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■全巻の構成
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■今追録の内容

〈共通編〉
第 1 巻 地域・経営戦略と制度活用
第 2 巻 販売戦略／生産・経営管理
第 3 巻 加工共通技術―加工機器 品質管理 廃棄物利用
〈加工品編〉
第 4 巻 米飯，もち，麺，パン，澱粉，穀粉，麩，こんにゃく
第 5 巻 漬物，惣菜，豆腐，納豆，缶・びん詰，乾燥食品，飲料
第 6 巻 乳・肉・卵製品，水産製品
第 7 巻 味噌，醤油，調味料，油脂，酒類，菓子，ジャム
第 8 巻 食品以外の加工品
〈素材編〉
第 9 巻 穀類，雑穀，マメ類，イモ類，油脂作物
第 10 巻 野菜，山菜，その他草本植物
第 11 巻 果樹・樹木，きのこ
第 12 巻 畜産・水産・昆虫・非食品資源

第 1 巻 〈加工を軸とした地域形成〉地域内連携による展開
ジャムづくりから始まった島の活性化
第 2 巻 〈加工品別の戦略〉ジュース・果汁：直売農産物の
スイカ・メロン・ホウレンソウなどでつくるスムー
ジーの移動販売が人気／災害食〈管理・運営の着
眼点〉赤字経営の加工所の課題解決法
第 4 巻 〈加工米飯〉加工の原理と工程 炊飯の原理／ご飯
をおいしく炊く方法〈もち〉生産・消費動向と着眼
点／勘どころ のしもち・鏡もち・投げもちなど
第 7 巻 〈菓子類〉勘どころ たけのこの砂糖漬け／大型カ
ンキツ類ピール／特徴的な加工品 地熱利用温室
で栽培された初の国産カカオによるチョコレート
第 8 巻 〈ワラ加工〉赤穂の正月飾り／米俵〈田園クラフト〉
総論 特徴的な加工品 クラフト用まゆの飼養と
加工／ホウキモロコシの栽培とほうきづくり
第 9 巻 〈イネ〉米ペーストの食パン／米ゲル製品お米のジュ
レーゼ〈オオムギ〉おいしい麦ご飯の炊き方と炊
飯器／越前麦茶／「ゆきみ六条」
第 10 巻 〈トマト〉機能性成分リコペン
第 11 巻 〈カキ〉柿ジュース・カキチップ・柿酢・柿渋染め・
柿渋石けん

●追録第 14 号の重点●

▼農産加工 注目の 2 人を収録 第 1 巻「加工を軸とした地域形成の展開手法」には，山口県周防大島町の瀬戸内ジャムズ・
ガーデン経営者松嶋匡史さん。島でのジャムづくりが，島の農家による生産の活性化へつながっている取組み，第 2 巻「顧客開
拓と安定販売」には，福井県のカメハメハ大農場の農家カフェ藤井和代さん。自家産野菜をスムージーにしての移動販売が人気。
松嶋さんは電力会社勤務から加工へ，さらに栽培にも展開，藤井さんは保健師をやめて夫婦で就農，いずれも就農 10 数年。
▼第 2 巻に赤字経営の加工所の課題解決のヒントを収録 福岡で加工所を経営し，
各地の加工所の相談にものる尾﨑正利さんが，
実践から生まれた赤字経営の加工所の課題解決法を執筆。このほか 2 巻には被災地での食を扱う「災害食」も登場。
▼第 9 巻に米ゲル化食品とオオムギ加工品 β- グルカンの健康機能性が注目されるオオムギ。新品種「ゆきみ六条」の開発，
手間のかかる精麦が 15kg からできる小型精麦機の開発，新潟市や福島県の喜多方市ではオオムギの加工品開発の動きなど，オ
オムギの現状を紹介。さらに麦茶，おいしい麦飯の炊き方も。イネでは，米粉にせず加工する話題の米ゲル化食品を収録。
▼第 11 巻には柿づくし 埼玉県皆野町で，カ
キの活用に取り組む「シブガキ工房」の関口恵
美子さんによるカキチップ，柿酢，柿渋染め，
柿渋石けん製造の方法，山形県櫛引農工連の
柿ジュースを収録。
▼本州初のカカオ栽培とチョコレート製造 東
大樹芸研究所の学生たち 第 7 巻菓子類には
東大樹芸研究所のチョコレートが登場。地熱利
用のハウスでカカオを栽培。メーカーの技術支
援を受けながら，初の国産カカオによるチョコ
レートを製品化。第 8 巻には，農閑工芸を提唱
する筑波大学芸術系宮原研究室によるつくば市
＊農文協のホームページ「ルーラル電子図書館」で「地域資源活用食
の工芸品「ホウキモロコシ」によるほうきづく
品加工総覧」の概要がみられます。ルーラル会員になると本文デー
りの詳細な報告。同じく 8 巻のワラ加工には，
タすべてを見ることができます。動画も入って目が離せないサイト
俵編みと赤米の穂の正月飾りを収録。
に成長。ぜひ一度ごらんください。
（URL http://lib.ruralnet.or.jp）
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瀬戸内ジャムズ・ガーデン
●ワインのようにジャムをつくりたい

