
ホワイトソルガムきびの
アメリカ生まれのヘルシー雑穀
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管理栄養士・フードコーディネーター、
JSA 認定ワインアドバイザー。学習
院大学法学部卒業。女子栄養大学
栄養学部卒業後、東京都立大学大
学院修士課程修了。株式会社タニタ
などを経て独立。現在、企業の食・
健康事業のコンサルティングや、メディ
アの栄養情報の監修・情報提供、
執筆、講演等を中心に活動中。

アメリカ生まれのヘルシー雑穀

“ホワイトソルガムきび”
をご存じですか？

ミネラル豊富でとてもヘルシー！
今までにない新しい食感と、びっくりするくらいの使いやすさで
いつもの料理がワンランクUP
ソルガムきびは、南アフリカ原産で紀元前より栽培されているイネ科の穀物です。食物繊維と
ミネラルが豊富で、白米と比べて、鉄分約4倍、カルシウム約2倍、マグネシウム、
食物繊維は約5倍も多く含まれています。
ぱらぱらの食感が楽しい粒と、さらさらした粉の２タイプで、使い方は簡単。相性が抜群の
お米や米粉と合わせたり、小麦の代わりに使うだけで、料理に新しい食感が加わり、より美味
しく、よりヘルシーに。しかも使い勝手が抜群によく、簡単に料理上手になれる嬉しい食材です。
管理栄養士の安中千絵先生に、ホワイトソルガムきびのヘルシーで美味しい使い方のヒントを
教えていただきました。　

ホワイトソルガムきびと栄養

ホワイトソルガムきびとお料理 ホワイトソルガムきびのおいしい炊き方

ホワイトソルガムきびの食物繊維の効果について

日本人に足りない食物繊維やミネラルがたくさん
ホワイトソルガムきびは、食物繊維や鉄、カルシウム、マグネシウムを多く
含みます。ホワイトソルガムきびの食物繊維は、血糖値の上昇を抑制したり、
腸を刺激し、おなかをスッキリさせる効果などがあります。

◆お米に混ぜて栄養価UP
ホワイトソルガムきび（粒）をお米に混ぜて炊けば、ご飯の美味しさはその
ままに、手軽に栄養価をアップすることができます。白いご飯が好きな方に
もおすすめの雑穀ご飯です。

◆揚げ物も簡単にカロリーダウン
ホワイトソルガムきび粉は、小麦粉よりも油を吸わないのが特徴※。揚げ粉
に使えば揚げ物もおいしくカロリーダウンできます。

新しい食感と抜群の使いやすさでお料理のランクUP
ホワイトソルガムきび（粒）を混ぜて炊いたご飯は、冷めるとパラリとほぐれ
やすく、炒飯やピラフなども、ベタつかず簡単に本格的な味を演出できま
す。

◆揚げ物がからっと揚がり、さめても美味しい！
ホワイトソルガムきび粉を揚げ物の衣に使えば、カラリと上手に揚がります。
しかも冷めてもサクサク感が長持ち※。揚げ物上手の必需品です。

◆相性抜群の米粉と合わせれば、今までにない食感
ホワイトソルガムきび粉のサックリ感と、米粉のもっちり感を合わせることで、
小麦粉とはまた別の美味しさと食感が生まれます。特にホワイトソースや
カスタードクリームは小麦粉で作るより軽い食感で後をひく美味しさ。しか
も、ダマになりにくく失敗もなし。扱いやすいところも嬉しい特徴です。
※東京家政大学　長尾慶子教授の研究発表より

◆白米＋ソルガムきび粒の場合
白米1合に対して、ソルガムきび1/4カップ
の割合の場合、全量の1.5倍の量の水を入れ、
ひとつまみの塩を加え、普通に炊く。
もっちり感が欲しい場合は、米1合に対して
粉寒天1ｇを加えて炊くと、もっちり感がアッ
プします。

◆粒だけの場合
炊飯がまにソルガムきびを入れ、熱湯を白米
の水加減より少し多めに入れて、白米モード
で普通に炊きます。一晩の浸水をしなくても、
もっちりおいしく炊けます。１合の粒で約 3
カップ分できあがります。

ソルガムきびには不溶性食物繊維と水溶性食物繊維が含まれています。

◆不溶性食物繊維
・そしゃく回数を増やし、唾液や胃液の分泌を促進。満腹感がもたらされ、食べ過ぎを
予防します。
・結腸や直腸で便の量を増やし、便通を促進します。
・大腸がんを予防します。

