
コンセプトの実現／エピソード

数年前、中米で栄養士としてボランティア活動をしていたときに、東日本大
震災が起こりました。震災後、貧しい暮らしをしている現地の方に、たくさ
んの励ましの言葉をかけてもらいました。二年間の活動中も、現地の方の優
しさに何度も救われました。外国でたくさんの優しさをもらったので、東京
オリンピックで日本に来られる外国の方々にもなにかの形で恩返しをしたい
なと思い、メニューを応募しました。ボランティア活動中、現地の女性と何
度も作ったメニューがポテトサラダでした。ポテトサラダは、加える材料に
よって、一品で炭水化物、たんぱく質、ビタミン類が摂れるので、栄養バラ
ンスもよく、安価な材料で作れます。現地の方にも美味しい！と評判で、作
り方を教えてあげると喜ばれました。そんな思い出のポテトサラダをアレン
ジして、応募メニューを考えました。

調理時のひと工夫

オリンピックのシンボルを意識した五色のポテトサラダで見た目にも楽しめま
す。赤色は明太子、黄色は卵、緑色は枝豆ときゅうり、黒色は海苔とチーズ、
紫色は紫芋とナッツ、レーズン、クリームチーズを混ぜたサラダです。それぞ
れ味の変化を楽しみながら食べていただけます。東京の海苔、宮城の枝豆と
いった、外国の選手には馴染みの少ない、日本ならではの食材も使用していて
います。また、芋類には試合前のアスリートには欠かせない炭水化物が多く含
まれているので、エネルギーを蓄える効果もあります。紫芋のポテトサラダは、
お芋やレーズンの甘さもあり、スイーツのように味わっていただけます。試合
に向けて、スイーツなどの嗜好品を控えていらっしゃる選手にも喜んでもらえ
たらと思います。調理の際は、紫色以外の四色は、蒸したジャガイモに、甘酢
とマヨネーズで下味をつけ、それぞれの食材を混ぜ込んで作るので、大量調理
の食堂でも作りやすいメニューです。マヨネーズ味のサラダは、海外の選手に
もよく食べていただけるのではないかと考えています。

五色の彩りポテトサラダ

一緒に食べたいアスリートや食べてほしいアスリート

是非、サッカーの久保建英選手に食べて欲しいです。小さい頃からスペインへ
渡り、現地の言葉を学びながら、異文化の中で努力を重ねてきた姿に勇気をも
らっています。私自身も、スペイン語圏の中米で二年間ボランティア活動をし
ていくなかで、一番苦労したのが言葉の壁でした。久保選手の素晴らしい語学
力は、努力の賜物だと思います。サッカーへの熱意もカッコいいです。

アスリートへの応援メッセージ

四年間の練習の成果を存分に発揮し、素晴らしいパフォーマンスを見せてい
ただけることを願っています。ポテトサラダでエネルギーを蓄えて、来たる
べき試合に臨んで欲しいです。

S･Kさん 作品



コンセプトの実現／エピソード

日本ならではの季節の旬の食材と発酵食品を利用した料理を提供することで
日本だけでなく外国のアスリートに広く日本の食文化を知ってもらいたいと
いう想いがある。夏なので冷たくさっぱりツルッと食べてもらい暑さを吹き
飛ばしてもらいたい。

調理時のひと工夫

豚ひき肉と納豆と味噌、香辛料などを混ぜて炒めてできたピリ辛で食欲をそそ
る肉味噌と夏野菜の定番のトマト、オクラ、ナス、きゅうりと完全栄養食品の
卵と日本の夏の主食である素麺に冷たいつゆをかけた一品。納豆に馴染みがな
い外国人の方でも肉味噌のピリ辛と絡み合うことで食べやすくなる。納豆には
骨を丈夫にし、豚ひき肉は糖質をエネルギーに変え疲れを回復させる効果があ
る。

夏野菜たっぷりじゃじゃ素麺
〜肉味噌in納豆〜

一緒に食べたいアスリートや食べてほしいアスリート

水泳の瀬戸大也選手。わたしは水泳が苦手ですが全スポーツ競技の中で水泳は
泳ぎのしなやかさと速さに迫力があって最も観戦するのが好きな種目です。そ
んな水泳競技の中で特に瀬戸選手はわたしと同じ10代の頃から水泳で活躍な
さっていて何事にも諦めずに果敢に大会に挑戦している姿に感銘を受けたので
この料理を食べて少しでも活力をつけて頂ければ嬉しいです。