チジク』らしい香りがなければ香料を添加する

―均一の味が必要か，原料の味にそくした

（略）
，添加物を使用しないジャムづくりをめざし

ジャムづくりで島の農家も元気に

ているのに，画一的な味を求めること自体意味の

第 1 巻「加工を軸とした地域形成の展開手法」

ないことではないのか。
『気候に左右されて出来

には，山口県周防大島町の瀬戸内ジャムズ・ガー

の異なる果実を最善に仕上げていく』
。これはワ

デン経営者松嶋匡史さんが登場。14 年前にフラン

インづくりと同じだ」という。

スで出合ったジャムに魅せられてジャム屋をはじ

仕入れの考え方も転回した。
「地域が持続して

める。2007 年には電力会社を退社して，奥さんの

こそ事業も継続できる。私のなかで，周防大島が

実家の周防大島へ。
「ジャムの味を決める最大の

高齢化率日本一の島だと認識し，ジャムづくりと

要因，それは原材料の果実類の品質。その果実類

地域のくらしが持続していくこととが，どう繋が

を新鮮なまま身近に手に入れることができる場所，

るのかを考えざるを得なくなったとき，一つ大き

より多くの種類の果実類が栽培されている地域，

く私の考え方が変わった（略）行き過ぎた（生産

そして真剣に果実づくりに取り組んでいる人々が

経費に対して安すぎる）果実の仕入れ価格設定の

いること。
（略）
『この土地でとれたものを，この

結果が，生産者に押し付けられているのではない

土地にしかないジャムにする』というコンセプト

のか。
（略）農家さんに，きちんと再生産を保障

のジャムづくりがしたい（略）そこで私たち夫婦は，

し利益も生むような経済的循環が生まれれば，次

先の条件に合致する，妻の実家のある瀬戸内の島，

代を担う農家も生まれ育つはずである。そして，

周防大島に工房を構える決意をし」たという。

それがひいては地域全体の持続性に寄与するので

「
（ジャムづくりは）なぜ難しいのか。
『まった

はないのか。
（略）地域内で生産されている果実

く均一な味』を求めているからだ。
（略）人間も

は自社生産せず，既存の生産農家と連携すること

ひとりとして同じ人はいない。果実も同じ。昨日

によりその生産農家に経済的循環を生むとともに

煮込んだ『イチジク』と今日煮込む『イチジク』

高品質のジャム用果実を確保している。たとえば

は異なる。季節の移り変わりとともに，果実の風
味や水分量も微妙に異なる。同じ『イチジク』で
も，畑の場所でやはり味が異なる（略）
。それを
まったく均一の味にするためには，とろみがなけ
ればゲル化剤を，
酸度がなければ pH 調整剤を，
『イ

写真2 年間180 種類以上のジャム
が楽しめるジャムブティック

写真1 瀬戸内ジャムズ・ガーデンの面々
現在は30人のスタッフとなった
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一般的な加工用ミカンが域内では 1kg10 円未満