◆水溶性食物繊維
・水分を含むと膨らんで腸を刺激し、便通を促進。便秘を予防します。
・胃で膨らむことで満腹感を与え、食する量を抑制。また消化・吸収の速度が緩やかに
なり、血糖値の上昇を抑えます。
・血液中の過剰な脂質（コレステロールや酸化 LDLなど）を低下させます。
・腸内の善玉菌のえさとなり腸内環境を改善します。

グルテン
フリー

乳製品
フリー

卵
フリー ベジタリアン 高相性食材レシピ中のマーク

新しいヘルシー食材として
注目されはじめている

ホワイトソルガムきび。
食物繊維やミネラルを多く含み、
美味しく、新しい食感が特徴です。

アメリカではグルテンフリー食材
（小麦アレルギー対応食品素材）として注目を集め、

とうもろこし、大豆、小麦に続く
「第４の穀物」として、期待されています。

※本レシピブック中のグルテンフリーマークはアレルギー対応のものではなく、　
　使用している調味料の中には、微量のグルテンを含むものがあります。
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ナシゴレン
レシピ（2人分）
ソルガムきび冷やご飯 	茶碗2杯
エビ	 6尾（120g）
卵	 2個
たまねぎ	 1/4 個
チンゲンサイ	 1/2 株
にんにく	 ひとかけ
しょうが	 ひとかけ
長ネギ	 5cm
しょう油	 大さじ1

オイスターソース	 大さじ1
砂糖	 小さじ1/2
こしょう	 少々
唐辛子	 1/2 本
植物油	 大さじ1
〈付け合わせ〉
目玉焼き	 2 個
トマト	 1/2 個
きゅうり	 1/2 本

つくり方
1	 エビを小さめに切り、分量外の塩小さじ1/2と酒小さじ1で下味をつけておく。
2	 ソルガムきび入り冷やご飯は、ビニールなどに入れ、バラバラにほぐしておく。
	 飾り付け用の目玉焼きを焼いておく。
3	 にんにく、しょうが、長ネギ、たまねぎ、チンゲンサイはみじん切り、
	 唐辛子は細い輪切りにする。
4	 フライパンに油を熱し、にんにく、しょうが、長ネギ、たまねぎのみじん切りと
	 唐辛子を加え、香りが出るまで炒め、エビ、溶き卵の順で加え炒める。
5	 エビと卵に火が通ったら、ソルガムきびご飯とチンゲンサイ、砂糖を加え
	 よく炒める。
6	 仕上げにオイスターソースとしょうゆ、こしょうを加え全体になじませて完成。
7	 お皿に盛りつけ、目玉焼きとトマト、きゅうりを飾る。

お米

白米+ソルガムきびご飯を美味しくリメイク。
本場の味に仕上がります。

ソルガムきびご飯を使うとネバネバせず、
簡単にパラリとでき上がります。

つぶつぶ納豆炒飯風
レシピ（2人分）
炊いたソルガムきび、もしくは
ソルガムきびご飯	 茶碗 2杯
納豆	 2パック
卵	 2 個
にんにく	 ひとかけ
しょうが	 ひとかけ
万能ネギ	 10 本

ちりめんじゃこ	 大さじ1
青のり	 大さじ1
塩	 小さじ1/2 弱
こしょう	 少々
しょう油	 大さじ１
ゴマ油	 大さじ１
あさつき	 少々

つくり方
1	 にんにく、しょうがはみじん切り、万能ネギは小口切りにする。
2	 納豆と卵を混ぜて、塩ふたつまみ、こしょう少 を々ふる。
3	 フライパンにゴマ油をしき、にんにくとしょうがを入れ香りが出るまで炒
	 める。
4	 3に炊いたソルガムきび、またはソルガムきびご飯を加えて炒める。
	 油が全体に回ったら、塩、こしょうをし、2の納豆卵を加えて全体が
	 ぱらりとなるまで炒める。
5	 仕上げに、しょう油とちりめんじゃこ、青のり、あさつきを加え
	 全体に馴染ませたら出来上がり。

グルテン
フリー

乳製品
フリー

グルテン
フリー

乳製品
フリー

グルテン
フリー

乳製品
フリー

グルテン
フリー

乳製品
フリー
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タブレ風サラダ
レシピ（2人分）
炊いたソルガムきび	 1カップ半
トマト	 1/2 個
きゅうり	 1/2 本
たまねぎ	 1/4 個
枝豆	 20～30粒
粒コーン	 大さじ2
パセリ	 3 枝

