
絹さや豆コロッケ

① ふくれたさやえんどうから取り
出した豆を少しかために茹であ
げます。

② メークインと粗く切ったニンジンを一緒にゆで、柔くなったら水分を
飛ばして、つぶします。

③ 豚挽肉と玉ねぎをさっと炒めて、塩こしょうをかけます。

④ ①～③を合わせて、おからを混ぜます。そして、卵大くらいにまとめ
ます。

⑤ 表面に小麦粉をまぶして、水を入れ溶いた卵に通して、パン粉をつけ
ます。

⑥ フライパンに多めに油をひき、きつね色になるまで弱火で揚げて、で
きあがりです。

【材 料】

２～４人前

具

上ノ国産さやえんどう豆

…50ｇ

豚挽肉 …50ｇ

ニンジン …1/2～1/3本

メークイン

…大きいもの１つ

玉ねぎ …１／２玉

おから …少々

卵 …１個

水 …少量

小麦粉 …コロッケにつける分

パン粉 …コロッケにつける分

サラダ油 …適量

塩こしょう …適量

memo

塩こしょうはおからの分がある

ので、すこし多めにいれましょ

う。



さやぎょうざ（作：北海道上ノ国高等学校）

① キャベツみじん切り、ニラ１㎝、
さやえんどうは５㎜位に切りま
す。

② ①と肉を混ぜます。

③ 塩こしょう、酒、ニンニク、ショウガ加えます。

④ 丁寧に包みます。

⑤ 熱したフライパンに油を入れて、丸く餃子を並べて焼きます。

⑥ 水を加えて蓋をし、蒸します。水が少なくなったら、蓋を外して餃子
のまわりの水分をとばし、適度な焦げ目を付けます。お皿にきれいに
のせると、できあがりです。

【材 料】

１人分５個

上ノ国産さやえんどう …７枚

餃子の皮 …５枚

ニンニク …１片

豚ひき肉 …50ｇ

ショウガ …少々

キャベツ …３０ｇ

塩こしょう …少々

酒 …少々

にら …１０ｇ

memo

上ノ国の特産品さやえんどうをたくさん

使い、餃子を作りました。ニラやショウ

ガ、ニンニクで身体を温め免疫を高める

ことができます。さやえんどうの食感も

シャキシャキでおいしい！寒い冬も熱い夏も、体力増強にピッタリ

です。餃子のあんに入れることで、さやえんどうが苦手な方でもお

いしく食べることができます！是非どうぞ！！



絹さやの春巻き

① さやえんどう、ゆでたもやし、紅ショウガ、生キクラゲを春巻きの皮
で包みます。

② フライパンでサラダ油を熱し、揚げます。できあがりです。

【材 料】

２～３人前

上ノ国産さやえんどう

…２枚×10

ミニ春巻きの皮 …10枚

もやし …１袋

紅ショウガ …適量

生キクラゲ …適量

サラダ油 …適量

上ノ国「豆知識」

じょぐら祭（２－３月）

「じょぐら祭」は平成28年から始まり

ました。上ノ国観光ガイド協会、上ノ国

町教育委員会、上ノ国町生涯学習推進本

部の共催で、年１回上ノ国町総合福祉セ

ンター「ジョイ・じょぐら」開催してま

す。こどもやお年寄りが集い、昔の遊び

や郷土の食を楽しむ良い機会となってい

ます。じょぐら祭では「親子料理教室」

も開催されます。平成30、31年は、地

元のさやえんどうを使った料理が作られ

ました。



絹さや豆の赤飯

① もち米を研いで水を切り、食紅
をつけてかきまぜます。この作
業は好みの色になるまで繰り返
します。よい色になったら、常
温で１日おきます。

② 蒸し器で30分くらい蒸します。

③ ボールにあけて、塩と砂糖を混ぜます。水を入れて、だまをくず し
ます。

④ さやえんどう豆を入れて20分蒸かしてできあがりです。

【材 料】

上ノ国産さやえんどう豆

…100ｇ

もち米（工藤もち） …５合

食紅（食用赤色102号）

ほんの少し

塩 …14ｇ

砂糖 …24ｇ

水 …１合

memo

「工藤もち」を使うと、風味の

よい赤飯ができます。

上ノ国「豆知識」

絹さやえんどうの”豆”