る。

で取引されているのに対して，当店では最低 100

このジャムづくりの姿勢が島の農家の果実栽培

円以上，高い物ではその 4 倍近い値段で生果出荷

を元気づけた。十数年を経たいま，1 年に 180 種

用よりも高く購入しているものもある。一方，地

のジャムを 15 万個つくるまでになった。スタッ

域内での生産が少ない果実・地域内で生産されて

フは 30 名となり，連携する農家は 58 軒。島に

いない果実類，たとえばイチゴやブルーベリー，

ない原料のイチゴを実生から栽培することにいま

サツマイモなどについては自社農業部で生産」す

挑戦中である。

カメハメハ大農場の農家カフェ
●直売農産物によるスムージーの移動販売が人気

ない資金で，しかも 1 人でも起業することができ

第 2 巻「加工品別の戦略」に登場するのは，福

る。しかし，それだけではなく，
『移動販売で農

井県あわら市カメハメハ大農場の農家カフェ藤井

業を元気にしたい』
『地域を活性化したい』とい

和代さん。夫が脱サラして就農する際に，自分も

うのが私のコンセプト。
（略）同じ農家同士，地

保健師をやめて一緒に就農したのが 1994 年。妥

域活性化の商店街やあわらの町なら温泉旅館・観

協のない適期収穫で販売する味のよさで固定客を

光事業者などとのつながりで，今までできなかっ

つかみ，経営も軌道にのった。得意先の顧客に農

たことが広がり，深みを伴って実現していく。そ

産物を軽ワゴン車で運ぶのは和代さんの役割。た

れは 1 人ではなしえないものであり，地域の人々

だ，
収穫量が増えるにしたがい規格外品も増える。

との協力の賜物。地域を一気に大きく変えること

「適期収穫で経営として成り立つためには，味は
良いが見た目が問題となる農産物を，廃棄するの

にはならなくとも，
地域の活性化の一コマとして，
その一翼を担えるだけで十分だと考えている。
」

ではなく，加工によって活用する第 2 の経営の柱

移動販売のノウハウもわかる。
「販売車とは別

が必要なことがわかった（略）あわらにたくさん

に，加工施設を確保し，販売車はあくまで最終調

のおいしい農作物があるにもかかわらず，地元で

理場の位置づけにすること，販売車には蛇口やコ

もあまり知られておらず（略）そこで『より多く

ンセントの設置も必要になる。またスムージーを

の人に，あわらのおいしさを手軽に届ける』こと

製造するミキサーは家庭用でなく，冷凍食材を砕

を起業の目的とし，自分 1 人でも始められるスタ

ける専用のアメリカ製スムージーブレンダーを選

イルの「移動販売」という形態で，
『農業のワク

択した。
」容器の大きさ，衛生管理上洗浄や廃棄

ワク感も一緒に届ける』ことにし」た。

物処理にも気を遣っているようすがわかる。

和代さんは，
移動販売のメリットをこう考える。
「1）固定店舗にくらべ，設備投資，運営資金とも
少なくはじめられ，また事業中止もしやすい。2）
おもにイベントなど集客会場で販売するため，集
客の手間が比較的かからない。3）自分で出店場
所を選べ，また変えることも簡単である。4）調
理設備が車内に設置されているため，1 人で店を
開ける。5）お客様の反応が目の前でわかり，マ
ーケティングも同時に行なえる」
。初期投資が少
なくてすみ 1 人で始められる移動販売だが，和代
さんの思いはそれだけではない。
「移動販売は少
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写真3 カメハメハ大農場の農家カフェの移動販売車

