
1 　

　■材料（4人分） ■写真
炒り粉･･････････････････････････500g
黒糖粉･････････････････････････500g
焼きジマメ（落花生）粉･･･････････140g
黒糖焼酎･･･････････････････大さじ2杯
お湯･･･････････････････････････60cc
水あめ･････････････････････大さじ1杯

　■作り方
①　落花生の粉を乾煎りにする。
②　黒糖粉をふるう。
③　お湯で水あめをとかし、黒糖焼酎を加え、②の黒糖粉に入れてよく混ぜる。
④　③に炒り粉を加えながら、充分しっとりなるよう混ぜ合わせ、
     落花生粉を加えて混ぜる。
⑤　木型に④を詰めてしっかり押し、表面を湯呑などで摺りきって平らにしたら、
     裏返してスリコギでたたいて型から菓子を打ち出す。
・天日に干して乾かすと、しっかり固まり保存がききます。
・焼きジマメ（落花生）粉は、作る前にさらに煎ると水分がはじけ、香ばしくなります。

　■資産概要
奄美で、型菓子は、ムスコ、モスコ・などと呼ばれ、米や麦の粉を
黒糖・焼酎ほかと混ぜ、型枠に入れて固めたお菓子で、干菓子や落雁の一種です。
江戸末期に記された『南島雑話』に、「―其外煎粉餅形菓子類モ製ス」という
記述がみられ、この頃、型菓子が作られ、食べられていたと考えられます。
型菓子は、椎の実粉でも作られていて、「粉至極細抹にして、葛にて製したる
菓子に似て 上なり。是は米にて製したる形菓子よりも色白く却って
増されるならんか」と記録があります。1850年5月8日、小宿村に到着した
名越左源太はたくさんの料理で歓迎されますが、その時の茶菓子に
型菓子が出されています。ハレ（折目、節目）の日に、
材料を木型に詰めて打ち出した型菓子を作ってみませんか。

　■文献、資料・口承者

関連文化財群

名　　称 ムスコ（型菓子）
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2 　

　■材料 ■写真
スモモ････････････････････1kg（皮ごと）
島ザラメ･････････････････････････300g

　■作り方
①　スモモを水で洗う。
②　鍋に①とザラメを入れて弱火で煮て、沸騰したらアクをとり、火を止める。
③　2日目も3日目も②を繰り返す。（果肉がつぶれるので、かき混ぜないで。）
④　スモモを鍋から取り出したらザルにペーパータオルを敷いて並べ、
     3日間天日で干す。
（濃厚でコクのある果汁は、ゼリーやカキ氷の蜜に、
  お酒や氷で割って飲んでも美味。）

　■資産概要
おやつに今一番お気に入りの干しスモモ。赤紫色の色素アントシアニンは
抗酸化効果が期待されるので、健康増進にどうぞ。
保存がきくので、真空パックで売り出すと、ヘルシーな奄美の観光物産品に
なると思います。どなたか商品化をお願いします。
（パウンドケーキ、クッキーなどの焼き菓子への利用も。）
奄美に伝わるスモモの母樹は1936年大山久義氏が県立農事試験場大島分場を
退職時、同試験場の技師であった牧義盛氏から贈られた台湾系の品種の苗木で、
これを現在の頌徳碑のある場所に植えたのが、
奄美におけるスモモ植樹の始まりといわれています。

　■文献、資料・口承者

・山下文武『奄美の歴史さまざま』1994財団法人奄美文化財団

干しスモモ

関連文化財群

名　　称
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関連文化財群
3 　

　■材料 ■写真
ツワブキの茎･･･････････････････300g
黒砂糖の粉････････････････････300g
水････････････････････････････100cc

　■作り方
①　ツワブキの茎を沸騰したお湯で固めにゆで、皮をむく。
②　①を１時間ぐらい水につけて置き、ザルにあげて水分を切る。
③　フライパンに１００ccの水と黒砂糖の粉を入れて、アメ状になるまで煮詰める。
④　③の中に②のツワブキの茎を入れ、沸騰したらアクをすくい、
     固まらないように木べらで充分混ぜて火を止め、かき混ぜながら冷ます。

　■資産概要
一見かりんとうのようなこのお菓子は昔、お茶請けやお土産、旅先へ送るために
作られました。往時は製糖小屋の鍋からアメ状になった黒砂糖を取ってきて、
利用したそうです。アクが多い自然の素材を使うため、黒砂糖は
解毒剤としての役目もあったのだと思います。残念ながら今では、忘れられ
ほとんど作られなくなった料理のひとつです。
ツワブキの繊維質と黒砂糖のミネラル分が豊富な自然食。
お菓子類の少なかった時代に知恵をしぼって考えられた健康的なお菓子です。
先人の書かれた文献をもとに作ってみました。

　■文献、資料・口承者

・金久美枝子『琉球料理全書２』ふるさとの伝承料理１９７８新星図書出版

ツバ菓子名　　称

『今に生きる島料理』 奄美遺産活用実行委員会
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関連文化財群
4 　

　■材料 ■写真
へちま･･････････････････････････300g
豚肉（三枚肉か
肩ロースのスライス）･････････････200g
味噌････････････････････････大さじ3杯
島ザラメ････････････大さじ2杯 （味噌の
                            塩分によって調整）
お湯･･･････････････････････････100cc
花かつお･････････････････････････30g
油･･････････････････････････大さじ1杯

　■作り方
①　へちまの皮をむき、2ｃｍぐらいの輪切りに、豚肉は５センチぐらいに切る。
②　味噌と島ザラメにお湯を加え、溶かしておく。
③　フライパンを熱して油を入れ、豚肉を炒める。
④　①のへちまを入れて炒め、花かつおを加えて炒める。
⑤　②の溶かした味噌を加えて、３分ぐらいいためて火をとおす。
（好みで島豆腐を入れても美味。）

　■資産概要
糸瓜（へちま）という漢字からも、身体を洗うタワシや化粧水としての利用が
イメージされますが、古くから、奄美大島で食べられていました。
江戸時代末期には、汁の実として使われていたそうです。
島の暑い夏を乗り切るためにももっと、食べたい夏野菜。
ビタミンやミネラルが豊富で低カロリー。味噌と相性が良く、味噌汁も
シマ料理の一品として親しまれています。
また、蔦の切断面から摂取するへちま水は肌荒れだけでなく、
風邪のせき止めや痰きりなどの効用もあります。

　■文献、資料・口承者
・恵原義盛『奄美生活誌』１９７３木耳社 　　
・名越左源太『南島雑話１』１９８４平凡社

名　　称 ナベラ（へちま）の味噌炒め

『今に生きる島料理』 奄美遺産活用実行委員会
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関連文化財群
5 　

　■材料 ■写真
ニガグリ････1kg（縦2つ割にしてスプーン
                で種とワタを取り除いたもの）
薄口しょう油････････････････････250cc
酢･････････････････････････････100cc
島ザラメ･････････････････････････400g
塩･･･････････････････････小さじ1･1/2

<図>

　■作り方
①　全部の材料をフリーザーバックに入れる。
②　混ぜながら軽くもみ、3時間ぐらいねかせる。
③　ニガグリを取り出し、図のように切る。　　
　　（縦の繊維を食べると、歯ごたえがして美味）

　■資産概要
ニガグリ（苦瓜）の名の通り、独特の苦味があります。苦味成分の正体は、
モモルデシン。胃の働きを整える効果があり、夏バテを吹きとばしてくれます。
カロチンやビタミンＣを多く含んでいて、熱にも壊れません。
旬は5月～9月ごろですが、 近は１年中、見られます。
かつて、奄美では漬物は長持ちしないので、北国のように発達してなく、
高菜漬けや大根、蕪、ﾀﾁﾜｷ(なた豆)の葉、パパイヤ、海草（イギス、ワハウル）の
味噌漬けなどを作っていたそうです。
この夏、南向きの我が家では、ベランダのプランターに植えたニガウリの苗が
ネット伝いに屋根まで伸びて、緑のカーテンが日除けに。
小ぶりですが、7,8個の実が嬉しい収穫でした。

　■文献、資料・口承者
・西大八重子『沖縄野菜の本』2002ビブロス
・平敷令治・恵原義盛『沖縄・奄美の衣と食』1974明玄書房　　　　　

ニガグリ（苦瓜）のかんたん漬物名　　称

『今に生きる島料理』 奄美遺産活用実行委員会
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関連文化財群
6 　

　■材料（4人分） ■写真
餅米粉･･････････････････････････250g
小麦粉･･･････････････････････････50g
人参････････････････････････････100g
卵･･･････････････････････････････1個
三温糖･･･････････････････････････50g
塩･･････････････････････････小さじ1/2
水･････････････････････････････200cc
油････････････････････････････小さじ1

　■作り方
①　人参を千切りにする。
②　ボールに餅米粉とふるった小麦粉を入れ、溶いた卵を加える。
③　①の人参と三温糖、塩を入れ、水を少しずつ加えて混ぜ合わせる。
④　フライパン（18ｃｍ）を熱して油をひき、③のネタを流し入れ、ふたをする。
⑤　弱火で、両面ともきつね色に焼き上げ、好みの大きさに切る。

　■資産概要
昔、おめでたい結納の日などにスズリフタ（長方形の木製の器）料理の
一つとして作られました。主に笠利地区で作られていたそうですが、
あまり見かけなくなりました。
シマ料理には餅米粉を使った料理か多いのですが、霊魂の象徴だといわれる
丸い餅を食べて、身体にケ（活力）をつけ、無病息災を願った祖先の知恵が
あふれています。以前は、丸いホットケーキのように作られていましたが、
各家庭によって工夫され、変化してきたシマ料理です。
現在はもち米粉にさつま芋、かぼちゃ、じゃが芋、里芋など、好みの具材を加え、
俵形などに小さく作られています。

　■文献、資料・口承者
・登山修『奄美民俗雑話』2000春苑堂書店
・金久美枝子『琉球料理全書２』ふるさとの伝承料理1978新星図書出版

名　　称 餅米粉のてんぷら

『今に生きる島料理』 奄美遺産活用実行委員会
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関連文化財群
7 　

　■材料 ■写真
餅米粉･･････････････････････････200g
さつま芋･････････････････････････250g
三温糖･･･････････････････････････50g
塩･･････････････････････････小さじ1/4
水･･････････････････170～200cc（芋の
                         ゆで加減により調整）
揚げ油･･････････････････････････適量

　■作り方
①　さつま芋は皮をむき、乱切りにして水にさらす。
②　①を軟らかく煮てつぶす。（多く作る時は芋を２つに切って煮、皮をむきつぶす。）
③　②に三温糖、塩を入れてまぜ、餅米粉を加えたら、
　　 水を少しずつ入れながら耳たぶより少し固めに練る。
④　③を好みの大きさの形に整え、低温の油できつね色になるまでゆっくり揚げる。

　■資産概要
以前は、フライパンいっぱいにネタを流し込み、揚げたホットケーキのように
作られていました（10／26本紙掲載）。 近は形や加える野菜（さつま芋、
じゃが芋、南瓜、里芋ほか）など、各家庭によって工夫がなされ、
時代とともに変化してきた島料理といえましょう。
この材料を蒸したら、シマの節句に作られるトンムチ（芋餅）ができます。
同じ材料で、製法を変えることで、バリエーションが広がります。
『南島雑話１』に「シャニン（さねん）餅などは製法種々あり。
餅米は勿論、椎の実、栗、蘇鉄、甘藷、南瓜等互に交へても製す。」とあり、
古い時代に島で作られていた種々のお菓子が紹介されています。

　■文献、資料・口承者

餅てんぷら名　　称

『今に生きる島料理』 奄美遺産活用実行委員会
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関連文化財群
8 　

　■材料 ■写真
ジマム（落花生）･･････････････････500g
黒砂糖粉････････････････････････500g
水飴････････････････････････大さじ2杯
水･････････････････････････････100cc

　■作り方
①　落花生は弱火で焦がさないように乾煎りし（カリカリになるまで）、渋皮をむく。
②　フライパンに黒砂糖粉、水飴、水を入れて中火で煮詰める。
③　②に落花生を入れて手早くかき混ぜてからませ、火を止める。
④　くっ付かないよう、皿やバットに一口大に取り分け、冷ます。

　■資産概要
奄美大島では、ジマム（地豆＝落花生）は『南島雑話』に「落地生（落花生）
を掘て食ふ」とあり、古くから作られていたようです。また、唐で見た
落花生畠のようすが「実徳・佐和雄唐噺」に「落花生を夥（おびただ）しく植るなり。
砂地の処は惣て落花生畠といへり。熟して実を取る時は、（略）土ふるひにて、
落花生を振るい出すなり。砂地故、実はふるひに残りて取ること忽（たちま）ちなり。」
とあります。江戸時代後期、実徳と佐和雄が唐に漂着、帰って来て紹介した
「小麦粉と白砂糖をまぜて水を加え、炒った落花生をまぜ、
油を引いた鍋で焼いたお菓子」」をヒントに、その後、シマの人たちが、
「黒糖を使用したジマム菓子」にアレンジしたとも考えられます。また、
「粉と白砂糖を交え、外に胡麻を付けて油焼きの菓子あり」という記述もみられ、
その頃すでに奄美大島にあった食材に類似性をみたのだと思います。

　■文献、資料・口承者

ジマム菓子名　　称

・名越左源太『南島雑話』1850～1855（推定成立年代）

『今に生きる島料理』 奄美遺産活用実行委員会
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関連文化財群
9 　

　■材料（5人分） ■写真
豚ヘラ（肩甲）骨または
アバラ（肋）骨(塩豚）･･･････････････1kg
ツバシャ（蕗の茎）････････････････500g
大根････････････････････････････500g
雑魚･････････････････････････････30g
島ザラメ･･････････････････････････30g
みりん･･････････････････････1/2カップ
酒･･････････････････････････1/2カップ
しょうゆ（濃い口）･････････････････50cc
フル（葉ニンニク）･･････････････････2本

　■作り方
①　ツバシャはゆでて皮をむき、1/２～1/４に割く。
　　 水につけアクぬきをして（2日ぐらい水を取り替える）、２０㎝ぐらい長めに切る。
②　前日に塩をしておいた豚骨は沸騰したお湯にくぐらせ、塩ぬきをする。
　　（塩かげんをみる。）
③　②の両面をフライパンで焼き色を付け、豚骨がかくれるぐらいたっぷりの水で、
　　 軟らかくなるまで煮る。（アクをとる）
④　大根は皮をむき、輪切りにして、ゆでる。（米のとぎ汁で）
⑤　雑魚を油（大さじ1）できつね色になるまで炒めて水（3カップ）を入れ、
　　 沸騰させて、出汁をとる。
⑥　③に①、④、⑤を加え、島ザラメ、みりん、酒、しょうゆで味付けをして煮込み、
　　 フルを入れ、ひと煮立ちさせる。　　 

　■資産概要
奄美の年越しに欠かせないウァンフィネ。味付けは雑魚と塩豚の出汁で、
付け合せの野菜は、ツバシャやアザミなど地域や家庭によって違いがあります。
先祖から伝わったこのシマ料理は、行く年も来る年も、ツバシャは末長く、
大根は一家円満という意味の願いを込めて、作られてきました。
クンチ（大晦日）の夜は、家族でまたは、友人たちと行く年、来る年を語りながら、
ウァンフィネと年取り餅を食べるのが奄美の習わしです。
子どもたちに「大歳の客」の昔話を語りながら過ごすのも、一考かもしれません。

　■文献、資料・口承者

名　　称 ウァンフィネヤセ（豚骨野菜）
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関連文化財群
10-1 　

　■材料（5人分） ■写真
椎茸･････････････････････････････5枚
出し昆布･････････････････････････10g
削り節･･･････････････････････････30g
水･･･････････････････････5と1/2カップ
塩････････････････････････････小さじ1
薄口しょう油･･･････････････････小さじ1
酒････････････････････････････小さじ1
餅･････････････････････････････5切れ
里芋･････････････････････････････5個
魚（白身）･･･････････････････････5切れ
沖縄蒲鉾･･･････････････････････5切れ
車海老･･･････････････････････････5匹
卵･･･････････････････････････････3個
フル（ニンニクの葉）･･･････････････1本

　■作り方
①　椎茸は洗い、椎茸が浸るぐらいの水で戻しておく。
②　出し昆布は布巾で拭き、繊維に直角に切り込みを入れ、30分以上水に浸す。　
　　 蓋をしないで弱火にかけ、沸騰直前に出し昆布を取り出し、沸騰させて削り節を
　　 加え、再び沸騰したら火を止め、削り節が沈んだら布かキッチンペーパーでこす。
③　②に塩、薄口しょう油、酒で味をととのえ、吸い地を作る。
④　椀種を準備する。（出し昆布は３ｃｍ角位に切る。餅は４ｃｍ角位に切り、
　　 軽く焼く。里芋は洗って塩ゆでにし、皮をむく。魚は厚身のものに薄塩をして焼く。
　　 蒲鉾は1㎝位に切る。車海老は塩ゆでにして皮をむく。卵はゆでて花形に切る。
　　 ①の椎茸はヘタを切り③の吸い地でさっと煮て、取り出す。
　　 フルは3～4ｃｍの長さに切る。）
⑤　椀に④の椀種を入れ、熱々の③の吸い地を張る。
・吸い口（島みかんの皮、柚子皮など）は好みで入れます。
・①の戻し汁はとっておき、他の料理に使います。

　■資産概要
サンゴンの儀式は、家長の「オショウロ（さしあげましょう）」の掛け声とともに始まり、
餅の吸い物、刺身、豚か鶏の吸い物と3回、膳を代えますが、その間々に
家族全員に酒がまわされ、高膳の昆布と干魚を盛り塩につけて手渡し、
儀式を終えます。

　■文献、資料・口承者

名　　称 サンゴン（三献）の料理（一の膳）
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10-2 　

　■材料（5人分） ■写真
刺身（白身）･･･････････････････10切れ
生姜･･･････････････････････････5切れ
しょう油･････････････････････････適量
酢･･････････････････････････････適量

　■作り方
①　三枚に下ろした魚を大きめの刺身に切り、皿に2切れ盛り付ける。
②　①に薄く切った生姜を1切れ添え、しょう油、酢を好みで出す。
・島では古くから、生もので新鮮なものをブイン（不塩）といい、気候や
保存の関係で、酢漬けにしたり、酢をかけて食べます。

　■資産概要
サンゴンの儀式は、家長の「オショウロ（さしあげましょう）」の掛け声とともに始まり、
餅の吸い物、刺身、豚か鶏の吸い物と3回、膳を代えますが、その間々に
家族全員に酒がまわされ、高膳の昆布と干魚を盛り塩につけて手渡し、
儀式を終えます。

　■文献、資料・口承者

名　　称

関連文化財群

サンゴン（三献）の料理（二の膳）
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10-3 　

　■材料（5人分） ■写真
鶏肉（親鳥）･････････････････････半羽
水････････････････････････････6カップ
塩････････････････････････････小さじ1
薄口しょう油･･･････････････････小さじ1
大根･･･････････････････････････500g
人参･･･････････････････････････150g
アオサ･･････････････････････････適量
ネギ･････････････････････････････1本

