
コンセプトの実現／エピソード

甘糀（ノンアルコールの甘酒）と大豆はともに栄養価が高く、日本人が
1000年以上食べてきた優秀な食材です。 甘糀は夏の季語としても有名なく
らい栄養価があり夏に好まれてきた飲み物です。 日本の伝統的な食材を西
欧料理に使用することで、また、使用する食肉を鶏・豚・牛など使い分ける
ことで 民族・宗教を超えて世界中のアスリートに美味しく食してもらえれ
ばと思います。 我が家では、タネにショウガやネギ、ニンニクを加えるこ
とで夏の暑さを乗り越える力強さを感じさせるものにしています。

調理時のひと工夫

植物性・動物性のタンパク質に加え、食物繊維やビタミンなど多くの栄養素を
欲張りに盛り込んだ一品としました。 甘糀（ノンアルコールの甘酒）を加える
ことで冷めてもしっとり感が残ります。 タネを作り置きすることで（1時間～
一晩）効果が得られます。 また、冷凍保存できますので事前に多くの準備が可
能です。 ハンバーグのソースや付け合わせサラダのドレッシングにも甘糀を使
用することで、栄養価を上げることが出来ます。

糀と大豆の1000年バーグ
一緒に食べたいアスリートや食べてほしいアスリート

私の生まれ育った宮城県の女川町は東日本大震災で町の7割近くが20メートル
近くの津波で甚大な被害を受けました。 しかし、日本人は過去数千年に渡り同
様の災害を何度も受け、そして立ち上がってきました。 今回特に召し上がって
いただきたいアスリートは、水泳・ボート・セイリング・カヌー・サーフィン
等、 水に係わる競技の選手たちです。 オリンピックを通して海や川などの水に
親しむ心を育んで欲しいと願います。

アスリートへの応援メッセージ

競技する人、応援する人、運営する人、多くの人の係わるオリンピック。
植物や動物から多くの栄養をもらいました。 バランスの良いカラダとココ
ロで悔いのない試合、未来の日本人の励みになるような試合を願います。

佐藤 伸文さん 作品



コンセプトの実現／エピソード

栄養士免許取得を目指し座学や実習に取り組む中で、「自分が学んできたこ
とを形にしたい。」「自分が学んだことを生かして人の役に立つことがした
い。」と思い応募を決めました。 暑さや練習・試合での疲労を十分に回復
し、選手の皆さんが常に最大限のパフォーマンスをできる手助けとなるよう
なメニューを考えました。地元、愛知県の特産品である味噌煮込みうどんで
日本の郷土料理にもふれてもらいたいです。 また、東日本大震災・北海道
胆振東部地震で激甚災害指定地となっている岩手県・茨城県・千葉県・北海
道の特産物を多用し、震災復興にも貢献できればと思います。

調理時のひと工夫

一般的に鍋で煮込んで提供される味噌煮込みうどんをつけ麺形式にすることで
日本の暑～い夏でも食べやすくしました。また、麺類(うどん)・香辛料(もみじ
おろし)も夏バテ等で食欲がない場合でも食べやすいと思います。 疲労回復効
果のあるビタミンB1を豚バラ肉・八丁味噌(大豆加工品)・人参で、さらにビタ
ミンB1の吸収を促進するアリシンを玉ねぎ・長ねぎで摂取することができ、具
沢山の味噌煮込みうどん風にしたことで満腹感も得られます。 さらに、残った
つけ汁に玄米(ビタミンB1含有)を加えおじやにすれば、個々人に合わせて食事
量も自由に変えられます。

疲労回復！具沢山 味噌煮込み風
ざるうどん

一緒に食べたいアスリートや食べてほしいアスリート

「ラグビー:田村 優 選手」 愛知県岡崎市の出身で同じ三河地方であり、親近感
を覚えているのが理由の一つです。また、故郷の豊田市で9月23日からラグ
ビーワールドカップが開催され、会場の売店スタッフを行う予定です。さらに、
以前ドッジボールのジュニアクラブに所属しており、球技には思い入れもあり
ます。そんなラグビーが東京オリンピックで盛り上がることを望んでいます！

アスリートへの応援メッセージ

栄養満点の料理を食べて、自身の最大限の力を出し切ってほしいです！

小林 茉莉さん 作品



コンセプトの実現／エピソード

私の住む沖縄では夏バテ防止にゴーヤーをよく食べます。選手の皆さんが心
身ともに疲れて食欲が落ちないように、食べやすいように、どんぶりにしま
した。日本のお米を美味しく食べていただけるそんなどんぶりです。

調理時のひと工夫

ピリリと苦みのあるゴーヤーは食欲増進効果とビタミンＣが豊富。発散した汗
で消耗した塩分･ミネラルをスパムで。風味豊かな桜エビと炒りごまご飯に、炒
めたゴーヤーとスパムを卵でとじてのっけるだけ。期間中も体調崩さないよう
に、1品にギュッと栄養を詰めました。