赤字経営加工所の課題解決のヒントを収録
第 2 巻の「管理・運営の着眼点」には，福岡

採りこむことを勧める。たとえば，
「根菜類の炊

で加工所を経営し，各地の加工所の相談にものる

合わせ」
。早朝からの弁当づくりでこれを採りい

尾㟢正利さんが，実践から生まれた赤字経営の加

れると下処理から味付けまでに長時間を要する。

工所の課題解決法を執筆。料理が上手，得意だと

これを別の日にじっくり調理してラミネート袋に

いう女性たちのグループが取り組みたい加工品の

入れ脱気・殺菌処理して保存しておき，調理当日

人気上位にあるのが，弁当惣菜。ただ，競合も多

に加熱して使う。こうすることで時間と手間を省

い分野であり，しかも手間暇かけている割に経営

くことができる。加工が使う保存技術を調理に採

的には赤字かほとんど儲けが出ない分野ともなっ

りこむことを提唱している。これなら大口注文や

ているという。大口の注文も請けたいが，手間と

天候リスクにも対応できる。まだまだ，経営をよ

人員が確保できないから受けられないところも多

くする現場の技術がありそうだ。なお，今ある機

い。尾㟢さんは，弁当・惣菜は調理と加工の境界

材で新製品を生みだすヒントも併せて紹介してい

線にあるもので，加工の手法を弁当・惣菜調理に

る。

非常食でなく「災害食」を
第 2 巻の「加工品別の戦略」の項に，
「災害食」
を新設した。3.11 東日本大震災をはじめ 2000 年

離乳食や制限食の必要な人々は，さらに事態が深
刻だと想像される。

以降でも日本列島は大災害が増えている。表 1 は

自衛隊員の非常用糧食や高齢施設・病院での流

3.11 の現場で救援・復旧活動にあたった人々の

動食などを扱うメーカーで，災害食の開発にあた

声をまとめたものだが，食事への要望は切実だ。

ってきた執筆者は，
「これまで『非常食』といわ
れる食品は，賞味期間の長さばかりが重
視されてきた。これは『備蓄できること』

表1 救援・復旧活動された方々の声
状況


ライフラインが使用できず，
水や湯を必要とする非常食を食
べることができなかった

食品を温めることができず，
冷たいものばかりで気力がでない

備蓄していた非常食は普段食べ慣れているものではなかった
ため抵抗があり食べづらかった

食料の質

健康

つという視点が不足している」という。
2013 年には被災地での食糧を考える「日

主食ばかりで副食がない

本災害食学会」が設立された。災害食で
は，
「普段の生活でも利用したくなる食
品」を日常的に使い回して備える「ロー

ほとんど炭水化物ばかりで栄養が偏る
ビタミン，ミネラルが不足した

リングストック」を基本にすることが提

野菜不足で便秘になる

唱されている。畑の野菜や山菜，保存で

体調不良，食欲不振，疲労の蓄積

きる漬物，山菜びん詰め加工品などもみ

ストレスで精神不安定
要望

り，実際の被災後の現地での生活に役立

同じものばかりで飽きる
体力勝負なのに力がでない
栄養

という被災前の課題に偏重したものであ

な，災害食としてとらえ直すことができ

温かいものが食べたい

る。災害食は自販機や市販食品に依存す

野菜を食べたい
調理が簡単な食品がほしい

る日常の食生活を見直すことにもなりそ

災害時でも普段と同じ食事が食べたい

うだ。
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第 11 巻は柿づくし
渋ガキを使っての柿ジュースの製造は，びん充