アスリートへの応援メッセージ

夏野菜たっぷりじゃじゃ素麺〜肉味噌in納豆〜を食べて夏の暑さを吹き飛ば
しながら頑張って下さい！

T･Mさん 作品



コンセプトの実現／エピソード

運動後に欲しくなる酸味を詰め込んだレモンと桃うどん。試合後の選手にほっと一息
着きながら次の試合へのパワーチャージとして食べて頂ければ嬉しいです。キラキラ
したはちみつレモンは金メダルに似ています。熱中症予防に重要なミネラルや水分が
豊富な桃も使用しています。美味しい桃を生産している福島の桃農家の方々のことを
同時にこのレモンと桃うどんで応援したいです。このメニューでは桃の変色防止に効
果があるレモンや塩分を桃と一緒に使用しているため、変色しづらいです。また、実
際に試作して食べてみましたが、食材同士が喧嘩せず、さっぱりした味わいで味にも
自信があります。

調理時のひと工夫

長時間の運動後の栄養素補給をする『アスリートに必要な栄養素』、『食べたくなる味』
をモットーにメニューを考案しました。うどんにはアスリートに欠かせない「糖」、鶏さ
さみには「タンパク質」、レモンには「ビタミンC」、桃には「ミネラルと水分」大根お
ろしにはビタミンCだけでなく、胃腸の働きを助ける消化酵素である「ジアスターゼ」も
含まれています。ひと皿で効率よく栄養素を充足できます。食べたくなる味として、運動
後には体温が上昇し、こってりとしたものよりも爽やかな酸味のあるメニューの方が食べ
たくなるのではないか、と考え、食欲がなくてもツルツル食べることが出来るものにしま
した。麺の上に切った材料を載せるというシンプルな料理であるため大量調理がしやすく、
アスリート自身でも実際に家で作れるメニューだと思います。アスリートによって、タン
パク質が足りていないと感じれば、鶏ささみを増やす。など、材料の量や麺の量を調節す
ることによって摂取する栄養素の量を調節しやすいことも工夫点のひとつです。

さっぱり爽やかビタミンC豊富
福島県産の桃を使用した
レモンと桃うどん

一緒に食べたいアスリートや食べてほしいアスリート

このメニューは美肌やアンチエイジングに効果があると言われ、女性が好きな
フルーツであるレモンや桃をメインとして含んでおり、どちらかと言うと女性
向けのメニューだと思うので卓球の石川佳澄選手や、テニスの大坂なおみ選手
に食べてもらいたいです。卓球もテニスも予測してゲームを進めるスポーツで
あるため、集中力が必要です、そのための糖分もこのメニューは兼ね備えてい
ます。特にテニスは走っている時間が長いため、肉体的疲労もたまりやすいと
思います。部活後のマネージャーが作るはちみつレモンでは無いですが、この
メニューに含まれるレモンと桃のビタミン、ミネラルなどで疲労回復して頂け
たら嬉しいです。

アスリートへの応援メッセージ

食欲がない時もこの、『さっぱり爽やか！ビタミンC豊富！福島県産の桃を
使用したレモンと桃うどん』を食べて最後まで頑張って頂けたら嬉しいで
す！キラキラとしたはちみつレモンのような金色のメダルをとってくださ
い！

村田 愛実さん 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

日本人はコロッケを見ると、なぜか心が踊ります。みんな大好きなコロッケ
を岩手のわかめをたっぷり使って作りました。三陸わかめはとっても有名な
事をご存知でしたか？私は岩手に住むまで知りませんでした。このコロッケ
は美味しい岩手のわかめをたっぷり使ったライスコロッケです。真ん中には
小さなチーズを入れました。コロッケを食べる時はわかめペーストをどうぞ。
このペーストはなんとイタリアンで有名なバジルペーストのわかめ版です。
東北とイタリアンな香りのするワカメペーストです。ワカメペーストはもち
ろんですが、岩手の野菜をたっぷり使ったレモンのサッパリサルサソースで
も美味しいです。写真を見てくださいね。きっと選手もコロコロした形と美
味しいコロッケを食べたら気持ちがウキウキして結果に繋がると思います！

調理時のひと工夫

見ても食べてもウキウキする真ん丸のライスコロッケにしました。時間がない
時でもパクっとつまめる感じです。わかめはローカロリーでぎっしり栄養が詰
まったスーパーフードです。繊維も、ビタミンも豊富、脂肪や塩分の吸収を抑
える働きもします。ベースのご飯はパワーフード。エネルギーの素です。ス
ポーツ前におにぎりを食べる選手は多いと思いますが、このコロッケはそんな
おにぎりの親戚かもしれません。全身を使うスポーツに最高のわかめライスコ
ロッケ。金メダルに直結するパワーを選手に運ぶよう心を込めて作りました。

