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精製された砂糖は塩と同じく、結晶化することのできる特別な食品です。 

野菜や果物とは質が違い、生命のない無機質なものです。 

なので砂糖は腐りませんし、いつまでも保存することができます。

3. 甘味の種類と選択

子供と甘味の関係について

糖類

単糖類
・吸収までに数分 (血糖値を急激に上げ、下げる)

・ブドウ糖 (グルコース)、果糖 (フルクトース)、ガラクトース

二糖類

・吸収までに 10 分 ～ 1 時間

・ショ糖 (スクロース、きび砂糖の主成分)、麦芽糖 (マルトース)、 

    乳糖 (ラクトース)

多糖類
・吸収までに 3 ～ 6 時間

・でんぷん (米、麦、穀物など)、グリコーゲン (動物性食品に含まれる)

子供にとって甘味とはどんな意味があるのでしょうか？甘味は心や身体に、どのような影響を 

及ぼすのでしょうか？

砂糖とは何か？
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◯ 血糖値の問題 

精製された砂糖 (スクロース、ショ糖) は、新鮮な食品と違って複雑な消化活動、内臓の活動を 

必要としません。すぐに小腸で吸収され、血液に行き渡ります。なので血糖値を素早く上げる 

ことになります。また甘味の種類によっては、特に急激に血糖値を上げるものもあります。 

それらは同時に急激な血糖値の低下を招きます。 

このように急激に血糖値を上げると、膵臓から血糖値を下げるためのインシュリンを大量に 

分泌しなければならなくなります。その繰り替えしが多くなると、膵臓はダメージを受け、 

身体がだるい、午後になると眠くなる、やる気が起きないなど低血糖症の症状を招くことも 

あります。 

◯ 糖分を生み出す力 

新鮮な野菜や食品、生命のあるものを消化するプロセスによって、自分の中にある力を使う 

ことで、子供の肉体は壮健になります。消化を通して身体を使うことで、エーテル体を育む 

からです。 

炭水化物や多糖類に含まれるでんぷんは、体内の消化活動により糖分に変化します。 

糖分は身体にとってなくてはならないものです。けれど、身体が健康であれば自ら作り出す  

(変化させる) ことができるはずの糖分を、砂糖を摂取することで無闇に補ってしまうことは、 

消化活動を通して発達しつつある内的な力、身体の発達を妨げることになります。 

幼児期は身体を育む時期です。消化活動を通して、自分の身体を学習していく時期でもあります。 

砂糖はその活動を妨げることがあります。 

◯ 生きる力と糖 

子供の食事には穀類が重要な役割を果たします。その一つの理由が糖分です。 

穀類をよく噛み、唾液と混ぜて分解し、ゆっくりと消化しながら糖分として吸収していく。 

そのように、自分の力で穀物を糖分に変化させることに大きな意味があります。 

このようにして消化吸収される穀物から得た糖分は、強い血液を作り、免疫を強化します。 

これは白砂糖を摂取して得られる糖分とは全く質の違うものです。 

このプロセスは生きる力を育み、身体は強く、健やかになります。

糖分と子供の身体
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◯ 血液と意志の力 

穀類やでんぷんをゆっくりと消化しながら吸収して変化させた糖分は、強い血液を作ります。 

血液には自我が反映されると霊学では考えられています。 

血液の質に糖分は大きな影響を与えます。自ら体内で糖分にするプロセスと、 

そのようにして得られる糖分の質。これが子供の成長に大きな意味があります。 

強い血液は健やかな肉体だけでなく、強い意志を育むことにつながるからです (大人にとっては 

アルコールが自我に影響する)。 

◯ 甘さと自己感覚 

糖分は身体を維持するのに不可欠です。身体に不可欠なこの糖分、甘味に満たされていることで、 

私たちは肉体に力強さを感じることができます。 

糖分を多く摂取する人と、そうでない人では肉体的な強さ、我の強さに違いがあると言います。 

糖分の持つ性質が身体だけでなく、私たちの心にも作用し「自己感覚」を強めるからです (自分を 