ゴーヤースパム丼
一緒に食べたいアスリートや食べてほしいアスリート

「空手；喜友名諒選手」 地元料理を食べて、リラックスして、いつも通りの
パフォーマンスができますように。

アスリートへの応援メッセージ

しっかりエネルギーチャージして、練習の成果が発揮できますように！応援
しています。

一般社団法人
トータルウエルネスプロジェクトオキナワ
伊是名 カエさん 作品



コンセプトの実現／エピソード

小学校から中学校まで水泳部、高校はソフトボール部でした。 私は未熟児で生まれ、
幼少時はとても身体が弱く風邪ばかりひいていました。 体力をつけるために水泳教室
に通いはじめ、小学2年生から6年生まで1度も休むことなく学校に通うことが出来ま
した。 中学校では5月～10月末まで外のプールで泳ぎます。さすがに春と秋は寒くて
部活終わりに監督お手製のちゃんこ鍋を部員のみんなで囲むことがとても楽しみでし
た。 あれからウン十年…(笑) 何年経っても苦しい練習のことよりも、沢山話しなが
ら沢山笑った思い出がある料理です。アスリートの皆さんにも、競い合う中でも食事
は世界各国の選手と楽しんでいただきたい。ほっとする瞬間であり、和むそんな場所
で提供される料理のひとつだと嬉しいです。

調理時のひと工夫

日本の蒸し暑い夏、しかし室内に入るとクーラーで身体が冷えてしまいます。アスリー
トの皆さんは、本番前の練習で身体と共に内臓の疲れや試合に向けての緊張感もあるかと
思います。 そこで、胃に負担が少なく消化のいいもの…日本の和を感じるちゃんこ鍋を
食べていただきたいと考えました。 大きな鶏ミンチの団子には豆腐とスキムミルク、白
ごま（白い食材で白星を）を入れてビタミンB1を摂取、鍋に入れると柔らかくなり食べ
やすいキャベツや人参はビタミンCが多く疲労回復が見込まれます。またアスタキサンチ
ンを摂取することにより、集中力の向上に効果的な鮭の切り身、きのこ類の中でもビタミ
ンB2がトップクラスに豊富な舞茸など。 ちゃんこ鍋は栄養バランスもよく、たんぱく質
や多くの野菜が摂取出来ます。世界中のトップアスリートの皆さんに、温かい日本の
ちゃんこ鍋を食べていただき楽しんで食事をしていただきたい。そして、最高のパ
フォーマンスを発揮されることを願っています。

東京victory
びっぐ鶏～ちゃんこ鍋

一緒に食べたいアスリートや食べてほしいアスリート

「バドミントン タカマツペア（高橋礼華選手、松友美佐紀選手）」 高橋選手とは同郷
で同じ橿原市出身です。リオオリンピックで金メダル、そして東京オリンピックに向け
て現在代表争い真っ只中ですね。是非、大きな夢を叶えられることを心から願っています。
「マラソン 福士加代子選手」趣味と健康のために、マラソン大会に出場しています。
最後まであきらめず、そしてワクワクする走りを長年見せてくださっている福士選手。
食が細いとのことですので、ちゃんこ鍋を食べて力の限り走っていただきたいと思います。
MGC頑張ってください。「ソフトボール 上野由岐子選手、藤田倭選手、山田恵里選
手」 小さい頃から兄の影響で野球が好きです。高校三年間、ソフトボール部だったこと
もあり、ソフトボール日本代表の選手の皆さんは憧れです。 強くてチャンスに強い日本
代表の試合を今から楽しみにしています。是非金メダルを目指して躍動してください。

アスリートへの応援メッセージ

皆さんが懸命に努力され、大きな夢の舞台で活躍される姿を今から楽しみに
しています。 オリンピックで最高のパフォーマンスを発揮出来るように 東
京victory びっぐ鶏～ちゃんこ鍋を食べて勝利を目指して大きな夢を叶え
てください。 まだ観戦チケットが手に出来ていないので、そこだけが心配
です(笑) 頑張れ日本代表の皆さん！心から応援しています。 国民の一員と
して、東京オリンピックを楽しみに、そして、世界各国から日本にお越しい
ただくアスリートの皆さん、観客の皆さんが楽しめる舞台でありますように

西村 由佳さん 作品



コンセプトの実現／エピソード

初めて仙台のずんだ饅頭をいただいて以来、ずんだ餡の大ファンです。自らも走る私
は、東北のマラソンレースを完走したご褒美は“ずんだ餡のスイーツ！”と決めて励み
にしています。世界のトップアスリートの皆様を、東北が誇る“ずんだ”を使った和と
洋が融合したスイーツでおもてなしできたらと願っています。 枝豆の優しい甘さと香
りを味わえる“ずんだdeパンナコッタ”は、透明なグラスにグリーンのグラデーション
が冴え、視覚的にも“美味しそう！”が伝わります。お好みで、和の甘味を堪能できる
餡子や桜餡等のトッピングをプラスして、お一人でも、選手仲間とご一緒でも楽しん
でいただける写真映えのするアレンジも可能です。選手村の「ミルクスタンド」、又
は「ズンダコーナー」（あったらイイネ！）で癒しの一時に食べていただきたいス
イーツです。