　■作り方
①　鶏肉は水から火にかけ、アクをすくいながら一時間位中火で煮る。
②　①を布かキッチンペーパーでこし、身の部分は椀種に使う。
③　①に塩、薄口しょう油を加え、味をととのえ吸い地を作る。
④　②の鶏の身を一口大に切り、大根、人参はさいの目に切ってゆで、
　　 アオサは水で洗い、ネギは小口切りにしておく。　　　
⑤　椀に④の椀種を入れ、熱々の③の吸い地をはる。
・吸い物を頂くときは、お祝いの場合は蓋の裏を上にして膳におく。

　■資産概要
サンゴンの儀式は、家長の「オショウロ（さしあげましょう）」の掛け声とともに始まり、
餅の吸い物、刺身、豚か鶏の吸い物と3回、膳を代えますが、その間々に
家族全員に酒がまわされ、高膳の昆布と干魚を盛り塩につけて手渡し、
儀式を終えます。

　■文献、資料・口承者

関連文化財群

名　　称 サンゴン（三献）の料理（三の膳）
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11 　

　■材料（5人分） ■写真
甘藷（または里芋）･･･････････････400g
水･････････････････････････････600cc
餅･･････････････････････････････300g
黄な粉･･･････････････････････････30g

　■作り方
①　甘藷は洗って皮をむき、乱切りにして水を入れて煮る。
②　①を軟らかくなるまで煮て、水分が残っているところに餅を入れる。
　　 火を弱火にして焦がさないように気をつける。　
③　②をスリコギでついて、引き上げて練り、よく混ぜ合わせる。
④　③を皿に盛り、黄な粉（好みで）をふりかける。

　■資産概要
この料理は、１月18日に主に北大島で作られます。かつては子どもを魔物から守る
行事（ハネー）のために作られていました。ヒキャゲという料理名は、行事を終える
という意味と、餅状のものを引き上げるというところから名づけられたといわれます。
正月の餅や＊ナリムチの残りの餅をうまく利用した先人の知恵が活かされています。
トン、ハヌス（甘藷）は中央アメリカが起源で日本へは16世紀末に中国から琉球に
伝来、その後、奄美へも入ってきたと言われています。奄美群島では土壌を選ばず、
栽培が簡単なため戦中戦後の救荒作物としての栽培歴が長く、その後も煮芋、
トン粥、トン飯、芋ミキなど身近で大切な食料として、営々とイモの文化を築いて
きました。また、ノロ祭祀で使われるミキにも甘藷の生汁が使われます。
＊　1月14日に北大島や住用などでも行われる伝統行事で、
　　ブブ木（リュウキュウ榎）に白餅と着色した赤、緑、黄の餅を付け、
　　家内安全や商売繁盛、無病息災などを祈願します。
　　かつては、白餅とヨモギ、シイの実で自然の色を付け、飾っていたそうです。

　■文献、資料・口承者

関連文化財群

名　　称 ヒキャゲ

『今に生きる島料理』 奄美遺産活用実行委員会
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12 　

　■材料 ■写真
はったい粉（大麦粉）･･･････････300g＋
                                  成形用（50g）
黒糖粉･････････････････････････300g
さつま芋････････････････････････500g
水････････････････････････････2カップ

　■作り方
①　さつま芋は水から煮て、皮をむき、熱いうちにつぶしておく。
②　黒糖粉はふるっておく。
③　水を沸騰させて弱火にし、①と②とはったい粉を入れ、良く混ぜ合わせる。
④　熱いうちに俵形などに作り、成形用のはったい粉をふりかけ、
　　 形を整え仕上げる。

　■資産概要
かつて、麦が多く食されていた時代、島の人々は麦を使った料理を考え出しました。
麦ごはんや麦みそ、冷や汁などがあります。また、
麦を炒って、臼で挽き、はったい粉（麦こがし）にしました。
はったい粉に黒砂糖粉を加えてお湯を注ぎ、好みのかたさに練っておやつに。
また、お盆やお祝い、来客があった時などのハレ（折目、節目）の日に、
ムスコ（型菓子）を作りました。栄養に関する知識もなかった時代に、
このように栄養価に富んだおやつが生み出されています。

　■文献、資料・口承者

関連文化財群

名　　称 コーシン（はったいこ）餅　［シキ餅］

『今に生きる島料理』 奄美遺産活用実行委員会
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関連文化財群
13 　

　■材料（4人分） ■写真
豚三枚肉･･･････････････････････400g
水････････････････････････････････1ℓ
フル（葉にんにく）････････････････10本
酒･･････････････････････････カップ1/2
しょう油･･･････････････････････大さじ3
島ザラメ･･････････････････････大さじ2
サラダ油･･････････････････････小さじ1

　■作り方
①　フライパンを弱火で熱して、一口大に切った三枚肉を並べて入れる。
②　①にこげ色がつき、ラードが抜けきるまで弱火で炒める。
　　 （ラードは保存用に取る）
③　②で出来た脂粕を水から鍋に入れ、弱火で肉が軟らかくなるまで煮る。
④　フライパンにサラダ油を中火で熱して③を炒め、酒、しょう油、ザラメを加えて
　　 汁気をからめながら、少しとろみがつくまで煮詰める。
⑤　④にフルを加えて、青みが残るようにさっと軽く炒める。
（好みで揚げ豆腐を加えても美味しい。）

　■資産概要
昔は、師走の声を聞くと正月準備のウァクッチ（豚の屠殺）に取りかかり、
屠った豚肉は大切に利用されました。大晦日のｳｧﾝﾌｨﾆｨ（豚骨）料理や
ウァズイムン（豚吸い物）などの正月料理に使ったあと、保存用として
芳ばしい香りの塩豚を作りました。また、三枚肉を炒めてラードと脂粕を作り、
ラードは炒めものをする時の油や風味づけの調味料として、
また、脂粕は年越し料理の煮付けなどに使われたそうです。
三枚肉のすばらしい利用方法として考え出された脂粕料理は、
徳之島町や奄美市笠利方面に伝わっています。

　■文献、資料・口承者

脂粕とフル（葉ニンニク）の炒め物名　　称

『今に生きる島料理』 奄美遺産活用実行委員会
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関連文化財群
14 　

　■材料 ■写真
蘇鉄のナリ（実）味噌･････････････200g
三温糖････････50g（味噌の塩分で加減）
魚（白うるめ）････････････････････300g
サラダ油･･････････････････････小さじ1

　■作り方
①　ボールにナリ味噌をほぐして、三温糖を混ぜておく。
②　魚を焦げ目がつくぐらい焼き（または、カラッと油で揚げ）、
　　 骨を取り除いて、身を好みの大きさにほぐす。
③　フライパンを弱火で熱してサラダ油を入れ、①を軽く炒め、
　　 ②を加えて混ぜ合わせる。（焦げないように注意して炒める。）

　■資産概要
かつて、島の人々は海の幸、山の幸をその日に使う分取ってきて、
料理をし、食べるという自給自足の、自然に恵まれた生活をしていました。
蘇鉄の実を乾燥させ、自家製の味噌を作りました。蘇鉄は、戦中戦後の
救荒作物として苦しかった島の人々を支えてきました。
米飢饉の時代に蘇鉄のアクを抜いて、澱粉質を利用した工夫から
ナリ粥やシン粥などの料理が生み出され、大変珍重されました。
少ない米に混ぜて主食の量を増やし、お腹を満たすという知恵も
次の時代に伝えていきたいものです。
今もナリ味噌に魚の身を混ぜたイュウ味噌はお茶請けや
酒の肴として親しまれています。

　■文献、資料・口承者

イュウ（魚）ミスゥ（味噌）名　　称
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関連文化財群
15 　

　■材料（約30個分） ■写真
ヨモギ･･･････････････････････････1kg
ソーダ･･････････････････････････適量
餅米粉･･････････････････････････1kg
水････････････････････････････2カップ
黒砂糖粉････････････････････････1kg
さつま芋････････････････････････300g
ムチガシャ（クマタケラン）の葉･･･約30枚

　■作り方
①　鍋にたっぷり湯を沸騰させてソーダを入れ、ヨモギをゆで、
　　 水にさらしてアクを抜く。
②　①の水気を切り、臼でよくつく。
　　 （または、水を加えてミキサーにかけ、水を切る。）
③　餅米粉は水を加えて混ぜて全体をしめらせ、
　　 さつま芋はゆでて皮をむき、つぶす。
④　大きめのボールに③を入れ、②のヨモギを加えて臼でつく。
　　 （またはしゃもじでこね、よく練り合わせる。）
⑤　④がほどよい硬さになったら（軟らかい時は一晩ねかす）丸め、
　　 一晩おいたムチガシャの葉の裏に乗せて包み、ススキの新芽でくくる。
　　 少し間をおいて並べ約１時間（大きさにより加減）蒸す。

　■資産概要
旧暦の三月三日が近づくと、ヨモギの新芽を摘む光景が見かけられます。
この時期の新芽は柔らかくて香りもよく、夏に向かって健やかに過ごすための
備えとなる栄養素がたっぷりと含まれています。ヨモギは独特の香りから、
魔よけなどの呪術的な行事に使われます。三月節句は磯遊びをし、
ヨモギを入れて搗いた餅を、防腐作用のあるムチガシャ（クマタケラン）の葉で
包んだフチィムチを作って食べるのが昔からの慣わしです。
かつては、その他にフチバンメー（ヨモギ入りの麦ご飯）を炊き、
三月節句を祝ったそうです。ヨモギは薬用としても多くの効能があります。
今年は３月２９日が旧暦の三月三日。フチィムチを作って磯遊びに出かけましょう。

　■文献、資料・口承者

フツィムチ（ヨモギ餅）名　　称
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関連文化財群
16 　

　■材料 ■写真
奄美たんかん････････1kg（皮をむいて）
島ザラメ･･･････････････････････500g
レモン汁･･････････････････････大さじ2

　■作り方
①　たんかんを横半分に切り、種を取り除く。
②　皮をむいて、ミキサーにかける。
③　②を鍋に入れて火にかけ、沸騰したらアクをとる。
④　③に島ザラメ、レモン汁を加えて、木ベラでよく混ぜ、さらにアクをとる。
⑤　弱火にして、焦がさないようかき混ぜながら根気よく煮詰める。
⑥　2/3の量まで煮詰めたら、木ベラをゆっくりまわすよう混ぜ、手をやすめない。
⑦　約半分の量に煮詰まったら、火からおろす。（仕上がり量約７５０ｇ）

　■資産概要
この季節、島のほとんどの家庭の食卓でたんかんを見かけます。
奄美のたんかんは中国広東省原産。現在、栽培されているほとんどは垂水1号
という品種で、オレンジとポンカンが自然交配してできたといわれています。
今年は嬉しいことに豊作だそうです。パンやシフォンケーキに利用、また、
焼き菓子、ふくれ菓子、舟焼きなどのアレンジにも使えるコンフィチュール
（ジャム）を作ってみませんか。たんかんにはビタミンＣが普通のみかんの1、5倍も
含まれていて、食欲増進や疲労回復にも効果があるといわれています。
ビン詰めにして脱気殺菌（鍋に軽くフタをしたジャムビンの8分目まで湯を張り、
1５分煮沸。湯から取り出し、フタを締め直し、ビンを逆さまにして冷ますとジャムと
蓋の間に残る空気が抜ける）にすると、長期保存が可能です。
でも、保存料が入っていないのでなるべく早めに召し上がって下さい。

　■文献、資料・口承者

奄美たんかんのコンフィチュール（ジャム）名　　称
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関連文化財群
17 　

　■材料 ■写真
地豆（落花生）･･･････････････････500g
島味噌（茶うけ用）･･･････････････500g
三温糖･････････････････････････200g
かつお節（地場産）･･･････････････100g
サラダ油････････････････････････適量

　■作り方
①　ボウルに、島味噌と三温糖を混ぜておく。
②　天ぷら鍋に落花生（渋皮付き）を入れて、
　　 落花生がかくれる位にサラダ油を入れ、加熱する。
③　サラダ油の温度が上がってきたら弱火にし、
　　 じっくり、落花生を混ぜながら揚げる。
④　落花生がきつね色になったら、フライパンに取り出す。
⑤　④にかつお節を加え、弱火で炒める。
⑥　⑤に①を加え、練るように炒める。

　■資産概要
南京豆とも呼ばれる落花生には、さまざまな栄養が含まれています。
たんぱく質、脂質、マグネシウム、鉄、ビタミンなど栄養価の高い成分を
数多く持つ食材です。渋皮にはレスベラトールというポリフェノールの一種が
豊富に含まれています。奄美大島では、落花生は江戸時代後期に
『南島雑話』に記録が見られ、すでに作られていたようです。
味噌は大和味噌、蘇鉄味噌、椎味噌、百合味噌、テヘチ味噌ほか、
数多作られていたと紹介されています。ジマム味噌はご飯の副菜や
お茶請けとして、おもに奄美大島、徳之島などで作られています。

　■文献、資料・口承者

名　　称 ジマム（落花生）味噌
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関連文化財群
18 　

　■材料 ■写真
ハンダマの葉（茎を除く）･･････････200g
塩･･････････････････････････小さじ1/2
しょう油･････････････････････大さじ3杯
みりん･･････････････････････大さじ2杯
かつお節（地場産）････････････････30g
煎りゴマ･･････････････････････････30g

　■作り方
①　ハンダマの葉を摘み取り、水で洗ってザルに上げておく。
②　沸騰した湯に塩を入れ、①をさっと茹でて、冷水で冷やしたら水気を十分に絞る。
③　②を3㎝ぐらいに切る。
③　②にしょう油、みりん、かつお節、煎りゴマを加えて、和える。

　■資産概要
ハンダマ（水前寺菜）はビタミンＡ、Ｂ２、鉄分などを含んでいて、
血液をきれいにして貧血に効く「血の薬」といわれています｡
また、目の疲れ、腫れ、風邪の引き始めなどにも効用があります。
奄美では古く、薩摩藩制下の時代には、やんちゅ（債務奴隷）の食べ物としても
食べられていたようで、「タレカスと云って正中を醸造したコージの糠が主食で、
それにカライモの葉やハンダマと云う野生の草を煮て・・・・・」と紹介されています。
昔の人々は粗食でしたが、この土地でできた自然の恵みいっぱいの食べ物を
食べていたからこそ、長時間でも元気に働くことができ、
長命だったのだと思います。

　■文献、資料・口承者

名　　称 ハンダマの和え物

・文潮光『奄美大島民謡大観』1983文秀人
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関連文化財群
19 　

　■材料 ■写真
黒糖粉･･････････････････････････250g
小麦粉･･････････････････････････500g
ベーキングパウダー･･･････････････20g
卵･････････････････････････････L　2個
牛乳････････････････････････････50cc
バター･･･････････････････････････20g
植物油･････････天ぷら鍋の八分目の量

　■作り方
①　小麦粉とベーキングパウダーを合わせてふるっておく。
②　バターを溶かしておく。
③　ボールに卵を割ってかき混ぜ、黒糖粉を加えて混ぜる。
④　③に②を入れて混ぜ、牛乳を加えて混ぜる。
⑤　④に①を少しづつ加えて良くこねる。（１晩寝かせるとより成形しやすい）
⑥　手に粉を付けて球状に形を整え、中火にしてお箸で返しながら色よく揚げる。

　■資産概要
江戸時代後期に記された『南島雑話１』に「彼の白き粉は小麦ならんと云へり」
とあり、「粉と白砂糖を交へ、外に胡麻を付けて油焼きの菓子あり」という記述が
あります。沖縄に代表される「サーターアンダーギー」などの揚げ菓子は
中国から琉球に伝えられたといわれます。近年、奄美でも「黒糖ドーナツ」として
お土産店などに並ぶようになりました。揚げ菓子は保存がきくため、
おやつや行楽のおともに、家庭でもよく作られています。
タネを油でゆっくり揚げると丸まった片方が割れてチューリップ形に開きます。
同じものを中国では開口球、台湾では開口笑と呼ばれています。

　■文献、資料・口承者

名　　称 黒糖ドーナツ

・『沖縄大百科事典　中巻』　１９８３　沖縄タイムス社

『今に生きる島料理』 奄美遺産活用実行委員会

26 / 85



関連文化財群
20 　

　■材料 ■写真
田芋･････････････････････････････1kg
水･････････田芋がかぶるぐらいの量×2
塩･･････････････････････････小さじ1/2
黒糖粉･････････････････････････100g
しょう油･･･････････････････････大さじ2
サラダ油･･････････････････････大さじ1

　■作り方
①　田芋の皮をむいて、大きいものは4～５cmに切る。
②　鍋に①と水を入れ強火で煮、沸騰してアクが出たら、ザルに取り水で洗う。
③　鍋に水を入れ替え、強火で煮て軟らかくなったら、ザルにあげる。
④　フライパンにサラダ油を熱して、③を入れ、塩を加えて炒める。
⑤　④に黒糖粉、しょう油で味をつけ、木ベラで混ぜながら、
　　 てりが付くよう煮含める。

　■資産概要
水田などの湿地で栽培される田芋は芋だけでなく、地域によって、
「ムジ」や「クヮリ」と呼ばれる茎も食用にします。
カリウム、カルシュウム、鉄分、ビタミンA，Cなどを含み、田芋を煮て食べると、
体力低下や胃腸の疲れなどに効果があるそうです。
親芋の周りに小芋がたくさん付くことから子孫繁栄や豊かさの象徴とされ、
沖永良部島の墓正月など、年中行事の料理などに使われています。
熱帯アジアが原産といわれ、稲作以前の作物として先人の生活を支えてきました。
現在は、主に奄美市笠利屋仁、龍郷町戸口、秋名、喜界島、与論島、
沖永良部島などで作られています。

　■文献、資料・口承者

名　　称 ターマン（田芋）の黒糖煮

・西大八重子『沖縄野菜の本』2002ビブロス
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21 　

　■材料（4人分） ■写真
クヮリ（田芋の葉茎）･･････････････300g
塩豚････････200g（豚バラ肉に小さじ2の
                   粗塩をして一晩ねかせる）
白豆腐･････････････････････････1/2丁
味噌･･････････････････････････大さじ4
島ザラメ･･･････････････････････大さじ2
みりん･････････････････････････大さじ2
サラダ油･･･････････････････････小さじ1

　■作り方
①　クヮリの皮をむき、（汁が手につくとかゆくなるので、ビニールの手袋をする）、
　　 水で洗って、約４ｃｍの長さに切る。
②　鍋のお湯が沸騰したら、①をさっと茹でて水にさらし、軽く絞って水気をきる。
③　沸騰したお湯に塩豚を入れ、弱火で3０分ぐらいゆで、約１ｃｍの厚さに切る。
④　白豆腐の水気をきり、一口大にちぎっておく。
⑤　ボールに味噌、島ザラメ、みりんを合わせておく。
⑥　鍋またはフライパンにサラダ油を熱して、③を入れて炒め、
　　 ②と⑤の調味料を加えて混ぜ、煮立ったらアクをすくう。
⑦　⑥に④を入れて軽く混ぜ、落とし蓋をして５分ぐらい煮て味をしみ込ませる。