感じやすくなる)。そのため糖分を多く摂取するほど、我を強く持つ傾向があるようです。

◯ 糖分と血液の質 

単糖類が多いと血液は酸性に傾きます。それによって皮膚に痒みが生じたり、免疫系が弱り、 

風邪をひきやすくなったりします。また、夏場に虫刺されが多い場合は、摂取している糖分の 

質と量を振り返ってみてください。単糖類は避けるようにするといいでしょう。 

◯ 砂糖と行動 

甘さは適量で優しいものであれば、身体にも心にもよく働くのですが、強い甘味や多過ぎる 

甘味は、陰性さのよくない部分が如実に現れます。 

つまり、集中力のなさ、落ち着きのなさ、注意不足、忍耐力の欠如などです。 

急に砂糖入りのお菓子をたくさん食べた時には、子供の行動に気を付けておきましょう。 

テンションが上がり、思わぬ怪我などが起こりやすいのがこの時です。

甘さと子供の心
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◯ 甘さと心地よさ 

味覚の中でも、甘さには他と違う性質があります。五味の中の酸味、苦味、辛味、鹹味には 

意識を目覚めさせる、または身体を緊張させるような性質がありますが、 

甘味には身体をリラックスさせる、落ち着かせる、なぐさめる、包み込む、というような 

包容力のある性質 (陰性さ) があります。 

それ故に、悲しい時に甘いものを食べたくなったり、疲れた時には甘味を欲し、子供の健やかな 

成長 (陰性な力) にも優しい甘味が必要です。 

けれど、これらの性質は身体の中で「心地よさと、力強さ」として体験される故えに、中毒の 

傾向をもたらすことがあります。ですので、甘味の質と摂り方に注意が必要です。 

急激に甘味を感じるものでなく、ゆっくりと体内で糖に変化するものを基本にしましょう。

・おやつなどで甘味を使う時、砂糖は単糖類、精製された砂糖ではなく、ビタミンやミネラルが 

    含まれるものを選ぶことで消化を助け、消化活動を促す 

・甘味は消化活動を通して、自らでんぷんを糖に変化させる力を使えるようなものが、子供の 

    健やかな成長を促すことを意識する 

・糖類の主な摂取は、多糖類である穀物や野菜から摂れる甘味を基本にする 

・味覚の娯楽のためともいえる人工甘味料などは、消化活動を伴わないので避ける 

・強い甘味を食べた時には、興奮したり気が散りやすいので、子供の行動、様子に注意しておく 

・落ち着きのない性格、気が散りやすい子供には、砂糖は避けるか少なくするよう日頃から 

    意識し、逆に落ち込みやすい子供、神経質な子供には、質の良い甘味 (多糖類) や粗糖など 

    ミネラルのある甘味を食卓で補うように意識することで、助けとなることがある 

甘味の摂り方
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米飴・玄米米飴 

米や餅米に含まれるでんぷんを糖化させて作ったもので、日本では古くから作られています。 

ビタミン B 群やミネラルが豊富。昔は老人や子供の養生食としても用いられ、米飴からできた 

飴は母乳代わりに使われていたとも言われる。 

多糖類で血糖値を緩やかに上げる穏やかな甘味として、日常に取り入れやすいです。 

甘酒 

米と麹、水で作る甘味料。必須アミノ酸を全て含み、豊富なビタミン B 群を含み、飲む点滴とも 

呼ばれるスーパーフード。ただし麹菌が分解してできた甘味はブドウ糖 (単糖) なので、血糖値を 

素早く上げ、摂り過ぎると肥満につながりますので注意。自家製で作ると酵素も生きたまま 

摂取できるので、ぜひ手作りしたい甘味料です。 

ドライフルーツ 

果物の中では水のエネルギーを持つのがドライフルーツ。温帯地域の果物 (レーズン、 

アプリコット、プルーン) などを甘味の代わりに使う。 

抽出された甘味でなく、全体で食べる (一物全体) ことができるという利点がある。 

未精製甜菜糖 

甜菜糖大根 (根っこ) から作られる甘味料。マクロビオティックでは根っこから採れ、寒い地域で 

採れる甜菜糖からできた砂糖を選びます。これは陰陽のエネルギーに関わり、砂糖きび (茎を使う)  

