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書籍  「ベターホームのかあさんの味  家族のために作りたい季節の和食」 を出版

ベターホームのお料理教室の先生たちが選んだ、次世代に伝えていきたい日本の家庭料理のレシピ集です

全国 18 ヵ所で料理教室を開催する一般財団法人ベターホーム協会（東京都渋谷区）は、このたび書籍
「ベターホームのかあさんの味 家族のために作りたい季節の和食」を出版しました。

日本の家庭には四季折々の食材を使ったおそうざいと、行事や歳時などの折々に作られてきた料理がありま
す。これらは親から子へと受け継がれてきましたが、食生活や家族形態の多様化等から、今日ではその伝承は
失われてきています。また、ベターホーム協会では、近年の料理教室の受講生の方の様子から、定番の和食の
うち手間のかかるものは、家庭で作られなくなってきていると実感しています。
本書では、全国のベターホームのお料理教室の講師が「次世代に伝えていきたい」という視点で選んだ日本の

家庭料理の中から 103 品を”かあさんの味”として、作り方を紹介しています。伝統の味を大切にしながらも、手
間のかかる料理は、材料、作り方、分量を工夫し、作りやすいレシピにして掲載しました。

日本の家庭料理は、季節感があり健康的。さらに、作った人の思いや、一緒に食べた家族の姿とともに記憶
に残り、人々の身体と心を育むものです。ベターホーム協会では、老若男女問わずたくさんの方に、“かあさんの
味”を改めて見直し、家庭で作る機会を持っていただきたいと考えております。
なお、ベターホームのお料理教室では、本年 11 月に同テーマの料理教室（月 1 回･1 年コース）を開講予

定です。

【書籍の概要】

●タイトル 「ベターホームの かあさんの味
家族のために作りたい季節の和食」

●編集・発行 一般財団法人ベターホーム協会
●発行日 2015 年 4 月 1 日
●仕様 A5 版 160 ページ オールカラー
●販売価格 1,512 円
●販売 全国の書店とベターホームのお料理教室
●内容 朝ごはんやお弁当に欠かせない卵焼き、運動会の日

の巻きずしやいなりずし、お祝いの日のちらしずしや赤
飯、肉じゃがや親子丼など毎日役立つおそうざい…。
ベターホームのお料理教室の先生たちが選んだ「作りた
い、伝え続けたい家庭の和食」全 103 品を掲載。日
本の行事や歳時の解説も掲載しています。



【書籍の特徴】  

●季節ごとの分類で料理を掲載しているので、旬の食材を使った料理や季節の行事食が探しやすい
〈春〉ちらしずし、ふきの煮もの、たいの潮汁、卵焼きほか  〈夏〉そうめん、天ぷら、あじフライ、手巻きずしほか
〈秋〉炊き込みごはん、いなりずし、さばのみそ煮、おはぎほか  〈冬〉おせち、おでん、ぶりだいこん、豚汁ほか

●節句や行事など、人が集まる食事に向く料理は、献立形式で掲載  

[掲載の例]

●家庭で作りやすく、身近な道具で作れるレシピ
基本に忠実に、和食のおいしさが味わえるレシピを掲載していますが、手間がかかる料理は作りやすいように工
夫し、身近な調理道具で作れるようにしています。
[掲載の例]

・ちらしずし＝すしめしの上に飾る卵は、錦糸卵ではなくいり卵に。
・年越しそば＝そばの上にのせるかき揚げは、少ない油で揚げ焼き風にする。
・茶碗蒸し＝蒸し器を使わず、鍋で地獄蒸しにする。
・白和え＝すり鉢を使わず、泡立器で豆腐をつぶす。

[一般財団法人ベターホーム協会]

1963 年創立。以来 50 年以上にわたり、料理教室や出版を通して、食分野での消費者教育を行っています。「ベターホームのお
料理教室」は札幌から福岡まで全国 18 ヵ所。料理と栄養の知識、食材の買い方や保存のしかた、環境のことなど、食と暮らしに
ついて教えています。また、発行する料理書の掲載料理は、料理教室の講師が開発・制作しています。