　■資産概要
水性栽培の田芋は祝祭や先祖の御霊へのお供え物には
欠かすことのできない作物です。
呼び名が地域に寄って異なり、南大島や沖永良部島ではムジウム（水芋）、
北大島ではクヮリオモ（慈姑寺）と呼び、茎はムジ、クヮリと呼ばれます。
茎の内部はすかすかして、多くの細かい穴が縦走して通っていることから、
神さまが通ってくると信じられ、お盆のお供えなどに使われます。
送り盆の先祖祭りには、墓へ行く前に親族そろって同じ食事をします。
共食することで、ケガレを祓うといわれています。
墓へはクヮリを小さく刻んで米粒とまぜたものを重箱に詰めて持参、
墓前に供えたり、墓の四隅へ置いて拝みます。
他に、クヮリの白和えなども美味しいですよ。

　■文献、資料・口承者
・名瀬市誌編纂委員会『名瀬市誌　上巻』１９６８名瀬市役所
・和泊町誌編集委員会『和泊町誌　民俗編』１９８４大島郡和泊町教育委員会

関連文化財群

名　　称 クヮリの味噌炒め煮
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22 　

　■材料（4人分） ■写真
そうめん･･････････････････････････6束
豚三枚肉（皮付きの塊）･･･････････200g
 　（自然塩・・・小さじ2をして1晩ねかす）
タマナ（きゃべつ）・・・・・・・・・・・・・・・５０ｇ
人参･････････････････････････････50g
ニラ･･････････････････････････････40g
サラダ油･････････････････････・･大さじ2
ラード・・・・････････････････････・大さじ2
（豚の脂身を弱火で炒めると
  脂が出るので容器に保存しておく）
豚のだし汁･････････････････････1カップ
薄口しょうゆ････････････････・・・大さじ4

　■作り方
①　豚三枚肉は前日に塩をしておき、調理前に沸騰したお湯にさっと入れ、
　　 表面が霜降りになったらお湯を捨てる。新たに水を入れて強火にかけ、
　　 煮立ってきたらアクを取りながら弱火で約４０分煮て（だし汁）、７，８ｍｍに切る。
②　きゃべつはザク切り、人参は細かい千切り、ニラは３ｃｍの長さに切る。
③　沸騰したお湯にそうめんをぱらぱらと入れ、固めにゆで、
　　 ザルにあげて水でしっかり洗う。
④　フライパンにサラダ油を熱し、ラードを加えて溶かし、
　　 ①を少し焦げ目がつくくらいに炒め、①の豚のだし汁を入れ、
　　 煮立ったらアクを取り、薄口しょう油で味を整える。
⑤　④に②の野菜を順番に入れて炒め、③を加えて軽く炒め合わせる。

　■資産概要
そうめんは江戸後期のころ奄美に伝わり、明治以降、一般家庭で
主食に近いぐらい食べられるようになり、ユイワク（共同作業）やお盆、
旧暦８月のアラセツ行事などの料理には欠かせません。
お盆のお供え料理に使われますが、それは御先祖様があの世へ帰るとき、
土産をそうめんで結んで帰るからだといわれています。
また、喜界島の中里では、秋の甲子の日に「ソーメンガブー」という、
やぐらの上から投げられたそうめんを取り合う祭りが行われます。
昔は、各家庭で飼っていた豚を正月用にほふり、正月料理に使う他、
脂（ラード）や塩豚にして常備、保存し、いろいろなシマ料理に使われました。
薩摩藩政期の時代に島役人たちが上国（藩の慶事に、奄美諸島から
代表として交代で上鹿すること）時の献上品の一品が塩豚でした。
奄美では、そうめんも塩豚も先祖が残した生活の智慧から生み出された
大切な香りのする文化財です。

　■文献、資料・口承者

関連文化財群

名　　称 塩豚の油ぞうめん
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23 　

　■材料 ■写真
パパイヤ･･････････････････････････1kg
水････････････････････････････････1ℓ
塩･･･････････････････････････････25g
ナリ（蘇鉄の実）味噌･･･④750g＋⑤750g

　■作り方
①　熟していないパパイヤを四つ割りにして、皮をむき、種を出して洗う。
②　ボールに水と塩を入れて塩水を作り、①を一晩つけてアクをぬく。
③　翌日、②をザルにあげ、水気を切る。
④　タッパーの底からナリ味噌、③、ナリ味噌、③と交互に重ねるように入れる。
⑤　水分が出てくるので、5日ぐらいで新しいナリ味噌に取り替え、
　　 漬かり具合は好みで、薄めに切って食べる。
（味噌漬けに使ったナリ味噌は、味噌こしでこして味噌汁に利用。）

　■資産概要
モッカとも呼ばれるパパイアは熱帯アメリカ原産ですが、
現在では奄美各地で栽培され、野生化もみられます。
未熟果の乳白色の汁の中にはパパインというたんぱく質を分解する酵素があり、
肉と一緒に煮込むと軟らかくする働きがあります。
奄美では、パパイヤは江戸時代の終わりごろには、
すでに野菜として食べられていたようです。
現在は煮物、炒め物、和え物、味噌汁などに使われています。
『南島雑話』によると、色々な味噌が作られていたのが紹介されていますが、
蘇鉄味噌のことを、「蘇鉄を麹にして大豆を入れて搗。
色赤く、別て奇麗に味もよく、 上の味噌なりと云。」と褒め称えています。
野菜や豚、魚介類などの味噌漬けは、亜熱帯の気候風土から
保存食として考えられたのでしょう。

　■文献、資料・口承者

関連文化財群

名　　称 マンジュマイ（パパイヤ）の味噌漬け
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24 　

　■材料（4人分） ■写真
大麦･･････････････････････････2カップ
白米･･････････････････････････1カップ
卵･･･････････････････････････････3個
タナガ（手長えび）････････････････200g
味噌････････････････････････大さじ3杯
しょうが･･･････････････････････････1片
大葉、みかんの皮、ネギ･･･････････少量
出し汁（冷やす）
･･･････････水1.8ℓ、昆布30g、削り節50g
（鍋に水と昆布を入れ、弱火にかけ、
ゆっくり温度を上げる。60℃に保ち30分
～40分かけて煮出し、昆布を取り出す。
85℃まで温度を上げて火を止め、削り節
を一度に加える。削り節が沈んだら、
紙タオルなどを敷いたザルでこし、
汁気がきれるのを待つ。）

　■作り方
①　大麦・白米を洗って麦ご飯を炊く。
②　卵をわり、錦糸卵を作る。
③　タナガをよく煮詰めて、すり鉢ですりつぶす（ミキサーにかける）。
④　フライパンに味噌を入れて弱火で乾煎りし、焼き味噌を作る。
⑤　しょうが、大葉、みかんの皮、ネギを細かく刻んで薬味を作る。
⑥　③に④を入れてよく混ぜ合わせ、冷やした出し汁を加えて混ぜ、かけ汁を作る。
⑦　麦ご飯を器に盛り、②の錦糸卵や⑤の薬味をのせ、
　　 ⑥のかけ汁をたっぷりかける。
・麦ご飯はとても健康的ですが、米を少量混ぜると食べやすいです。

　■資産概要
シマ（集落）には単なる嗜好ではなく、先祖から伝承されてきた沢山の
シマ料理があります。でも、長い年月の中で忘れられ、あまり作られなくなっている
料理があることも事実です。その一つ、「冷汁」は麦が主食で、保温用の
炊飯器もなかった往時、忙しい農家の食事として、「冷やご飯」の利用や
夏場の滋養のために考えられたと思われます。昭和４０年代頃まで、麦は
芋と同じくらいほとんどの農家で、主食用と味噌用に作られていたそうです。
大麦は粉に挽き（ハッタイコ）、小麦は味噌用に。地場産の麦は硬いので、水に浸け
炊いて軟らかくしてから米や芋と炊き、麦飯や芋麦飯にして食べていたそうです。
『南島雑話』に、「麦も少々植て食用とす。食製は吾藩民家の製に異ならず。
吾藩の人に馳走すとならば、冷汁にて調ふもあるなり。」と記されています。
宮崎県西都市には冷汁保存会があり、この地域の女性は母親の冷汁の作り方を
覚えて嫁ぐそうです。私たちも「冷汁」を忘れることなく、次の世代へ
伝えていきませんか。

　■文献、資料・口承者

冷汁

関連文化財群

名　　称
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25 　

　■材料 ■写真
黒糖の粉････････････････････････300g
小麦粉･･････････････････････････300g
ソーダー･･･････････････････････大さじ1
卵･･･････････････････････････････3個
牛乳･･･････････････････････････250cc
はちみつ･･････････････････････大さじ3

　■作り方
①　蒸し器に水をたっぷり入れ、火にかける。
②　黒糖の粉をふるう。
③　小麦粉とソーダーを合わせてふるう。
④　ボールに卵をわってかき混ぜ、牛乳、はちみつを加えて混ぜる。
⑤　④の材料に②を加えてかき混ぜてとかし、③を加えてよく混ぜ合わせる。
⑥　ザルにクッキングペーパーを敷き、⑤を流し入れる。
⑦　お湯が沸騰した蒸し器に⑥を入れ、さらし布をかけふたをし、
　　 強火で約４０分蒸す。竹串で刺してみて、生地がつかなくなったら出来上がり。
・（②と④をミキサーで混ぜ、ボールにうつして③を加えて混ぜると簡単！）

　■資産概要
フクラカンは、豊年祭や種おろしなどの祭りの時や農作業時などの
お茶受けとして作られます。江戸時代後期の記録『大島遠島録』に、
すでに蒸し菓子が食べられていたことが記されています。
この時代の食生活の中に白砂糖や黒砂糖、小麦粉、これらを使った菓子や
料理が登場します。名越左源太が交際した人々は富裕者が多かったので、
黒砂糖などを自由に食べることができたのかもしれません。
先人は知恵を働かせて、身近にある素朴な材料に砂糖を加え、
美味しく作ったのだと思います。ふくらかんは、蒸し上げる時の
黒糖の甘い香りと、蒸したてのふんわり感につい手がのびます。
明治生まれの母が作ってくれたふくらかんの記憶と共に。

　■文献、資料・口承者

関連文化財群

名　　称 フクラカン（ふくれ菓子）
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26 　

　■材料 ■写真
小豆･･･････････････････････････200g
水･･････････････････････････5カップ＊
米･･･････････････････････････････2合
塩････････････････････････････小さじ1

　■作り方
①　鍋に洗った小豆とかぶるぐらいの水を入れ、強火で煮る。
②　①が沸騰したら中火で２分ゆで、ザルにあげ、
　　 さっと洗ってアクをとり、汁は捨てる。
③　鍋に小豆と水＊を入れ、沸騰したら弱火にし、約1時間煮る。
④　③をザルにあげ、ゆで汁はとっておく。
⑤　米をとぎ、ザルにあげて水を切って鍋に入れ、
　　 ④のゆで汁と合わせて12カップの水を加える。
⑥　⑤に④の小豆と塩を加えて、強火にし、
　　 なべ底に米がくっつくのでざっくり混ぜる。
⑦　沸騰したら、弱火にして約40分、混ぜないで炊き、蓋をして5分蒸らす。

　■資産概要
かつては、米の少ない奄美の島々では、蘇鉄の澱粉やさつま芋、
椎の実などを入れたお粥にして、主食の嵩を増やして食しました。
お米だけのお粥は、病気や出産の時にしか、食べることができなかったそうです。
今年は9月1日から、旧暦のお盆です。今回は、お盆のお供え物の一つ、
旧暦の7月14，15日のアサバン（朝飯）に供える、小豆粥のレシピを作ってみました。
『高崎くづれ大島遠島録』名越左源太翁日記に、嘉永3年6月24日、「―　亭主より
茶を入あづきと百合のせんを砂糖にてねりたるをいだし申候　―」と小豆が
登場します。古くから奄美では、少量ですが小豆は作られ、かん菓子や
黒砂糖で煮たぜんざい（お盆のお供え用ほか）、お粥、また、『大島遠島録』に
登場するカシキ（赤飯）などにも利用されていたようです。

　■文献、資料・口承者
・龍郷町誌民俗編編さん委員会『龍郷町誌 民俗編』1988大島郡龍郷町教育委員会
・和泊町誌編集委員会『和泊町誌（民俗編）』1984大島郡和泊町教育委員会
・「日本の食生活全集鹿児島」編集委員会『聞き書 鹿児島の食事』1989農文協

名　　称 小豆粥

関連文化財群
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27 　

　■材料（4人分） ■写真
ゆで落花生（地場産）･･･････200g（殻を
　　　　　　　　　　　　　　　　　　割ったもの）
かつお削り節（地場産）････････････20g
水････････････････････････････5カップ
味噌･････････････････････････････80g
ネギ･････････････････････････････10g

　■作り方
①　水800ccが沸騰したら、かつお削り節を入れる。
②　①が沸騰したら火を止め、かつお削り節が沈むのをまって、静かに漉す。
③　落花生をフリーザーバックに入れ、麺棒で粒がやや残る程度にたたきつぶす。
④　②に③を加え、沸騰したら、弱火にしてアクをすくい、味噌を溶く。
⑤　④にネギを入れる。
（ザコ出しで作る時は、ザコ20ｇを、頭、内臓は好みで除き、水から煮出して下さい。）

　■資産概要
今年のお盆には、父が好きだった落花生の呉汁を作って供えました。
落花生には、たんぱく質、脂質（オレイン酸、リノール酸）、炭水化物、カリウム、
リン、マグネシウム、カルシウム、ビタミンなどたくさんの栄養素が含まれています。
渋皮には、ポリフェノール（レスベラトール）が多く含まれているので、ジマム味噌や
塩茹で、煮物などにして、渋皮ごと食べる料理を作って食べたいですね。
落花生は、『南島雑話』1850～1855（推定成立年代）にも記録がみられ、
往時、シマで植えられていたことがわかります。
地場産の落花生は、旬の時期に冷凍しておくと便利です。

　■文献、資料・口承者

関連文化財群

名　　称 ジマム（落花生）の呉汁
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　■材料 ■写真
小海老（3cmぐらい）･･････････････15匹
塩･････････････････････････小さじ1/4
韮（にら）････････････････････････15本
味噌･････････････････････････････50g
砂糖･････････････････････････････30g
みりん････････････････････････小さじ2

　■作り方
①　小海老の腹に切り込みを2、3ヶ所入れ、塩をまぶして、
　　 ライパンで水気がなくなるまで、煎り上げる。
②　沸騰したお湯にひとつまみ塩を入れ、韮を入れてかき混ぜ、
　　 すぐ引き上げ、水につける。
③　②を軽くしぼって水気を切り、①にていねいに巻きつける。
④　味噌をスリコギで摺り、砂糖、みりんを加えて練り、③にからめる。

　■資産概要
奄美には古くから伝えられて、作られてきたシマ料理がたくさんあります。
でも、長い年月の中で変遷し、忘れられ伝承されていない料理もあります。
かつては、作られていたシマ料理を文献などからも紹介していきたいと思います。
今回はそのひとつを、作ってみました。『南島雑話』には、図入りで
「○ビヨフガラマキ（菲巻）小き一寸位の海老に塩を少し加へ、煎り揚げ、
菲を沸湯に打込掻交へ直に引揚げ、右の小海老を巻き、
味噌を摺り砂糖を加へ、それに交へて取肴とす。」とあります。
薩摩藩の役人を持て成す時や硯蓋料理などに作られたと思われます。
先人が考えた、小海老と韮の彩りと食感を生かした一品です。
どうぞ、来客や行楽などの弁当にも作って伝えていきましょう。

　■文献、資料・口承者

名　　称 ビヨフガラマキ（韮巻）

関連文化財群
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29 　

　■材料（4人分） ■写真
落花生･････････････････････････150g
水････････････････････3カップ＋3カップ
片栗粉････････････････100g（弁当用は
                              少し固めで120g）
（タレ）
砂糖･･･････････････････････････100g
醤油｡･･････････････････････････100cc
みりん･････････････････････････100cc
干し椎茸（3枚）の戻し汁･････････100cc
梅干･･･････････････････････････大5個

　■作り方
①　ボールに落花生を入れ、お湯をかけて10分ぐらい浸し、渋皮をむく。
②　①と水3カップを入れて、２分ぐらいミキサーにかける。
③　②をサラシやガーゼでこして、搾った汁と残りの水3カップを鍋に入れ、
　　 片栗粉をといて、火にかける。
④　③を泡立て器でゆっくりかき混ぜながら沸騰したら弱火にして、手を休めずに
　　 ３０分ぐらい鍋底からかき混ぜ続ける。（火が通りきらないと生臭くなる）
⑤　型に流し入れて粗熱をとり、冷蔵庫で冷やし固める。
⑥　タレは梅干の種を除き、みじん切りにして砂糖、醤油、みりん、
　　 干し椎茸の戻し汁を混ぜて沸騰させる。
（③で搾ったカスは家庭菜園などの肥料にどうぞ。）

　■資産概要
落花生には、たんぱく質、脂質（オレイン酸、リノール酸）、マグネシウム、
鉄、ビタミンなどたくさんの栄養が含まれています。そのほか、オリゴ糖や
食物繊維が豊富に含まれていて、栄養価の高い成分を数多く持つ
機能性食品といえましょう。『南島雑話』によると、幕末の奄美、小宿村では、
砂地の所はすべて落花生畠といっても過言ではないくらいたくさんの落花生が
植えられていたそうです。そして、「豆腐多し。是皆落花生にて作る。色白し。
他の豆腐食したることなしと云へり。」と、この頃すでに、ジマム豆腐が多く作られ、
食べられていたことが記されています。ジマムの香り、のど越しのいい食感、
私の大好きなシマ料理の一品です。作ってみて下さい。

　■文献、資料・口承者

関連文化財群

名　　称 ジマム（地豆・落花生）豆腐

『南島雑話』1850～1855（推定成立年代）
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30 　

　■材料 ■写真
黒糖粉･･････････････････････････200g
水･････････････････････････････300cc
卵･･･････････････････････････････2個
上餅粉･･････････････････････････200g
小麦粉･･･････････････････････････50g
はったい粉･･･････････････････････50g
ベーキングパウダー････････････小さじ1
サラダ油････････････････････････適量

　■作り方
①　ボールに黒糖粉をふるう。
②　①を水で溶かし、卵を加えてよく混ぜる。（ミキサーでも可）
③　ボールにふるった小麦粉、餅米粉、はったい粉、
　　 ベーキングパウダーを入れて混ぜ合わせる。
④　③に②を少しずつ入れ、泡立て器でダマにならないようによく混ぜる。
⑤　フライパンをよく熱してサラダ油を塗り、④を全面に広がるように流しいれ、
　　 弱火にして蓋をする。（ホットプレートでも可）
⑥　表面が乾いてきつね色に焼けたら、フライ返しでくるくると巻いておさえ、
　　 形を整えたら、切り面が舟の形になるよう斜めに切る。（包丁を湿らせる）

