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ハチミツレモン味の甘酸っぱいクリームがとろ～り

ロールケーキ
◆ 材料（22×30cmの天板1枚分）
卵 2 個　グラニュー糖 60g　薄
力粉 60g　溶かしバター小さじ 2
　牛乳小さじ 1　A［ハチミツ大
さじ 2　レモン汁大さじ 1 ～ 2
　コーンスターチ大さじ 2　水
150cc　卵黄 2 個分　グラニュー
糖大さじ 1］

ヨーグルトとハチミツの絶妙なハーモニー

ハチミツムース

ハチミツ＆ミルク風味のやさしい味わい

ハニーキャラメル

◆ 材料（5～ 6皿分）
ハチミツ大さじ 3　無糖ヨーグル
ト大さじ 3　牛乳大さじ 4　卵白
2個分　砂糖小さじ 1　粉ゼラチ
ン小さじ 2　水大さじ 2

◆ 作り方
①耐熱容器に水を入れ、粉ゼラチ
ンをふり入れておく。
②ボウルにハチミツ、ヨーグルト、
牛乳を入れてよく混ぜ合わせる。
③別のボウルに卵白を入れてふん
わりとするまで泡立て、砂糖をふ
り入れながら、さらに固く泡立て
る。
④①をレンジで 20 秒加熱して溶
かし、②のムース液に加え、ボウ
ルの底を氷水にあてて冷やしなが
ら、ゴムベらで静かにかき混ぜな
がらとろみをつける。
⑤③の卵白を加え、泡立て器で手
早く混ぜ合わせ、容器に入れて冷
蔵庫で約 2時間冷やし固める。

⑥スプーンなどですくって器に盛
りつけ、ハチミツ（分量外）をたっ
ぷりとかけていただく。

◆ ひと言アドバイス
ハチミツそのものがもっている
味わいが引き立つスイーツのひと
つ。やさしい味わいのムースには、
濃い味のものよりもやさしい風味
のハチミツがよく合います。

◆ 材料（4～ 5個分）
牛乳 200cc　ハチミツ大さじ 1　
卵 2 個　バナナ 1/2 本　A［ハチ
ミツ小さじ 2　レモン汁小さじ
1/2］

◆ 作り方
①耐熱容器に牛乳とハチミツを入
れ、電子レンジで 1分温める。
②ボウルに卵を入れ、溶きほぐし、
①を加えて泡立てないように混ぜ
合わせる。
③バナナの皮をむき、フォークで
つぶして Aを加え、バター（分
量外）を薄くぬったココット型に
入れる。
④②を③の上に静かに流し入れ、
上の泡を取り除く。
⑤湯をはった天板において 160
度で約 20 分、中央をさわって弾
力がある程度に蒸し焼きにする。
⑥粗熱をとって冷蔵庫で冷まし、

上にハチミツ少々（分量外）をか
ける。

◆ ひと言アドバイス
バナナを加えないプレーンのハ
ニープリンは、表面にはったハチ
ミツの黄金色が美しいデザート。
バナナを加えると温かいまま食べ
てもおいしいですよ。

HOT でもおいしい。バナナとの相性抜群

ハニーバナナプリン

しょうが風味が効いた本格派ドリンク

手作りジンジャエール
◆ 材料（4～ 6杯分）
しょうが 100g　ハチミツ 1カッ
プ　レモン汁 2個分　炭酸水適宜

◆ 作り方
①しょうがはスプーンを使って
薄皮をこそげ取り、2～ 3mm厚
さに薄く切ってからせん切りにす
る。
②耐熱容器にハチミツと①を入
れ、ラップをせずに、レンジで 5
分（600w）加熱する。
③②の粗熱を取ってレモン汁を加
えて混ぜ、ジンジャエールの素を

作る。
④グラスに③を適量入れ、冷やし
ておいた炭酸水を注ぐ。

◆ ひと言アドバイス
市販のものに比べて、しょうがの
風味が生きた本格的な味が特徴の
ソフトドリンク。ジンジャエール
の素は、保存ビンなどに入れて冷
蔵庫に入れておくと、20 日ほど
持ちます。