スーパーデリシャス！
わかめパワーのコロコロライスコロッケ

一緒に食べたいアスリートや食べてほしいアスリート

本当は全員に食べて欲しいです！同じころころ丸いボールを使う競技や、海を
生きるワカメのように水中で競う選手、お米は陸の代表選手でもあるので陸で
行う競技の選手、つまり選手全員に楽しんでいただきたいです。パラ車いすラ
グビーの池崎選手、パラ卓球の別所選手、パラ陸上の山本選手、オリテニスの
錦織選手、大坂選手、オリ卓球の張本選手、伊藤選手、水泳の選手も陸上の選
手も…書ききれません。さらに、まんまる＝地球です！世界中の選手に岩手の
わかめを楽しんでいただきたいです。選手全員に溢れるわかめコロッケのパ
ワーを感じていただけたら嬉しいです♪

アスリートへの応援メッセージ

当日を最高のコンディションで迎えられるように応援しています。ケガにも
注意してください。正直お名前を知らない選手の方が多いですが、応援する
気持ちは同じです。体調を万全に整えてパワーを炸裂してください。コロッ
ケもぜひ食べてくださいね！

伊藤 亜希さん 作品



コンセプトの実現／エピソード

昔から部活で体が疲れた時や、友達とケンカして気持ちが落ち込んでいる時に、お母
さんが作ってくれました。だしの香りにホッとなり、明日も頑張ろうと思える一品で
す。外はカリッと中はふわふわ、だし汁の良くしみた揚げ出し豆腐を食べて、選手に
も試合前に一息ついてもらいたいです。 また、豆腐は女性ホルモンである「エストロ
ゲン」に似た構造を持つ、大豆イソフラボンを多く含むため、カルシウムの流出を防
ぎます。しらすと一緒に食べることで、しらすに含まれるカルシウムを効率よく摂取
することができます。 上にのっている大根おろしに色を付けてオリンピックカラーに
しました。五輪マークの由来は大陸の相互の結合と連帯を表しているため、すべての
国の選手が平等に精一杯力を出せるように想いを込めました。 さらに大根にはジアス
ターゼやカタラーゼ、オキシターゼなど消化酵素を含み、胃腸の働きを整え消化を助
けるので、試合の前日に食べて欲しい一品です。

調理時のひと工夫

・大根おろしを5等分してそれぞれ色を付けることで、オリンピックの5色のカラーに合
わせています。（青→茄子のゆで汁、黄→たくあんの汁、黒→昆布、緑→大葉、赤→柴漬
けの汁）日本料理は目で楽しむことができるところも魅力なので、見た目のインパクトや
彩りを工夫しました。 ・大根にはジアスターゼやカタラーゼ、オキシターゼなど消化酵
素を含み、胃腸の働きを整え消化を助けます。 ・汁はかつおだしと昆布だしを合わせて、
相乗効果で美味しさを増しています。・絹豆腐を使うことで外はパリッと中はふわふわ
になります。 ・豆腐としらすを一緒に食べ合わせることで、カルシウムを効率よく吸収
できます。 ・ネギやみょうがなどの薬味をのせることでさわやかで食べやすく、また冷
ましても美味しいので、夏でも食べやすくなっています。（ネギ、みょうが、生姜はお好
み）オリンピックカラーで応援！

ダシ香る揚げ出し豆腐 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：シェリーアン・フレーザープライス選手」陸上選手の中では小柄なフレイザープ
ライス選手の走りを見て、感動と頑張る元気をもらっています。毎回素敵な髪色で走って
いるところを見るため、彩り豊かな料理を喜んでくれるのではないかと思いました。また、
陸上選手でもありお母さんでもあるため、女性ホルモンに似た栄養素を含む豆腐を食べて、
選手としても女性としても活躍していってほしいです。 日本の合わせ出汁がたっぷりと
衣に浸み込んだ揚げ出し豆腐を食べてリラックスして、緊張せず本番で力を発揮してくだ
さい。本番でフレーザープライス選手の笑顔が見れることを楽しみにしています。