　■資産概要
素朴で懐かしい島の味を代表する黒糖の餅菓子です。
形と色が舟の形（奄美の板付け舟）に似ているところから、
「舟やき餅」という名称が付けられたと言われています。
この料理は笠利地方から広まったといわれ、ハマオレや
５月の節句に作って親戚の家に配ったそうです。その他、
奄美諸島には餅米と黒糖を使った餅菓子が多く伝承されています。
ジョウヒ餅やカシャ餅、カンなどは、藩政期に黒砂糖の余計糖を蓄積し、
豪農であった島役人の家に継承されたと言われ、当時、
餅菓子に使われる材料の餅米と黒砂糖はかなり贅沢なものでした。
古くからの産地でもある黒糖を使った、生活の知恵から生み出された
銘菓のひとつです。

　■文献、資料・口承者

関連文化財群

名　　称 舟やき餅
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31 　

　■材料（4～5人分） ■写真
米････････････････････････････3カップ
親鶏肉･････････････････････････1羽分
出し昆布･･････････････････20cm×2枚
干し椎茸･････････････････････････8枚
卵･･･････････････4個（塩・・・小さじ1/2）
パパイアの漬物･････････････････1/2個
ワケギ･･･････････････････････････5本
ミカンの皮････････････････････小2個分
きざみ海苔････････････････････････5g
Ａ：塩･････････････････････････小さじ2
　　薄口醤油･･･････････････････大さじ1
　　酒･････････････････････････小さじ2
　　みりん･･････････････････････小さじ2
B：濃口醤油･･･････････････････小さじ2
　　みりん･･････････････････････小さじ1

　■作り方
①　米を洗って、30分ぐらいねかせ、少し固めに炊く。
②　親鶏肉をザルに入れ、沸騰したお湯をかけて臭みを取る。
③　鍋にたっぷりの水と②を入れ、沸騰したら中火にして、
　　 アクをとりながら十分に煮出して漉す。
④　③に水で戻した干し椎茸、出し昆布の順に入れて沸騰したら取り出し、
　　 Aで味を整え吸い物より濃いスープを作り、弱火にして温めておく。
⑤　④の干し椎茸を千切りにして、Bで味をつけ煮含める。
⑥　③で軟らかくなった鶏の肉を細かく裂く。
⑦　卵に塩を加え、錦糸卵を作る。
⑧　⑤の干し椎茸、⑥の鶏の肉、⑦の錦糸卵を皿に盛り付け、
　　 薬味のワケギは小口切り、ミカンの皮、パパイアの漬物は
　　 みじん切りにして載せ、きざみ海苔も添えて飾る。
⑨　あつあつのご飯を丼によそい、⑧の具を彩りよく盛り付け、
　　 ④のスープをたっぷりかける。

　■資産概要
かつて、薩摩藩の代官所があった赤木名（笠利）から広まり、役人たちを接待
するために工夫されたと伝わる、お持て成しに適した料理です。
今では、学校給食の献立に登場するなど、もっともポピュラーなシマ料理の一つ。
名越左源太の記した『高崎くづれ遠島日記』には、小宿村、藤由気の借家に
到着時のご馳走の献立があり、「－めしは鶏の汁に而入具木瓜・牛蒡ニ而候、漬物
はみそ漬大根」と記されています。また、桂久武（1861～1863、大島守衛方に任命）
の記した『桂久武日記』には、「今日ハ鉄砲場へ鶏の汁飯持出候―」とあります。
名越左源太は遠島人でしたが、元上流藩士、桂久武は、後に家老にもなった人で、
共に島役人などからの到来物も多かったようで、庶民とは程遠い食事だったと
思われます。この時代に鶏飯は作られ始め、地位の高い人々を持て成すための
料理であり、上流階級の人々の食事であったことがわかります。

　■文献、資料・口承者

関連文化財群

名　　称 鶏飯
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　■材料 ■写真
サツマイモ･･･････････････････････600g
上餅粉･･････････････････････････200g
小麦粉･･････････････････････････100g
三温糖（砂糖）････････････････････50g
塩････････････････････････････小さじ1
水･････････････････････････････300cc
サラダ油････････････天ぷら鍋の八部目
                                      ぐらいの量

　■作り方
①　サツマイモの皮をむき、2ｃｍぐらいの厚さに斜めに切り、
　　 水にさらしてザルに上げる。
②　ボールに小麦粉をふるい、上餅粉、三温糖、塩を入れる。
③　②に水を少しずつ加えながら、泡立て器でしっかり混ぜ、衣を作る。
④　③に①のサツマイモを入れ、混ぜる。
⑤　サラダ油を熱し、④を中火で芯まで火が通るようきつね色に揚げる。

　■資産概要
サツマイモは江戸時代に奄美に伝えられたとされ、シマユムタ（方言）で、
北大島ではトン、南大島ではハヌスと呼ばれています。
昔は、島の庶民の主食はサツマイモで、副食は畑や屋敷内で採れる野菜や
自生の野草で作る料理でした。奄美には、生活の知恵から生み出された、
もち米で作る菓子や料理が多く伝承されています。
トン天ぷらは笠利、佐仁地区に伝わるシマ料理で、シバサシ（旧暦8月の
アラセツ後の壬の日）などに作られます。衣のもっちり感と
中の芋のほくほく感がマッチした美味しい佐仁料理自慢の一品。
次回は、名越左源太の記した『南島雑話』に記録の見られる
素朴な「トン、ニンギャナ」を紹介しましょう。

　■文献、資料・口承者

名　　称 トン（サツマイモ）天ぷら

関連文化財群
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　■材料 ■写真
甘藷（サツマイモ）････････････････300g
塩････････････････････････････小さじ1

　■作り方
①　甘藷の皮をタワシやスポンジでこすって洗う。
②　鍋に水をたっぷり入れ、①を水から入れて、軟らかくなるまでゆでる。
　　 （芯まで火が通っているか、箸で突いて加減をみる）
③　②の甘藷を鍋から取り出して、皮をむく。
④　ボールに③の甘藷を入れ、塩を加える。
⑤　④が冷えないうちにスリコギでつぶしてこねる。

　■資産概要
『南島雑話』に甘藷についての記述がみられますので紹介しましょう。
「豊年の時の飯料、唐芋を煮て其まま三度共に食す。
少し不足と見る時はネンギャナとて、煮たる芋を突崩して食す。
ネンギャナの事をダゴという所あり。ハノスバンと云う処あり。」、
また、４，５月頃、土を掘ってみて、根の形が曲がっている年は豊年で、
根の成長が早くて土を分けることが出来ず根が曲がるためで、
甘藷の生育がよいから豊年が望めるのだということも記されています。
甘藷が奄美に伝わったとされる藩政下の頃は、米が少なく、
庶民の常食は甘藷でした。素朴な味の同じ食材で形を変えただけの料理ですが、
不作の時などは、少しでも、視覚的にも量が増えるように見え、
違った味と食感にと工夫をこらした先人の努力が偲ばれます。

　■文献、資料・口承者

名　　称

関連文化財群

トン（甘藷）ニンギャナ
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　■材料 ■写真
三枚肉の塩豚（塊）･･･････････････300g
（前日に小さじ１の塩をする）
フル（葉にんにく）･･････････････････8本
黒糖粉････････････････････････大さじ2
醤油･･････････････････････････大さじ2
油またはラード･････････････････小さじ1

　■作り方
①　鍋に湯を沸かして沸騰したら、三枚肉を30分位
　　（豚の塩漬け時間で調整）ゆでる。
②　①の三枚肉を鍋から取り出し、5mm位に切る。
③　フライパンを熱して油をいれ、②を並べるように入れて、
　　 両面に焼き色がつくように焼く。
④　③に黒糖粉と醤油を入れて炒める。
⑤　④とフルの根元の部分を先に炒めて味をからませ、
　　 軟らかい葉を加えてさっと炒める。

　■資産概要
塩豚は薩摩藩政下の時代、島役人が上国（藩の慶事に奄美から代表として
交代で上鹿すること）する時の献上品として好まれた一品でした。
奄美の豚は塩漬けにして乾燥させることにより、亜熱帯の気候風土が
相乗効果をもたらして、アミノ酸たっぷりの発酵食品へと生まれ変わります。
古くから食べられていた塩豚は保存にも栄養的にもすぐれた
先祖の知恵の賜物です。フル（葉ニンニク）は濃い緑と芳しい香りが
炒め物、煮物、吸い物などの料理の彩りや味を引き立ててくれます。
お正月の肴（おつまみ）にいかがですか。フルは成長過程の
ニンニクの葉で、中国では古くから食べられていました。

　■文献、資料・口承者

関連文化財群

名　　称 フルイキ（塩豚とフルの炒め物）
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35 　

　■材料 ■写真
煎り粉･･････････････････････････300g
黒糖粉･･････････････････････････300g
水･････････････････････････････350cc
片栗粉･･････････････････････････少量

　■作り方
①　鍋に水を入れ、沸騰させる。
②　①に黒糖粉を入れ、混ぜながら煮溶かす。
③　ボールに煎り粉を入れ、①を少しづつ加えながらしゃもじで混ぜる。
④　③をボールの中できめが細かくなるまで良くこねる。
⑤　台の上に片栗粉をふって、好みの形に仕上げる。

　■資産概要
煎った米の粉から「いこ餅」の名が付いたといわれます。
鹿児島の祝い菓子の一つであるいこ餅は、幕末の記録『南島雑話』に、
「煎粉ハ如図種々の形様アリ」と図入りで紹介されていて、
奄美にも伝わり、作られていたと考えられます。
その時代の食生活の中に白砂糖や黒砂糖を使った菓子や料理が
登場しますが、名越左源太翁が交際した人々は富裕者が多かったとみえ、
黒砂糖などをわりと自由に食べることができたのかもしれません。
先人たちは知恵を働かせ、身近にある素朴な材料に黒糖を加え、
「島の味」として美味しいお菓子などを作ったのだと思います。
今でも、奄美の黒砂糖を使った手作りのお菓子は、
母から伝えられてきた家庭の味です。

　■文献、資料・口承者

名　　称 煎粉（いこ）餅

関連文化財群
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36 　

　■材料（4人分） ■写真
蘇鉄澱粉･･･････････････････････100g
餅米粉･････････････････････････100g
水･････････････････････････････400cc
黒糖粉･････････････････････････100g

　■作り方
①　黒糖粉をふるっておく。
②　蒸し器に水を入れ、沸騰させる。
③　ボールに蘇鉄澱粉、餅米粉を入れ、水を少しずつ加えて泡立て器で混ぜる。
④　③に①の黒糖粉を入れ、よく混ぜ合わせる。
⑤　型（容器）に③を流しいれ、蒸し器で約30分蒸す。

　■資産概要
かつて、稲作の少ない奄美のシマジマでは、蘇鉄の澱粉は
甘藷と同じくらい大切な食べ物でした。
また、飢饉の時の救荒食として、シマの人々の暮らしを支えてきました。
セン（蘇鉄の幹の澱粉）を入れた粥やナリ（蘇鉄の実の澱粉）を入れた粥を常食し、
ナリ味噌を作って食べたそうです。そのほかの食べ方として、
『南島雑話』に蘇鉄の澱粉を使った餅菓子が掲載されていましたので、
参考にして作ってみました。その箇所を記述のまま紹介します。
「○蘇鉄カン　蘇鉄のせんと餅米と粉にしたるを水に交え、
手にすくえば指の間より洩るる加減に緩く合せ、砂糖を入れて蒸菓子にす」。

　■文献、資料・口承者

名　　称

関連文化財群

蘇鉄カン
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37 　

　■材料（4人分） ■写真
シイの実･････････････････大さじ5杯（殻
                                  を除いたもの）
米･････････････炊飯器用計量カップ2杯

　■作り方
①　シイの実を水につけ、浮いたものは虫食いなので、とり除く。
②　①を水から鍋に入れ、茹でて、干して乾燥させる。
③　②をスリ鉢などに入れ、スリコギなどで殻をたたいて割り、中の実を取り出す。
④　③のシイの実をボウルに入れ、30分ぐらい水につけておく。
⑤　米をボウルに入れて、水を注ぎ入れ、さっと米をかき混ぜてすぐに水を捨て、
　　 ザルにあげる。（ぬか臭さを防ぐため）
⑥　⑤をボウルに戻し、新たに水を注ぎ、よくかき混ぜて水を捨て、ザルにあげる。
⑦　⑥を4,5回繰り返し、ザルにあげ30分ぐらいおく。
⑧　炊飯器の内釜に⑦の米を入れ、分量の目盛に合わせて水を入れる。
　　 （新米の場合は少し減らす。）
⑨　④のシイの実を水から取り上げて、⑧に混ぜ入れて炊く。
⑩　炊き上がったら、しゃもじで底から混ぜ、余分な水分をとばす。

　■資産概要
奄美では、亜熱帯気候下のシイ、イタジイが多く見うけられます。
大正時代の頃まで、旧暦の9月ごろになると、主食の足しにする
シイの実を拾いに山に登るものでした。
12月になって風が強く吹くと、「明日はウージビレ（大椎拾い）だよ」といって、
集落の全員が早起きをして家族総出でシイの実拾いをしたそうです。
シイの実を保存するには、殻ごとゆでた後、干して乾燥させて保存します。
食べるときは、殻を割り、実を水に浸して軟らかくして、
お粥、ご飯、ミキ、焼酎、お菓子（蒸し菓子、型菓子）などに利用しました。
また、拾ってすぐ焼いて食べるヤキジイは、シマの諺に「ヤキジイをし始めると
親の死んだ知らせを聞いても立たない」というぐらい美味しいといわれています。
シイの実のなり始める季節には是非，その味を楽しんでみてください。

　■文献、資料・口承者

関連文化財群

シイの実ご飯名　　称
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38 　

　■材料（4人分） ■写真
フダンソウ･･･････････････････････400g
塩豚（三枚肉塊）･････････････････200g
豆腐････････････････････････････半丁
サラダ油･･･････････････････････大さじ1
合わせ味噌････････････････････大さじ4
島ザラメ･･･････････････････････大さじ2
味醂･･････････････････････････大さじ2
削りかつお･･･････････････････････10g
塩豚の茹で汁･･････････････････100cc

　■作り方
①　小さじ1の粗塩をして一晩ねかせた三枚肉塊をザルに入れ、お湯をかける。
②　鍋に水から①を入れて２0分茹で（茹で汁をとる）、1ｃｍの厚さに切る。
③　フダンソウは茎の堅い部分を麺棒などでたたく。
④　沸騰したお湯に塩を加え、③の茎のほうから先に入れて葉も茹でる。
⑤　④を取り出し水につけてアクを抜き、水気を切って５～６cmの長さに切る。
⑥　豆腐は手で適当な大きさにちぎっておく。
⑦　鍋にサラダ油を熱し、②の塩豚を入れて炒め⑤のフダンソウと調味料
　　 （合わせ味噌、島ザラメ、味醂、削りかつお、塩豚の茹で汁を混ぜておく）を
　　 入れ、おとし蓋をしてひと煮立ちしたら豆腐を加えて煮、味を含ませる。

　■資産概要
季節を楽しむ食材を使ったシマ料理のひとつを紹介しましょう。
フダンソウ（不断草）の名は1年を通して葉が下の方から次々に出て
絶えることがないという意味から由来されるようです。
アクの強い野菜なので下茹でをしてから使います。
ビタミンＡ、Ｂ2、カリウム、カルシウム、鉄分などを含みます。
奄美では戦後の野菜などが少なかった頃によく利用されたそうです。
昔から、「春は苦いものを食べよ」といわれてきました。
春には緑とアクの強い野菜を選びましょう。冬に活動の鈍くなった身体に、
刺激の強いものをしっかり食べて目を覚ましなさいということなのでしょうか。
つわぶき、たけのこ、のびる、シンプゼリ（クレソン）、フダンソウなど、
アク抜きはめんどうかもしれませんが、島の春の食卓を楽しんで下さい。

　■文献、資料・口承者

名　　称

関連文化財群

フダンソウと塩豚の味噌煮
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39 　

　■材料（4人分） ■写真
もち米･････････････････････････カップ4
小豆･･････････････････････････カップ1
小豆の煮汁････････････････････カップ1

　■作り方（前日から準備する）
①　小豆はカップ1の水で煮て、沸騰したらザルに湯を捨てる。（アク抜き）
②　新たに同量の水を入れ沸騰したら弱火で煮て、途中同量の水を差し水し、小豆
　　 の皮が破れない程度に硬めに煮て、小豆をザルにあげ、煮汁も冷ましておく。
③　もち米はボールに入れて水を注ぎ、かき混ぜたらすぐ、水を捨てる。
　　（糠臭さをふせぐ）
④　新たに水を注ぎ入れ、もち米をよくもむように混ぜて水を捨てる。
⑤　④を水のにごりがとれるまで、数回くり返しザルにあげる。
⑥　②の煮汁カップ1を取り置き、残りの煮汁にもち米がつかるくらいの水を加え
　　 ⑤を一晩浸しておく。
⑦　⑥のもち米をザルにあげて水気を切り、②の小豆を混ぜておく。
⑧　蒸し器に目の粗い布を敷き⑦を入れ、湯気が上がったら煮汁カップ1を
　　 途中2回に分け、全体にふりかける。
⑨　強火で約30分蒸し、容器に移してあおいであら熱をとる。
　　（ごま塩はお好みで）

　■資産概要
もち米を蒸したものをおこわといい、赤飯もその一つです。
小豆を混ぜて炊いたご飯は、カシグ（炊く）の名詞形でカシキと呼ばれています。
『高崎くづれ大島遠島録（名越左源太翁日記）』には、小宿集落の人々から
初穂ということで、もち米のあづき飯を一重ずつ、貰いすぎるくらい貰った
と記されています。カシキは旧暦8月の最初の丙の日、アラセツに作られます。
また、小豆を使った料理は、お盆に供えられる小豆粥やおとしいれ、
シバサシに高祖を迎えるお膳に供えられる米粉だんごと小豆煮などがあります。
小豆は食物繊維やビタミンB群、ポリフェノールなどを多く含み、
栄養と機能性にすぐれた食品です。夏には島小豆が市場にも出ますので、
祭事や家族のおめでたい日には手づくりの赤飯でお祝いしましよう。

　■文献、資料・口承者

関連文化財群

名　　称 カシキ（赤飯）
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40 　

　■材料 ■写真
にがうり･････････････････････････200g
島味噌（茶うけ用）････････････････300g
三温糖･･･････････････････････････30g
かつお節（地場産）････････････････20g
卵･･･････････････････････････････2個
サラダ油･･･････････････････大さじ1＋1