◆ 作り方
①ボウルに卵とグラニュー糖を入
れて泡立て器で混ぜながら湯煎に
かけ、人肌に温まったら湯煎から
はずす。泡立て器を持ち上げたと
きに、生地がリボン状に落ちるく
らいになるまで泡立てる。
②二度ふるった薄力粉をさらにふ
るいながら 3回に分けて加え、ゴ
ムベらで練らないようにさっくり
と混ぜ合わせる。
③溶かしバターを加えて混ぜ、さ
らに室温に戻した牛乳を加える。
④薄くバター（分量外）をぬって
オーブンシートを張った天板に生
地を流し入れ、厚さが均等になる
ようにならす。
⑤ 180 度のオーブンで約 10 分焼
き、型からはずして網などの上で
粗熱をとってからオーブンシート
をはずす。
⑥別のボウルにレモンクリーム用
の Aの材料を全て入れ、泡立て

器でよく混ぜてこしながら鍋に入
れる。木べらでかき混ぜながらと
ろみをつけ、カスタード状になっ
たら火を止める。
⑦⑤のスポンジに⑥を温かいうち
にパレットナイフなどでのばし、
手前から丸めて巻き終わりを下に
し、ラップをして冷蔵庫で 30 分
冷やす。
⑧温めた包丁で切り分けていただ
く。

◆ ひと言アドバイス
粉と天板の用意は、最初に行うの
がお菓子作りの基本です。泡立て
には、ハンドミキサーを使うほう
がしっかりした泡ができ、初心者
向き。ハチミツレモン味のクリー
ムは、応用自在なので覚えておく
と便利です。

自然な甘さそのままのヘルシースイーツ

ハニーキャロットゼリー
◆ 材料（直径7cmのカップ3個分）
にんじん 100g　ハチミツ小さじ
4　レモン汁小さじ 2　オレンジ
ジュース（100％）150cc　A［粉
ゼラチン小さじ 2　水大さじ 2］
　ミントの葉適量

◆ 作り方
①にんじんは皮をむいて薄切りに
し、鍋でやわらかく茹でる。
②①をフードプロセッサーまたは
ミキサーに水 50cc（分量外）と
ハチミツ、レモン汁とともに入れ
てピューレ状にする。
③ボウルに移し、室温に戻したオ
レンジジュースを加えて混ぜる。
④耐熱容器に Aを入れてふやか
し、レンジで 20 秒加熱する。
⑤③に④のゼラチン液を手早く加
え、ゴムべらでよく混ぜ合わせた
ら、ボウルの底を氷水にあてなが
ら混ぜ、冷やしてとろみをつける。
⑥型に流し入れ冷蔵庫で 1時間ほ
ど冷やし固め、皿に返して好みで

ミントの葉をのせ、ハチミツ適量
（分量外）をかけていただく。

◆ ひと言アドバイス
にんじんの繊維質が少し残ってい
て柔らかめですが、それがかえっ
てトロ～としておいしいですよ。
温州みかんジュースを使用する
と、より自然なおいしさが楽しめ
ます。

◆ 材料（10cm× 12cm、20 個分）
グラニュー糖 200g　生クリーム
200cc　無塩バター 25g　ハチミ
ツ 50g

◆作り方
①すべての材料を鍋に入れて弱火
にかけ、時々木べらでかき混ぜな
がら煮、沸騰したら混ぜないで、
モカ色になるまで弱火で煮つめ
る。
②鍋を火からおろし、濡れたふき
んの上に置き粗熱を取り、オーブ
ンシートを敷いたバットに流し入
れて、30 分ほど室温で冷ます。
③バットから取り出し、ぬくもり
が残っているうちに切り分ける。

◆ ひと言アドバイス
切り分けるときは、冷まし過ぎる

と固くなるので、ほどよくぬくも
りが残っているうちに。包丁に薄
く油をぬっておくと、べとつかず
に切りやすくなります。セロファ
ンで包んだり、密閉容器などに入
れて保存しましょう。
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