商工会に勤務していた折に，急傾斜地の多い秩父

填後の加熱で，渋戻りするためむずかしいとされ

皆野町に栽培されてきた地域特産のカキを，若者

た。山形県鶴岡市にある，庄内地方 7 農協によっ

にも愛されるようにしようという趣旨で，商工会

て設立された櫛引農村工業農業協同組合連合会で

が実施した「柿のわ」事業にかかわったのがきっ

は，全国的にも例のないこの柿ジュースの製造に

かけで，カキの利用に取り組んできた。退職後も

成功している。脱渋の過程でペクチンと結合した

みずから「シブガキ工房」を主宰して柿利用に取

タンニンを，ペクチンごと除去する方法を開発し

り組んでいる。関口さんによるカキチップ，
柿酢，

たことによるものという。

柿渋染め，柿渋石けん製造の方法を紹介していた

埼玉県皆野町で，カキの活用に取り組む「シブ

だいた。

ガキ工房」の関口恵美子さん。12 年前に皆野町

第 9 巻に米ゲル化食品とオオムギ加工品
米を粉にしないで利用するやり方を 2 つ収録

もいいのではないか。出来上がったときの全体の

した。1 つは，米ゲル化食品。これは，つくば市

水分量が同じであればよいはずだ。それなら，こ

の食品総合研究所が「Gel 転換技術」として特許

の水で米粒を軟らかくして，石臼で碾（ひ）いて

を取得したもので，素材としての米の新しい利用

「粢（しとぎ）
」にすれば，パンができるのではな

法。
「米を米粉にせずに，粒のまま糊化をしてゲ

いかという発想である。
」

ル状にするもので，高アミロース米に，水を加え

イネの総論「加工特性・加工用途」の項に収録。

て，加熱により糊化を促進した状態で，高速剪断

同じ 9 巻に載っているオオムギは，不溶性の食

攪拌を施すことで軟らかいゼリー状から，高弾性

物繊維ばかりでなく，水溶性食物繊維の β- グル

ゴムボール状のものまで，ゲル状の食品素材がで

カンが糖の吸収を遅らせ血糖値の上昇を抑える効

きる」とされる。

果や整腸機能，コレステロール低減など健康機能

この米ゲルを利用してロールケーキ，シフォン

性も注目される。今回は，まず，牛タン麦飯で人

ケーキ，フィナンシェなどの製品を「お米のジュ

気のある，麦飯のおいしい炊き方の原理と麦飯炊

レーゼ」シリーズとして，すでに製造販売してい

飯器についてまとめていただいた。また，福井県

るのが，千葉県睦沢町にある澤田農産。イネの項

で委託加工も引き請けている髙橋製粉所の，その

目に，特徴的な加工品として収録した。

まま食べられる麦茶「越前麦茶」を収録。髙橋社

もう 1 つが米パン。元三洋電機で炊飯器の研究

長は，自然冷却をていねいに行なう煎り方がポイ

にあたっていた下澤理如さんに，米をペーストに

ントという。さらに，新品種「ゆきみ六条」の開

して山型食パンにする方法を紹介いただいた。
「ふ

発にあたった中央農研センターの長嶺・関両氏に

つうにご飯を炊くときには，米を水に浸漬し十分

は，新品種についての情報と併せて，オオムギの

に水を吸わせてから炊飯を始める。水に漬けた米

「地産加工販売」の現状をまとめていただいた。

は軟らかくなる。今までのパンづくりは，米粉に

それによると，手間のかかる精麦が 15kg の少

水と副材料を加えて捏ねて発酵させてから焼成す

量からできる小型精麦機が開発されたこと，この

る。この捏ねるときに加える水は，最初であって

精麦機で新潟市では障がい者福祉施設で精麦作業
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が取り組まれて農福連携事業が進んでいること