昔から地元の人は、風味豊かな絹さやえんどうの”豆”を「季節

の味」として楽しんでいます。この豆は、収穫が遅れた絹さやえん

どうから穫れるもので、一般には流通していません。上ノ国でしか

味わえない「食材」といえます。



絹さや海苔巻き「龍神巻き」（卵焼き・紅ショウガ バージョン）

① さやえんどうをさっと茹でます。
② 冷水で冷やして、水気をとります
③ 米はかために炊き、大きめのボウ
ルかバットに入れ、混ぜ合わせた
寿司酢を２～３回に分けて回し入
れ、さっくりと混ぜ、すし飯を作
ります。

④ ボウルに卵を割りほぐし、砂糖、
塩、だしの素を加えます。フライ
パンに油を薄くなじませ、卵焼き
を作ります。卵焼きはできるだけ
長く1.5cm角に切っておきます。

⑤ 紅ショウガはできるだけ長い状態で５mm角に切っておきます。
⑥ 巻きすを広げ、のりをタテ長におきます。①のすし飯（280ｇ程度）
を向こう側３cmを残して、平らに広げます。

⑦ のりの半分より上に紅ショウガ、卵焼き、さやえんどうをのせます。
⑧ すし飯の手前と向こう端を合わせるようにして巻きます。
⑨ 巻き終わりを下にして食べやすい大きさに切って、できあがりです。

【材 料】

5本分

上ノ国産さやえんどう …適量

うるち米 …4.5合

もち米 …0.5合

寿司酢

米酢 …100ml

砂糖 …30ｇ

塩 …12.5ｇ

焼き海苔 …５枚

卵焼き

卵 …８個

砂糖 …36ｇ

塩 …適量

だしの素 …少々

サラダ油 …適量

紅ショウガ …１袋

memo

「龍神巻き」は、さやえんどうを巻いた海苔巻きのことですが、

「卵焼き・紅ショウガ バージョン」は平成29年２月に上ノ国町

で開催された「第３回じょぐら祭」の「親子料理教室」で作られま

した。さやえんどうが巻かれていれば「龍神巻き」。いろいろなア

イデアで、いろいろな具を試してみてはいかがですか？



さや春巻き（作：北海道上ノ国高等学校）

① 玉ねぎをみじん切りにする。さやえん
どうも細く切る。

② みじん切りにした玉ねぎとひき肉、炊
いたご飯を入れ、カレー粉、ケチャッ
プ、塩こしょうを入れ炒める。

③ 春巻きの皮にさやえんどう→米→さや
えんどう→チーズの順番で巻く。

④ 巻き終わりは水で溶いた小麦粉でとめ
る。

⑤ フライパンに多めに油をひいて揚げ焼きにして、できあがりです。

【材 料】

１人分

上ノ国産さやえんどう

…６枚

春巻きの皮 …１枚

ケチャップ …少々

カレー粉 …大さじ１

玉ねぎ …３ｇ

チーズ …７ｇ

ひき肉 …17ｇ

塩こしょう …少々

ご飯 …12g

小麦粉 …適量

memo

【ＰＯＩＮＴ】

・玉ねぎは荒いみじん切りに！食感が残

っている方がおいしいです！

・さやえんどうは細く千切りにし、長い

ものは半分に切るといいです！

・カレー粉の量は自分たちのお好みでいいと思います！各ご家庭で

調整してください。

【ＰＲ】

上ノ国産のさやえんどうを使い、様々な食材を春巻きの皮で包み、

普通の春巻きでは感じることのできないような満腹感のある春巻き

を作成しました。カレー風味とチーズのまろやかさで、さやえんど

うが苦手な方でも食べやすい一品となりました。



さやえんどうクッキー（作：北海道上ノ国高等学校）
① バターをレンジで少し温め、マヨネ
ーズくらいの硬さになるまで混ぜま
す。（温めすぎたら冷やすと丁度良
くなります）

