぎと2種類のパプリカを加
え、複数の食材からそれぞれの美味しさと栄養を偏りなく摂れるように考えま
した。味付けは、濃いうま味が手軽に使える白だしをベースに、酢・みりんで
整えて、食欲を掻き立てる鮮やかな野菜の彩りを生かした爽やかな色味に仕上
げています。

日本発のUMAMIとSURIMI！
お麩とカニカマのいろどり南蛮漬け

一緒に食べたいアスリートや食べてほしいアスリート

「陸上走高跳：戸邉直人選手」今年13年ぶりに日本記録を更新した戸邉直人選
手！日本人で走高飛メダル候補なんて本当に凄い！走高飛は体型維持が特に重
要と言われている競技なので、低カロリーで高たんぱくなお麩を食べて、誰よ
りも高く跳んでほしいです！

アスリートへの応援メッセージ

低カロリー高たんぱく！消化にも良いお麩とカニカマのいろどり南蛮漬けを
食べて、メダルへの熱い戦いを期待しています！

おとな料理制作室さん 作品



コンセプトの実現／エピソード

東京の夏は暑く食欲も減退気味。そこで手軽に美味しく、エネルギーチャー
ジできる和スイーツを考案いたしました。 『ずんだ』は枝豆から作る東北
地方の郷土料理です。枝豆には疲労回復効果のあるビタミンB群が豊富に含
まれています。栄養価の高い食品でありながら『ずんだ』は海外の人はおろ
か日本人にも認知度が低いのが現状です。このずんだのおいしさ、良さを多
くの人に知って欲しいとこれを使うことにしました。 まず豆乳で『あず
き』と『ずんだ』のプリンを作り、2段に重ねます。その上にそれぞれのあ
んこをのせ、しょうゆ味のおせんべいをアクセントに飾ります。 食べる際、
シロップ、黒ゴマ入りのきな粉をかけるとのどごしが良くなり、栄養価も一
層高いものになります。 タンパク質の他に、ポリフェノール、イソフラボ
ン、カリウム、食物繊維など多くの栄養素を摂ることができ、体の調子を整
えてくれます。 慣れない環境では体調も崩しがち。すべての選手にまずは
甘いものでほっとしていただき、エネルギーチャージしてベストコンディ
ションで試合に臨んで欲しい。そんな願いから生まれたスイーツです。

調理時のひと工夫

塩分は知らず知らずのうちに体から失われ、それを補給する必要があります。
豆乳プリンとそれぞれのあんこには塩分が隠し味に使われています。塩分が甘
味を引き立てるという効果もあります。 また、しょう油味のおせんべいは味の
みならず食感の良いアクセントとなっています。 甘味の砂糖にもこだわりまし
た。『あずき』にはミネラルを多く含むきび砂糖を。『ずんだ』には枝豆の緑
色を引き立てるためにグラニュー糖を使用しました。あずきの紫色とずんだの
さわやかな緑色がマッチして見た目も美しく食欲をそそります。

『ずんだ』と『あずき』と『豆乳』の
エネルギーチャージ和スイーツ

一緒に食べたいアスリートや食べてほしいアスリート

泳ぐことが好きです。アーティスティックスイミングは見ていてその優雅さ美
しさに魅了されます。 このスイーツには女性らしい体づくりをする女性ホルモ
ンエストロゲンと同じような働きをするイソフラボンが豊富に含まれています。
アーティスティックスイミングの日本チームの皆さんには ぜひこのスイーツを
食べてメダルを手にしていただきたいです。

アスリートへの応援メッセージ

プロティンたっぷり！ 『ずんだ』と『あずき』と『豆乳』でエネルギー
チャージ！！ ベストのコンディションでメダルへGO!!!