〈調味料〉
オリーブオイル	 大さじ2
レモン汁（なければ酢）	 大さじ1
酢	 大さじ1
塩	 小さじ1
こしょう	 少々

つくり方
1	 トマト、きゅうり、たまねぎは大きさを揃えて小さめに切る。
	 パセリは葉の部分をみじん切りにしておく。
2	 ボールに、炊いたソルガムきびと1、枝豆、粒コーン、調味料を
	 全て入れよく混ぜ合わせ、1時間以上冷蔵庫で冷やす。

ガスパチョ
レシピ（2人分）
炊いたソルガムきび	 1/2カップ
トマト（甘味の強いもの）	 中 1個半（300g）
赤パプリカ	 1/2 個
きゅうり	 1/2 本
たまねぎ	 1/8 個
酢	 大さじ1
オリーブオイル	 大さじ1
トマトジュース（もしくは水）	 1カップ

氷	 1 個
塩	 小さじ1
こしょう	 少々
〈飾り〉
お好みでバジルなど

つくり方
1	 野菜はひとくち大に切り分けておく。
2	 ミキサーに1の野菜と他の材料すべてを入れ、
	 なめらかになるまで攪拌する。
3	 グラスや器に移し、バジルや野菜のみじん切りなど好みで飾る。

グルテン
フリー

グルテン
フリー

乳製品
フリー

乳製品
フリー

卵
フリー

卵
フリー ベジタリアンベジタリアン

食卓が華やかになる
サラダです。

ソルガムきびで
満足感アップ。
忙しい朝にも
手軽に栄養補給。

鶏としょうがの炊き込みご飯
レシピ（4人分）
精白米	 2 合
ソルガムきび	 1/2カップ
鶏もも肉	 200g
塩	 小さじ1/2
酒	 大さじ1
油揚げ	 1 枚
しょうが	 40g
くるみ	 40g

〈調味料〉
しょう油	 大さじ2
酒	 大さじ1
みりん	 大さじ1
出汁昆布	 5cm

〈飾り〉
みつ葉	 葉の部分 10枚

つくり方
1	 鶏もも肉はひとくち大に切りわけ、塩と酒で下味をつける。
2	 油揚げは湯通しして、横半分に切り、細めの千切りにする。
3	 しょうがをみじん切りにし、くるみは歯ごたえが残るように大きめに割っておく。
4	 洗米した白米と、ソルガムきびを炊飯がまに入れ、2.5合より気持ち多めの
	 水加減にする。
5	 4に1～3と、調味料を全て入れて炊く。
6	 炊きあがったら、昆布を取り出し、全体をよく混ぜて、みつ葉の千切りを飾る。

お米

からだが必要とする栄養が
ぎゅっとつまった薬膳ご飯です。

グルテン
フリー

乳製品
フリー

卵
フリー

グルテン
フリー

乳製品
フリー

卵
フリー
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小魚の南蛮漬
レシピ（2人分）
小魚（小アジ、わかさぎなど）	 200g
ソルガムきび粉	 大さじ1
塩	 小さじ1/3
こしょう	 少々
〈調味液〉
しょう油	 大さじ4
酢	 大さじ3
みりん	 大さじ3
水	 大さじ1
唐辛子	 少々

たまねぎ	 1/2 個
パプリカ	 1/2 個
しょうが	 親指大

レシピ（2人分）
鶏もも肉	 1枚（250g～ 300g）
〈下味〉
塩	 小さじ1/2
しょう油	 大さじ1
酢	 大さじ1
しょうが	 ひとかけ（すりおろす）

ソルガムきび粉	 大さじ2
片栗粉またはコーンスターチ	大さじ2
揚げ油

つくり方
1	 たまねぎを、横半分にし、薄い半月
	 切りにする。パプリカは縦半分に
	 切り縦に千切りにする。
	 しょうがも千切りにしておく。
2	 鍋に調味液の材料を全て入れ
	 ひと煮立ちさせる。
3	 2の調味液を深めのバットなどに
	 移し、熱いうちに1の野菜を漬ける。
4	 ビニール袋に小魚と、塩、こしょう、
	 ソルガムきび粉を入れ、
	 まんべんなくまぶしつける。
5	 フライパンに高さ3センチほど
	 油を入れ180度に熱し、
	 4の小魚をからりと揚げる。
6	 揚がったものからすぐに、
	 3の調味液に漬け、30分程度
	 おいて味を馴染ませる。