実需者と栽培者が播種前に民間流通契約を結ぶこ

や，
福島県の喜多方市ではオオムギ「ゆきみ六条」

とで補助金が出る仕組みで，原料オオムギの仕入

100％の大麦ビスケットや大麦パンの開発が取り

れ価格を高めに設定できることなどオオムギの現

組まれている。政策的にも，オオムギの栽培は，

状がわかる。

本州初のカカオ栽培とチョコレート製造
―東京大学演習林樹芸研究所の学生たち
第 7 巻にチョコレートを収録。今回本州で初の

は少ない。結実した果実を半年かけて長さ 20cm，

カカオ栽培に取組み，これを原料にしてチョコレ

直径 10cm のラグビーボール状のカカオポッドと

ートが製造され国産原料による初のチョコレート

呼ばれる大きさに育てる。カカオボッドを割ると

ということで執筆いただいた。取り組んだのは，

白い果肉のなかにチョコレートの元になるカカオ

伊豆半島にある東大演習林樹芸研究所の体験型ゼ

豆が入っている。

ミを企画した教官と学生たち。チョコレートメー

チョコレートの製造工程では，手作業で行なう

カーの技術支援を受けながら，
「くらべるカカオ」

テンパリングとモールディングで試行錯誤を続け

として製品化までこぎつけた。伊豆にあるこの研

たようすがわかる。
「チョコレート特有の光沢と

究所は，戦争中の 1943 年に設立され，当初は「熱

とろける舌ざわりにするために温度調節をしなが

帯樹芸研究所」と命名された。伊豆の地熱を利用

らカカオバターを結晶化させる，締めくくりのテ

した温室をもち 250 種の熱帯・亜熱帯の植物を

ンパリング作業では，少し手こずりつつも執念で

収集・保存している。この温室を利用して，メリ

26℃まで降温し，30℃まで昇温するというよい

ーチョコレートカムパニーと共同研究協定を結

条件を探り出した。ボウルをタッピング（もしく

び 2015 年以来カカオを栽培し，これを原料にチ

は攪拌）して気泡を抜きながら，仕上げの型に流

ョコレートを製造する事業に取り組んできた。カ

し込んで成形するモールディング作業で，チョコ

カオノキは，北緯 20°〜南緯 20°にある地域で，

レート製造のすべての工程を終えた。
」

年間気温も 20 〜 30℃で変化が少なく，十分な降

このテンパリング作業について，執筆者の鴨田

水がある，高温多湿なところが生育適地。日本で

先生は次のように記している。
「チョコレートの

はほかにも，小笠原でカカオ栽培プロジェクトが

風味をよくするのは，
根気よくコンチング（錬成）

進んでいるようだ。

を行なうことだと聞いていたが，今回は比較的簡

幹に直に白い小さな五弁の花をつけるが，結実

単そうに思えたテンパリング（調温して好適な結
晶化を行なう）で苦労した。なかなか思うように
固まらず，何回も温度を変えて，試行を繰り返し
た。何回ダメでも，もう一度と挑戦する学生たち
の背中を私はとても頼もしく，また微笑ましく見
守った。大人たちが当日中のテンパリング完成を
諦めかけたころ，学生たちの粘り勝ちが形となっ
て顕われた。26℃まで降温し，30℃まで昇温の
テンパリング操作。これが学生たちの得た結論で
ある。そして，最後のモールディング工程を当日

写真 4 カカオポッドを割ったところ
白い果肉（パルプ）
のなかに，いわゆる
「カカオ豆」が入っている

に実施できたことを喜び，すべてをやり切った充
足感が学生の心を満した。
」
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第 8 巻に赤米の穂の正月飾り，ホウキモロコ
シのほうきや，まゆクラフトを収録
今年も暮れが近づいている。注連縄を始めとし

製作工房のまゆクラフト「まゆの花」
。1986 年に

てワラ工芸の季節。今回の追録では，
「食品以外

19 名でスタートし，全国コンテストでグランプ

の加工品」を収録する第 8 巻には，ワラ加工に福

リを受賞するなど評価も高い。まゆの花は，まゆ

岡県古賀農園の赤米の穂を使った正月飾り，注連

を層状に剥がしたものを素材にして造花に形作っ

縄を収録した。
「刈取りは，稲穂が出揃ったとき

た工芸品。

からやや穂が傾くまでの時期に行なうこと。これ

「工芸や民芸のうち，
農業を生業としている人々

よりおそくなると発色が悪くなる。なにより，穂

が，
農閑期につくる製品および方法を『農閑工芸』

に実が入ると，ネズミのえさになるから，年中狙

と呼ぶことにしたい」と，農閑工芸を提唱する筑

われる。赤穂は天日でカラカラに干すこと。干し

波大学芸術系宮原克人研究室。研究室でのこれま

方が足りないと，そこだけ発色しないことになる

での農閑工芸の取組みのほか，
地元つくば市で
「ホ

から十分にまんべんなく干すことが必要だ。茎の

ウキモロコシ」の栽培から，
「三つ玉ほうき」に

部分はリン酸液（またはクエン酸液）浸透後，蔭

仕上げるまでを紹介いただいた。ほうきづくりの

干しにして乾燥させる。
」

工程は，地元のほうき職人に弟子入りした同研究

養蚕農家の女性たちが取り組んだ工芸品が，新
潟県村上市（旧朝日村）の朝日シルクフラワー

室の研究生が図ともども詳細にまとめている。今
回の追録にみる大学研究室学生の成果の 1 つ。

写真 7 三つ玉ほうき
写真5 正月のお飾り

写真6 まゆ工芸でつくられた花束

左からリボン，注連飾り
（リース）
，唐辛子の
お飾り
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つくば市のホウキモロコシでつくられ
たもの