調理時のひと工夫

パンナコッタと言えば牛乳と生クリームで作りますが、一般的なパンナコッタより生ク
リームの割合を少なくして（４：１程度）脂質を抑えました。茹でて内皮も除いた枝豆に
牛乳と生クリーム（合わせて枝豆の約４倍）、砂糖（甘さ控え目で枝豆の約３分の１）を
加えて粗めにミキサーにかければ、後はパンナコッタの作り方と同じです。容器（１２０
ｍｌ程度）に注いでゼラチンで固まるまでにグリーンの層が自然に現れます。アスリー
ト食として、枝豆と牛乳の良質なたんぱく質で筋肉の疲労回復を促します。牛乳は骨を丈
夫にするカルシウム等のミネラル、エネルギー代謝に欠かせないビタミンB群等のビタミ
ンも幅広く含む栄養優等生です。牛乳に少ないビタミンCは枝豆にも含まれているので、
一品でも栄養バランスの良いアスリート・スイーツに仕上がりました。

すんだdeパンナコッタ
～東北が誇る、美味しく栄養価も高い
“ずんだdeおもてなし”

一緒に食べたいアスリートや食べてほしいアスリート

「２０２０パラリンピック東京招致の最大の貢献者、トライアスロンの谷真海
選手： 代表への道は厳しくとも挑戦し続ける宮城県出身の谷真海さんに、笑顔
の発信力で東北の“ずんだ”を世界の “Zunda”へと、紹介していただけたら嬉し
いです！オリンピック選手はもちろん、世界のパラアスリートの皆様に食べて
いただきたいと思います。

アスリートへの応援メッセージ

“すんだdeパンナコッタ”を食べて心身ともに疲労回復！ ベストなコンディ
ションで試合に臨み、試合を楽しみ、それぞれの目標を笑顔で達成してくだ
さい！ 東北応援、次世代を担うオリンピック・パラリンピックを目指す若
きアスリートの応援にもつながることを祈っています！

庄内 菜穂子さん 作品



コンセプトの実現／エピソード

最高のパフォーマンスをするためには食事が必須です。暑くて食欲が落ちて
しまいがちな夏場にも食べやすい果物(桃)を使用しているので、朝食や軽食
として食べてもらいたいです。 桃とクリームチーズ、ブラックペッパー、
生ハムを組み合わせているので、甘いものが好きな方、そうでない方にもオ
ススメしたいです。また、写真映えを意識したので、写真を撮ったりして食
事を楽しんで疲れをリフレッシュしてもらいたいです。

調理時のひと工夫

桃とクリームチーズ、ブラックペッパーをのせてからトーストし、クリーム
チーズをほどよく溶かす。生ハムを散らし、メープルシロップをかけ、最後に
メープルシロップをかけ、仕上げにブラックペッパーをふる。

さっぱり桃トースト
一緒に食べたいアスリートや食べてほしいアスリート

テニス選手。私も小学から高校までソフトテニスをしていて、炎天下で長時間
プレーをする大変さを経験しているので、東京2020の炎天下の中で暑さに負け
ず、頑張ってほしいです！

アスリートへの応援メッセージ

スポーツでたくさんの夢や感動を、ありがとうございます。ひとつのことに
打ち込むアスリートの姿は本当にかっこよく、自分もがんばろう！と、いつ
もスイッチをいれてもらっています。これからも応援し続けます！頑張って
ください！

後藤 千春さん 作品



コンセプトの実現／エピソード

身体を冷やす効能のある日本の夏野菜を使用した、暑い日本の夏を乗り切る
ためのカレーです。カラフルなので見た目も楽しめます。栄養満点に加えて、
隠し味に和風だしを効かせており、日本の懐かしい味でリラックスして欲し
いと思います。

調理時のひと工夫

暑い夏に長時間戦うアスリートのために、身体を冷やす効能のある日本の夏野
菜であるオクラ、ナス、そしてズッキーニ、パプリカでビタミンと水分を、
ウィンナーでタンパク質を、ご飯で炭水化物を同時に補給出来るワンプレート
メニューです。食べる量を調整出来て、時間がない時もサッと食べられます。

食べて身体をクールダウン！
日本の夏野菜とウィンナーの
カラフル和風だしカレー

一緒に食べたいアスリートや食べてほしいアスリート

全てのアスリート、特にパラアスリートの皆さんと一緒に食べたいです。最高
のパフォーマンスを発揮するために身体の内側から応援したいです。車いすテ
ニスの国枝選手に長時間の試合となる決勝戦の前の栄養補給に食べて頂きたい
です。