【本件に関するお問合せは】 一般財団法人ベターホーム協会 企画広報課 松田・下（シモ）まで
〒150-8363 渋谷区渋谷 1-15-12  Tel： 03-3407-8712（直通） Fax：03-3407-0479  
Mail：[松田]keiko_matsuda@betterhome.jp [下]nagisa_shimo@betterhome.jp
URL:www.betterhome.jp

【1970 年にベターホーム協会が出版した書籍「かあさんの味」について】
ベターホーム協会では 1970 年、高度経済成長期の家庭像の変化の中で家庭の味が失われようとしている
ことを危惧し、家庭で作られているおそうざい 100 品の作り方を１冊にまとめ、「かあさんの味」として出版。
60 万部を発行しました。このたび出版した「ベターホームのかあさんの味」は、そのコンセプトを継承しながら、
現代の家庭に合ったレシピを掲載しています。
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ベターホームのお料理教室の講師が選んだ

「次世代に伝えていきたい日本の家庭料理“かあさんの味”」ベスト 10

ベターホーム協会では、2013年 10月に、札幌から福岡まで全国 18 ヵ所のお料理教室の講師（30～60

代女性）417人を対象に、「次世代に伝えて行きたい“かあさんの味”（日本の家庭料理）と、その理由や料
理にまつわるエピソード」を尋ねるアンケートをとり、結果を集計した（自由記述式・複数回答）。

順位 料理名 回答数 順位 料理名 回答数
1位 ちらしずし・五目ずし 179人 6位 茶碗蒸し 90人
2位 炊き込みごはん 155人 7位 卵焼き・だし巻き卵 73人
3位 赤飯 124人 8位 筑前煮 67人
4位 巻きずし 116人 9位 おはぎ・ぼたもち 64人
5位 いなりずし 109人 10位 肉じゃが 54人

●上位５品はお米料理
1位～5位は、すべてお米料理という結果に。日本人の一人当たりの米の消費量は年々減り続けており、お米
料理を家庭で作る機会も年々減少していると思われる。その危機感を、選んだ理由にあげた講師も多い。

●行事や歳時に食卓を囲む文化を伝えたい
お正月の筑前煮や茶碗蒸し、ひな祭りのちらしずし、お祝いの日のお赤飯、運動会のいなりずしや巻きずし、お
彼岸のおはぎやぼたもちなど、行事食が票を集めた。最近では運動会は生徒・児童だけでお弁当を食べるという
学校も多く、行事で人が集まるという風習も薄れてきている。特別な日の華やぐ気持ちは、家族と一緒に食べた
料理とともに心に刻まれるもの。多くの講師が、料理の作り方だけでなく「日本の行事や歳時に関わる食文化」
を残していきたいという思いを持っている。

●家族を思いやりながら料理をする心を伝えたい
誕生日や節句など、自分のために特別な料理を作ってくれたことのうれしさと、感謝の気持ち。自分が家族を思
って作った料理で喜んでもらえた時のうれしさも、料理を選んだ理由としてあげられた。

●「手間がかかっても本格的な作り方を」「手軽に作る方法を」それぞれの思い
ベターホームのお料理教室では、昨今では手間のかかる料理は敬遠され時短料理が好まれる傾向にある。しか
し、手間をかけて丁寧に作るだけのよさがあるので、本格的に作る方法を伝えていきたいという講師は多い。
一方、料理に時間がかけられない、蒸し器などの道具がないという家庭も多いため、“かあさんの味”を次世代に
伝えていくためには、例えばお赤飯は蒸し器を使わず電子レンジで作る、おはぎのあんは市販のものを利用して
もよいなど、手軽に作る方法こそ伝えていくべきではないかという意見もあがった。
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「次世代に伝えていきたい日本の家庭料理“かあさんの味”」 ベスト 10 と選んだ理由・エピソード