アスリートへの応援メッセージ

食事からオリンピックの選手を応援できるように工夫しました。 リラック
スして本番に臨んでくださいね。応援しています。

村上 美羽称さん 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

アスリート選手に食事の時間こそは、笑顔で、楽しく過ごしてもらいたいという願い
があります。 私は、小学校から8年間陸上部に所属し、練習に励む毎日の支えになっ
たのは母親が作る手料理でした。副菜が多く、バランスの良い食事を意識して作って
くれたお陰で、大きな怪我もなく試合でも好成績を残せました。引退後は栄養学を学
び、栄養士として健康を支える中で、食事で人を笑顔にする喜びを味わってきました。
やはり、スポーツをする上でも食事は大切であることを肌で感じ、自身も経験したか
らこそアスリート選手により添える食事を今回提案しました。 母親がよく作ってくれ
た練習後の疲労回復メニュー、ポークソテーに少しアレンジを加えて夏野菜のフレッ
シュトマトと、ソースにおろしにんにくを加えてスタミナもアップ。付け合せに緑の
野菜を添えて色鮮やかに、食欲も湧くひと品です。きっとこのひと品で、栄養をたっ
ぷり摂取できますよ♪

調理時のひと工夫

豚肉に含まれるビタミンB1で疲労回復に。さらに、玉ねぎと合わせることで、吸収率を
アップさせてよりパワーチャージでき、アスリート選手にぴったりなメニューです。また、
加熱前にお肉を柔らかくさせる効果があると言われているおろし玉ねぎを豚肉と一緒に漬
け込み、柔らかいポークソテーに仕上がっています。 ソースは、夏バテも防ぐスタミナ
重視のにんにくと、甘みたっぷりな玉ねぎ、フレッシュなトマトを加えて自然な酸味が際
立つ旨味たっぷりなソースに。付け合わせのキャベツ、ブロッコリーはレンジでさっと
加熱し、消化良く、冷えた身体を温め血行を良くさせます。 もし調理する際、おろし玉
ねぎよりスライス玉ねぎを使うと時短になるかもしれません。ばっちり疲労回復！

パワーをチャージ♪
旨味たっぷり。
オニオントマトポークソテー

一緒に食べたいアスリートや食べてほしいアスリート

できる限り多くの選手に食べて頂きたいですが、 陸上競技 ・4✕100メートル
リレーの選手 ・マラソン大迫傑選手 ・ゲンセべディババ選手 ・アリソン・
フェリックス選手 テニス ・大坂なおみ選手 練習、試合前、試合後疲れた体を
より早く回復させるためにも、こちらのメニューを食べて力を発揮してもらい
たいです。

アスリートへの応援メッセージ

オリンピックに出場できることが素晴らしいことですよね。 結果が全てで
はなく、自分を信じて後悔しないプレーをしてください。辛い練習やいろん
な逆境を乗り越えてきたからこそ力が発揮できるはず。目指せ金メダル！
ずっと応援しています。少しでも、食事で手助けできたら嬉しいです。

狩野 くるみさん 作品



コンセプトの実現／エピソード

以前、佐賀県嬉野市がオランダ代表チームの事前キャンプを受け入れた時の
お話を聞く機会があり、ピザやおにぎりなどシンプルなものが好まれたと知
り、千葉県の郷土料理の巻き寿司も好まれるのではと思った。 太巻き祭り
寿司で作る日本の四季の花、動物などの文様の伝統的な技術を使い、世界各
国の花や動物の文様を研究しているが、今回大好きなニュージーランドの国
鳥であるキーウィの文様を考案してみた。 食材もウィンナー、チーズ、お
かか、野沢菜、千葉県産のお米、東京湾の海苔などを使い和洋折衷にした。
ニュージーランドと日本の融合のキーウィ寿司を楽しんでいただきたい！

調理時のひと工夫

ラグビーでの接触による筋肉損傷、疲労にはタンパク質やビタミンＣが大切で
ウィンナー、チーズ、野沢菜を使用。長時間動き続けるため糖質、ビタミンＢ1
も重要で白米、かつお節、ごまも使用。酢には殺菌効果も期待され糖の吸収が
穏やかになり食欲増進の働きがあるため、暑い夏の食中毒防止と夏バテ防止に
お勧め。 又、メンタルにも負荷がかかるので見た目でも楽しく美味しく食事を
とってもらえるよう工夫した。

パワー全開！ キーウィ寿司
一緒に食べたいアスリートや食べてほしいアスリート

「ラグビー：ニュージーランドオールブラックス選手の皆さん」 国鳥のキー
ウィを見て楽しんでリラックスしながら身体も疲労回復してもらいたい。又、
同時に日本の伝統文化を感じて楽しんでもらいたい。