つくり方
1	 鶏もも肉はひとくち大に切り分け、
	 下味に15分漬ける
2	 1の水気をよく切り、
	 ソルガムきび粉と片栗粉を
	 まんべんなくまぶし、180度に
	 熱した油でからりと揚げる。

冷めても美味しいから揚げ グルテン
フリー

乳製品
フリー 片栗粉

旬野菜の精進揚げ
レシピ（2人分）
〈基本の天ぷら衣〉
ソルガムきび粉	 大さじ5
片栗粉	 大さじ1
水	 1/2カップ

たまねぎ	 4cm
とうもろこし	 4cm
ゴーヤ	 4cm
オクラ	 2 本
エリンギ	 1 本

片栗粉	 大さじ1/2
揚げ油	

〈抹茶塩〉
塩	 小さじ1
抹茶	 少々

つくり方
1	 ボールにソルガムきび粉と片栗粉、水を合わせておく。
	 衣はもったりせず、少しシャバシャバとした状態にする。
2	 野菜は適当な大きさに切り、片栗粉を薄くまぶしておく。
3	 1の天ぷら衣に野菜をくぐらせ、170度の油でカリッと揚げる。
4	 熱いうちに抹茶塩でいただく。
※野菜は何でも季節の旬野菜を使用してください。

グルテン
フリー

乳製品
フリー

卵
フリー ベジタリアン 片栗粉

野菜もお肉も何でもOK。
冷めてもサクサク。

	 ※	ソルガムきび粉などでドーナッツなどの水で練った生地の
	 	 揚げ菓子を作る場合、油が飛び散る危険性があるので
	 	 必ずベーキングパウダーと砂糖の両方を加えましょう

カラリと上手に揚がって
カロリーダウン。

グルテン
フリー

乳製品
フリー

卵
フリー

グルテン
フリー

乳製品
フリー

卵
フリー 8 9



マカロニグラタン
レシピ（2人分）
鶏もも肉	 150g
塩	 小さじ1/3
白ワイン	 大さじ1

たまねぎ	 1/2 個
セロリ	 1/2 本
しめじ	 1/2パック
プチトマト	 5 個
マカロニ	 60g
塩	 小さじ1/2
こしょう	 少々

ソルガムきび粉	 大さじ2
米粉	 大さじ1
バター	 30g
牛乳	 1カップ半
塩	 小さじ1/2
こしょう	 少々
ナツメグ	 少々
〈仕上げ〉
モッツァレラチーズ	 1 個
シュレッドチーズ	 50g
パセリのみじん切り・パン粉	 大さじ１

つくり方
1	 鶏肉はひとくち大に切り分け、塩と白ワイン（もしくは酒）で
	 1時間ほど下味をつける。
2	 たまねぎは細めの串切り、セロリはななめうす切り、
	 しめじは軸を切ってほぐしておく。
3	 プチトマトは横半分に切り、中の種を取り除く。
4	 マカロニを茹で、マカロニ同士がくっつかないようにサラダオイルで絡めておく。
5	 鍋にバターを入れ、中火にかけ、たまねぎと鶏肉をいためる。
6	 鶏肉に8割ほど火が入ったら、セロリ、しめじ、塩、こしょう、
	 ソルガムきび粉、米粉を加え全体によく混ぜる。
7	 粉っぽさが無くなったら、牛乳とマカロニ、塩、こしょう、ナツメグを加え、
	 クリーム状になるまでかき混ぜる、最後にトマトを加える。
8	 耐熱容器に7を流し、ひとくち大にちぎったモッツァレラチーズと
	 シュレッドチーズ、みじん切りのパセリ、パン粉をのせる。
9	 10分ほど置いてから、220度のオーブンで15分ほど、
	 表面に焦げ色がつくまで焼く。

基本のホワイトソース
レシピ
ソルガムきび粉	 大さじ2
米粉	 大さじ1
バター	 30g
（植物油なら大さじ2杯半）
牛乳（もしくは豆乳）	 1カップ
塩	 小さじ1/2
こしょう	 少々
ナツメグ	 少々

つくり方
1	 鍋にバターを入れ弱めの中火に
	 かける。
2	 バターが全部溶けたらソルガム
	 きび粉と米粉を加えよくまぜる。
	 最初はだんご状になっていたものが、
	 ゆるまり全体にフツフツと火が入って
	 きたら牛乳を入れる。
3	 とろみがつくまでよくまぜ、仕上げに塩、
	 こしょう、ナツメグで味をととのえる。