順位と料理名 ベターホームのお料理教室講師のコメント（選んだ理由・エピソード）
1位
ちらしずし・
五目ずし

・ひな祭りのちらしずし。祖母や母が作り、女の子がいないお隣さんに毎年おすそわけして喜ん
でもらっていたのを思い出します。（銀座教室・50代）

・母は、自分の誕生日はちらしずしでお祝いをしてもらっていたという話をよくしています。私もお
祝いの時は母に作ってもらっていました。ちらしずしにはいろいろな喜びの思い出が重なります。
（難波教室・50代）

・時代的に、「ハレの日」という感覚が薄れてきている中、お誕生日やひなまつり、お祝いごとの
時にちらしずしが食卓に並べられて、家族で食卓を囲むことの素晴らしさ、楽しさを味わってい
ただきたいです。（千葉教室・40代）

・ハレの日を家族、親戚などで祝う。皆で分かち合う特別な料理。特別な日のための料理で
あるからこそ、祝いの気持ちを込め、手間ひまかけて手作りしたいです。（京都教室・40代）

・３月生まれの私。男兄弟に挟まれて育った紅一点の私には、ちらしずしは女性の節句を祝
うという意味で、祝ってもらっている気持ちを感じるものでした。ひとつひとつの具の下ごしらえは
楽なものではありませんでしたが、にんじんを桃の花に形どったり、錦糸卵を焼いたり、えびの背
わたをとったり、でんぶを作ったり、ひとつひとつの作業をお手伝いして、すしめしを一生懸命うち
わであおいで冷ましたりしたことを思い出すと、今も優しい気持ちになります。（渋谷教室・50

代）

・改まった五目ずしではなく、その時にある材料で手軽に作る五目ずしが私の思い出の“かあさ
んの味”です。時には五目ではなく、具が 2～3品だったりしますが、ほっとする美味しさでした。
（横浜教室・50代）

2位
炊き込みごはん

・旬の食材を炊き込んだごはんは味よし、香りよし、見た目よし。日本人の五感をふるわせる
食べものです。（吉祥寺教室・40代）

・ちらしずしのようなお祝いものではないけれど、とてもうれしくて子どもの頃は３杯おかわりしたも
のです。（仙台教室・40代）

・少し寒くなると食べたくなる。家族皆大好きでよく食べるので、この時ばかりは少し多めにごは
んを炊きます。（名古屋教室・50代）

・たけのこごはん、新生姜ごはん、さつまいもごはん、栗ごはんなど、「今年もこの季節になったね
～」と家族で話しながら一度は作るようにしています。（銀座教室・50代）

3位
赤飯

・お祝い事があると必ず母が作ってくれたので、お赤飯を見ると幸せな気分になります。（千葉
教室・40代）

・母は祝い事があると必ずお赤飯を作っていました。もち米を浸水しているのを見る、「なにがあ
るのかな？」と、お赤飯ができあがるのを楽しみにしていました。（札幌教室・50代）

・入学式などお祝いの時に赤飯が出て来るととてもうれしかった。心から祝ってもらっている気持
ちが伝わる。（銀座教室 50代）
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・昨年他界した母の思い出の料理。子どもの頃から何かよいことがあった日、お祭り、入学、卒
業、結婚・・・家族の思い出のイベントはいつもできたてのお赤飯。私も結婚してから、我が家
の大切な日にお赤飯を炊いてきました。（池袋教室・50代）

・母が節目節目に作ってくれたこと、自分の子どもたちの卒業・入学式などに作ってきたのです
が、子どもたちがうれしそうだったことが私の大切な思い出です。家族でお祝いの食べものを食
べるのは貴重な時間だと思います。（吉祥寺教室・50代）

4位
巻きずし

・人が集まる時、お弁当を持って出かける時、まず母が用意をするのが巻きずしでした。かんぴ
ょう、あなご、ほうれんそう、卵などをずらりと並べて、手際よく巻いていた母の姿。やっぱりこれが
おいしいと喜んでいた父の顔が思い出されます。（渋谷教室・60代）