竹嶋 美紀さん 作品



コンセプトの実現／エピソード

ちらし寿司は、ハレの日に食べる料理として古くから日本に伝わる料理です。私の母も家族の誕生
日や桃の節句には、ちらし寿司を作ってくれました。豪華な食材はのっていなかったけれど、年に
何度か食べる母のちらし寿司が大好きでした。世界のアスリートにもハレの日の料理でおもてなし
をし、日本の食文化と被災地の復興を発信できたらと思い応募しました。 このメニューには、東
北産の食材をふんだんに使用しました。具材には、世界三代漁場のひとつである三陸で獲れたサン
マとわかめ、福島県産のきゅうりを使用。すし酢は、岩手県産のりんごを使ったりんご酢。米は福
島県のオリジナルブランド、天のつぶ。出汁は宮城県産のサンマ節をベースに鰹節、昆布の混合だ
しを使用しました。サンマ節は柔らかく優しい味わいの出汁です。 また、一食のごはんで味わい
の変化を楽しめるのが最大の魅力です。一つ目は、そのままちらし寿司として、二つ目はねぎやわ
さびの薬味とともに、三つ目はサンマ節の出汁でお茶漬けにしていただきます。 アスリートに
とって食事は楽しみの一つです。心もおなかもまんぷくに！東京2020が美味しいオリンピックに
なること間違いなしです！！

調理時のひと工夫

近年、猛烈な暑さが続く日本の夏を乗り切れるように、食欲がなくても酢飯でさっぱりと食べやすく、
また出汁をかけてお茶漬け風にしてサラリと食べれるように工夫しました。 サンマは、良質なたんぱ
く質を含み、質の良い油のDHA、EPAを多く含む魚で持久力をアップする効果があります。すし酢に
は、りんご酢とはちみつを使用し強い酸味が苦手な方でも食べやすいように、まろやかに仕上げまし
た。はちみつを使用したことで砂糖より低カロリーで、クエン酸を含むりんご酢と同様に疲労回復効
果があります。 三枚下ろしにしたサンマに薄力粉を付け、両面を焼く、調味料とからめ軽く煮詰める。
昆布を入れて炊いたごはんにりんご酢とはちみつを加えて酢飯を作る。水で戻したわかめを一口大に
切り、薄切りにしたきゅうり、炒りごまを酢飯に混ぜ合わせる。器に盛り、錦糸たまご、小さく切っ
たサンマの蒲焼き、きざみのりをのせる。青ねぎ、わさび、さんま節の出汁を添えて出来上がり！ 栄
養満点！！アスリートの方に是非召し上がっていただきたい夏にぴったりのメニューです。

東北三昧！一度で三度美味しい！！
サンマの蒲焼きちらし 一緒に食べたいアスリートや食べてほしいアスリート

3大会振りにオリンピックに復帰したソフトボール：上野由岐子選手 連日続く
試合で力投を続ける上野選手。過去のオリンピックでは、1日に2試合行うこと
もありました。猛烈な夏の暑さに負けず、疲労回復してほしい。北京オリン
ピックに続き、金メダル目指して頑張ってください！！

アスリートへの応援メッセージ

4年に1度の大舞台。周りから結果を期待されてプレッシャーに負けてしま
うこともあるかもしれません。アスリートの方々は、オリンピックに出場す
るために、オリンピックで最高のパフォーマンスをするために今まで精一杯
努力して来たはずです。 アスリートのみなさん、サンマの蒲焼きちらしを
食べて、全力でパフォーマンスしサンマのようにギラギラと輝いてくださ
い！オリンピックを楽しんでください！！ スポーツは人々の心を一つにす
ることができます。そして、お金では買えない感動を人々に届けることがで
きます。 東京2020が感動とドラマで溢れる素晴らしい祭典になることを心
から願っています。

栢森 真希さん 作品



コンセプトの実現／エピソード

白石温麺、登米の出汁、笹かまぼこ、仙台麩、石巻の鰹節、南三陸の海苔・・・東日
本大震災の被災地・宮城県産の食材を集めて、生粋の宮城県人である私が考案しまし
た。 消化の良い白石温麺を使いあっさりした登米の和風出汁でサラッと食べられるよ
うにしました。運動後の疲弊した胃腸・身体に優しい疲労回復食として考えました。
回復していく様子を「疲労回復」＝「復興」とかけました。また、主食プラスαの汁
物としてエネルギー補給の一端としてもおススメです。海苔はビタミンB1が豊富なの
で白石温麺と合わせて疲労回復またはエネルギーの蓄えが進みます。笹かまぼこ、仙
台麩、鰹節のたんぱく質もしっかり摂れて筋肉疲労の回復にも期待できます。大震災
では特に海産物へのダメージが大きいのですが、宮城の誇れる産物も海産物が数多く
あるのも事実です。宮城の海の幸をアスリートの身体へ負担の少ない形で気さくに味
わっていただきたいと考えました。被災に対して金銭的心理的に手を差し伸べてくれ
た国内外のアスリートへ、感謝と支援に対する結果の形を表現し、今度は東京2020で
戦うアスリートへ食で支えになれればと願っています。