グルテン
フリー

卵
フリー 米粉

卵
フリー 米粉

ソルガムきび粉は
ダマにならないので
ホワイトソースも簡単。

メープル・バナナ・ブレッド きなこのちんすこう風クッキー
レシピ（16cmパウンドケーキ1台分）
ソルガムきび粉	 50g
米粉	 50g
ベーキングパウダー	 5g
塩	 ひとつまみ
バナナ	 大きめ1本（150g）

卵	 1 個
バター40gもしくは植物油大さじ3
メープルシロップ	 大さじ3
飾り用バナナ	 1/3 本
粉砂糖	 少々

レシピ（5本分）
ソルガムきび粉	 大さじ5
きなこ	 大さじ2
砂糖	 大さじ2
塩	 ひとつまみ
植物油	 大さじ2

つくり方
1	 バターは湯煎にかけるかレンジで溶かしておく。
2	 ボールにバナナを入れフォークなどで粗くつぶす。
3	 残りの材料を2のボールに入れてよく混ぜる。（ソルガムきび粉は
	 ダマにならず、手早く混ぜなくても粘りが出ないので、よく混ぜてOK）
4	 3を型に流し、輪切りのバナナを飾り、170度に予熱したオーブンで
	 30分焼く。竹串を刺して何もついてこなければ完成。（カップケーキ型
	 など小さな型で焼く場合は25分で様子を見る）
5	 あら熱が取れたら粉砂糖を茶こしで振るう。

つくり方
1	 ビニール袋にすべての材料を入れて全体をよく馴染ませて
	 ひとまとめにする。
2	 好きな形にまとめてクッキングシートに並べ、
	 170度に予熱したオーブンで20分焼く。
3	 焼き上がったら網の上で冷ます。
	 ※熱いうちは非常にもろいので注意しましょう。

グルテン
フリー

グルテン
フリー

乳製品
フリー

卵
フリー

ベジタリアン

米粉

米粉とのマリアージュ。
ふんわり軽く仕上がります。

ソルガムきび粉で
サクサクほろりの新食感。
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フルーツタルト
レシピ（18cmタルト型1台分）
ソルガムきび粉	 120g
無塩バター	 70g
粉砂糖（グラニュー糖でも可）	40g
全卵	 25g
塩	 ひとつまみ

〈カスタードクリーム〉
卵黄	 2 個
ソルガムきび粉	 大さじ1
米粉	 大さじ1
グラニュー糖	 大さじ5
牛乳	 1カップ
バニラ（あれば）	 少々
〈飾り〉
季節のフルーツ

つくり方
1	 バターは湯煎にかけるかレンジで溶かしておく。
2	 ビニール袋に粉と粉砂糖、塩を入れ、バターを加え、全体に
	 なじんだら溶いた全卵を加え、均一になるようによく揉み込み
	 ひとまとめにする。　　　
3	 タルト台に2を置き、手でのばして厚さ2mm程度になる
	 ように敷きつめる。
4	 タルト台に空気抜きの穴をフォークなどで空け、クッキングシー
	 トと重りをのせ170度に余熱したオーブンで25分空焼きする。
	 ※重りが無いと少し膨らみます。型が無い場合は耐熱シリコンカップ
	 などを利用しても大丈夫です。

〈カスタードクリーム〉
1	 牛乳以外の材料を鍋に入れ、全体をよくすり混ぜる。
2	 1に牛乳を入れ、よく混ぜたら弱めの中火にかけ、絶えず鍋
	 底を耐熱性のゴムべらなどでかき混ぜる。
3	 全体にとろみがついてきたら、時々火から外してよくかきまぜ、
	 底が焦げないように気をつける。
4	 クリームにツヤが出て、ぼってりした感触になったら出来上が
	 り。バットなどに移して平らにならし、空気が入らないように
	 ぴったりとラップで覆い、冷蔵庫で冷やす。

〈仕上げ〉
1	 タルト台にクリームをのせ（絞り器があれば絞る）、
	 季節のフルーツを飾る。

アメリカ穀物協会
〒107-0052　東京都港区赤坂 1-6-19　KY 溜池ビル 4 階
TEL:03-3505-0601 FAX:03-3505-0670　http://grainsjp.org/

www.sorghum.jpソルガムきびに関する詳しい情報は

グルテン
フリー バターや粉を冷やす必要なし、生地を休ませる必要もなし！

生地はそのままクッキーにリメイクできます！

ソルガムきび粉と米粉の
カスタードは
翌日になっても
ぷるんと滑らか。

SORGHUM:	THE	SMART	CHOICEは
米国ソルガムチェックオフプログラムの
登録商標です