　■作り方
①　ボールに、島味噌と三温糖を混ぜておく。
②　にがうりを縦割りにして、スプーンで中の種とわたを取り除き
　　 斜めに約5mmに切る。
③　フライパンに油大さじ1を熱して卵を流し入れ、菜ばしで混ぜて
　　 大きめのスクランブルエッグを作って皿に取り出す。
④　フライパンに油大さじ1を熱し、②のにがうりを炒め、かつお節を入れて炒める。
⑤　④に①を入れて炒め、③の卵を加えてさっと混ぜ合わせる。

　■資産概要
市場を歩いたら、初夏の匂いを漂わせて、店頭に地場産のニガグリが
並んでいました。昨年、我が家の緑のカーテンは今ごろ種を蒔いて、
苗を育てたような気がします。夏には小ぶりでしたが結構な収穫があり、
食卓に上りました。にがうりは、カロチンやビタミンCなどを豊富に含んでいて、
果皮に含まれる苦味成分（モモルデシン）も夏バテ解消や食欲増進に
つながる食材です。また、私たちの身体に必要な発酵食品の味噌
（大和味噌、蘇鉄味噌、椎味噌、百合味噌、テヘチ味噌など）は、
幕末にも作られ食べられていたと紹介されています。奄美では、
にがうり味噌はご飯の副菜やお茶請けなどに好んで作られています。

　■文献、資料・口承者

関連文化財群

名　　称 ニガグリ（にがうり）味噌
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41 　

　■材料 ■写真
島ラッキョウ･････････････････････200g
削りかつお･･･････････････････････20g
サラダ油･･････････････････････大さじ1
塩････････････････････････････小さじ1
しょうゆ･･･････････････････････大さじ1

　■作り方
①　島ラッキョウは薄皮を取り除いて、両端を切り落とす。
②　①を水で洗って大振りのものは縦半分に切り、塩をしておく。
③　フライパンにサラダ油を熱し、②の島ラッキョウを入れて炒める。
④　③に削りかつおを加えて炒め、香りづけにしょうゆを落とし、炒め合わせる。

　■資産概要
方言でガッキョと呼ばれ、旬は5月から６月。市場を歩くと、生のラッキョウと一緒に
塩ラッキョウ、甘酢漬けなども並んでいます。特有の匂いがぷーんと漂ってきて、
季節を楽しむ食材につい、手が伸びます。玉ねぎ、ニンニクなどに含まれる
アリシンや食物繊維を多く含み、風邪のひき始めや体力の低下、
血液をサラサラにする効用などがあります。ぱりぱりした歯ごたえを生かして、
生ラッキョウのかき揚げや酢味噌和えなども美味しいです。
奄美でのラッキョウの栽培は古く、幕末までさかのぼります。
今でも、塩漬け、黒砂糖漬けなどが作られ、ご飯に添えられ食べられています。

　■文献、資料・口承者

関連文化財群

名　　称 島ラッキョウの油炒め
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42 　

　■材料 ■写真
桑の実･････････････････････････500g
水･････････････････････････････150cc
島ザラメ････････････････････････250g
レモン汁････････････････････大さじ2杯

　■作り方
①　桑の実のへたを取り除き、水で洗って実をほぐす。
②　鍋に桑の実と水を入れて中火にかけ、沸騰したらアクを取る。
③　②に島ザラメ、レモン汁を入れて木ベラでよく混ぜ、さらにアクを取る。
④　とろ火にしてかき混ぜながら根気よく煮詰める。
⑤　半分ぐらいの量に煮詰まったら、火を止める。

　■資産概要
桑の実が熟して食べごろになりました。桑は古くから、蚕のえさとして重要な作物で、
シマのあちらこちらに桑の木がみられ、甘ずっぱい実は子どもたちの
天然のおやつとしてよく食べられていました。ワインカラーの果汁は衣服につくと
おちないので、親から叱られた経験をお持ちの方も多いのでは。
桑の実はｍｕｌｂｅｒｒｙ（マルベリー）とも呼ばれます。『南島雑話』には、
桑の実で作る焼酎が「米の麹に桑の実を入れても煎ず。よき焼酎となる。」と
紹介されています。抗酸化物質のアントシアニンを多く含む桑の実は
生食はもとより、ジャムやゼリーなどにもぜひ活用してほしい食材です。

　■文献、資料・口承者

関連文化財群

名　　称 桑の実のジャム
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　■材料 ■写真
落花生･･････････200g（殻をむいたもの）
白砂糖･･････････････････････････50g
小麦粉･････････････････････････100g
水･････････････････････････････100cc
油････････････････････････････大さじ1

　■作り方
①　フライパンを熱して弱火にし、落花生を入れ、中まで火が通るように
　　 30分ぐらいじっくり炒る。（始めに落花生を電子レンジ皿に広げ
　　 10分加熱すると水分が早くとぶ）
②　①の粗熱がとれたら、皮をむく。
③　ボールに小麦粉をふるい、水を少しずつ加えて、ダマにならないよう良く混ぜる。
④　③に②を入れ、混ぜ合わせる。
⑤　フライパンを熱して油をひき、④のタネを団子状にして入れ、
　　 中火でじっくりきつね色になるまで両面を焼く。

　■資産概要
今回は『南島雑話』から、実徳佐和雄に聞いた唐のお菓子を紹介したいと思います。
「実徳佐和雄唐噺」の項目に、唐の風俗や焼き菓子の具体的な作り方が記されて
います。「落花生を菓子にすることあり。此れは白き粉に白砂糖を交へ、水にて
能きかげんに合わせ、落花生を煎りて皮を去り、其の儘右の合わせ粉に交へ、
ダグにして鍋に油を引きて、焼き菓子にするなり。勝れたるものといへり。
彼の粉は小麦ならんと云へり。」と、興味深い内容で紹介されています。
現在、落花生はたんぱく質、脂質、マグネシウム、鉄、ビタミンなどさまざまな
栄養素に富む機能性食品として注目されています。もう一つ、ゴマ付きの焼き菓子
というのもあります。唐で佐和雄の見た、白砂糖を使った落花生の焼き菓子は
どんな味だったのでしょう。また、帰島後に作ってみたことはなかったのでしょうか。

　■文献、資料・口承者

関連文化財群

名　　称 「南島雑記　実徳佐和雄唐噺」に見る落花生の焼き菓子（再現）
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　■材料 ■写真
ヨモギの葉･････100g＋若葉9枚（飾り用）
重曹････････････････････････小さじ1杯
水････････････････････････････4カップ
粉ゼラチン･･･････････････････小さじ6杯
水･･････････････････････････大さじ6杯
島ザラメ･･････････････････････････50g

　■作り方
①　ヨモギの葉は重曹を加えてさっとゆで、水にさらしてアク抜きをし、ザルに上げる。
②　鍋に水４カップと①のヨモギの葉を入れ、中火で２０分煮出す。
③　粉ゼラチンを水（大さじ６杯）で５分ふやかす。
④　②のヨモギ液３カップに島ザラメを入れ、かき混ぜて溶かす。
⑤　７０℃ぐらいになった④のよもぎ液３カップに③を加え、かき混ぜてよく溶かす。
　　（沸騰させると固まりにくいので気をつける。）
⑥　型を水でぬらし、⑤のゼリー液を流し込み、ヨモギの若葉をのせて
　　 冷蔵庫で冷やす。

　■資産概要
ヨモギは奄美ではフチィと呼ばれる薬草の一つです。３月３日の節句には
ヨモギを入れた餅（フチィムチ）を作って先祖棚にお供えし、家族で味わい、
親類にもおすそ分けします。３月節句の行事にヨモギ餅を供えるのは、
ヨモギには厄除けの力があるとされたことから。また、麦を主食にしていたころは、
３月節句や誕生日などのお祝いにフチバンメー（ヨモギ麦ご飯）を炊き、
素朴なヨモギの香りが来客にも喜ばれたようです。ヨモギの茹で汁を飲むと、
頭痛、腹痛に、浴びせると赤ちゃんのおできが出来ないなどの効用があり、
古くから利用されてきました。明けそうでなかなか明けなかった今年の梅雨、
やっと明けましたね。お陰様で、森にたっぷりの恵みの雨が降りました。
奄美地方はこれから、夏本番。ヨモギの香り高いゼリーは、
初夏を楽しむさっぱり味です。

　■文献、資料・口承者

関連文化財群

名　　称 フチィ（ヨモギ）のゼリー
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　■材料 ■写真
十六ササゲ･････････････････････300g
豚肉（肩ローススライス）･･････････200g
揚げ豆腐････････････････････････1枚
サラダ油･･････････････････････大さじ1
削りかつお･･･････････････････････10g
味噌････････････････････････大さじ5杯
みりん･･････････････････････大さじ2杯
島ザラメ･････････････････････大さじ3杯

　■作り方
①　味噌・みりん・島ザラメを混ぜておく。
②　沸騰したお湯に洗って５～６㎝に切った十六ササゲを入れてさっとゆでて
　　 ザルにあげ、水にさらして軽く絞る。
③　フライパンにサラダ油を熱し、豚肉を少しこげ色がつくまで炒める。
④　③に②の十六ササゲを入れて炒め、５～６㎝に切った揚げ豆腐・
　　 削りかつおを加えて炒める。
⑤　④に①の調味料を入れて炒めながら混ぜ、おとし蓋をして弱火で
　　 ５分ぐらい煮る。

　■資産概要
このマメは、古く奈良時代の古書にも見られ、日本には中国から渡来したと
伝えられています。さやの中の豆が１６個あることから「十六ササゲ」という名が
つけられたそうで、沖縄では、「フーローマメ」、奄美では「ホロマメ」と
呼ばれています。乾燥させたマメは長く煮詰めても同割れを起こさないので、
縁起をかついで、お祝いの赤飯、菓子、アンなどにも使われます。
旬は５月から９月。名越左源太翁日記『高崎くづれ大島遠島録』の
嘉永３年５月１９日の項に「夕方籐由気、フロウの初物を魚と煎申候て持参―」、
５月２３日・「今日は椎飯並青木瓜・ふろふの煎染を亭主より呉申候―」、
６月８日・「今夕実建より、ふろふ小菜を呉申候―」などの記述とともに、
「近所の人が初物といっては色んなものを届けてくれる。
本当に島の人は親切で恐縮している」というようなことも記されています。
冷蔵庫がなかった時代の、食卓の主役である旬の食べ物は、
交際にも大切な役目を果たしていたようです。

　■文献、資料・口承者

関連文化財群

名　　称 ホロマメ（十六ササゲ）の味噌炒め
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　■材料 ■写真
シカクマメ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・100g
トマト・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1個
酢・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・大さじ5杯
塩・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・小さじ1/2
オリーブオイル・・・・・・・・・・・・大さじ5杯
にんにく･･････････････1片（すりおろす）
黒こしょう･･････････････････････3振り

　■作り方
①　酢・塩・オリーブオイル・にんにく・黒こしょうを混ぜ、ドレッシングを作る。
②　たっぷりのお湯でシカクマメを色よく茹で、冷水で冷やしてザルに取り、
　　 水気を切る。
③　①のシカクマメを斜めに切る。
④　トマトを１２等分に切る。
⑤　のシカクマメと③のトマトをボールに入れる。
⑥　④に①のドレッシングをかけ、手早く混ぜ合わせる。

　■資産概要
シカクマメの旬は７月から９月ごろ。市場やスーパーの地場産コーナーに
並んでいます。沖縄には戦後、ハワイから持ち込まれたといわれ、
四角ばっているものが多く、さやの部分の４枚の翼をもつのが特徴で、
ビタミンＡ・Ｂ1・Ｃ・カリウムなどが含まれます。旧暦の八月に入り、
朝晩は少し涼しくなってきましたが、夏の終わりの体調管理の意味でも、
季節を楽しみたい野菜です。シカクマメのサラダは固ゆでにして彩りよく、
歯ざわりと香りも残して、さっぱりとした味付けが喜ばれます。
また、豚肉と炒めものにしても美味しいです。つる性の植物なので
緑のカーテンにも最適なので、来年は作ってみませんか。

　■文献、資料・口承者

関連文化財群

名　　称 シカクマメのサラダ
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　■材料 ■写真
さといも････････････････････････大5個
味噌･･･････････････････････････100g
黒糖粉･･････････････････････････50g
みりん･･････････････････････大さじ1杯
酒･･････････････････････････大さじ2杯
煎り白ゴマ･････････20g（フライパンで乾
                        煎りにすると香ばしい）

　■作り方
①　里芋は皮ごと洗い、軟らかくなるまでよくゆでる。（多めの水量で強火で約４０分）
②　すり鉢で、煎りゴマをすり、味噌・島ザラメ・みりんを入れ、よくすりあわせる。
③　①をザルにあげ、少しさまして、皮を手でむき、食べやすい大きさに切る。
④　ボールに③の里芋と②の田楽味噌を入れ、かるく和える。

　■資産概要
里芋は方言で、北大島ではマン、南大島ではウムと呼ばれています。
現在、作られている里芋を使った料理は、ゆでて、田楽味噌をのせたり、
和えたりするほか、煮物・揚げ煮・汁物・餅てんぷらなどがありますが、
もっともっと活用したい島の食材です。里芋の旬は９月から１１月。
『名越左源太遠島日記』で、嘉永３年９月２４日・２６日・１０月９日・１９日などの項に、
佐源太翁が亭主から里芋を頂いたという記述が見うけられます。
江戸時代後期の小宿村で、左源太翁は里芋をどのように調理して
食べたのでしょうか。里芋の田楽は、旧暦八月の祭りには欠かせない
シュウケ（お茶受け）の一品です。また、旧暦１１月のフユウンメ（冬折り目・
芋の神祭り）などのお供えにもなくてはならない、大切な島野菜です。

　■文献、資料・口承者

関連文化財群

名　　称 マン（里芋）の田楽
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　■材料 ■写真
島瓜･････････････････････････････1本
塩････････････････････････････大さじ1
鰹生節･････････････････････････200g
島ザラメ･･･････････････････････大さじ2
醤油（濃い口）･･････････････････大さじ1
酢･･････････････････････････カップ1/2

　■作り方
①　島瓜を洗って、少し緑が残るぐらいに、おおまかに皮をむく。
②　①を縦に割って、スプーンで種を取り出す。
③　②を５mmぐらいにスライスして、全体に塩をふっておく。
④　ボールに島ザラメ・醤油・酢をまぜ合わせ、三杯酢を作る。
⑤　鰹生節を５mmぐらいの厚さに切る。
⑥　③がしんなりしてきたら、水気を絞る。
⑦　④の三杯酢に⑥の島瓜を入れて混ぜ、⑤の鰹生節を加えて
　　 軽く混ぜ合わせ、冷蔵庫で冷やす。

　■資産概要
島瓜などの白瓜類は、奈良漬の材料として使われることが多いようですが、
奄美では、モンジョ（酢の物・和え物）や、煮物、味噌汁などに利用されます。
５月から７月が旬の島瓜は、『南島雑話』に図入りで紹介されています。
『名越左源太翁遠島日記』では5月8日、家主となる藤由気さん宅でのご馳走の
献立に、「塩からに木瓜（島瓜）」、「漬物はみそ付け大根」などもみられます。
５月２５日に、左源太翁が木瓜（島瓜）の糠漬けを皆さんに振舞ったら、
珍しいと褒められ好評で、作り方を聞かれて教えています。
そんな風にして島の人たちに糠漬けの作り方が伝わっていったのかもしれません。
小宿集落の隣、知名瀬出身の母の自慢の一品は糠漬けで、島瓜、きゅうり、
大根、人参、茄子などを漬けていましたが、気温の高い奄美では
糠床の管理は難しいと、冷蔵庫に糠床を入れてかき混ぜ、大切にしていました。

　■文献、資料・口承者

関連文化財群

名　　称 島瓜と鰹生節の酢の物
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　■材料 ■写真
生姜（島産の新生姜）･････････････500g
かつお削り節･････････････････････20g
胡麻･････････････････････････････20g
島ザラメ･････････････････････････200g
醤油（濃い口）･･････････････････100cc
酢･････････････････････････････100cc
みりん･････････････････････････100cc

　■作り方
①　島生姜を洗い、皮をむいて薄くスライスする。（千切りにしても食べやすいです。）
②　沸騰した湯に①を入れてかき混ぜ、再度、沸騰したらザルにこぼし、
　　 水気を切る。
③　フライパンに②を入れ、水気をとばしてから島ザラメ・醤油・酢・みりんを入れて
　　 炒め、かつお削り節を加えて炒め合わせる。
④　③を木べラで水分がなくなるまで根気強くかきまぜながら煮詰め、
　　 最後に胡麻を加えて混ぜ合わせる。
（②の生姜汁は、お風呂や紅茶にたらして香りをお楽しみ下さい。）

　■資産概要
１１・１２月頃に収穫される生姜は、身体を内側から温めてくれる、
ぽかぽか食材として知られています。発汗により寒気を伴う風邪の初期症状や
胃腸の冷えなどによる胃腸機能低下防止などに用いられます。
日本では、『古事記』に見られるように、古くから利用されていたようです。
奄美では、『南島雑話』山畠の事の項に「壱、弐里の奥山に畠を拵へて諸作職をす。
至てよく出来る也。―唐芋を第一作り、粟、大根、蕪、黍、赤ゴシャ、里芋、藍、
生姜など至てよし。」と、幕末に生姜が作られていたことが記されています。
匂いの強い食べ物は、香りの強いもので匂いを消していきますが、
そのような手法の料理に生姜は適しています。その他、生姜入りの
焼き菓子など作って、冬を元気にお過ごし下さい。

　■文献、資料・口承者

関連文化財群

名　　称 島生姜の佃煮
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50 　

　■材料（4人分） ■写真
卵・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4個
かつお削り節・・・・・・・・・・・・・・・・・・20g
水・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3カップ
塩・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・小さじ1/2
かまぼこ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1/2
干し椎茸・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2枚
三つ葉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4枚
ねぎ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20g

　■作り方
①　干し椎茸を水にもどしておく。
②　水を沸騰させてかつお削り節を入れ、沸き上がってきたら、別の鍋を用意、
　　 さらし布を敷いたザルにこぼして漉し、塩を加える。
③　①の干し椎茸・かまぼこを５mmぐらいの千切りにする。
④　②の出し汁を弱火で③を加えてかき混ぜ、攪拌した卵を鍋の縁から一気に
　　 流し入れて、蓋をして熱が全体にまわってふんわりと、盛りあがるまで煮る。
⑤　④を器によそい、三つ葉は約3cmに・ねぎは小口切りにして飾る。