調理時のひと工夫

宮城の海の産物を中心にまとめました。汁は登米市産物の出汁を使ってあっさ
りした醤油系とし、ほっそりした白石温麺と相性よいです。汁はお椀に注ぐ3分
前に仙台麩を入れてグツグツ煮ておくと仙台麩からほどよいコクが出て更に風
味豊かになります。 野菜などの副菜や他のあらゆるおかずと一緒にバランス良
く食べて欲しいので、合わせやすいように白石温麺の半束から1/3を使い、あえ
てハーフサイズまたは味噌汁お椀程度のサイズとしました(添付の写真はハーフ
サイズ)。

宮城復興麺
一緒に食べたいアスリートや食べてほしいアスリート

どんなアスリートにも食べていただきたいです！大震災へサポートしてくれた
アスリートの皆さんには特に食で恩返ししたいです。 あえて言うならば私はテ
ニスをやっているので大好きな錦織圭選手や車椅子テニスの国枝選手に食べて
もらえたら最高です。世界で活躍する類い稀なその姿に尊敬しかなく、いつも
応援していました。また、大震災の年にワールドカップで優勝して元気を与え
てくれた女子サッカーの皆さん、宮城出身で震災を伝えてくれている羽生結弦
選手(冬季ですが)にも感謝をしたいのでぜひ食べていただきたいです。

アスリートへの応援メッセージ

私はテニスが大好きでスポーツが大好きで宮城が大好きです。きっとアス
リートの皆さんもその競技が大好きなんだろうなと想像します。大好きだか
ら成果を出したくて辛い練習に耐えてきたのだと思います。私は大好きな宮
城の食材を使ってアスリートの皆さんの身体をサポートします。大好きなの
でサポートを惜しみなく出し切ります。アスリートの皆さんもどうか東京で
練習の成果を惜しみなく出し切ってください！宮城は壊滅的な状況から復興
へ進んでいます。だから皆さんも絶対大丈夫です！

伊藤 ゆり子さん 作品



コンセプトの実現／エピソード

応募は、今年出張先の奄美大島で食べた鶏飯の美味しさが忘れられず、まずはこの美
味しさを日本に来る世界各国のアスリートに食べていただき、パワーをつけ、思い残
すことのないよう、元気にプレーしていただきたい！と単純に思ったのがきっかけで
す。日本人の私も今回初めて食べたのですが、小さな日本とはいえ、我が国にはさま
ざまな郷土料理があり、歴史と文化があり、その地域を下支えしているのだと改めて
思いました。 今回の鶏飯の提案として、中に入れる具材は、各地の特産物で揃えられ
たら素晴らしいです。鶏肉と鶏卵は、秋田の比内地鶏や愛知の名古屋コーチン、どん
こは大分や島根、しょうがは高知、陳皮（ミカンを乾燥させたもの）は和歌山や愛媛、
米は新潟や北海道、あさつきは山形や福島、はと麦は富山、そして、トッピングの刻
み海苔は佐賀有明。佐賀県はつい先日のゲリラ豪雨で浸水被害が多かったようですが、
復興のお手伝いになるようだと幸いです。 ぜひ自分の体調に合わせてトッピングし
（下記のひと工夫を参照ください）、仲間とワイワイいいながら、アスリートオリジ
ナルの鶏飯を作り、辛い練習も食で忘れられるよう、楽しんで食べてほしいです。

調理時のひと工夫

・薬膳的な分析として、元気をつける椎茸、身体を温めて消化機能を整える鶏肉、身体に
必要な潤いを補い、滋養をつける鶏卵、胃腸の調子を整え、痰をとる陳皮、発汗作用でカ
ゼの邪気を発散するネギ・生姜が入っていて、全体でアスリートの体力の底上げをし、夏
バテに負けない身体を作り、夏カゼ予防の効能がたっぷり詰まっています。 ・プラスし
て、とても蒸し暑い日本の夏の、余分な湿気をとる対策として、利尿や健胃作用のあるは
と麦ごはんが具材の下に入ります。・茹でた鶏と、干し椎茸のダブル出汁を上からかけ
ますが、和食の旨味である「だし」と、昔から食べられている「お茶漬け」の食文化を体
験していただくことも目的です。 ・消化もよく、色どりも食欲をそそり、朝、間食、夜
食、などさまざまなシーンで頂けます。 ・出し方としては、最初から盛り付けて丼にす
る方法と、自分でトッピングする方法があります。食べ方がわからない場合は丼でもいい
ですが、自分でトッピングする方法の良さとしては、「身体を温めたいから鶏肉多め！」
「カゼ対策が一番だからネギや生姜多めにしよう♪」などと、自分の体調に合った食材を
カスタマイズできるところです。