は南国で作られるもので、身体を冷やす性質があるため、甜菜糖 (根を使う) の方がよいという 

ことです。また日本の甜菜糖は、蜜を含み色が褐色で、オリゴ糖を含むのが白砂糖と違う点です。 

海外の白い精製された甜菜糖には、オリゴ糖が含まれず、精製した砂糖とほぼ同じです。 

日本の甜菜糖は、白砂糖よりも血糖値を上げる速度が遅く、その点でも白砂糖よりは 

すすめられますが、基本砂糖と同じように常用、多用はしないと考えた方がよいでしょう。 

黒砂糖 

南国で採れる砂糖きびの絞り汁をそのまま煮詰めて作るので、ビタミン B 群をはじめ様々な 

ビタミンやミネラルが豊富。天然のオリゴ糖は腸内環境を整えます。肝機能を改善する成分や 

カルシウム、カリウムが豊富なのも特徴。

甘味の種類と特徴
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メープルシロップ 

寒冷地域 (カナダ) で主に採れる、サトウカエデの木から抽出したシロップ。木から採れるので、 

マクロビオティックでは木のエネルギーがあるというふうに見ることもある。 

多種のポリフェノールを含み、マグネシウムやカリウムも豊富。 

コクがあるので料理やお菓子と使いやすい。血糖値を上げる速度もやや緩やかです。 

アガベシロップ 

メキシコや南アフリカで育つ、サボテンのような植物の根茎から採れる樹液を、濾過して作った 

シロップ。血糖値を上げる速度が遅い (低 GI 値) として有名。 

特にブルーアガベシロップが低いとされる。 

カロリーも白砂糖より低いが、甘味は白砂糖より強い。 

味がクリアで、シロップのようなのでお菓子などに使いやすい。 

ビタミン、ミネラルを含み、水溶性食物繊維イヌリンはお通じにもよい。 

けれど、フルクトース (果糖) を多く含むので、摂取の量に注意が必要 (多過ぎるフルクトースは、 

肝臓での代謝で負担がかかるため)。 

ココナッツシュガー (シロップ) 

ココナッツの樹液から作られるもので、低 GI 値として有名。また豊富なビタミン B 群や 

アミノ酸、ミネラル (マグネシウム、りん、鉄、亜鉛など)、食物繊維などを含む。 

ただカロリーは白砂糖と変わらず高く、フルクトース (果糖) を多く含むので、摂取量に注意が 

必要。 

デーツシロップ 

ペルシャ地方を原産とするナツメヤシの実。デーツの歴史は紀元前 4000 年頃と非常に古く、 

比較的厳しい環境でも耐えられるのが特徴。ビタミン、ミネラル、食物繊維が豊富。 

甘味が強いのにカロリーは砂糖より少ない。GI 値も低く、血糖値を上げるのは緩やか。 

ただしフルクトース (果糖) を多く含むので食べ過ぎに注意。
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・基本的には米飴、甘酒、メープルシロップ、ドライフルーツをお菓子作りや料理に使います 

   クッキーなど食感の大切なものには、未精製の甜菜糖を使います 

・甘味の選び方は、栄養素を摂るか、産地から来るエネルギー (陰陽) を取るかというのを 

    その時で、自分の必要に応じて選びます 

    甜菜糖にするか、きび砂糖にするか？メープルシロップにするか、アガベシロップにするか？ 

    というふうに 

    またフードマイレージについても考えてみましょう 

・メープルシロップはコクがあるので、シンプルなおやつに深みを出してくれます 

    またカカオとの相性も良いです 

    豆腐クリームや豆乳クリームにも旨味とフレーバーが出るので、おすすめです 

・アガベシロップはお菓子作りでクリアな味を出したい時に使います 

・ローフード、血糖値や、その他栄養素を重視したい時には、ココナッツシュガーや 

     デーツシロップ、アガベシロップを使います 
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甘味の中でも、はちみつは特別な力があると言われています。植物の花が生み出す蜜と、 