② さやえんどうは下ゆでをし、細かく
きざみます。

③ バターの表面が光ってきたら粉砂糖
を入れて混ぜます。なじんだら、卵
黄とさやえんどう、チョコチップ、
ナッツを入れて再び混ぜます。

④ ふるっておいた薄力粉を一気に入れ、
切るように混ぜます。ボウルを回し
ながらやるとやりやすいです。

⑤ 生地がひとかたまりになったら、フ
ライ返しで生地を５つ位に切ります。

⑥ 切ったら手で１つにまとめます。切
る向きを変えて、⑤を６回くらい繰
り返します。

⑦ 転がして直径３cmくらいの棒状にし
ます。ラップに包んで、冷蔵庫で１
時間ねかせます。

⑧ オーブンを150度に予熱しておきま
す。生地を冷蔵庫から取り出し、包
丁で厚さ５～８mmに切り、クッキン
グシートを敷いた天板に並べます。

⑨ 150度に予熱したオーブンで約25分
焼きます。焼け具合を見て、表面が

薄いきつね色になったら完成です。新聞の上で冷ますと余計な油が落
ちやすく、パリッとした仕上がりになります。

【材 料】

30枚分

上ノ国産さやえんどう

…20枚位

バター（無塩） …120ｇ

抹茶（緑茶の粉でも可）

…適量

薄力粉 …200ｇ

チョコチップ …適量

砂糖 …80ｇ

ナッツ（スライス）…適量

卵黄 …１個分

memo

さやえんどうのここがすごい！！

・さやえんどうは、活性酸素を抑え動脈

硬化や心筋梗塞などの生活習慣病から

守り、皮膚や粘膜の細胞を正常に保つ

効果があります。

・カリウムをはじめ、ミネラルを豊富に含んでいます。

・ビタミンCも多く含まれているので、がんや動脈硬化の予防や老

化防止にも期待できるのでお勧めです。



さやえんどうのタコス（作：北海道上ノ国高等学校）

① 強力粉と水を混ぜて、油を引いた
フライパンに広げて焼きます。
※焦げ目がついて来たら取り出す

② 玉ねぎとトマト（中をくりぬく）
をみじん切りにします。さやえん
どうは３～４等分に切っておきま
す。

③ フライパンにトマトを入れ、強火
で水分をとばします。

④ 水分がとんだら、玉ねぎとひき肉
を③に入れ中火で炒めます。

⑤ 調味料を加えて炒め、さらに水分をとばします。水分がとんできたら、
さやえんどうを加えさっと炒めます。

⑥ 焼きあがった皮にレタスを置き、その上に炒めた具を置いて食べやす
いように巻いたら、できあがりです。

【材 料】

２本分

上ノ国産さやえんどう

…10～20枚

ウスターソース …大さじ１

ひき肉（豚か牛） …50ｇ

チリソース …大さじ１

玉ねぎ …1/４個

タバスコ …少々

トマト …1/２個

ケチャップ …大さじ１

レタス …一枚塩

…適量

タコスの皮（強力粉:水=1:1）

…適量

サラダ油 …適量

memo

もちもちの皮とシャキシャキのさやえ

んどうの食感が楽しめてトマトの酸味

とピリッとする辛さがくせになる味で

す。トマトとさやえんどうが入ってい

るので、リコピンやカロテンなど様々

なビタミンを摂取できます。ぜひ食べてみてください。



さやババ（作：北海道上ノ国高等学校）

① 牛乳とさっと茹でたさやえんど
うをミキサーにかけます。

② ①を鍋に入れ砂糖を入れあたた
めます。

③ ふつふつしたらゼラチンを入れます。
④ 粗熱を取る間に生クリームをツノが立つまで混ぜます。
⑤ ①の粗熱がとれたら、栗とお好みで抹茶を入れ、さらに混ぜます。
⑥ 冷蔵庫で３０分ほど冷やし、固めます。
⑦ 入れ物に盛り付けをしてできあがりです。