　■資産概要
静岡県袋井市は、東海道五十三次の27番目の宿場町として栄えていた。
1831年、大阪商人・升屋平右衛門重芳の「仙台下向日記」に、袋井の宿に
泊まった際、「玉子ふわふわ」が膳にのったと記録があるという。しかし、
調理法がわからず、観光協会で募集した「現代版袋井玉子ふわふわ」の調理法は、
沸騰した出し汁に攪拌した卵を流しいれ、出し汁の蒸気でふんわりと固めたものだ。
沖縄では熱々の卵焼きを「クーガファーファー」というそうだ。
奄美の「卵ホヤホヤ」と袋井の「玉子ふわふわ」・沖縄の「クーガファーファー」。
「東海道中膝栗毛」でも将軍家のもてなし料理として紹介され、
新撰組の近藤勇の好物も「玉子ふわふわ」で、将軍家や豪商などしか
味わえなかった高級料理だそうだ。藤井つゆ著『シマヌジュウリ』には、
「いちばん手軽な誰にでも作れる料理です。急な来客の時などによく用いられ、
卵とじに似た感じのものです。」とある。どのように変遷して奄美に伝わったのだろう。

　■文献、資料・口承者

関連文化財群

名　　称 卵のフヤフヤ
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51 　

　■材料 ■写真
米･･･････････････････････････････2合
塩豚････････････････････････････300g
（三枚肉に粗塩をし、１晩ねかす）
だし汁
（水1.8ℓ・昆布20g・かつお削り節60g）
干し椎茸･････････････････････････2枚
大根････････････････････････････200g
人参･････････････････････････････1/2
カブ･･････････････････････････････2株
ゴボウ･･･････････････････････････1/2
里芋･････････････････････････････2個
小松菜･･･････････････････････････2枚
白菜･････････････････････････････2枚
塩････････････････････････････小さじ1
薄口しょうゆ･･･････････････････大さじ2

　■作り方
①　干し椎茸を水にもどす。
②　米をとぎ、ザルにあげておく。
③　塩豚を水から煮て沸騰したらアクを取って湯をすて、さらに水から３０分ぐらい
　　 煮てアクを取って湯をすて、さまして一口大に切る。
④　干し椎茸は千切りに、大根、人参、カブ・ゴボウ、里芋の皮をむき、
　　 大根、人参・カブはいちょう切り、ゴボウ、里芋は乱切りに
　　 小松菜・白菜は３cmぐらいに切る。
⑤　だし汁を作り、①のもどし汁を加え、②の米・③の塩豚・④の椎茸・野菜類を
　　 入れ、アクをすくいながら、中火で煮る。
⑥　軟らかくお粥状になったら、塩・薄口しょうゆで味をととのえる。

　■資産概要
１月７日は、春の七草（七種類の野菜）を入れた粥を食べ、
１年の無病息災を願う習わしがあります。数え年７歳になった子どもが、
親戚や知人など７軒の家々を回って七草粥を貰い、お祝いをします。
「七歳までは神さまの子ども」という言い伝えがあることから、
ナンカンジョッセを家族で食べて力を貰い、子どもがたくさんの家族の
ご加護によって、無事育ちますようにという願いが込められています。
古代中国の人々にとって全宇宙は４９の星だったそうで、七軒から
七草粥を貰うのを４９とし、子どもの健康と幸せを全宇宙の神さまに祈るこころが
七草粥の行事を生んだともいわれています。正月のご馳走のあと、
疲れた胃腸を休めるためにも食べられました。シマには、
ジョッセナナマリ（雑炊は茶碗の７杯は食べられる。）という言葉も残っています。
消化もよいので、年中行事の日だけでなく、普段の日も作って、
忙しい朝など1日のエネルギー源として食べてみたらいかがでしょう。

　■文献、資料・口承者

関連文化財群

名　　称 ナンカンジョッセ（七草雑炊）

『今に生きる島料理』 奄美遺産活用実行委員会

58 / 85



52 　

　■材料 ■写真
大豆････････････････････････････1kg
黒砂糖粉･･･････････････････････600g
水･･･････････････････････････････2ℓ
しょうゆ･･･････････････････････大さじ3
塩･････････････････････････塩小さじ2

　■作り方
①　大豆を洗って、かぶるぐらいの水に一晩つけ、ザルにあげる。
②　鍋に水２ℓと大豆を入れ、強火で煮て、沸騰したら、中火にして
　　 ２０分ぐらい煮ながら、アクを取る。
③　黒砂糖粉・しょうゆ・塩を加えて、３０分ぐらいコトコト煮る。

　■資産概要
座禅豆は、大豆（黒豆）を黒糖と醤油で堅めに煮しめた料理で、僧が座禅をする際に
尿を止めるため食べたところから、その名がついたといわれます。全国的に
呼ばれている「座禅豆」と同一なのかはわかりませんが、『高崎くづれ大島遠島録』
（名越左源太翁日記）に次のような「座禅豆」の記述がみられます。「嘉永３年、
６月２５日・実建から座禅豆を一重貰った。８月９日・亭主から、座禅豆他を
少しずつ貰った。８月１２日・丼に座禅豆が入っていて、的のようにもみえる蓋を
調（ととのえ）て、夫にかひ付待りぬ。このふたは的のがへとも見ゆれとも
あくれば中はむまいもの也。安政２年５月１７日・午後４時、長崎助六殿が
古見から来て、座禅豆を一重土産に貰う。」薩摩への御土産に持たせたほどの
座禅豆とは・・・。『大島遠島録』の「座禅豆」は、『日本庶民生活史料集成２０巻』の
注に、大豆を黒糖でからめたものとあり、『名瀬市誌』には、ザジマメのことで、
ぜんざいのことだと記されています。はたして、『遠島録』の「座禅豆」とは
どの料理だったのでしょう、興味はつきません。

　■文献、資料・口承者

関連文化財群

名　　称 座禅豆
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53 　

　■材料 ■写真
オオサバ・・・300ｇ
小麦粉・・・50ｇ
塩、こしょう・・・小さじ１/４
揚げ油・・・適量
玉ねぎ・・・１/２個
人参・・・１/４個
ピーマン・・・１個
リンゴ酢・・・１００㏄
島ザラメ・・・大さじ３
みりん・・・大さじ２
しょうゆ・・・大さじ２
レモン汁・・・小さじ１
赤唐辛子・・・１本（小）

　■作り方
①　オオサバを洗ってザルにあげ、水分を切っておく。
　　玉ねぎは横に（繊維を切ると辛みが控え目に）薄くスライスし水にさらして　絞り、
　　人参は皮をむき千切に、ピーマンは種を取り輪切りに、赤唐辛子は刻む。
②　リンゴ酢・島ザラメ・みりん・しょうゆをひと煮たちさせて冷ましておく。
③　オオサバをバットに並べ、塩、こしょうをして小麦粉をふる。
④　天ぷら鍋に揚げ油を180度に熱し、③をカラッと揚げる。
⑤　④の揚げたての熱々を②のタレに漬け、①とレモン汁を加えてかるく混ぜ
　　合わせる。

　■資産概要
本紙４月８日付けに「オオサバ大漁　龍郷町　30年ぶり　加世間周辺で水揚げ」
という記事が掲載され、我が家にも数回おすそ分けがありました。ゴマサバ）の
稚魚（オオサバ）は、体長５～10㎝ほどの小魚。唐揚げにしたら美味しかったので、
保存の効く「南蛮漬け」も作ってみました。加世間海岸周辺では、60年前に

盛期だったオオサバ漁は、30年以上前から途絶えたそうです。通常、
オオサバの成魚（ゴマサバ）は沖合の深海に生息しているといいますが、
思いもよらずに現れた稚魚の群れに、今でも、豊かな海の恵みが身近にあふれる
私たちの暮らしに改めて感動し、感謝の気持ちでいっぱいになりました。
オオサバは、南蛮漬けのほか、唐揚げ・天ぷら・塩辛などにして召し上がって
みてください。

　■文献、資料・口承者

関連文化財群

名　　称 オオサバの南蛮漬け

このイメージは、現在表示できません。
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54 　

　■材料（4人分） ■写真
コサン竹･････････････････････2本（小）
雑魚･･････････････････････････20匹
みつば･･･････････････････････2～3本
合わせ味噌（米・麦）････････････150g
水･･･････････････････････････5カップ

　■作り方
①　前日の夜、鍋に５カップの水を入れ、雑魚の頭を取り除いてつけておく。
②　コサン竹の皮をむき、乱切りにする。
③　みつばを洗い、３㎝ぐらいに切る。
④　①を火にかけ、沸騰させ、雑魚を取り除く。（好みで残してもよい）
⑤　②を入れ、沸騰したらアクをすくう。
⑥　火を弱め、味噌をとく。
⑦　鍋にみつばを入れ、すぐに火を止める。　

　■資産概要
コサン竹は４月～５月に採れ、今が旬。子どもの頃、台所で筍料理を作る母から
コサン竹の根元の固い部分を貰って、小さな水桶やお櫃などを作って
ママゴトをして遊びました。また、始めて、コサン竹を採りに行って
ブトゥ（山蚊）に刺され、腫れて熱がでたことも、この季節がくると思い出します。
コサン竹は、採り立てはアクも少なく身が軟らかいので、穂先はさっと茹でるか
生で、わさび醤油や酢味噌などを付けて食べると美味しいです。
根元の方は味噌汁のほか、炒め物・煮物・筍ご飯などにして、
春の生命力いっぱいのアクのあるものを食べ、冬に鈍くなった身体を
目覚めさせましょう。筍はコサン・金竹・唐竹が採れ、江戸時代、唐竹は
黒糖樽のタガ（帯竹）として利用されていたという記録もみられ、
島の暮らしにおいて大切なものであったことがわかります。

　■文献、資料・口承者

関連文化財群

名　　称 コサン竹の味噌汁（雑魚だし）
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　■材料 ■写真
ヒキ･････････････････････････････10匹
粗塩･････････････････････････10～15g
サラダ油･･･････････油鍋の八分目くらい

　■作り方
①　ヒキのウロコと内臓をとり、20～30㎝離れた高さから
　　 まんべんなくふり塩をして３０～60分おく。
②　油鍋にサラダ油を入れ、強火で熱する。
③　キッチンペーパーで①の水分をふき取る。
④　②が１８０℃ぐらいの高温になったら③を入れ、きつね色に、
　　 骨まで火が通るようカラッと揚げる。

　■資産概要
ヒキは、スズメダイ科スズメダイ属の海水魚で、３月頃から７月ごろまでが漁期です。
体表は黒っぽくて成体が５～１０㎝ぐらいと小さく、卵の入った今の時期が一番
美味しいです。カラッと揚げ、素手で背びれをとり、尻びれ（固く尖った骨があるので）
も除くと、頭から丸ごと食べられます。（私は小骨が多い魚の食べ方はあまり
じょうずではないので、中骨もとりますが。）母がよくから揚げにしてくれましたが、
卵の入ったものを選んで揚げたてをつまみ食いするのが極上の楽しみでした。
藤山萬太著『私本　奄美の釣魚』を開くと、方言でヒキと呼ばれる釣魚は何種類も
いるのに感心しました。「イショモンヌマアリリュントゥキ（磯ものが生まれる時）」
といわれる今の季節に、ヒキはいろいろな漁法で、主に陸に近い所やリーフ付近で
捕れる海の幸です。小ぶりの魚なので、うろこを取るのが面倒かもしれませんが、
から揚げのほか、刺身、塩焼き、煮つけなどでもお試しください。

　■文献、資料・口承者

関連文化財群

名　　称 ヒキ（スズメ鯛）のから揚げ
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　■材料 ■写真
ハトサ（イシクラゲ）･･･････････････500g
（きれいな場所のものを選んで収穫）
ラード･････････････････････････大さじ1
三温糖････････････････････････大さじ1
濃口しょうゆ･･･････････････････大さじ2
みりん･････････････････････････大さじ1
こしょう･･････････････････････小さじ1/2

　■作り方
①　ハトサを水で洗い、枯草や砂などが混入しているのでしっかりとり除く。
②　①を２日程水につけ、水を取り替え、何度も丁寧に洗い（イシクラゲが水分を
　　 含み、少しずつヒダが開いて砂が出るので。）、ザルにこぼして水分を切る。
③　フライパンを熱し、ラードをとかす。
④　②のハトサを入れ、炒める。
⑤　すべての調味料を入れ、水分がなくなるまで炒める。

　■資産概要
『南島雑話』に、「此地に、一種畠海苔（ハテオサ）といへる奇菜、
海辺の荒畠に生るなり」・「ハテオサ山畑ニ生ノリト海中生ルノリト異ルナシ
汁マタ油ニテアウ食スルニヨロシ」とあります。方言で「ハトサ」と呼ばれる
藍藻のネンジュモ属の一種であるイシクラゲは、芝生の表面などに緑褐色の
プルンとした海草が張り付くように生育。春から夏にかけて収穫することが出来、
龍郷町など一部の家庭では今も食べられているそうです。台所でハトサを
水につけておくと、存在感をアピールしているかのように磯の匂いを放ちます。
古くは食用とされていましたが、飽食の時代の今はあまり食べられなくなり、
食糧難などに備えて見直さなければならない食べ物です。ハトサのように
身近にある珍重な生物と環境とのつながりなども理解する必要性を感じます。
左源太翁は、ハテオサは海に生える海苔と変わることなく汁物や油料理に合い
美味しいと記しています。その他、熱湯にさっとくぐらせ、
酢味噌やポン酢でもいかがですか。

　■文献、資料・口承者

関連文化財群

名　　称 ハトサのあぶら炒め
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　■材料 ■写真
パパイア（未熟果実）・・・・・・・・・・・4キロ
粗塩・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・カップ1/2
島ザラメ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・800g
薄口醤油（母ゆずり出し入り）・・・・・・・1ℓ
みりん・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1カップ
生姜・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・50g

　■作り方
①　鍋に島ザラメ・薄口醤油・みりんと生姜をおろして入れ、沸騰したら、
　　 火を止め、冷ましておく。
②　パパイアを縦２つに割って種を除き、皮ごとスライスする。
③　②のパパイアを粗塩でもみ、漬物器で漬け一晩おく。
④　翌日、③から出た水分を捨て、水で洗い、漬物器で水気をしっかりと絞る。
⑤　容器に④を入れ、①のタレを流し入れて混ぜ、密閉して冷蔵庫へ。
　　 （２日目ぐらいからが食べ頃です。）

　■資産概要
奄美の方言でマンジュマイとかモックヮと呼ばれるパパイアは、熱帯アメリカ原産。
一般的には果物として黄色く熟した果実を生食やジュースにして食されますが、
奄美・沖縄では野菜として熟す前の青い果実を炒め物や和え物・煮物・味噌汁など
に使われることが多いです。熟果実には、カルシウムやカリウムなどの無機質と、
ビタミンＣやカロチンなどが含まれています。以前、お年寄りから「貧血ぎみの人は
造血作用が期待できるので、熟したパパイアを食べるといいよ」と聞いたことが
あります。また、未熟果実を切ると出てくる乳白色の汁には、パパインという
たんぱく質を分解する酵素が含まれ、肉と一緒に煮ると軟らかくする働きがあり、
機能性が高くもっともっと活用したい島の野菜です。

　■文献、資料・口承者

関連文化財群

名　　称 パパイアの生姜風味漬け
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　■材料 ■写真
山羊肉･････････････････1kg（ぶつ切り）
玉葱････････････････････････････3個
水･･･････････････････････････････5ℓ
合わせ味噌･････････････････････120g
生姜････････････････････････････30g
ワケギ･･･････････････････････････3本

　■作り方
①　ザルに、ぶつ切りにした山羊肉を入れて熱湯をかける。
②　大きめの鍋に水３ℓと山羊肉を入れ、強火で炊き、沸騰したら弱火にして、
　　 アクをとりながら１時間程度煮込む。
③　スライスした玉葱と皮をむいて摩り下ろした生姜の絞り汁を②に入れ、
　　 水２ℓを加えて弱火で１時間程度煮込む。
④　火を止め、味噌をとく。
⑤　小口切りにしたワケギを散らす。

　■資産概要
シマでは旧暦６月の頃には、六月ヒンジャー（山羊）といって若草を
食べているせいか味がよいので、山羊汁で酷暑を乗り切ると言われてきました。
山羊肉には独特な臭いがあるため、山羊汁は、 も好き嫌いの多い料理の
一つかもしれません。逆に臭いに惹かれる通の方は、塩で味を調えたほうが
美味しいと言いますが、初めての方にも食べやすいように、内臓を入れず、
臭みを取るため、玉葱・生姜を入れて作りました。中に入れる野菜は家庭によって
違い、デコネ（大根）・シブリ（冬瓜）・フツィ（蓬）など好みのものを入れて作られます。
今回は遠い日、母が作ってくれたわが家の山羊汁を紹介します。私は山羊汁が
苦手だったのですが、夏風邪をひいた時、思い切ってスープだけ飲んでみました。
体が芯から温まり元気になったあの時の記憶が、台所の換気扇の音とともに
甦ります。夏バテ防止や滋養強壮にぜひ、お試し下さい。

　■文献、資料・口承者

関連文化財群

名　　称 山羊汁（味噌仕立て）
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　■材料 ■写真
島生姜・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・500g
三温糖・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・400g

　■作り方
①　生姜を洗って皮をむき（新生姜は皮ごと）、スライス（厚さは好みで）する。
②　沸騰したたっぷりのお湯に、さっと２回ゆでる。（辛いのを好みの方は１回）
　　 （ゆで汁は捨てないで、紅茶や料理の隠し味・お風呂などにご利用下さい）
③　ザルにこぼし水切りした生姜をフライパンで乾煎りし、水分をとばしたら
　　 三温糖を加える。
④　中火にして、根気よく木ベラで混ぜ続ける。（約３０分）
⑤　水分が出て煮詰まり、フライパンの周壁に砂糖が粉をふくような感じになったら
　　 火を止め、余熱がとれるまで混ぜ続け、パラパラとした感じに仕上げる。
　　 （途中、砂糖が飴状になり、失敗かなと思われますが、それからが仕上がりで、
　　　根気よく混ぜていると砂糖が粉をふいてきますので、勘をつかんで下さい。
　　　白砂糖・黒糖粉どちらでも出来ますので、お試し下さい。）

　■資産概要
島生姜は本土のものと比べると少し辛めで、１１月から１２月が旬ですが、
早いものはもう（９月１日）店頭に出始めています。生姜は、古くから
風邪を予防する効果や身体を温める効果などいろいろな効能があるといわれ、
独特の香りと辛味（成分はジンゲロールとショウガオール）を持ち幅広く料理に
利用できる香辛料の一つです。冷え症の私は、身体の内側から温まりたい
（新陳代謝を活発にする）ので、ぽかぽか食材として知られる島生姜をもっと
毎日の暮らしに取り入れたいと考えています。大好きな徳之島産の生姜ジャムは、
パンに塗ったり、紅茶やヨーグルトに入れたりして食べています。生姜には
たんぱく質を分解する酵素も含まれています。肉を生姜の漬け汁につけておき、
生姜焼きを軟らかく仕上げてみませんか。