1

■「地域資源活用食品加工総覧」追録第 14 号の内容
第1巻

地域・経営戦略と制度活用

●食品加工の現代的意義と展開手法♦加工を軸とした地域形成の展開手法 地域内連携による展開／山口
県周防大島町：ジャムづくりから始まった島の活性化

第2巻

販売戦略 / 生産・経営管理

●顧客開拓と安定販売♦加工品別の戦略 酒類・飲料類／ジュース・果汁：直売農産物のスイカ・メロン・
ホウレンソウなどでつくるスムージーの移動販売が人気／災害食／レスキューフーズ：非常食ではなく日
常食の延長としての災害食
●食品加工場の経営管理の実際♦管理・運営の着眼点／赤字経営の加工所の課題解決法

第4巻

米飯，もち，麺，パン，澱粉，穀粉，麩，こんにゃく

●加工米飯♦加工方法と施設・資材 加工方法 加工の原理と工程■炊飯の原理―電磁誘導加熱と炊飯中
の圧力除去による強制対流■ご飯をおいしく炊く方法
●もち♦製品開発の着眼点 生産・消費動向と着眼点♦加工作業の勘どころ のしもち，鏡もち，投げも
ちなど：愛知県・山庄製菓舗

第7巻

味噌，醤油，調味料，油脂，酒類，菓子，ジャム

●菓子類♦加工作業の勘どころ たけのこの砂糖漬け：愛知県・山庄製菓舗／大型カンキツ類ピール：愛
知県・山庄製菓舗♦特徴的な加工品と加工方法 地熱利用温室で栽培された初の国産カカオによるチョコ
レート

第8巻

食品以外の加工品

クラフト

●ワラ加工♦特徴的な加工品と加工方法 リン酸液発色による赤穂の注連縄・正月飾り―年末の臨時収入
にも／米俵
●田園クラフト♦製品開発の着眼点 生産消費動向と着眼点／加工品としての価値と製品開発♦素材選択
と製品開発 素材選択♦加工方法と施設・資材 加工方法♦特徴的な加工品と加工方法 クラフト用まゆ
の飼養と加工／ホウキモロコシの栽培とほうきづくり

第9巻

穀類，雑穀，マメ類，イモ類，油脂作物

●イネ♦加工特性・加工用途 特徴的な加工品と加工方法■米パン―米をペーストにすれば，簡単ふっく
ら山型食パン■米のゲル製品「お米のジュレーゼ」
●オオムギ♦加工特性・加工用途 加工特性と加工用途■おいしい麦ご飯―褐変・におい低減のおいしい
炊き方■高温連続沸騰炊飯器―オオムギの特性に合わせてふっくら炊き上がりでにおい半減♦特徴的な加
工品と加工方法■そのまま食べることもできる麦茶「越前麦茶」♦種類・品種の加工特性と加工用途 各
種品種の特性と加工用途■焼酎・大麦粉用六条オオムギ「ゆきみ六条」による地産加工販売

第 10 巻

野菜，山菜，その他草本植物

●トマト♦加工特性・加工用途 機能性と加工・利用／機能性成分リコペン（リコピン）

第 11 巻

果樹・樹木，きのこ

●カキ♦加工特性・加工用途 特徴的な加工品と加工方法■柿ジュース―柿渋を抑えて柿果汁を生かす■
噛むことで旨味の増すカキチップ「やわらかお柿」―「蜂屋柿」や「平核無」のねっとり感を生かす■柿
酢■柿渋染め―在来豆柿を生かして■柿渋石けん「男の石鹸」―柿渋の消臭効果を生かす
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