ミツバチという動物の代謝活動という、複雑な過程を経て生成されるはちみつは、特に人間の 

代謝系に多面的な作用をもたらすもので、他の甘味料とは質が異なります。 

故に、単に甘味料の一つとして使うべきではないというふうに人智学では言われています。 

マクロビオティックでは、陰性 (身体を冷やす) 食品とされ、あるいは動物性食品として控える 

ように言われるはちみつ。けれど一方で、はちみつは健康食品として世界的に知られ、甘味の 

中でも特別とされています。陰性、動物性ということだけでなく、はちみつはどのような性質、 

力を持っているのかを人智学の視点から眺めてみましょう。 

ミツバチの最も顕著な特徴は、六角形の巣を形成する点です。そして、この六角形は地球の内部 

でも生じています。それは水晶です。地球の内部から外に向かって、水晶が生まれる過程と同じ 

ような力をはちみつは持っていて、それは人間も持っているとされています。地が人間の頭部に 

対応すると考えた時、その力は頭から下方へ向かって、地球と逆方向にその形成の力が流れて 

いると考えられます。けれど、この形成の力は、人間の中では水晶やはちみつの巣のように 

固まった形は作りません。形成に至らない形成を導く力だけを人間は持っていると言われて 

います。この形成を導く力が足りないと、身体が弱っている、疲れている、という状態に 

なります。なので、そういう時には強い形成の力を持つはちみつを摂取することで、身体に力を 

取り戻すことができるという見方をします。 

ミツバチは地上で唯一、地球が水晶を生み出すような、六角形を形成する力を持っている特別な 

生き物です。六角形を形成する力になるものを、植物から集めて蜜を作り出します。その蜜には 

強い力があると考えられています。ですから、はちみつは蜂という動物を通していますが、 

そのエネルギーは植物に由来していると考えられています。 

この地球の持つ形成力と同じ形成力を持つことが、甘味の中でもはちみつが特別だと言われる 

所以です。そして、この力が人間の身体を強くする、健康にすると言われているのでしょう。 

はちみつの力は乳児には強過ぎるので使用できませんが、幼児期には効果があると言われて 

います。一番効果を発揮するのは、すでに身体に形成する力をあまり持っていない成人や老人 

です。けれど、はちみつは摂り過ぎると胃を弱くします。はちみつを健康的に用いるには節度が 

求められます (生命感覚につながる)。

はちみつのはなし
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動物性食品を使わないおやつは、軽量もざっくりでだいたい大丈夫。 

難しいメレンゲなどもなく、思い立ったらすぐに作れる手軽さが嬉しい。 

小さなお子さんにも食べやすいように、また長く使えるように、なるべくシンプルなおやつの 

レシピを揃えました。 

好みで甘味を足したり、粉の種類を変えたり、チョコレートなどを足して味を強くしたりと、 

年齢、好みに応じたバリエーションをお楽しみください。 

定番のナチュラルスイーツレシピ
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作り方 

1. ボウルに A の材料を入れて、よく混ぜる。 

別のボウルに B の材料を入れ、フードプロセッサーかバーミックスで攪拌する。 

オーブンを 180 度に予熱しておく。 

2. A の粉の入ったボウルに、B を加えてヘラでさっくりと混ぜ合わせる。 

マフィンの型に入れて 180 度のオーブンで 20 ～ 30 分焼く。 

焼けたらラックに出して冷ます。

シンプルお豆腐マフィン (ビーガン・シュガーフリー)

A  

スペルト小麦 

ベーキングパウダー 

B 

植物油 

メープルシロップ 

木綿豆腐 

豆乳 

塩

Recipe 

42

3 カップ (または薄力粉、地粉) 

大さじ 1 

1/4 カップ 

1/3 カップ 

1/2 丁 (200 g) 

3/4 カップ (150 cc) (またはオートミルク) 

少々

材料 (マフィン 6 ～ 7 個分)

ポイント 

お豆腐入りのマフィンなので、翌日もしっとり美味しくいただます。 

シンプルなので、粉は良質のものを選び、素材や味を楽しんでください。 

アレンジでは、よもぎの粉や抹茶パウダーを加えたり、栗やナッツ類を加えたり、 

ブルーベリーやラズベリー、小豆を混ぜ込んでも美味しいです。 
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作り方 

1. ボウルに A の材料を入れて、よく混ぜる。別のボウルに熟れたバナナを入れ、フォークで 

つぶし、そこにその他の全ての材料を加えてよく混ぜる。 

オーブンを 180 度に予熱しておく。 

2. A の粉のボウルに、B の混ぜ合わせた液体を加えて、ヘラでざっくり混ぜる。 

パウンド型に入れて、好みでナッツやバナナをトッピングし、180 度のオーブンで 

30 ～ 40分ほど焼く。中に竹串を刺して、何もついてこなければでき上がり。

材料 (パウンド型 1 本分)

定番バナナパウンドケーキ (ビーガン・シュガーフリー)

Recipe 

43

A  

スペルト小麦 

ベーキングパウダー 

塩 

B 

熟れたバナナ 

豆乳 

植物油 

メープルシロップ 

穀物コーヒー 

トッピング

3 カップ (または薄力粉、地粉) 

大さじ 1 と 1/2 

少々 

2 ～ 3 本 (300 g) 

150 cc ～ (またはオートミルク) 

50 cc 

大さじ 2 

大さじ 2 

好みで (バナナ 1 本、黒ごま、くるみなど)

ポイント 

黒くなったバナナがあったら作りたいパウンドケーキ。 

穀物コーヒーを加えることで、味にメリハリがでます。 

バナナが湿度を保つので、翌日でも美味しくいただけます。 

ほとんど甘味を加えず、バナナブレッドのような優しい甘味なので、子供のおやつや 

ご飯代わりにも。 

トッピングには米飴を絡めたナッツをたっぷりのせ、キャラメルっぽい仕上がりにしたり、 

様々なローストナッツを混ぜ込んで焼いたりもできます。
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作り方 