アスリートへの応援メッセージ

ニュージーランドの象徴のキーウィを見て楽しんで、疲労回復してがんばっ
てください！応援しています！

白沢 美奈子さん 作品



コンセプトの実現／エピソード

一見、海外でも良く見かけるカクテルサラダの様でも、日本の知恵食材をふ
んだんに盛り込んだ思いやりメニューです。 海外の方でも何の抵抗もなく
口に運べて、口に入れると「おや？これは和風テイストだ！」と気づけて、
カロリーを気にせずにバクバク食べられる、おなか調整＆疲労回復の健康メ
ニューを気軽に楽しんでほしいです。

調理時のひと工夫

①ネバネバ感を出すために、茹でオクラの輪切りと長いもの角切りは、グルグ
ル混ぜて粘り気を出しておく。 ②鶏ムネ肉は疲労回復効果大ながら、加熱する
とパサパサになるので、日本の代表的発酵調味料「味噌」と海外でも馴染みの
あるヨーグルトを合わせた漬けダレに一晩漬け込んでから軽く茹で（全体が白
くなる程度の１〜２分）、すぐに火を消して後は余熱で内部まで火を通す。こ
れにより、ジューシー食感と味噌風味を実現。 ③ドレッシングにはレモンでな
く、あえて「だいだい醤油（安部首相の故郷山口県はじめ、全国の柑橘産地の
名産物）」、アマニ油、液体根昆布エキス、液体しじみエキスを合わせること
で、和風テイストを出しながら疲労回復成分を詰め込んだ。

さっぱり和風味で疲労回復！
だいだいポン酢ドレッシングで食べる
ネバネバ夏野菜と味噌漬け鶏ムネ肉のサラダ

一緒に食べたいアスリートや食べてほしいアスリート

水泳の池江選手！ 東京オリンピックの頃には、選手としての参加は無理でも、
観戦や試食会に参加できるほど回復してほしい。 どうか頑張って、元気になっ
て下さい！応援しています！

アスリートへの応援メッセージ

選手自身が喜び、感動することが一番大事と思います。 私達はその姿に感
動をもらいます。 世界の大舞台で、大いに暴れ、大いに泣き、大いに感動
して、心の宝ものをゲットしてきてください！

山本 祐子さん 作品



コンセプトの実現／エピソード

東京から日本全国に広まった小松菜と、日本独特の食材（海外ではあまり食
べられない食材）として、こんにゃくとごぼうを入れました。見慣れない食
材に驚き、風味や食感を楽しんでもらいたいです。私は学校で働いています
が、暑い日も、疲れているときも、けんかしてイライラしているときも、悲
しいことがあったときも、子どもたちは温かい汁物を食べると顔がゆるみま
す。きっと緊張されているであろうアスリートの方にもほっとしてもらえる
一品になればと思います。

調理時のひと工夫

疲労回復が期待できるイミダゾールジペプチドが含まれている鶏むね肉、カル
シウムが含まれている牛乳と小松菜、食物繊維の多いごぼうとこんにゃくを使
い、さらに汗をかいたときに欠かせない塩分と水分も摂れる料理にしました。
和食の要はだし。だしのうまみを味わってもらいたいのですが、海外の料理は
油脂を加えることでおいしさを出すことが多いようです。そこで、牛乳とごま
油を加えてコクを出し、海外の選手にも食べやすいように工夫しました。

アスリートに必要な栄養たっぷり！
小松菜ミルクみそスープ

一緒に食べたいアスリートや食べてほしいアスリート

飛び込み：寺内健選手、板橋美波選手 勤務先の学校の近くにお２人が通ってい
たスイミングスクールがあります。もちろん学校にはそのスクールに通う子も
たくさんいます。みんな憧れの先輩を応援しています。その気持ちを届けたい
です。

アスリートへの応援メッセージ

「アスリートに必要な栄養たっぷり！小松菜ミルクみそスープ」を食べて自
分史上最高のパフォーマンスができますように、応援しています！

角谷 千尋さん 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

アスリートのみんなに心身の疲れをとってもらい、癒しと感じてもらいなが
ら食べてほしい。落ち着いた気持ちになってもらいたい。 これに応募した
理由は自分が将来アスリート栄養士になりたいので色々経験したほうがいい
し、本気でアスリート第一のメニューを考えてアスリートのみんなに食べて
もらいたいし、日本の食を広めていきたかったから。 使用した鶏肉は宮崎
県や岩手県で生産が多く、干し椎茸は大分で生産が多いので九州では大雨や
土砂災害で被害も多く、岩手の方の東日本では震災があったため、それぞれ
の食材を使うことで少しでも被災地の人たちにも元気をあたえられればいい
と思いました。三つ葉は関東で生産が多いのでオリンピック開催地の東京に
も深く関わりがあり、日本各地の食材を使用する事でより、日本各地の良さ
を知ってもらいたい。 また、アスリートの人達はタンパク質のエネルギー
消費が早いので卵や肉を使用し、エネルギー摂取をしっかりとできるように
手軽に食べれる茶碗蒸しにした。