アスリートへの応援メッセージ

全てのアスリート、応援者、旅行者に日本ならではの夏野菜と和風だしを効
かせたカレーを召し上がって頂き、暑い日本の夏を乗り切って最高のアツい
夏にしてください！

田中 千秋さん 作品



コンセプトの実現／エピソード

日本の食文化を支えてきた醤油や味噌などの伝統的発酵調味料。 そのもと
となる麹には素晴らしい力があります。その力は無限大だと思っています。
私もその魅力に魅せられ麹で調味料を作っています。東京都産谷中生姜、あ
さりを使ってそのパワーを選手たちに堪能して頂き、東京都の郷土料理を楽
しんで頂きたいと思います。

調理時のひと工夫

鉄分ミネラルの多いあさり、あさりは別に蒸す事でふっくらと美味しく仕上げ
ました。 人参、油揚げを切って調味料を加え、あとは炊くだけ。最後にあさり
を混ぜて出来上がり。 醤油麹で旨み、生姜や長ねぎで疲労回復、食欲増進効果
があるので、夏の暑い日でもご飯が進みます。

食欲増進！東京郷土料理 深川めし
一緒に食べたいアスリートや食べてほしいアスリート

水泳 瀬戸選手。私も小さい頃、水泳をしていて、高校の水泳大会で決勝進出し
た嬉しい思い出があり、好きなスポーツです。 カロリー消費の多いスポーツで
すが、食欲増進効果のある深川めしを食べて乗り切ってほしいです。

アスリートへの応援メッセージ

食欲増進効果のある生姜、日本の食文化を堪能出来る「東京郷土料理 深川
めし」を食べて頑張ってください！ 目指せ！金メダル！

山本 レナさん 作品



コンセプトの実現／エピソード

『太るな・絞れ』とコーチから糖質制限を言い渡されたスイマーの娘の為に
考案したメニュー。アスリートの味方の胸肉を使用しました。 皮を大根に
して糖質OFF、 豚挽肉を鶏胸肉にしてカロリーOFF。 餃子好きな娘が心置
きなく食べられる試合前飯です。 胸肉を挽かずに刻んで噛み応え、食べ応
えをアップし、蓮根は加熱する事で胃腸を整え下痢や便秘を防ぎます。焼い
た大根の甘みと香ばしさが具材を包み込み、もっちりしつつシャキシャキの
食感も美味しさの１つです。 牛肉や豚肉は宗教的にNGですが、鶏肉NGは
余り聞いた事がないので色々な国籍の方でも抵抗無く食べて貰えると思いま
す。

調理時のひと工夫

本場中国では水餃子が主流ですが、焼餃子は立派な日本の食文化。 練馬や三浦、
北海道や青森が産地の大根、蓮根は茨城や愛知、韮は高知がダントツの産地。
東京だけではなく各地からの食材を使用します。 ①スライサーで切った大根を
薄い食塩水に浸し柔らかくなったら水分を拭いて軽く片栗粉をかける②胸肉は
大きめの微塵切り、蓮根と韮は微塵切り③ボールに②と焼肉のタレ、片栗粉を
入れよく混ぜる④①の粉面に③を乗せて二つに折り畳む⑤フライパンにゴマ油
を熱し中火で両面こんがりと焼く 焼肉のタレで味がついているのでそのままで
もOK。ポン酢でさっぱり、柚子胡椒は大人味、甘味噌も合いますし以外にケ
チャップもイケます。

歯応えシャキッとめちゃ旨！
【鶏胸肉de大根餃子】

一緒に食べたいアスリートや食べてほしいアスリート

柔道の阿部詩選手に。 娘と同世代なので肉食系女子と勝手に推測（笑） 美味し
く食べて筋肉キープに役立てて欲しいです。

アスリートへの応援メッセージ

オリンピックに出場するって普通の努力レベルじゃ絶対無理。 その努力が
実を結んだって本当に凄い事。 最高の場所で楽しむ特権を掴み取ったので
すから、最高のパフォーマンスが発揮できるよう、心技体全てを整えて頑
張って下さいね。全力で応援しています。

友利 千恵子さん 作品



コンセプトの実現／エピソード

かつてやっていた新体操の試合や受験の時に験担ぎとして母が成功を祈って
桜おにぎりを作ってくれました。私はそのおにぎりを食べ、新体操の試合前
にモチベーションを上げたり、受験の時は志望校に合格しました。そんな桜
おにぎりをオリンピックバージョンに、被災地の応援も込めてアレンジしま
した。宮城サーモンを使った手まり寿司です。この手まり寿司を選手たちも
食べて験担ぎをし、努力の花を咲かせて欲しいです。

調理時のひと工夫

予め酢締めしたサケを軽く焼くことで旨味アップ！酢飯にしそとゴマを混ぜる
ことで彩りよく、さらに疲労回復にも役立つようにしました。一口で手軽に食
べられ、炭水化物とタンパク質を一度に摂取できます。味のアクセントとして、
生姜の甘酢漬けをサケの下に敷き、最後に日本の花の代表である桜の塩漬けを
のせました。