1. ボウルに A の材料を入れて、よく混ぜる。別のボウルに B のタヒニを入れて、そこに 

少しずつ豆乳を入れて、よく混ぜる (分離しやすいので)。 

2. そこに残りの B の材料も全て加えて、よく混ぜる。A のボウルに B を加えて、ヘラで 

ひとまとまりになるように混ぜる。こね過ぎないように気を付ける。 

3. ドーナツ型に手で成形し、170 度くらいの揚げ油で、きつね色になるまで揚げる。

材料 (小 8 ～ 9 個分)

オールドファッションドーナツ  

(ビーガン・シュガーフリー)

Recipe 

44

A 

スペルト小麦 

アーモンドスライス 

ベーキングパウダー 

塩 

B 

豆乳 

メープルシロップ 

タヒニ 

バニラビーンズ 

揚げ油

2カップ (なければ薄力粉または地粉) 

(または全粒スペルト小麦 1 カップ、スペルト小麦 1 カップを合わせて 2 カップでも) 

1/2 カップ 

大さじ 1 

少々 

90 cc (1/2 弱) 

1/4 カップ 

大さじ 2 (白練りごまでも) 

少々 

適量

ポイント 

スライスアーモンドがよい食感のオールドファッションスタイルのドーナッツは、いくつでも 

食べられそうなシンプルな味わいです。 

ココナッツが好きな方は、アーモンドスライスをココナッツフレークで代用することもできます。
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作り方 

1. リンゴは洗って小さく切って、ボウルに入れる。刻んだレーズンも加え、レモン汁を回しかけ、 

塩少々をふって、好みでシナモンもまぶす。 

最後に葛粉を全体にまぶして、耐熱器に入れる。 

      (リンゴの煮汁と葛粉が加熱され、とろみのあるフィリングにしたいので、 

      リンゴに水分が少なそうな場合には、ここにリンゴジュースを 1/2 カップほど回し入れて 

      おくことで、リンゴが煮えた時に汁が出るのを助ける) 

      オーブンを 180 度に予熱しておく。

材料

アップルクランブル 

(ビーガン・シュガーフリー・グルテンフリー)

Recipe 

45

リンゴ 

レーズン 

レモン汁 

塩 

シナモン 

葛粉 

A  

植物油 

メープルシロップ 

B 

オート麦 

そば粉 

サンフラワーシード 

アーモンドスライス 

くるみ 

シナモン

4 ～ 5 個 (紅玉のような小さいもの) 

ひとつかみ (1/4 カップほど) 

1/2 個分 

少々 

好みで少々 

大さじ 3 

(適宜リンゴジュース 1/2 ほどを加える場合あり) 

大さじ 3 

1/4 カップ 

1 カップ　　　 

3/4 カップ (グルテンが気にならないなら、スペルト小麦でも) 

1/4 カップ (ローストしておく) 

1/4 カップ (ローストしておく) 

1/2 カップ (ローストしておく) 

好みで少々
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2. A の液体をボウルに入れて、よく混ぜる。 

    B の粉類とナッツ類も別のボウルに入れて、よく混ぜておく。 

    そこに A の液体を加えてヘラでざっくり混ぜ、ひとまとまりにする。 

3. リンゴの入った耐熱器に、リンゴがかぶさるように 2. の生地をのせて 

    予熱したオーブンにホイルでカバーして入れる。 

    180 度で 40 分焼いて、ホイルを取り、さらに 20 ～ 25 分、表面がきつね色になるまで焼く。
• • •

アップルクランブル 

(ビーガン・シュガーフリー・グルテンフリー)

Recipe 

45

ポイント 

思い立ってすぐ作れるリンゴのクランブルは、秋から冬におすすめのデザート。 

リンゴのフィリングに葛が絡まってトロリとした食感になるので、身体が温まります。 

クランブルがリンゴをしっかり覆うようにすると、リンゴが蒸し焼きになって美味しくできます。 

リンゴから水分が出ないととろみが出ないので、果実に水分が足りない場合は、焼く前に 

リンゴジュースをまぶしてください。 

ナッツ類はあらかじめローストしておく方が美味しくできます。
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作り方 