調理時のひと工夫

日本食の特徴である出汁を使い、落ち着いた味になっている。また、昆布と鰹
のだけではなく、干しエビと鶏肉からも出しをとっているのでより、食べやす
く、おいしくなっている。疲労回復効果があるアスパラガスも使用し、干し椎
茸、鶏肉はそれぞれアスリートのみなさんが食べやすいように一口サイズに
切った。また干し椎茸と干しエビを入れることでより、栄養が多い。 出汁と卵
を混ぜた後ザルで一度こしたため、ぷるんぷるんな食感になっている。最後に
三つ葉をのっけることで香りも豊かになり、食欲も湧いてくる。

The 日本の味☆栄養満点・心身落ち着く
ぷるんぷるん茶碗蒸し

一緒に食べたいアスリートや食べてほしいアスリート

陸上:大迫傑選手 兄弟が長距離をやっているので普段どんなことに気をつけて
いるか、どんな食生活をしているかなど質問してみたいし、兄弟のためになに
か役に立ちたいから。また箱根駅伝の時から見ているのですごく応援している
から。 レスリング:登坂絵莉選手 よくインスタグラムをみてかわいいし、すご
く明るい人なので喋ってみたいし、ときどき料理の写真も載せているのでこの
茶碗蒸しの感想を聞きたいから。また自分は関わったことのないレスリングだ
が、将来アスリート栄養士になるために、いろんな競技の食生活を学んでいき
たいから。

アスリートへの応援メッセージ

アスリートのみなさんがこの茶碗蒸しを食べて最高のパフォーマンスを披露
している姿を見たいです！国内外問わずこの茶碗蒸しを食べて、元気が出た
と思ってもらえると嬉しいです。ケガなくスポーツできることを願っていま
す。応援しています。

K･Nさん 作品



コンセプトの実現／エピソード

長野県上伊那郡の名物丼「ソースかつ丼」実は福島の名物丼でもあります。
ご飯の上にキャベツをたっぷり！乗せて揚げたてのロースカツをソースにく
ぐらせて、豪快に盛り付けます。たまらない丼メニューです。 日本のファ
ストフードでもある「丼」をきっかけに日本を好きになってくれる海外の方
がたくさんにます。ぜひアスリートの方に「がっつり」味わってもらいたい
メニューです。

調理時のひと工夫

ソースかつ丼は豚肉を使用します、それだと宗教的に食べられないアスリート
の方がいるのは残念なので、このメニューは「鶏むね肉」でアレンジしてあり
ます。 鶏むね肉はパサパサしがちですが、下味でウスターソースをしっかりと
吸わせます。そうすると火を通してもしっとり美味しく仕上がります。ソース
の隠し味ににんにくを使うのでスタミナもバッチリですよ。

タンパク質たっぷり！
チキンソースかつ丼

一緒に食べたいアスリートや食べてほしいアスリート

テニスの大坂なおみ選手と金メダルのお祝いに食べたいです！揚げ物を控えて
いるアスリートの方が多いと思いますが、金メダルを取った後ならokですよ
ね！

アスリートへの応援メッセージ

タンパク質の鶏むね肉、キャベツで野菜、あとは日本の美味しいお米。がっ
つり食べてスタミナ回復してください！

中山 裕康さん 作品



コンセプトの実現／エピソード

私たちは、東日本大震災を経験し人の命の尊さと同時に食の安心安全性についても意識するように
なり生きるため食の在り方について見直すきっかけとなりました。 その後、自分たちに何か出来
る事はないかと思い辿り着いた復興支援プロジェクトとして、東北・宮城の食文化を伝承する活動
を行って来ました。地元宮城の食材を活用し地域の方々と「コメ×ダイズ×ハクサイ」の栽培・収
穫・調理を行い美味しさの気持ちを分かち合って来ました。この「食の学びプロジェクト」は私た
ちが共に寄り添い活動する事でとても力になる活動だと感じています。小さい活動でも継続する事
で必ず未来に繋がる、そして宮城の食文化の素晴らしさを発信し続けた時、その活動の延長として
世界中のアスリートたちに食のパワーは伝えたいという強い思いから今回、自分たちの手で育てた
東北を代表する畑の肉大豆を使い「宮城県産大豆を食していただく」というテーマをもとに必須ア
ミノ酸を含む良質のタンパク質を摂取できる“伊達なゼリー”を提供したいと考えました。復興支援
の意味も感じリラックスしながら日本の食文化である心からの「お・も・て・な・し」を堪能でき
るメニューです。