　■文献、資料・口承者

関連文化財群

名　　称 島生姜チップス

『今に生きる島料理』 奄美遺産活用実行委員会

66 / 85



60 　

　■材料（4人分） ■写真
サツマイモつる･･･････････････････300g
重曹･･････････････････････････小さじ1
豚肉（肩ロース薄切り）････････････200g
サラダ油･･････････････････････大さじ1
揚げ豆腐････････････････････････1枚
人参（中）････････････････････････1本
コンニャク････････････････････････1枚
雑魚････････････････････････････100g
しょうゆ･･･････････････････････大さじ3
みりん････････････････････････大さじ2
塩こしょう･･･････････････････小さじ1/2

　■作り方
①　沸騰したお湯に重曹を入れてイモつる（葉をおとして茎だけにしたもの）をゆで、
　　 皮をむいて水にさらしたあと、１０㎝ぐらいの長さに切る。
②　豚肉を５cmぐらいの長さに切る。
③　人参は４つ割りし、約５cmの長さに切る。
④　コンニャクは１ｃｍぐらいの厚さに切り、中心に切り込みを入れ、
　　 片側を切り込みに入れ、ひねる。
⑤　厚揚げは半分にし、２ｃｍぐらいの厚さに切る。
⑥　フライパンを熱して、サラダ油を入れ、雑魚をカリカリになるまで炒める。
⑦　⑥に豚肩ロースを入れて炒め、人参・イモつる・コンニャク・厚揚げを加えて
　　 炒め、しょうゆ、みりん、塩こしょうを入れて混ぜ、落し蓋をして時々混ぜながら
　　 水分がなくなるまで弱火で煮る。

　■資産概要
サツマイモのつる（茎）は７月から８月頃に繁茂しますが、秋の運動会の頃まで
市場に見られ、お弁当の重箱に入れたい食材です。サツマイモは、古くから
島の人々の主食として命を支える食料でしたが、栄養的にもお腹も満足せずに、
食物繊維が多く含まれる茎の利用も考えた先人の知恵に感服します。
近年になり、主食が米食や粉食に替わるまで、茹で芋はトンフゾケ（芋を盛る
竹カゴ）いっぱいに盛られ、食卓の主役を飾っていました。サツマイモは、
年中行事のお菓子（コーシン餅・ヒキャゲ・きびだんご・カシャ餅・ヨモギ餅など
を作る時の粉のつなぎ）やミキを作る発酵のための絞り汁・味噌などにも
欠くことのできないものです。その他、イモつるを使って、汁の実やゴマをちらした
酢味噌和え・佃煮・きんぴらなどにして、腹もちがよく食物繊維が腸を整えてくれる
ヘルシーな島野菜を献立に取り入れましょう。

　■文献、資料・口承者

関連文化財群

名　　称 カラフネ（サツマイモつる）の炒め煮
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　■材料 ■写真
フノリ･･･････････････････････････100g
サラダ油･･････････････････････大さじ1
鶏ひき肉････････････････････････200g
干し椎茸･････････････････････････10g
人参･･･････････････････････････1/2本
タケノコ（コサン竹）･･･････････････100g
うす揚げ･････････････････････････2枚
分葱････････････････････････････3本
酒････････････････････････････大さじ2
みりん････････････････････････大さじ2
しょうゆ･････････････････････1/2カップ
干し椎茸の戻し汁･･････････････5カップ

　■作り方
①　干し椎茸を６カップの水で戻しておく。
②　人参・タケノコ・うす揚げ・①の干し椎茸は粗みじん切り・分葱は小口切にする。
③　フライパンを熱して、鶏ひき肉を炒め、②を加えて炒める。
④　③に調味料（酒・みりん・しょうゆ）を入れて混ぜ、味を調えておく。
⑤　鍋に①の干し椎茸の戻し汁を入れ、水でよく洗ったフノリを入れて蓋をして
　　 中火で約２０分煮る。
⑥　⑤を混ぜながら溶けてきたら、④を加えて１０分ぐらい煮て味を馴染ませる。
⑦　⑥を型に流し入れ、粗熱がとれたら冷蔵庫で冷やし固める。
（煮具合で、フノリ感を残すか、溶かしてゼリー状にするかはお好みで。）

　■資産概要
フノリは夏に採れる紅藻類、フノリ科フノリ属の海藻で、天日にさらし乾燥させたもの
に水を加えて煮、糊として、織物の糸や絹布の洗い張りなどに用いられています。
奄美では、食用のほか、ツヤがでて風合いがよく、虫がつきにくいなどの理由から、
大島紬糸の糊張りに使われます。また、伯母は生前、美しい黒髪を保つためと、
フノリを煮たもので髪を洗い、「女性の嗜みですよ」と、髪の手入れを欠かしません
でした。フノリは旬の時期に、スーパーなどでも購入出来る食材ですが、
始めての方にはどう調理してよいかわからない食材の１つだと思いますので、
一緒にレシピが添えられていたら、需要も伸びると思います。笠利町佐仁では、
「ナヴィウナリ」と呼んで作られ、浸け醤油や、味噌漬けなどにして食べ、
具もバリエーションがあって楽しめる料理です。

　■文献、資料・口承者

関連文化財群

名　　称 フノリ炊き
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　■材料 ■写真
島人参･･････････････････････････300g
ゴマ油････････････････････････大さじ2
塩コショウ･････････････････････････5g
黒ゴマ･･･････････････････････････10g

　■作り方
①  島人参を洗って皮をむき、千切り（包丁で）にする。
②  フライパンを熱し、ゴマ油を入れ、強火で①の島人参を炒める。
③  しんなりしてきたら、塩コショウをふり、炒める。
④  仕上げに黒ゴマを振り入れ、混ぜて火を止める。
・地場産の人参がない場合は、ほかの地域の人参を使ってください。

　■資産概要
人参は、地域の気候に応じた品種が栽培されていて、一年中市場に出回っている
台所の常備野菜です。小さめの島人参が収穫できる季節、９月から１２月頃に
八百屋や無人販売所に行くと、カゴに盛で売られているものを購入して
多めに作りたい常備菜のおかずです。人参は油で炒めることでカロテンが増し、
栄養的に優れた野菜です。無農薬のものは、洗って皮ごと作るのもおすすめで、
笠利町佐仁では、「旧暦七夕の雨が降る頃、種をまく」ショウ（佐仁）ニンジンや
ショウドコネ（大根）が採れるそうです。なるべく、食卓に上るものは、
安心して食べられる、自分たちの地域で採れる食材を活用したいですね。
人参の橙色とゴマの黒とのコントラストが食欲をそそります。以前、郷土研究家の
亀井勝信氏が、「シマジュウリは目の料理」といわれた言葉を思い出します。

　■文献、資料・口承者

関連文化財群

名　　称 島人参のきんぴら
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　■材料 ■写真
雑魚･････････････････････････････40g
かつお削り節･････････････20g（大熊産）
ピーナツ粉･･･････････････････････40g
炒り胡麻･････････････････････････40g
（喜界島産）白・黒まぜても可
島ザラメ････････････････････････100g
濃口しょうゆ････････････････････100㏄
酢･････････････････････････････100㏄
みりん･････････････････････････100㏄
酒･････････････････････････････100㏄

　■作り方
①　雑魚の頭の部分を取り除く。
②　すべての材料を計量する。
③　計量した材料をミキサーに入れ、なめらかで口当たりがよくなるまで
　　 充分に撹拌する。
（ペットボトルなどの容器に入れ、冷蔵庫で保存）

　■資産概要
手作りのタレは、原材料がわかるので安心して食べられます。
雑魚・かつお節ほかの材料は、カルシウム・ビタミンなどの栄養価も期待できます。
干したキビナゴはジャコの呼び名から、雑魚とも呼ばれます。島の食材（パパイア・
島瓜・ほうれん草・ハンダマ・クヮリ・海藻など）を使った和え物はいかかですか。
食材から水分が出るので、和え物は食べる直前にタレで和えるのがコツで、
笠利では、諺にも「モンジョと嫁は、とり立てが美味しい」といわれているそうで、
出来たて、和えたてを美味しく召し上がって頂きたいと思います。
また、ゆでて薄くスライスした塩豚や貝などにもタレを添えてどうぞ。
冷蔵庫で保存（期間は一週間程度）、常備しておくと大変便利で、献立に
もう一品欲しい時や不意のお客様がいらした時などにも活躍する優れものです。

　■文献、資料・口承者

関連文化財群

名　　称 モンジョ（和え物）のタレ
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　■材料 ■写真
シンプゼリ･･･････････････････････200g
本みりん･･････････････････････大さじ1
しょうゆ･･･････････････････････大さじ1
炒り黒胡麻（喜界島産）･････････大さじ1
かつお節･････････････････････････5g
塩･･････････････････････････････少々

　■作り方
①　シンプゼリを洗い、塩少々を入れた熱湯でさっとゆで、水にとる。
②　水気を絞って、２㎝の長さに切る。
③　みりん、しょうゆを入れて混ぜる。
④　炒り黒胡麻、かつお節を加えて和える。

　■資産概要
奄美大島でクレソンは、カトリック教の神父が伝えたという伝承があり、
「シンプゼリ」と呼ばれるようになったといわれています。本日の食材、
小宿の福里で採れたシンプゼリは、存在感のある春の香をほんのり漂わせ、
季節を楽しませてくれます。クレソンは別名、「ミズガラシ」とも呼ばれ、
辛味成分の「シングリン」が含まれていて、消化促進、食欲増進、
血液の酸化防止効果などがあるといわれています。サラダ、炒め物のほか、
料理の付け合せなどに素敵なアクセントとして彩をそえてくれます。
まだまだ寒い日が続いていますが、市場に出回り始めた緑の濃い春の野菜を
食卓に先取りしてみませんか。

　■文献、資料・口承者

名　　称 シンプゼリ(クレソン)の胡麻じょうゆ和え

関連文化財群
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　■材料（4～5人分） ■写真
米････････････････････････････3カップ
塩豚･･･････････････････････････200g
パパイアの漬物･･････････････････50g
ワケギ･･･････････････････････････5本
干し椎茸･････10枚（2カップの水で戻す）
出し昆布･････････････････････････10g
卵･･･････････････････3個（油･･･少量）
ミカンの皮（タンカンなど）･････････少量
きざみ海苔････････････････････････5g
Ａ：みりん･･････････････････････大さじ2
　 濃口しょうゆ･････････････････大さじ2
スープ：
　　水･････････････････････････････2ℓ
　　干し椎茸･･･10枚（2カップの水で戻す）
　　出し昆布･･････････････････････10g
　　かつお削り節･･････････････････20g
　　塩･････････････････････････小さじ1
　　薄口しょうゆ････････････････大さじ1

　■作り方
①　米を洗って、ザルにあげておく。
②　干し椎茸を洗って２カップの水でもどしておく。
③　沸騰したお湯で塩豚を１０分ぐらいゆで、１㎝角に切る。
④　パパイアの漬物をみじん切りにする。
⑤　ミカンの皮をみじん切りよりも細かくする。
⑥　ワケギを小口切りにする。
⑦　①に出し昆布を拭いて入れ、③の塩豚を加えて少し固めの水量で炊く。
⑧　②の干し椎茸を煮出し、千切りにしてＡで煮含める。出し汁はとっておく。
⑨　水から出し昆布を入れ、沸騰したら取り出し、かつお削り節を入れて
　　 ひとふきしたらアミでしずかにこして⑧の出し汁を加え、塩と薄口しょうゆで
　　 味をととのえスープを作る。
⑩　ご飯が炊けたら、裏うちしてむらす。
⑪　卵を割りほぐし、錦糸卵を焼く。
⑫　丼にご飯を入れて具材を乗せ、加熱したあついスープをかけて食べます。

　■資産概要
ブタミシは、主に北大島で作られてきた伝承料理です。江戸期、薩摩藩の慶事で
上鹿する時に、塩豚などをお土産として持参していた記録が残されています。
保存のきく塩豚は、冷蔵庫のなかった時代にも対応してきた優れた食材です。
『シマヌジューリ』の著者、藤井つゆさんは、「奄美の代表的な料理と言えば、
鶏飯や豚骨などをすぐ思い浮かべますが、私は も奄美的な料理として、この
ブタミシをあげたいです。」と書いています。塩豚の作り方は、豚三枚肉２００㌘に
小さじ１の自然塩をまぶし、ジップロックに入れ冷蔵庫で１晩ねかせ、水分が出たら
キッチンペーパーでふき取り、さらに、自然塩小さじ１をまぶして２晩ねかせます。
たんぱく質が発酵分解され、アミノ酸が増して美味しくなります。調理時には、
塩豚をゆでで塩抜きし塩加減を調節してください。手を加えることで、
発酵食品に生まれ変わる魅力的な食材です。

　■文献、資料・口承者

関連文化財群

名　　称 ブタミシ（豚飯）
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　■材料 ■写真
ツバシャ････････････････････････700g
干し椎茸････････････････････････300g
椎茸のもどし汁････････････2と1/2カップ
島ザラメ････････････････････300g（？）
しょうゆ････････････････････････150㏄
酢･････････････････････････････150㏄
みりん･････････････････････････100㏄
削りかつお節（大熊産）････････････30g

　■作り方
①　鍋に水をたっぷり入れ、２０㎝程度の長さに切ったツバシャを入れて
　　 ３０分ぐらい強火でゆで、ザルにこぼして水につける。
②　①の皮をむき、たっぷりの水に一昼夜つけてアクをぬく。（水を数回替える）
③　水でもどした干し椎茸を水から出して絞り、千切りにする。
④　②を繊維にそって１/２～１/４に（太さによって加減）竹串などで裂き、
　　 約３㎝の長さに切り揃える。
⑤　フライパン（又は底の厚い鍋）に③の干し椎茸・④のツバシャ・椎茸のもどし汁・
　　 島ザラメ・しょうゆ・酢を入れ、落し蓋をして中火で約３０分煮る。
⑥　蓋を取り、混ぜながら水分がなくなるまで煮詰める。
⑦　水分がなくなってきたら、みりん・かつお削り節・胡麻を加えて、
　　 焦がさないように手を休めないで混ぜ、しっかり煮詰めて火を止める。

　■資産概要
冬に黄色いかれんな花が咲くツバシャ（つわ蕗）の茎は食物繊維が多いので
健康的にも優れ、佃煮ほか、ツバ菓子・大晦日のウァンフィネヤセ（豚骨野菜）など、
季節の行事には欠かせない食材です。採集してから、茹でて皮をむきアクをぬく
作業は手間がかかりますが、少し苦味を残した方が通の方には好まれます。
素手で皮をむくと指先や爪まで真っ黒に染まります。３月から５月頃が旬で、
葉は吸出しや血止めとして使われていました。素朴で野趣な食材を自分で採集し、
下処理などを丁寧にして作った料理はまた格別だと思います。旬の時に採った
ツバシャはゆでて塩漬けや冷凍、または、２日ぐらい天日に干して乾燥させるなど
上手に保存して、いつでもツバシャ料理が楽しめるようにしたいですね。

　■文献、資料・口承者

関連文化財群

名　　称 ツバシャ（つわ蕗）の佃煮
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　■材料（４人分） ■写真
地鶏（もも）肉・・・６００ｇ（大２枚）
パパイア・・・１００ｇ
（青パパイアが少し熟したもの）
しょうゆ・・・大さじ２
島味噌（粒）・・・大さじ４
みりん・・・大さじ１
オリーブオイル・・・大さじ１
ハンダマ・・・８枚

　■作り方
① パパイアを洗って２つ割にし、皮をむいて種をとり、２～３㎜にスライスして
　　ジップロックに入れる。
② ２枚の地鶏（もも）肉を半分に切って４枚にし、パパイアの入ったジップロックに
　　加える。
③ しょうゆ・島味噌・みりんを加えてよくもみ、ジッパーを閉じて冷蔵庫に
　　２時間以上漬けこむ。（焼く前に冷蔵庫から取り出し、約２０分常温でおく。）
④ フライパンにオリーブオイルを熱し、地鶏（もも）肉の皮目を下にし、
　　つぶれたパパイアも一緒にしばらく強火で焼く。
⑤ 中火で蓋をして蒸し焼きにし、焼き色がついたら裏返す。火を強めて
　　焦がさないよう気をつけて焼き、蓋を取り水分をとばして火を止める。
⑥ 余熱を利用して、洗って斜め切りにしたハンダマを加えて軽く炒め、
　　地鶏（もも）肉・パパイアを皿に盛り、ハンダマを添える。

　■資産概要
パパイアは夏が旬で、熱帯アメリカ原産の常緑小高木です。奄美・沖縄では、
熟す前の青い果実を野菜のように、炒めもの、和え物、汁物、刺身のツマなどにして
食べます。パパイアには、たんぱく質分解酵素のパパインが含まれていると
いわれていますが、多く含まれているのは、未熟果の青いパパイアで、熟した
パパイアには、少ししか含まれていません。毎日食べたい青パパイアは、
歯の弱い人には敬遠されることもありますが、調理法によって軟らかくなりますので
ぜひ、お試しください。赤血球の形成を助けてくれる葉酸など、含まれている
栄養素の機能性を考えても、奄美に暮らす私たちの健康を守り、育んでくれる
貴重な食材です。

　■文献、資料・口承者

関連文化財群

名　　称 マンジュマイ（パパイア）チキン島味噌風味
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　■材料 ■写真
島らっきょう・・・２㎏
粗塩・・・60ｇ

（Ａ）
キビザラメ・・・500ｇ
酢・・・800㏄
水・・・200㏄

赤唐辛子・・・４本
（種をぬき、２本は小口切に）

　■作り方
１、根と芽先の部分を適度に切りおとす。
２、水でさっと洗って土をおとす。
３、新しい水でらっきょうをもむように洗って水をこぼし、薄皮をむく。
４、塩をして全体をまぜ、１晩漬けておく。
５、水で洗って塩分を抜き、キッチンペーパーで水分を拭き取る。
６、ガラス瓶の八分目までらっきょうを入れ、上に赤唐辛子をちらす。
７、（Ａ）の材料（キビザラ、酢、水）を沸騰させ、熱いまま⑥の
らっきょうが入ったガラス瓶に注ぐ。（らっきょうがかぶさるぐらい）
８、完全に冷めたら蓋をして、冷暗所に保存する。
（10日ぐらいから食べ頃・冷蔵庫に保存の場合は小さめの容器に小分けに）

　■資産概要
ネギの仲間のらっきょうは、中国が原産といわれる多年草。江戸時代に記された
『南島雑話』の中で、「○薤（ラッキョ）」と１項目を立てて説明されている野菜で、
島の生活の中で多く栽培され、大切な食物とされていたと思われます。
らっきょう漬けは、香りと歯触りが特徴のお漬物で、旬が短く、５月から６月が
漬けるシーズンです。下処理が大変ですが芽が伸びるので、らっきょうを入手したら
その日のうちに漬けこむのがコツ。硫化アリルによる香りがきついので
敬遠もされがちですが、一粒、一粒、ひげ根と芽先を切り、薄皮をむいたりしていると
宝物に思えてくるから不思議です。塩漬けをしたら、小分けにして甘酢漬けのほか、
油炒めや酢味噌和え・かき揚げなどにしてお楽しみください。