努力の花サケ！手まり寿司
一緒に食べたいアスリートや食べてほしいアスリート

私も新体操をやっていたため、新体操の日本代表選手に是非！ これを食べて悲
願のオリンピックのメダルを獲得してほしいです。

アスリートへの応援メッセージ

この手まり寿司を食べて、心も体もパワーチャージして努力の花を咲かせて
ください！海外の選手にも、日本の桜を目で見て食べて味わって欲しいです。

ノザワーズさん 作品



コンセプトの実現／エピソード

関西でボディメイクする方を支える飲食をやっています。 今後、日本に
もっともっとフィットネスを広め 多様化社会に通用する世界に日本食材を
使用しアスリートの方が中々食べない ジェラートを罪悪感なく食べれる高
たんぱく質で作りました。

調理時のひと工夫

日本の伝統食に使われる食品をまんべんなく使うだけで、自然と栄養バランス
のよい食事ができあがるのを プロテインジェラートメニューで普段食事を節制
しているアスリートの方のリフレッシュメニューとし、 アスリートが食事に気
にせずタンパク質を摂取しならがリラックスしてほしいと思いで作りました。
大豆プロテイン、ガゼインプロテイン、ホエイプロテイン、イソフラボン全て
のプロテインを使用し アスリートの方には必要なアミノ酸、発酵食品、無添加、
無脂肪、天然甘味料、ギリシャヨーグルト を使用し上にかける黒糖を温めてい
るのでお腹を冷やさずに甘いものを食べられるジェラートを作りました。

甘酒の高タンパクジェラート
わらび餅仕立て

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 大坂なおみ選手 和食が好きという大坂なおみ選手に日本の伝統食に使
われる食品を使用した ジェラートを食べてリフレッシュし気持ちを切り替え優
勝してほしいです。

アスリートへの応援メッセージ

ＮＩＫＥのＣＭを見て大坂なおみ選手のかっこ良さに改めて惚れ直しました。
東京２０２０で世界を変えて下さい。応援しています。

株式会社ＳＰＣさん 作品



コンセプトの実現／エピソード

宮崎県日向市の漁師町細島の郷土料理「こなます」 昔、カツオ漁に出た漁
師さんが、沖で釣った新鮮なカツオとご飯を混ぜておにぎりにし、陸で待つ
家族に持って帰ったお土産が発祥と言われています。 カツオとご飯を混
ぜる＝「こねまわす」と言う方言が「こなます」という名前の元になってい
ます。 カツオは、赤身肉で低脂肪、高タンパクはもちろん、抗酸化作用も
あり、疲労回復アミノ酸（イミダゾールペプチド）を多く含んでいます。
また、米は炭水化物を多く含み、すぐエネルギーになるうえ、焼きおにぎり
で手軽に食べられますので、スポーツ選手にぴったりのお手軽メニューです。

調理時のひと工夫

・カツオはもちろん新鮮なものを使います。 ・四つ切の柵にしたカツオの表面
を炙り、魚肉をほぐします（味付けは塩のみ）。 ・ご飯を入れてよく混ぜ合わ
せます。 ・丸く形を整えて表面をきつね色になるまで香ばしく焼きます（魚肉
に火が通ります）。 ・表面はカリッと、中はモッチリとした食感が特徴です。

陸で待つ家族を想って作られた
日向の漁師めし「こなます」

一緒に食べたいアスリートや食べてほしいアスリート

スタミナを使うマラソンやテニス選手（錦織圭選手）、筋力を使う体操、水泳
選手（瀬戸大也選手）にぜひ食べて頂きたいです。

アスリートへの応援メッセージ

疲労回復を図り、すぐにエネルギーチャージができるこなますを食べて、ぜ
ひ金メダルを取ってください！

日向市漁協女性部さん 作品



コンセプトの実現／エピソード

日頃より地場産品を利用したメニューを考え、食を通して日本中、世界中に
伊豆をアピール出来たらなと考えてカフェを営んでいます。日本の食文化を、
伊豆の地場産品を盛り沢山に詰め込んだハンバーガースタイルで、朝食に、
昼食のもう一品に、間食にと、気軽に手軽に召し上がって頂きたいです。

調理時のひと工夫

伊豆には日本一の鯵の生産出荷で名高い内浦があります。骨まで丸ごと食べら
れる沼津無添加の豆アジを丸ごとフライにします。アジはEPA、DHA、セレン
や疲労回復成分タウリンなどを含みます。タルタルソースにはスーパーフード
の卵とタルタルソースに欠かせないマヨネーズはもちろん、抗菌覚醒作用、抗
虫効果、食欲増進効果のある山葵で作る山葵漬けと山葵の茎の三倍漬けをアジ
の栄養効果をアップさせるレモン果汁で和えます。伊豆市の山葵はその栽培方
法が世界農業遺産に認定されています。卵は伊豆市のハーブを食べて育った養
鶏愛卵土の卵です。また、エリタデンや食物繊維豊富で低カロリー、免疫力を
活性化する多糖類が含まれている椎茸をオリーブオイル漬けにします。伊豆市
の原木椎茸を使っています。野菜はカロテン、ビタミンB群、ビタミンC、カル
シウム、鉄など栄養価の高いヒーリングフード防腐、抗菌作用もある大葉を味
のアクセントにしています。これら全てをバンズにサンドしハンバーガーとし
て手軽に栄養摂取出来るように工夫しました。