調理時のひと工夫

伊達なゼリーは仙台茶豆・豆乳・おから・仙台味噌を使用した宮城の代表食材を使用したメニューで
す。 大豆はアミノ酸スコアが100で体内で効率良く吸収されるため全ての原料で豆類を使用しアス
リートが質の高い植物性タンパク質を手軽に摂取できるよう考案しました。まず仙台茶豆と豆乳、お
から、仙台味噌をミキサーにかけ、仙台茶豆は栄養素の高い薄皮部分ごと粒の食感を楽しむ事で脳に
刺激を与えるよう少し粗めにしています。（仙台茶豆に含まれるビタミンB1とB2は体内で糖質・脂
質・たんぱく質などを分解しエネルギーに変える効果があり、高血圧の原因となるナトリウムの排出
を助け利尿作用を促すカリウムを多く含んでいるため体内の水分量を調節し、むくみ解消にも効果的
です）さらに豆乳とおからを使用する事で食物繊維が胃の中にたまる時間を長くし消化吸収のスピー
ドを遅らせ糖分や脂肪の吸収を緩やかにしながら良質のタンパク質を摂取することができます。これ
らにゼラチンを加える事で柔らかくプルンとした食感が楽しめるゼリーに仕上がります。最後に仙台
味噌ソースと仙台茶豆ソースの２種類を使用し特徴ある風味高い新鮮な味わいと艶をより引き立てま
す。

東北・宮城産の畑の肉パワー満点！！
伊達なゼリーDATE jelly

一緒に食べたいアスリートや食べてほしいアスリート

「バスケットボール日本代表：八村塁選手」同じ学舎で学んだNBA選手として、懐かしい
東北・宮城の味を思い出して頂き来年の東京オリンピックを始め、これからの世界的な活
躍に期待を込める意味でも是非召し上がって頂きたいアスリートです。「フィギュアス
ケーター：羽生結弦選手」 同じ地元宮城仙台出身という事で一番応援して来た選手です。
羽生選手からはこれまで数え切れないほどたくさんの感動を頂きました。東日本大震災を
経験しながらも自分を見失う事なく目標に向け努力し夢を勝ち取った素晴らしい金メダリ
ストです。 忘れもしない2018年に行われた平昌オリンピックでは、怪我からの逆境を乗
り越え見事、２連覇を果たしました。あの感動は被災者である私たちに本当の勇気と希望
を与えてくれました。そんな羽生選手に恩返しの意味も込め地元仙台故郷の味を存分に味
わって頂き、東北の魅力や日本の魅力を発信して頂きたいと思います。

アスリートへの応援メッセージ

オリンピックの精神である「スポーツを通して心身を向上させ文化・国際な
ど様々な違いを乗り越え、友情、連帯感、フェアプレーの精神をもって平和
でよりよい世界の実現に貢献すること」を日本の代表として体現して欲しい
です。また復興五輪として位置づけられている東京オリンピックではスポー
ツを通して被災地の魅力や日本の素晴らしさを世界に発信できるよう最高の
パフォーマンスをして一番良い色のメダルを目指し獲得して欲しいです。

朴沢学園 仙台大学・明成高等学校
(運動栄養学科・調理科)  三浦 駿都さん 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

日本古来から縁起物として大切にされていた「鯛」で選手を応援したいと思
います。 四国・豊後水道で特別にこだわりと自信と責任をもって育てられ
た「八幡鯛」を使い、日本を代表する調味料の味噌を紅白（赤味噌・西京味
噌）で使い、「おめでたい！」満載の一皿です。暑い時ですからお野菜も大
事！日本の夏に愛されている野菜をいくつも使い、目にも涼やかなジュレを
付け合わせました。 何処でもない！日本だからこそ味わって欲しい、
「鯛」「味噌」「夏野菜」で日本の夏を乗り切り、良い成績を出して欲しい
と思います。 日本満載の様に見えますが隠し味に海外の調味料を用いてい
ます。