【材 料】

１人分

上ノ国産さやえんどう …10枚

生クリーム …１パック

牛乳 …50cc

砂糖 …30ｇ

ゼラチン …３ｇ

栗 …適量

抹茶 …小さじ２分の１

memo

上ノ国名産のさやえんどうを使いムースを

作りました。野菜特有の苦みや青くささを

抑えるために、栗や抹茶を使い心地よいし

ぶみと適度な甘みになるように工夫しまし

た。やわらかくて栄養価も高く、誰でもお

いしく簡単に作れるので、デザートにもっ

てこいの一品です。ぜひお召し上がりくだ

さい。



絹さや入りおやき「かみまん」

※「かみまん」は上ノ国の饅頭を意味します。

① 薄力粉とベーキングパウダーをボールに入れて、混ぜます。

② 水を加えます。耳たぶ程度のかたさになるまで、水を加えます。水の
量は様子を見て加減します。

③ ２等分して、円く平らにのばします。真ん中に絹さやえんどうの生姜
醤油漬けを載せて、包み込み、丸く成型します。

④ 熱したフライパンに油をしき、おやきを入れます。両面に焦げ目をつ
けたら、少量の水（分量外）を加え、ふたをします。蒸し焼きにして、
できあがりです。

【材 料】

大２個

絹さやのしょうが醤油漬け

…適量

薄力粉 …100ｇ

ベーキングパウダー…３ｇ

水 …50～60cc



パパっとできる！美味しい食べ方

長いも絹さや納豆

上ノ国産さやえんどう
＋

長いも
＋
納豆

絹さやの生ハム巻き

上ノ国産さやえんどう
＋

生ハム
＋

カイワレダイコン

ちくわ絹さや

上ノ国産さやえんどう
＋

ちくわ



令和３年12月24日、上ノ国町立滝沢小学校（令和
４年３月閉校）にて、最後のクリスマス集会「絆祭」
が開催されました。

親子でさやえんどうをテーマにした料理が作られ、
齊藤寿桧山南部サヤエンドウ生産組合長のお話を聴き
ながら、参加者みんな美味しく楽しい時間を過ごしま
した。

このときに作られた料理のレシピを紹介します。

－ SINCE 1882 ～ FOREVER －

上ノ国「豆知識」

上ノ国町立滝沢小学校について

上ノ国町立滝沢小学校は、明治15年11月１日に創立した、木

ノ子光明寺「安在学校」、汐吹愛宕神社「汐吹学校」をはじまり

とする歴史ある小学校です。現在の校舎は海岸のそばにあり、郷

土芸能「滝沢太鼓」を伝承する場でもあります。日々海の穏やか

さ、厳しさを肌で感じつつ元気よく学び遊び、巣立った子供たち

は累計約3,300名。惜しまれつつも、令和４年３月閉校となりま

すが、この学び舎に関わった人々の「心の支え」となり続けるこ

とでしょう。



絆祭カレーピラフ （作：上ノ国町立滝沢小学校）

① 米を洗ってザルにあげ、30分
ほどおきます。

② さやえんどう・玉ねぎ・にんじ
ん・パプリカを粗（あら）みじ
ん切りにします。

③ 米・水・やさい・シーフード・コンソメ・カレー粉を、炊飯器に入
れて炊きます。

④ 炊き上がったら、ミニトマトを飾り、できあがりです。

【材 料】

４～５人分

上ノ国産さやえんどう …15枚

米 …２合

水 …300ml

玉ねぎ …1/2個

にんじん …1/２本

パプリカ（赤・黄）…各１/4個

シーフードミックス …１/4袋

コンソメ …2個

カレー粉 …大さじ1.5

ミニトマト …4～5個

上ノ国「豆知識」

上ノ国町立滝沢小学校の校歌

作詞：大江真平 作曲：林喬木

一 緑が丘の 朝日かげ／広き望みは 日本海

ほゆる荒波 越えゆけば／宝の船に 月さやか

二 滝沢校の 明けくれに／はだは赤銅 鉄の腕

進む科学に 鍛うれば／栄ゆく村の 風薫る

三 汐吹岩は 幾とせの／積もる力の 象徴ぞや

文化日本の 暁を／とどろきわたる 音高し



絆祭タコス （作：上ノ国町立滝沢小学校）

① 強力粉と水を混ぜ、油を引いた
フライパンに広げて焼きます。

② 玉ねぎとトマトをみじん切り、
さやえんどうを３～４等分に切
ります。

③ フライパンにトマトを入れ、強火で水分をとばします。

④ 水分がとんだら、玉ねぎ、ひき肉を３に入れ、中火で炒めます。

⑤ ウスターソース・ケチャップを加えて炒め、さらに水分をとばしま
す。水分がとんできたら、さやえんどうを加えさっと炒めます。

⑥ 焼き上がった皮にレタスを置き、その上に炒めた具を置いて食べや
すいように巻きます。

【材 料】

4～5人分

上ノ国産さやえんどう …15枚

ひき肉 …100ｇ

玉ねぎ …1/２個

トマト …1/２個

サラダレタス …１/4個

タコスの皮(強力粉：水＝1：3)