気力体力アップとむくみ防止に！
薬膳鶏飯

一緒に食べたいアスリートや食べてほしいアスリート

競泳の池江璃花子さんです！水泳は水中で行うこともあり、かなり身体が冷え
ます。鶏飯は身体を温め、胃腸を丈夫にしたり、免疫力アップにもつながりま
す。「どれの具材が好き～？」など話しながら、一緒に食べてみたいです！

アスリートへの応援メッセージ

どんなふうに戦っても、どんな結果になっても、応援しています！いつも頑
張っているのはわかっていますから♪

一般社団法人薬膳コンシェルジュ協会
杏仁 美友さん 作品



コンセプトの実現／エピソード

日本には、たくさんの素晴らしい酒蔵があります。災害からの復興に向かっている福
島や北海道、広島…もそのひとつです。アスリートの皆さまにも、日本のおいしいお
酒を味わっていただきたいところですが、競技期間中はぐっと我慢、でしょうか。 そ
んな時に思いついたのが、「飲む点滴」と呼ばれるほど栄養価の高い、米糀からでき
た『甘酒』です。東京の暑さが心配される大会期間中。 心身の疲労回復に効くフ
ルーツと共に、ひんやりと口あたりの良いシャーベットにしてみました。 サポートを
行っているスポーツチームの練習後の補食や、家族での食後のデザートにも好評です。
選手村で、日本の『甘酒』を味わいつつ、リラックスして明日へのパワーを導いてほ
しいと思い、応募させていただきました。

調理時のひと工夫

暑い夏においしくリフレッシュしてもらえるよう、効率よくエネルギー補給して、熱中症
や夏バテ予防になる『甘酒』をシャーベットにしました。 そこにプラスするフルーツも、
免疫力キープのビタミンCや抗酸化作用のあるビタミンEをはじめビタミン・ミネラルが
豊富な二種類のキウイ(ゴールデンは潰して、グリーンは細かくカット)と、糖質からエネ
ルギー補給ができて、ビタミンB群やC、セロトニンなど、こちらも疲労回復&リラックス
効果が期待できる栄養素がたくさん詰まったバナナ(カットして潰す)を入れました。レ
モン果汁を少しプラスすることで、甘酒のクセが和らぎます。 調理法と言っても、切っ
て、潰して、ヒタヒタに『甘酒』を注いで、時々混ぜ合わせながら凍らせるだけ！という
簡単さ。また、いつでも気軽に手に入る食材を使うことで、アスリート本人はもちろん、
サポートされる方にも負担にならず楽しい食卓であってほしいという願いも込めてレシピ
を考えました。

日本の夏に負けない！ 心身ともにリフレッシュ
『甘酒とフルーツの疲労回復シャーベット』 一緒に食べたいアスリートや食べてほしいアスリート

野球 侍ジャパン 筒香嘉智選手。 野球は、予選リーグから決勝トーナメントま
で長期間の連戦となるので、疲労回復がひとつのポイントだと思います。 『甘
酒とフルーツの疲労回復シャーベット』を食べていただき、心身ともリフレッ
シュ&疲労回復していただいて、一戦一戦力を発揮して金メダルを目指してくだ
さい。 そして、野球をしているこどもやこれから始めようと思っているこども
たちに、ワクワクドキドキときめく時間にしてあげてください。 横浜スタジア
ムで、応援できることを楽しみしております。

アスリートへの応援メッセージ

『甘酒とフルーツの疲労回復シャーベット』を食べて、選手村でリラックス
してください。 睡眠もしっかりとっていただいて、明日への活力を補充し
てください。 アスリートの皆さまが、頑張ってきた100パーセントの力を
出しきれますように！ 心より応援しております。

田代 雅子さん 作品