　■文献、資料・口承者

関連文化財群

名　　称 ガッキョ（らっきょう）の甘酢漬け

『今に生きる島料理』 奄美遺産活用実行委員会

75 / 85



69 　

　■材料 ■写真
カツオ削り節（宝勢丸）・・・１５０ｇ
雑魚・・・２５０ｇ
ささめ昆布・・・２袋
炒り胡麻・・・８０ｇ
島ザラメ・・・４００ｇ
醤油・・・１００㏄
酢・・・１５０㏄
酒・・・１００㏄
みりん・・・１００㏄

　■作り方
①  フライパンを熱して雑魚を入れ、きつね色になるまで丁寧に乾煎りする。
②  ①にかつお削り節を加えて乾煎りにする。
③  ささめ昆布をザルに入れ、塩を振り落して、②にぱらぱらと入れる。
④  島ザラメ・醤油・酢を加え水分がなくなるまで炒める。
⑤  みりんを加えて、水分がなくなるまで炒め、照りが出たら火を止める。
　　炒り胡麻を加え、全体を混ぜる。

　■資産概要
カツオ漁は、明治から大正期に瀬戸内町西古見・奄美市名瀬小宿などでも盛んに
行われていましたが、現在は、奄美市名瀬デクマ（大熊）の宝勢丸や加計呂麻島・
芝の脇田丸よって伝統のカツオ漁が行われています。生のほか、削りカツオ節や
カツオの加工品なども製造・販売されていて、大熊では、カツオの幟が
上がっているのを見て、近郊からもカツオを買い求める人々が訪れ、地域活性化に
つながっています。先日、加計呂麻島・芝では、脇田丸主催のリョウユェ（漁祝）の
カツオ祭りが行われ、祝い餅やカツオやマグロの振る舞いがあり、浜は賑わいを
見せました。かつては、どの家庭にもカツオ節削り器があり、子どもの頃、私もよく、
「手を削らないよう気をつけてね」と母に声を掛けられながらカツオ節を削る
手伝いをしたことを想い出します。

　■文献、資料・口承者

関連文化財群

名　　称 カツオ節と雑魚の佃煮

『今に生きる島料理』 奄美遺産活用実行委員会

76 / 85



70 　

　■材料（ペットボトル500ml約２本分　） ■写真
Ａ＜うるち米…1、5合　　水…250㏄＞
Ｂ＜水…500㏄　　白砂糖…100g
Ｃ＜水…250㏄　　甘藷…50g＞　

　■作り方
１、うるち米を１晩水につける。
２、水を取りかえてザルにあげ、Ａをミキサーに２分ぐらいかける。
３、Ｃの水と皮をむいた甘藷を入れてミキサーにかけ、さらしでこす。
４、鍋でＢの水と白砂糖を煮溶かし、沸騰したら弱火にして②を加えて
白色から透明感がでるまで木ベラで混ぜ続け、３分ぐらいで火を止める。
（焦がさないように気をつける）
５、④に③のしぼり汁を加えてしばらく混ぜ続ける。
６、ペットボトルに入れ、紙でフタをして、夏は１日、冬は２日ぐらい常温で発酵させる。
７、きちんとペットボトルのフタをして振り混ぜ、冷蔵庫で冷やす。

　■資産概要
ミキは、米と甘藷などを材料に高温多湿の気候風土を活かした発想から作られた
奄美を象徴する伝統の発酵食品です。ノロの祭りや行事に作られ、神への供え物や
暑い夏の滋養強壮に島の暮らしには欠くことができません。以前は、各家庭で
芋ミキや椎ミキなども作られていましたが、現在はミキを専門に作るミキ屋さんが
あり、商売として販売するようになったのは、笠利町赤木名から始められた
といいます。『南島雑話』に、年若き女が半時ほど塩で歯を磨き、また紙でよく拭き
向歯で２噛み、３噛みくらい噛んでと、噛みみきの記述があり、「みき製法の事」の項
には、現在の、米を煮て甘藷をすりおろして交ぜるミキの発祥と思われる作り方が
紹介されています。ミキは「神酒」とも書きますが、豊年祭・ミハチガツ・緒鈍シバヤ・
クガツクンチなどの祭りや行事に神と人を繋ぐ大切な役割をします。

　■文献、資料・口承者

名　　称 ミキ

関連文化財群
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71 　

　■材料 ■写真
島モモ・・・１㎏（正味）
キビザラメ・・・３00ｇ
赤ワイン・・・１００㏄
レモン果汁・・・大さじ２

　■作り方
１、島モモを洗って、皮をむく。
２、鍋にキビザラメ・赤ワイン・レモン果汁を入れ、弱火にして混ぜる。
３、キビザラが溶けたら①（種ごと）を加え、丸く切ったクッキングペーパーを
　　おとし蓋にして果汁が充分でるまで弱火で３０分ぐらい煮る。
４、充分に冷めてから煮汁ごと容器に入れ、冷蔵庫に保存する。

　■資産概要
属に島モモと呼ばれている果皮に毛のはえた小さいモモをコンポート（砂糖煮）に
してみました。煮ているとモモのほのかな香りが漂って、島の暑い夏のはじまりを
感じます。このモモは、島の植物に詳しい田畑満大先生によると、島に古くからある、
「ケモモ」と呼ばれる種だそうです。産毛のような毛が果皮を覆っているので、
皮をむいて調理しますが、その名がぴったりなので、この古いモモの種を島に
持ち込んで名付けた先人に感心しました。よく、熟して木から落ちたり、鳥に
つつかれたりしているのを見かけますが、島で採れる大事な果実のひとつです。
もったいないので旬の時期に採取して、ジャムや焼酎漬けなども作って島の香を
味わってください。

　■文献、資料・口承者

関連文化財群

名　　称 島モモのコンポート
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72 　

　■材料 ■写真
小麦粉・・・250ｇ
タンサン・・・小さじ１
卵・・・２個（Ｌ）
黒糖粉・・・180ｇ
はちみつ・・・大さじ２

　■作り方
１、小麦粉とタンサンを合わせてふるっておく。
２、ミキサーに卵、黒糖粉、はちみつを入れて混ぜる。
３、①と②を合わせて粉っぽさがなくなるまで泡立て器で混ぜる。
４、天板にクッキングシートを敷き、生地を大さじ１ぐらいずつたらし、
　　水をつけた指先で軽く成形する。（くっつかないよう間隔をとる）
５、170°に余熱したオーブンに入れ15分ぐらい（500Ｗ）焼く。

　■資産概要
ぼーろは、船員たちの保存食として日本に伝わったポルトガルの焼き菓子。
伝来時は固いクッキーのようなものでしたが、明治に入り、生地に卵を加えるなどの
改良をして現在の軟らかいものになったようです。名越左源太の『大島遠島録』に
嘉永３年６月９日、「亭主へ丸ぼろ、花ほふろを菓子皿一つ遣申候」と丸ぼうろと
花ぼうろを亭主の藤由気へあげています。材料の黒糖は、疲れたときの糖分補給と
合わせて精製された白糖にはないミネラルの補給に役立ちます。黒糖独特の香りと
コクのある風味を味わってください。また、はちみつは甘みのほか、カラメル化
しやすいので、焼き色や照りを出すのに適しています。

　■文献、資料・口承者

関連文化財群

名　　称 黒糖の丸ぼうろ
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73 　

　■材料 ■写真
大豆・・・・・300ｇ
黒糖粉・・・・・200ｇ
水・・・・・大さじ２

　■作り方
①   フライパンを熱し、大豆をよく乾煎りして、器にとる。
②フライパンに黒糖粉と水を入れて火にかけ、木ベラで混ぜる。
③   ②がとけてブツブツ泡だってきたら大豆を入れ、木ベラでかき混ぜる。
④   弱火にして、パラパラになるまで混ぜながら黒糖粉と大豆をからませる。

　■資産概要
大豆は1951年発行『琉球統計報告』に、主要生活用品の小売り価格で、琉球産
大豆が名瀬で１斤、11、43円、小豆は琉球産、22、86円と記録されています。
1974年発行『奄美文化誌』のアラセツ（新節）行事の項に、「喜界島ではヒノト（丁）
の日をシチウンミ（節折目）といい、７歳ごろまでの子供のいる家庭ではシチャミと
いうことをする。―中略―小川や大豆畑の中から小石を数個ひろってきて、それを
ススキやキビの葉などで包み、タワラ（俵）の形につくり、高倉の桁にさしておく。」と
大豆畑の記述があります。『聞き書き鹿児島の食事』に加計呂麻島、諸鈍での
昭和初期の食生活の聞き書きがありますが、山田家では大豆はとれないので
年間５升くらいを買い、味噌用（なり味噌・麦味噌・玄米味噌）やいばらのり（イギス）
との煮物などに使われ健康的な食生活がなされていました。それにしても
『名瀬市誌』掲載のこの菓子名ですが、ユニークですね♪

　■文献、資料・口承者

名　　称 ヒンジャ（山羊）糞菓子

関連文化財群
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　■材料 ■写真
はったい粉・・・300ｇ
黒糖粉・・・300ｇ
塩・・・小さじ１/２
焼酎・・・大さじ２
水あめ・・・大さじ２
お湯・・・１００㏄

　■作り方
１、黒糖粉をふるいにかける。
２、①にはったい粉をまぜる。
３、塩、焼酎、水あめ、お湯をまぜてとかす。
４、②に③を少しずつ加えてダマにならないようしっかり混ぜてなじませる。
５、木型に④をしっかり詰めて表面を湯呑などですり切り平らにしたらスリコギで
　　打ち出す。

　■資産概要
型菓子は、材料にもち米を煎って粉にした煎り粉やもち米を蒸して乾燥させ
粉にした寒梅粉、大豆を粉にした黄な粉などが使われていて、好みの粉に砂糖・
水あめなどを加えてお湯で練り合わせ、木型枠に詰めて固め打ち出して作られた
お菓子です。また、木型のまま蒸す方法も見られます。方言ではムスコと呼ばれ、
旧盆の頃になると店頭にもさまざまな色や形の型菓子が並び、お供えには
欠かせません。はったい粉は大麦に属するハダカムギの一種、もち麦を煎って
粉にしたもので、食物繊維の含有量が高く、粘りがあって香りが高いので別名、
香煎・麦こがしとも呼ばれます。幼い日の、はったい粉に黒砂糖・お湯を加えて
混ぜた懐かしいおやつ（コーシン）を想いだします。

　■文献、資料・口承者

関連文化財群

名　　称 はったい粉の型菓子
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　■材料 ■写真
マコモタケ・・・200ｇ
ツキアゲ（またはさつま揚げ）・・・200ｇ
豚バラ（スライス）・・・200ｇ
ゴマ油・・・大さじ１
キビザラ・・・大さじ１
醤油・・・大さじ２
酒・・・大さじ１

　■作り方
１、マコモタケの皮をむき、厚さ約２㎝の斜め切りにする。
２、豚バラ肉を約５㎝に切る。
３、ツキアゲを約１㎝幅に切る。
４、フライパンを熱し、ゴマ油を入れ豚肉を炒める。
５、①のマコモタケを加え、全体に油がまわるようしんなりと炒める。
６、③のツキアゲを入れて軽く炒め、キビザラ・しょうゆ・酒を加えて
　　混ぜ味を整える。

　■資産概要
マコモは方言で「タイワンダーナ」と呼ばれ、１０月頃が旬です。日本を始め
中国の東部から東南アジアに広く分布しているイネ科の多年草で、沼や川に
群生する水生植物。若茎が黒穂菌（くろぼきん）に刺激され肥大した部分を
「マコモタケ」と呼び、食用や薬用に利用してきました。古くから日本に自生している
ものは、茎が肥大せずマコモタケにならないので、食用の栽培種として
中国などから導入された系統が栽培されています。熟してくると黒穂菌が
黒い斑点のように現れますが、無害なので早めにお召し上がりください。
黒穂菌の胞子は「マコモズミ」と呼ばれ、眉墨や鎌倉彫りの古色づけ・
香川漆器の象谷（ぞうこく）塗りなどに使われています。マコモタケは、カリウムや
ビタミンなどを含み、ほどよい歯ごたえと淡泊な味は、炒め物や煮物・てんぷら・
肉巻・キムチ漬けなどに適しています。

　■文献、資料・口承者

関連文化財群

名　　称 マコモタケの炒め物
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　■材料 ■写真
モクズガニ・・・メス４匹・オス２匹
卵・・・・１個
（卵黄・卵白が分離せぬようミキサーに。）
生姜・・・・２０ｇ（好みで）
ネギ・・・・・・２０ｇ
塩・・・小さじ１
薄口しょうゆ小さじ１（好みで）
水・・・６カップ
（２カップ③＋２＋２カップ④⑤）

　■作り方
①  ボールにモクズガニを入れ、お湯を注いでタワシできれいに洗う。
　　（爪先や固い部分はミキサーの刃が折れないよう取り除く。）
②  スリ鉢にモクズガニの爪や甲羅をはずして入れ、スリコギで叩きつぶす。
③  ②をボールで受けた荒目のザルに移し、水２カップでカニみそ・内子などを
　　ゆっくりと洗い流してカニ液をとる。
④  ザルに残った殻にはまだカニみそなどが付着しているので、水２カップを加えて
　　ミキサーにかける。
⑤  ③のボールで受けて荒目のザルにこぼし、木ベラでなでるようにカニ液を
　　押し出し残った殻を絞る。（④～⑤を繰り返す。絞った殻は肥料に。）
⑥  別なボールにカニ液を静かに移し替え（３回ほど繰り返す）、ボール底の
　　細かい殻を取り除く。（冷凍保存時は⑥で。食直前に自然解凍し⑦へ。）
⑦  ミキサーにかけた卵を加えてムラなく混ぜ、鍋に移し替える。
⑧  弱火にかけて木ベラで直角に混ぜ、温まってきたら塩を加えて混ぜると
　　たんぱく質がふわっと固まってきて、沸騰直前に汁が澄んで来たら出来上り。
　　ネギを散らして味を整える。しょうゆ、生姜は好みで。
　　　

　■資産概要
モクズガニは日本全域に生息する川蟹の一種で、ヤマタロウガニ・コーガン・
ズガニ・ツガニなどと呼ばれています。幼生の時は川に生息、成長するに従って
河口域・海域などで繁殖活動を行い、生態域が成長過程・繁殖期によって
異なるため、それぞれ山・川・津（河口）などが付いた呼び名のようです。
「ふやふや」は住用町西仲間で、正月の三献「三の膳」の吸い物に作られる
料理です。「ふやふや」名人、和田美智子さんは、「メスとオス両方のカニを使うのが
交合性、固まり具合が違う。」と話されます。メス・オスの見分け方は、お腹の
まえかけ（ふんどし）と呼ばれる箇所が丸っぽいのがメス。三角形っぽいのがオス。
モクズガニは、カニ爪などの身より「カニみそ」の旨味を楽しむカニだといわれます。
「ふやふや」や「ガン汁」で、自然の恵みに感謝しつつ余すことなく
いただいてください。

　■文献、資料・口承者

モクズガニのふやふや

関連文化財群

名　　称
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　■材料（約直径１５㎝５枚の分量） ■写真
ヨモギ・・・１００ｇ
ソーダ（重曹）・・・小さじ１/２
牛乳・・・２００㏄
小麦粉・・・１００ｇ
ベーキングパウダー小さじ１
島ザラメ・・・大さじ２
卵・・・２個
塩・・・小さじ１
バター・・・10ｇ

　■作り方
１、沸騰したお湯にソーダを入れ、洗ったヨモギをゆでて、
　　水にさらして絞り、牛乳といっしょにミキサーにかける。
２、小麦粉とベーキングパウダーを合わせてふるう。
３、①に卵、島ザラメ、塩を加えてミキサーにかける。
４、②に③を少しづつ流し入れ、泡立て器でダマにならないよう
　　良く混ぜる。
５、熱したフライパンにバターをうすく塗り焼く。弱火で蓋をして
　　表面がブツブツになってきたら裏返す。（ホットプレートでも可）

　■資産概要
奄美大島のヨモギは、ニシヨモギで、「フツィ」、「フチバ」、「フッチ」などと呼ばれ、
爽やかで素朴な香りがあり、苦味の少ない軟らかい品種です。旬は２月から
５月頃で、古くから伝えられてきたいろんな効能のある野草です。『南島雑話』、
常食の項には、「１、十人に米１合、蓬の葉を交へ食料とす。」と記述が見られ、
米が少なかった時代、ヨモギなどを混ぜることで量を増やすことを考えた先人の
知恵が偲ばれます。ヨモギを使って、３月節句のフチダグ・フチムチまた、以前は
麦ごはんにヨモギを入れたフチバンメも作られ、健康を願いました。ヨモギの
パンケーキにタンカンジャム（このシリーズ16回を参照）・小豆餡・生クリーム・
ハム・ウインナーなどを添えて、現代風に春の素材で季節を楽しみましょう。
山裾などでの若葉摘みは、ハブの出没に気をつけて。

　■文献、資料・口承者

関連文化財群

名　　称 ヨモギのパンケーキ
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　■材料 ■写真
タカナ・・・５００ｇ
塩・・・（お湯の量の１％）
豚バラ肉（塊）・・・３００ｇ
人参・・・１本
キビザラ・・・大さじ２
しょうゆ・・・大さじ３
かつお削り節・・・６ｇ

　■作り方
①  タカナを水で洗い、ザルにあげ水切りをする。
②  沸騰したお湯に塩を入れ、①をゆでる。
③  冷水にさらしたら、水を切ってしぼり、約３㎝の長さに切る。
④  人参の皮をむき、縦に真ん中割りにし、斜めにスライスする。
⑤  豚肉の表面全体をフライパンで焼き、沸騰したお湯でさっと湯洗いをする。
⑥  水を入れた鍋に⑤を入れ、煮立ってきたらアクを取りながら弱火にして
　　約３０分煮る。（だし汁はほかの料理にご利用ください。）
⑦  ④をまな板に取り、冷まして約１㎝幅に切る。
⑧  フライパンで⑦を炒め、油が出たら、④を入れて炒め、③を加えて、
　　かつお削り節、キビザラ、しょうゆを加えて混ぜながら味を整える。

　■資産概要
タカナは多くの品種があるカラシナの一種で、奄美大島では、「ミスナ」とも
呼ばれます。タカナの辛味の成分は、シニグリンといい、ビタミンやカルシウム、
カリウム、鉄分なども多く含む栄養価の高い野菜で、風邪のひき始めなどに
食べるとよいようです。タカナは、漬物にして食べるのが一般的ですが、塩をして
しんなりさせてから、チャーハンや炒め物などに使うと便利です。塩漬けにして
保存しておくと、冷蔵庫の葉野菜がなくなった時に重宝します。藤井つゆ著
『シマヌジュウリ』に「たか菜漬け」、「たか菜の本漬け」、「たか菜の油炒め」、
「たか菜の味噌煮」のレシピが掲載されています。タカナは『南島雑話』では、
「汁の実」として利用されています。奄美大島で古くから食されている葉野菜です。

　■文献、資料・口承者
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