1. ボウルにオリーブ油と水以外の A の材料を入れ、よく混ぜる。 

2. 別のボウルにみじん切りしたあさつき、刻んだドライトマトとバジルを入れて混ぜる。 

オーブンを 170 度に予熱しておく。 

3. 1. の粉類の入ったボウルに 2. の材料を加え、オリーブ油を回し入れて、 

よく粉にすり込む。最後に水を一度に回し入れて、フォークで混ぜ、 

手であまりこねないように、ひとまとまりの生地にする。 

少し水が足りないように感じる程度の生地になる。 

4. 生地を 1 ミリ 程度に薄く伸ばし切り込みを入れて、オーブンへ。 

170 度のオーブンで 20 ～ 25 分。きつね色になるまで焼き冷ます。

材料 (30 枚程度分)

ピザクラッカー (ビーガン)

Recipe 

46

A  

スペルト小麦 

乾燥オレガノ 

甜菜糖 

塩 

ガーリックパウダー 

オリーブ油 

水 

B 

あさつき 

ドライトマト 

バジル

120 g (もしくは薄力粉、地粉) 

小さじ 1 

大さじ 1 

小さじ 1/2 

小さじ 1/8 

大さじ 2 と 1/2 

大さじ 2 と 1/2 

20 ～ 25 g (1 本分) 

20 ～ 30 g (オイル漬けか柔らかいもの) 

3 g (1 ～ 2 本)

ポイント 

たくさん焼いて缶にしまっておけば、数日美味しく食べられます。 

加えるハーブはドライトマトを中心に、お庭にあるようなものでもいいでしょう。 

パセリもこの中に入っていれば、子供は嫌がらずに食べてくれます。
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《スポンジ》 

A  

小麦粉 

ベーキングパウダー 

B 

グレープシード油 

米飴 

メープルシロップ 

豆乳 

バニラエクストラクト 

塩 

《クリーム》 

豆腐 

豆乳 

メープルシロップ 

粉寒天 

葛粉 

バニラビーンズ 

無糖いちごジャム 

いちご

いちごのデコレーションケーキ (ビーガン）

作り方 

1. オーブンは180 度に予熱する。いちごは洗っておく。 

2. スポンジを作る。A の材料 (全粒粉と小麦粉、ベーキングパウダー) をボウルに入れ、 

よく混ぜ合わせておく。別のボウルに B のグレープシード油とメープルシロップを入れる。 

小さな鍋に豆乳と米飴、バニラエクストラクトを入れて温めて溶かし、B のボウルに加え、 

よく混ぜ合わせる。 

ここで液体をしっかり泡立て器で泡立てておくこと (カプチーノの泡のように)。

Recipe 

47

材料 (18 センチのホール型 1 台分)

2 カップ (スペルト小麦でも。このうち 3/4 カップを全粒粉にしてもいい） 

大さじ 3/4 

1/4 カップ (もしくは風味の少ない油) 

1/4 カップ 

大さじ 2 

180 cc (全粒粉が入る場合は少し増やす) 

小さじ１ (もしくはバニラビーンズ少々) 

少々 

1/2 丁 (150 g) 

250 cc 

1/2 カップ 

小さじ 2 

大さじ 1 

少々 

適量 

1 パック



第 3 章  3. 甘味の種類と選択

 