アジなIZUおいシイWASABI
タルタルBurger 一緒に食べたいアスリートや食べてほしいアスリート

静岡県では自転車競技が開催されます。私の住む伊豆市には、トラックレース
とMTBの会場があります。市内の選手村のアスリートの皆さん是非、美味しい
伊豆の地場産品を手軽に楽しんで日本の食文化を感じてほしいです。

アスリートへの応援メッセージ

栄養満点の伊豆地場産品を盛り沢山に詰め込んだハンバーガーを召し上がっ
て2020大会を楽しんでください。私も都市ボランティアとして参加し楽し
みます。

山口 美奈子さん 作品



コンセプトの実現／エピソード

和食と言えば寿司という外国人の方は多いですが、そのほとんどは寿司＝握り寿司と
思われているのではないでしょうか。でも実際日本には握り寿司以外にも、巻き寿司
やちらし寿司、稲荷寿司、押し寿司、手巻き寿司等々、実に様々な種類の寿司が存在
します。私はもっと沢山の外国人の方々に、日本の寿司文化を知ってほしいと思って
おり、これまでにも海外の友人にいろんな形状の寿司を振舞ってきました。大人数の
時はよくちらし寿司を作りますが、いつも、「え、こんな寿司もあるの？」という反
応が返ってきます。ちらし寿司はアレンジもしやすく、その季節の旬の野菜や魚介類
を取り入れやすいという利点があります。今回は生姜や茗荷、紫蘇、スダチといった
夏の香味野菜と、自身の地元である愛媛県産の鯛を使いました。色鮮やかでさわやか
な香りの夏のちらし寿司を、五感で楽しみながら召し上がっていただければ嬉しく思
います。又、今回脇役ではありますが、日本の国菌である麹菌の素晴らしさも海外の
方々に知っていただければ幸いです。

調理時のひと工夫

梅酢大匙4と砂糖大匙2を混ぜ、みじん切り生姜と輪切り茗荷を入れ1日漬け置く。鯛切り
身3切れに塩麴を塗って一晩置く。炊飯器に少な目の水加減で米3合をセットし、塩麴大
匙1と昆布を入れ1時間置く。鯛切り身はグリルで軽く焼いて、米の上に乗せて炊く。炊
きあがったら鯛を取り出し骨を取って身をほぐす。ご飯に梅酢漬けの薬味を梅酢ごと混ぜ
（最後の飾り用に少量薬味を残す）、鯛の身、炒り卵、貝割れ菜、青じそ、スダチ、枝豆、
プチトマトを彩りよく盛り付け完成。塩麴には疲労回復、抗ストレス効果が、梅酢には同
じく疲労回復と夏バテ防止効果が期待できます。又、より多くの選手に心置きなく食事を
楽しんで欲しいとの思いから、料理酒は使わず塩麴で代用し、ハラルフードにしました。

梅酢と麹のWパワーで
パフォーマンス向上！
鯛めし風ちらし寿司

一緒に食べたいアスリートや食べてほしいアスリート

【女子体操ウズベキスタン代表のオクサナ・チュソビチナ選手】彼女の選手ストーリーを
聞いた時、感動して涙が止まりませんでした。逆境に負けず、40歳を超えた現在も現役
選手としてマットに立ち続ける彼女の姿は、多くの人々を勇気づけたことでしょう。ウズ
ベキスタンは私が訪れた初めてのイスラム教国です。本当に人々の心が温かく、素晴らし
い国でした。イスラム教徒は宗教上の理由から食事制限が厳しく、海外へ渡航する際は苦
労が絶えないと聞きます。より多くの方に心置きなくお料理を召し上がっていただきたい
という思いがあり、今回考案するメニューはハラルフードにしようと決めていました。鯛
めし風なので、本来なら料理酒を使用するところですが、今回は塩麴で代用しました。
【サッカー日本代表長友佑都選手】同じ地元出身なので、今大会も是非出場して頑張って
ほしいと思っています。又、彼がイタリア時代に梅干しを愛食していると聞いたことがあ
り、それが今回のレシピを生み出すヒントになりました。食事に対してもストイックなイ
メージがあるので、彼の食欲をそそるメニューになれば、とても嬉しく思います。