調理時のひと工夫

身の締りがよく、脂もほどよく乗っている「八幡鯛」の調理には日本らしさを
考え、赤味噌、白味噌（西京）を使いました。赤味噌にはコチジャンを、白味
噌（西京）にはバジルソースを混ぜ入れ、海外の味覚との融合もオリンピック
ならでは！と使ってみました。味噌づけだけでも充分に美味しいのですが、目
には少し寂しい。その上やはり真夏。野菜は必要です。日本の夏なのだから出
来るだけ日本の野菜を！と思い、オクラ、ナス、キュウリ、パブリカ、長芋、
枝豆、トマトをさいの目に切り、軽い浅づけにしてから寒天を加え、ジュレ仕
立てにしてみました。目にも涼やかさを演出しました。八幡鯛の「おめで鯛！紅白の味噌づけ・

夏野菜のジュレ添え」
一緒に食べたいアスリートや食べてほしいアスリート

サッカー:長友選手 暑い時ですが、最後まであきらめずにがんばって欲しいです。

アスリートへの応援メッセージ

暑い時ですが、最後まであきらめずにがんばって欲しいです。

小山 正二さん 作品



コンセプトの実現／エピソード

料理が苦手な私でもこれだ！と自信をもって提供できる料理がある。それは
我が家で大人気、甘辛のタレを絡めて仕上げたジャガイモ餅です。こんがり
焼いた餅から立ちのぼる醤油の香りや黄金に輝く照りが食欲をそそります。
自然の力がたっぷり詰まった日本のジャガイモやチーズで出来たジャガイモ
餅の食感はもっちもち。アスリートの皆様に元気と癒しを感じていただける
事、間違いなしです。

調理時のひと工夫

ゆでて熱々のジャガイモを潰し、片栗粉、塩コショウにチーズ（スライスチー
ズ）を練りこむ。（生地が硬い場合は茹で汁を注ぎ調整）生地を丸めて平らに
して両面をこんがりと焼き、醤油・酒･味醂・砂糖を絡めて出来上がり。ジャガ
イモ、チーズ、醤油・・・・リラックス効果期待できる食材を使っております。
ジャガイモ餅を食べながらゆったりとした時間を過ごしてほしいです。また大
好きな日本の味「甘辛味」を世界へ発信したいです

「甘辛味」最高☆
ほっこりジャガイモ餅

一緒に食べたいアスリートや食べてほしいアスリート

日本女子バレーボール選手のみなさんと一緒に食べたい。戦う女子はかっこい
いけど、オフの時のリラックスしたみなさんの姿、そして美味しいお料理とと
もに「美味しい顔」がみたいです。

アスリートへの応援メッセージ

かっこいい姿見せてください！応援しています。

上野 淳子さん 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

日本の国民食と言っていいほど、深く日本の食文化に定着している「おで
ん」。 無条件に心揺さぶる美味しさをもつ「だし」を使い、そのうまみを
たっぷりと感じら れる「おでん」。 厳しい暑さの中、持っている力を最大
限に引き出していただけるよう、またパフォーマンスを終えた後の疲れた身
体を癒してもらえるよう、アスリートの皆さんに夏バージョンの「冷やしお
でん」をぜひ食べていただきたいと思いました。 夏野菜や練り物、魚介や
お肉類など、どんな具材を入れても美味しくいただけるのがおでんの素晴ら
しい所！具材のチョイスで、各国の皆さまに食べていただけると思います。
様々な具材のうまみがだしに出ることで、それぞれを更に引き立たせてくれ
る無限の美味しさを秘めた「おでん」。 世界中のアスリートの皆さんがお
でんの入った大きな鍋を囲み、「笑顔の花」がたくさん咲きますように。そ
んな場面を想像しながらメニューを考えました。

調理時のひと工夫

冬のおでんでは実現できない種類豊富・色とりどりな夏野菜をふんだんに使う
ことで、視覚的にも元気をもたらしてくれることと思います。そして体を冷や
す効果が期待できる夏野菜に、だしが良く染み込み更に食べやすくなりますの
で、運動後のアスリートの皆さんにはピッタリです。 また我が家の冷やしおで
んは、だしの他に醤油、みりん、そして「塩こうじ」を入れるのがポイントで
す。発酵食品である塩こうじを入れることで、疲労回復効果も期待できます。
また味もまろやかに、うまみもアップします。日本の国民食「おでん」夏バージョン！

厳しい暑さを乗り切って笑顔の花を
たくさん咲かせてください！ 一緒に食べたいアスリートや食べてほしいアスリート

水泳が好きなので、瀬戸大也選手や萩野公介選手、そして池江璃花子選手も病
気快復され、是非オリンピックに出場できるよう応援しています。

アスリートへの応援メッセージ

厳しい暑さが予想される2020年東京オリンピック、私も冷やしおでんで力
の限り全力で応援します！ 本番まで約1年、笑顔でその日を迎えられますよ
うに！

綿貫 みどりさん 作品