サラダ油 …適量

ウスターソース …大さじ2

ケチャップ …大さじ2

タバスコ …お好みで

上ノ国「豆知識」

汐吹岩

校歌の歌詞にある「汐吹岩」は、かつて汐吹漁港にあった岩です。

大きな穴があいていた岩で、波がぶつかると鯨が汐を吹いているよ

うに見えたそうです。現在は、防波堤改修工事のため壊されて、レ

リーフとして残っています。



絆祭スープ （作：上ノ国町立滝沢小学校）

① やさい（さやえんどう・玉ねぎ
・にんじん・パプリカ）は、粗
みじん切り、ベーコンは、１cm
幅に切ります。コーン（つぶ）
は、水気を切ります。

② オリーブオイルで、①を炒めま
す。

③ ②にバター、小麦粉を入れ、焦げないように炒めます。

④ 牛乳・コンソメ、コーン（クリーム）を加え、とろみがついたらで
きあがりです。

【材 料】

4～5人分

上ノ国産さやえんどう…15枚

玉ねぎ …1/２個

にんじん …1/２本

パプリカ（赤・黄）…各1/4個

コーン（つぶ・クリーム）

…各１/4缶

ベーコン …2枚

バター …大さじ2.5

小麦粉 …大さじ3.5

牛乳 …500mL

コンソメ …2個

オリーブオイル …適量



絆祭卵とじ （作：上ノ国町立滝沢小学校）

① なべに水を入れ、沸騰したら、だしの素・さとう・しょうゆを入れ
ます。

② よくといた卵を回し入れ、そこにさやえんどう・木綿豆腐を入れま
す。

③ 卵に火が通ったらできあがりです。

【材 料】

４～５人分

上ノ国産さやえんどう

…15枚

卵 …5個

木綿豆腐 …1/2丁

だしの素 …大さじ2

さとう …大さじ1

しょうゆ …大さじ1弱

水 …250mL



絆祭からあげ （作：上ノ国町立滝沢小学校）

① とり肉は、ひとくちサイズに切り、
ビニール袋で調味料につけ、30分
以上冷蔵庫でねかせます。

② オーブンを250度に予熱します。
ブロッコリーをゆでます。

③ とり肉に片栗粉を入れてまぶします。

④ 鉄板にクッキングシートをしき、とり肉を並べサラダ油をまわしか
けます。

⑤ とり肉をひっくり返して全体に油をなじませ、皮を上にして並べま
す。

⑥ 250度で20分加熱します。

⑦ からあげをツリーの形にもりつけ、さやえんどう・ブロッコリー・
ミニトマトでかざりつけたらできあがりです。

【材 料】

４～５人分

上ノ国産さやえんどう

…15枚

ブロッコリー …１/4株

ミニトマト …5個

とりもも肉 …250g

サラダ油 …大さじ1.5

片栗粉 …大さじ1.5

調味料

しょうゆ …大さじ1

料理酒 …大さじ1

しょうが(チューブ)…適量

にんにく(チューブ)…適量



memo

「さやえんどう」を、添え物から「食べる野菜」へ！

上ノ国町産「さやえんどう」をもっと美味しく食べるため、地元

の料理屋さんやお菓子屋さんにも協力していただきました。

～これまでに試作された料理、お菓子～

◎居酒屋 美里（北海道檜山郡上ノ国町大留159-1）

絹さやしゃぶしゃぶ、絹さやと長芋のたたき、絹さやの漬け物、絹さやの昆布和

え、キヌサヤナムル、絹さやのあんかけ、絹さやアヒージョ、キヌサヤコロッケ、

エビとキヌサヤの真丈揚げ、キヌサヤチャンプル、キヌサヤ豆腐の揚げ出し、タコ

とキヌサヤの梅和え、無限キヌサヤ、キヌサヤのだし巻き玉子、鮭とキヌサヤの炊

き込みご飯。

◎イタメシ屋チャオ（北海道檜山郡上ノ国町大留191-19）

絹さや入りサラダ（絹さやドレッシング使用）、イカと絹さやの三升漬け和え、

絹さやのポタージュ、ソイとタイのカルパッチョ（絹さやソース使用）、ラザニア

（絹さや入りホワイトソース使用）、ソイの唐揚げと絹さやの天ぷらおろしポン酢

かけ、上ノ国豚のロール巻き（絹さやとえのきのロール）、絹さやのペペロンチー

ノ、絹さや入りスイートポテトとクッキー。

◎味処 あんじゅ（北海道檜山郡上ノ国町大留247-3）

絹さやのお好み焼き、絹さやのチヂミ。

◎菓処 あまのがわ

現：お菓子とパンの店『工房Ｋｕｄｏ』

（北海道檜山郡上ノ国町大留73-15）

絹さや餡を使った大福、どらやき、パンナコッタ、ロールケーキ。



「北海道中山間ふるさと・水と土保全対策事業」の紹介



この「上ノ国絹さや活用料理集」は「北海道中山間ふるさと・水と土保全対策事業の地

域活動支援事業」を活用して制作しました。