アスリートへの応援メッセージ

選手の皆さんに是非このお寿司を食べてもらって、本番でベストを尽くせま
すよう願っています。

宇田 百華さん 作品



コンセプトの実現／エピソード

１６世紀に日本に伝わったかぼちゃが全国に広まったのは江戸時代でした。
当時人々は質素に暮らしながらも「おいしいものを食べよう」、「楽しく生
きよう」と考え、知恵と工夫を生かして生活していました。野菜を根やヘ
タ・芯まで工夫して調理する、米ぬかに野菜を漬け保存する、米のとぎ汁は
洗剤にするなど、何でも「もったいない」と考え、食材を全部使い切ったり
再利用したりすることで豊かな食生活を実現させました。このスープは江戸
時代の「もったいない精神」を生かして考案したものです。かぼちゃの皮、
果肉、種かもつそれぞれの味、食感、栄養を生かし組み合わせてスープにし
ました。皮部分からは苦みのあるスープ、果肉部分からは甘みのあるスープ
を作り、味の違いを楽しめるようにしました。なめらかな舌触りのスープに
食感の違う種をのせアクセントにしました。何一つ無駄にせず使い、かつ味
のハーモニーが堪能できるおいしいスープです。これが日本の「もったいな
い」の味です。江戸の町が発展したこの東京で、アスリートの皆さんに
『もったいないはおいしい！』を知って頂くことで、日本の食文化を世界に
広めていければ嬉しいです。

調理時のひと工夫

砂糖とめんつゆで煮たかぼちゃ（かぼちゃの煮物）を冷たくし、皮の部分と果
肉の部分に分けそれぞれ冷たい牛乳を入れてミキサーにかけます。牛乳の量は
加減し、とろみのある、食べるスープの感覚にします。苦みのある緑のスープ
を、黄色の甘みのあるスープの上にかけ二層にして味の違いを楽しめるように
しました。種も炒ってトッピングし、廃棄するところがない「もったいない精
神」を体現しています。「めんつゆ」を使った和食のかぼちゃの煮物を洋風
スープに仕立てましたが、日本人は外国の文化を取り入れアレンジして新しい
文化をつくることが得意です。かぼちゃは糖質が多くエネルギーの補給に最適
ですし、ビタミンＡが運動後の体力や筋力の回復を助けるなど栄養は満点です。
しかし、江戸時代の人々は栄養云々よりとにかくどうしたらおいしく、楽しく,
粋に食べられるかを楽しみながら追究し、食文化を発展させています。選手の
皆さんも「食」を楽しみ、リラックスして「もったいない精神」で自分の力を
全部出しきってください。

日本の「もったいないはおいしい！」
を伝えるパンプキンスープ

一緒に食べたいアスリートや食べてほしいアスリート

柔道：出口クリスタ選手 日本に育ち日本文化をよく理解している出口選手。
世界選手権では日本人が応援してくれるか心配していました。日本や日本の文
化を理解し愛してくれている選手を応援しないわけありません。そのことをこ
のスープで伝えたいです。

K･Sさん 作品



コンセプトの実現／エピソード

私の家でよく出ているメニューです。炊きたてのご飯に醤油、砂糖、料理酒
で炒めた豚肉、玉ねぎと温泉たまごをのせるととても芳ばしい香りがして疲
れてるときにもしっかりと食べられるのでオススメです。ぜひ食べてみてく
ださい！

調理時のひと工夫

シンプルな豚丼ですが、温泉たまごをのせることでより沢山のタンパク質をと
ることができます。また、ご飯からは炭水化物を摂取することができます。ま
た、豚肉に含まれるビタミンB1には疲労回復効果があり、玉ねぎにはビタミン
B1の吸収を促進する効果があるので、練習後などの疲れてるときに食べるとい
いです。

タンパク質豊富!
温泉たまごのせ豚丼

一緒に食べたいアスリートや食べてほしいアスリート

陸上の桐生選手に食べてもらいたいです。陸上で走るとなると、とても疲れる
と思うのでこの豚丼を食べて疲れを取って活躍してもらいたいです。

アスリートへの応援メッセージ

健康に気をつけて、オリンピックで金メダルをとってください！

小林 明璃さん 作品



コンセプトの実現／エピソード

北海道の郷土料理です。 鮭・野菜・味噌を使用しているので、日本の選手
にとっては北海道に触れ、海外の選手にとっては日本を感じることができる
料理だと思います。 しっとりとした鮭、しんなりシャキッとした野菜、味
噌の甘みが一体となったちゃんちゃん焼きでホッと一息ついてほしいです。

調理時のひと工夫

鮭はたんぱく質だけでなく、骨や筋肉に関わるビタミンDを含んでおり、アス
リートにおすすめしたい食材です。 また、野菜と一緒に蒸し焼きにすることで
身がしっとりふっくら仕上がり、疲れている状態でも口当たりよく食べられる
と思います。 調理工程もシンプルなので大量調理でも作りやすい料理だと思い
ます。