206

ポイント 

・卵で作るスポンジケーキに比べると、生地がどっしりして、食べ心地はややもちっとして 

    いるので、重たく感じるかもしれません。 

    けれど、植物性ケーキは食べた後の身体が軽いのです。胃がもたれたりしにくいので、 

    お腹がいっぱいと思っても、すぐにおかわりしたくなる子が多いです。 

・生地の目安は、ホットケーキの生地くらい、もしくはやや固めの生地です。 

   それを型に入れ、軽くヘラで表面を均してから焼きます。使う粉の質によって、水分を若干 

    調整する必要があるかもしれません。全粒粉にはやや多めに、海外産の小麦粉は日本のもの 

    より乾燥している場合があるので、やや多めに、というのを目安にしてみてください。 

・甘味も油も控えめのスポンジは、粉の香りと味がよくわかる素朴な味なので、これだけで 

    食べても美味しいです。サイコロ状に切ってパフェの中に入れたりと他のスイーツに 

    アレンジもできます。 

・豆腐入り植物性クリームは、豆腐だけのクリームよりも食べやすく、ちょっとカスタード 

    クリームのような仕上がりに。バニラ風味にしていますが、レモンの皮を加えて爽やかな 

    仕上がりにしても美味しいです。 

    (P. 207 に基本の豆腐クリームのレシピものせています） 

・大きな子供には物足りないようでしたら、豆乳と卵で作ったカスタードクリーム、 

    本物の生クリームなどを合わせてみてください。 

    スポンジだけは植物性、クリームは本物、など組み合わせを変えて楽しめます。

いちごのデコレーションケーキ (ビーガン）

Recipe 

47

3. A の粉類のボウルに B の液体を一度に加えて、ヘラでざっくり混ぜ合わせ 

    170 度のオーブンで 30 ～ 40 分焼く。 

4. クリームを作る。鍋に豆乳とメープルシロップ、バニラビーンズ、粉寒天を入れて中火にかけ、 

    沸騰したら 2 ～ 3 分混ぜ、粉寒天を溶かす。最後に豆腐も崩して加える。 

    葛粉を 2 倍の量の水で溶かしてから鍋に加え、混ぜながら、さらに 2 ～ 3 分煮る。 

    バッドにあけて (平で浅いものが早く冷めやすい)、冷やし固める。 

    固まったらフードプロセッサーで攪拌して、滑らかなクリームにする。 

5. 焼き上がったケーキを冷まして半分に切り、間に無糖いちごジャムを塗ってからクリームを塗り、 

    いちごを挟む。残りのクリームで表面を飾って、いちごでデコレーションして仕上げる。 
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作り方 

1. 鍋に豆乳とバニラビーンズを入れて、温めてからしばらく置いて、バニラの香りを移す。 

2. 冷めた 1. に下処理した豆腐、塩少々、メープルシロップ、米飴を加えて、バーミックスで 

クリーム上に攪拌する。冷蔵庫で冷やして使う。

豆腐について 

豆腐は身体を冷やし、熱を取るので夏に取り入れたい食材。 

けれど食べ過ぎると消化によくないので、ビーガンの方は気を付けましょう。 

また、豆腐を生で使う時には一度茹でておくと消化を助け、陰性さもマイルドになるので、 

これを調理の基本とします。 

豆腐の下処理 

鍋にお湯を沸騰させて、そこに豆腐を入れ 2～3 分、豆腐の中まで温まるくらいに 

茹でる (ぐらぐら強火で煮ない)。 

水気を切り、布に包んで重石をして、30 分から 1 時間水切りをしてから使う。

基本の豆腐クリーム

Recipe 

48

木綿豆腐 

豆乳 

バニラビーンズ 

メープルシロップ 

米飴 

塩

材料

1/2 丁 (200 g) (下処理をしておく) 

大さじ 2 

小さじ 1/2 

大さじ 3 ～ 4 

大さじ 1 

少々

ポイント 

バリエーションで、これにココアパウダー大さじ 1～2 を混ぜるとチョコレートクリームに。 

甘さが足りなければ、メープルシロップを足してみてください。 

冷蔵庫で冷やしてから使うとクリームがだれにくいです。
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作り方 

1. すり鉢に玄米甘酒を入れて、よくあたり (粒が気にならないなら、やらなくてもいい)、 

滑らかにして少しずつ豆乳を加えて混ぜておく。 

鍋にいちごを入れて軽くソテーし、そこに玄米甘酒と豆乳を混ぜたものを加えて、 

リンゴジュース、塩も加え混ぜる。 

2. 1. の鍋に同量の水で溶いた葛粉を加えて、弱火でかき混ぜながら 4 ～ 5 分もったりするまで

混ぜながら煮て、火を止めたらレモン汁を加え混ぜる。 

3. 粗熱がとれたら器に入れて、食べる時に好みでベリーを加える。

材料

グルテンフリー・ビーガン・ 

シュガーフリーで作る 

季節のスイーツ ①

春・甘酒のいちごヨーグルト風

Recipe 

49

玄米甘酒 

豆乳 

いちご 

リンゴジュース 

レモン汁 

葛粉 

塩 

トッピング

250 g (もしくは普通の甘酒) 

200 cc 

10 粒程度 

200 cc 

大さじ 1 ～ 2 

大さじ 2 

少々 

適量 (好みでいちごやベリー類、好きな大きさに切っておく)

ポイント 

甘酒に葛を加えて煮て、プリンのようなヨーグルトのようなデザートにしました。 

甘酒だけの味が苦手な子供も、いちごのフレーバーやレモンの酸味が合わさることで 

食べやすくなります。 

でき立ての甘酒が酵素もあり一番ですが、砂糖、油も使わず、身体を優しく緩める 

初夏から春のデザートのアイデアとしてご活用ください。
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グルテンフリー・ビーガン・ 

シュガーフリーで作る 

季節のスイーツ ②

作り方 

1. 鍋に葛粉を除いた全ての A の材料を入れて、よく混ぜる。中火にかけて絶えず混ぜながら、 

沸騰したら弱火で 3 ～ ４ 分、焦げないように粉寒天を溶かす。 

最後に葛粉を少量の水で溶いたものを加えて、さらに 2 分ほど弱火で加熱する。 

2. ミキサーに木綿豆腐、メープルシロップを入れ、1. の鍋の豆乳も加えて攪拌する。 

気泡が入り、ふわふわになるように。 

3. 型に入れて冷やし固める。好みでマンゴピュレやいちごのソース (いちごとアガベシロップを 

一緒に攪拌する) など、香りの強いフルーツソースと一緒にどうぞ。

材料

夏・豆乳ババロア風プリン

Recipe 

50

A  

豆乳 

粉寒天 

葛粉 

バニラビーンズ 

塩 

B 

木綿豆腐 

メープルシロップ 

トッピング

200 cc 

小さじ 1 

小さじ 2 

小さじ 1/2 

少々 

400 g (柔らかめのものを使う、茹でて 30 分水切りしておく)  

大さじ 5 

好みで (いちごソース、マンゴピュレなど)

ポイント 

甘さを控えめにしてあります。添えるフルーツソースで甘味を足してもいいですし、 

メープルシロップを足してもいいでしょう。 

抹茶ソースや黒蜜のような和風の味にも合うプリンです。
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グルテンフリー・ビーガン・ 

シュガーフリーで作る 

季節のスイーツ ③

作り方 

1. リンゴはさいの目切りにしておく。 

2. 鍋にリンゴジュース、塩を入れ中火で沸騰させる。そこにもちあわとリンゴ、レモンの皮の 

順に入れてフタをし、沸騰したら弱火にして 20 分ほど煮る (焦げないように注意)。 

3. 火を止め、5 分ほど蒸らしてフタを開けて混ぜる。 

器に盛り、好みでナッツをのせる。

材料

秋・もちあわとリンゴのコンポート

Recipe 

51

もちあわ 

リンゴ 

リンゴジュース 

レモン皮 

塩 

ローストアーモンド 

1/4 カップ (目の細かいザルでよく洗う) 

2 ～ 3 個 

250 cc 

少々 

少々 

好みで少々

ポイント 

もちあわはひえと並んで日本最古の穀物の一つであり、ミネラルなどの微量成分が、全体的に 

バランスよく含まれています。 

パントテン酸の含有量が雑穀の中では特に多く、その他マグネシウムや鉄、食物繊維なども 

白米より多く含まれ、栄養価が高いです。 

もちあわのとろっとした食感に温かいリンゴが寒い季節に美味しく感じられます。 

レモンの皮を入れることで、甘過ぎず爽やかに。 

雑穀を取り入れたおやつは秋から冬に取り入れていきたいですね。
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作り方 

1. 玄米餅は薄く切る。ワッフルメーカーを温め、そこに隙間なく薄く切った餅を並べて加熱する。

好みの固さまで焼く。 

フルーツソースの作り方 

1. 鍋にドライフルーツ、リンゴジュース、水、塩を入れる。 

中火にかけて沸騰したらフタをし、弱火でドライフルーツが煮えるまで 5 ～ 8 分煮る。 

2. みかんは皮をむいて薄皮もとっておく。1. の鍋に加えて一度に立たせる。 

そこに溶いた葛粉、レモンの皮を加えてかき混ぜ、弱火で 3 ～ 5 分とろみがつくまで煮る。 

3. 甘味が足りなければ米飴などを足して完成。餅ワッフルに添える。

材料

冬・玄米餅のワッフルとフルーツソース

Recipe 

52

グルテンフリー・ビーガン・ 

シュガーフリーで作る 

季節のスイーツ ④

玄米餅 

《 フルーツソース 》 

ドライフルーツ 

リンゴジュース 

水 

みかん 

塩 

レモンの皮 

葛粉

適量 

1/2 カップ (レーズン、アプリコット合わせて) 

1 カップ 

1/2 カップ 

1 カップ (いちごやプラムでも) 

少々 

少々 

小さじ 2 ほど (同量の水で溶く) 

甘味が必要なら、少々メープルシロップや米飴を加える

ポイント 

餅をワッフルメーカーで焼くと、パリッともちもちした美味しいワッフルになります。 

グルテンフリーなので、アレルギーの人にもおすすめ。 

ワッフルメーカーがない場合は、粗めにおろした餅を、油をひかないフライパンに広げて 

焼くこともできます。