食べてメダルじゃんじゃん！
鮭のちゃんちゃん焼き！

一緒に食べたいアスリートや食べてほしいアスリート

北海道出身の選手にはぜひ食べていただきたいです！地元の郷土料理で元気と
活力をチャージし、ベストを尽くしてほしいからです。

アスリートへの応援メッセージ

沢山の美味しい料理で心と身体に栄養を！ そして選手ひとりひとりがベス
トを尽くし、やりきった、力を出し切ったと思えるTOKYO2020になります
ように。 食事の面から応援しています！

篠原 翠さん 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

家庭の手作りおやつの定番と言えば『パンケーキ（ホットケーキ）』今回は日本のお
やつをテーマに考案しました。アスリートもおいしいスイーツは食べたいはず。 し
かし、炭水化物や糖質、栄養面で我慢しがちなスイーツ。それを罪悪感が無く美味し
いと感じて食べてほしいと考えてみました。『長野県産大豆』は、少雨晴天率、寒暖
の差から大豆の生育に適した生産地で、大豆本来が持つうま味や栄養成分が豊富に含
まれています。 和食に欠かせない大豆。海外では搾油の原料としてとらわれがちで
すが、日本では古くから豆腐や納豆、味噌など加工食品も多く『畑のお肉』として貴
重なたんぱく源でした。このレシピは小麦粉の代わりに粉末こうや豆腐を使用。更に
米粉を使いグルテンフリーに仕上げました。『こうや豆腐』は大豆食品の中でも低カ
ロリー低脂質、高たんぱく高カルシウムと優れた大豆食品であり、少し視点を変えス
イーツとして考えました。 日本選手はもちろん世界のアスリートの皆さんにも癒しの
スイーツとして、更に効率よくたんぱく質を摂取できる日本の大豆を食べて頂けたら
嬉しいです。

調理時のひと工夫

材料（4～5枚分） ・粉末高野豆腐 70ｇ ・Ⅼ玉卵 1個 ・砂糖 30ｇ ・プレーンヨー
グルト 30ｇ ・豆乳 200ｃｃ ・バター 40ｇ ・米粉 20ｇ ベリーソース ・いちご
又は旬ブルーベリー200ｇ・砂糖 30ｇ ・水 大さじ3 作り方 ①ボールに卵・砂糖・プ
レーンヨーグルトを入れよく混ぜ合わせる ②フライパンに、豆乳・バターを入れ火をつ
けバターを溶かす ③バターが溶けたら粉末高野豆腐を入れ泡だて器でササっと混ぜ合わ
せ、モコモコしてきたら素早く火からおろす。（約10秒）※加熱しすぎるとボソボソに
なります。 ④ ③を①のボールに入れ滑らかになるまで混ぜ合わせ、米粉を加え素早く
混ぜる。 ⑤フライパンに薄く油をひきパンケーキを焼くように両面焼いて出来上がり。
※素早く両面を焼くとしっとりとしておいしくなる。 ⑥ソースをつくる。フライパンに
ソースの材料を全て入れ、中強火で加熱してゴロゴロ感を残して仕上げる。 粉末高野豆
腐を一度火にかけてから生地に混ぜ合わせることで舌ざわり滑らかでふんわりとした食感
になり、ﾍﾞｰｷﾝｸﾞﾊﾟｳﾀﾞｰや小麦粉を使わなくても満足のいくスイーツです。

グルテンフリー！粉末高野豆腐を使った
『こうや豆腐のパンケーキ』

一緒に食べたいアスリートや食べてほしいアスリート

バトミントンの奥原希望選手 長野県大町市出身の奥原選手にふるさとの大豆で
作ったスイーツを食べてもらい、メダルを目指してほしいです！

アスリートへの応援メッセージ

食事は体だけでなく、心も育てます。 こうや豆腐をはじめとする日本の大
豆を食べて 良質なたんぱく質で良質な筋肉を作り、精神的にもベストなプ
レーを期待しています！

王鷲 美穂さん 作品



コンセプトの実現／エピソード

・アスリートの皆さんに、疲れた時、元気を出したい時に食べてもらいたい
です。 ・お雑煮はお正月に食べるので縁起がいいし、おもちは腹持ちもい
いし、おもちの粘り強さが勝利に結びつくと思います。 ・東北産のお米の
おもちを使ったら、復興支援にもつながります。 ・お母さんの料理の中で1
番好きなので、お母さんと一緒に作って応募しました。

調理時のひと工夫

・おもちは、「力もち」につながるので、これを食べてパワーをつけて、全力
で頑張ってほしいという願いを込めました。 ・出汁の香りと桜型に切った人参
で、日本らしさを感じられます。 ・お雑煮を食べるという日本の文化体験にも
なります。

いりこと昆布の出汁香る
力もち桜雑煮

一緒に食べたいアスリートや食べてほしいアスリート

・ゴルフのタイガーウッズさん:色々な困難にも負けないで頑張っていて、お母
さんが尊敬しているので、食べて全力で頑張ってほしいです。

アスリートへの応援メッセージ

・このお雑煮を食べて、力をつけて、全力で頑張ってください！

A･Hさん 作品