・小学生の頃運動会のお弁当は校庭にゴザやシートを広げて家族全員で食べたものでした。
その中心が太巻きずし。朝食のときに、切り落とした端を食べるのもまた楽しみでした。（町田
教室・50代）

・節分の日はいつもたくさんの具を入れて、巻きずしを作りました。”店で買うもの”ではなく”家
で作るもの”として、残していきたいです。（梅田教室・40代）

・子どもの頃はただ行事の楽しさ、お料理のおいしさを喜んだのですが、大人になっていただく
と、作ってくれた人への感謝の気持ちが強く感じられます。忙しい運動会や遠足の朝にも手間
がかかるお料理を作ってくれた祖母や母への感謝と、自分も見習わなければという気持ちが湧
いてきます。（吉祥寺教室・50代）

5位
いなりずし

・運動会、遠足のお弁当は必ずと言っていいほどいなりずしと太巻きずしでした。母が早起きし
て作ってくれた姿を今でも思い出します。自分でも子どもの運動会は同じように作ってあげまし
た。（池袋教室 50代）

・甘辛く煮たあげとすしめしの組み合わせは絶妙。すしめしに具を混ぜたり、色々工夫できる。
運動会の定番で、前日に町中のあげがなくなりました。（銀座教室 50代）
・朝、台所から油あげを煮る香りがすると、今日は祭だ！運動会だ！と思ったものです。（名
古屋教室・60代）

・子どもの頃はどこの家でもいなりずしを作っていたと思います。私もあげをやぶれないように開い
たり、ごはんを詰めるお手伝いが楽しかった思い出があります。（名古屋教室・50代）

6位
茶碗蒸し

・茶碗蒸しが食卓にのると大喜びした子どもの頃を思い出します。いくつになっても大好きな味
です。（渋谷教室・40代）

・家庭で食卓にのぼらなくなっているメニューの一つだと思います。コツさえつかめばかんたんにで
きるお料理なので、ぜひ残して欲しいです。（横浜教室・40代）

・我が家の茶碗蒸しはとっても具だくさん。子どもの頃、どんな具が出てくるかとても楽しみながら
食べました。（難波教室・40代）

・多めに作って次の日は冷たいままで食べるのも楽しみでした。最近は蒸し器を持っていない
方も多いですが、鍋でもできるので、その方法を伝えて作り続けていきたいです。（名古屋教
室・50代）
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7位
卵焼き
・だし巻き卵

・お弁当の定番。これが入っていないと寂しいとまで言われます。（仙台教室・40代）
・ふんわりあつあつの卵焼きはいつの時代も家庭の味として残していきたいものです。（渋谷教
室・40代）
・我が家は少し甘めの卵焼きですが、子ども達のお友達から作ってほしいとリクエストがよくきま
した。（梅田教室・40代）

・お弁当にかかせない母の味でした。それぞれの家で味がちがうのも、ランチタイムに話題になり
ました。（名古屋教室・50 代）

・トータルで 700本は焼いています。中学・高校の 6年間の息子のお弁当に必ず入れていま
した。地方の大学に進学し、「だし巻き卵を見る度にかあさんを思い出す」とくれたメールが忘
れられません。私も卵焼きを焼く度にそのメールを思い出します。（渋谷教室・50代）

8位
筑前煮

・洋食の好きな子ども達ですが、筑前煮は喜びます。コクがあって、お肉も入っているので、食
べやすいようです。根菜がたっぷりとれるのがうれしいです。（難波教室・40代）

・筑前煮を作っている台所の香りはほっとする幸せな香りです。野菜がたっぷり入った家庭の味
をいつまでも残したいです。（横浜教室・40代）

・私が子どもの頃から、行事（正月、誕生日、お祝い等）には必ず母、祖母が大きな鍋いっ
ぱいに作って 2～3日食べたりしたものです。（名古屋）

・先日友人と、「最近おしょうゆの減り方が遅くなったね」と話しました。具だくさんの煮ものを残
していきたいです。（福岡教室・40 代）

9位
おはぎ・
ぼたもち

・お彼岸にはいつも手作りで、母と一緒に作った思い出があります。今現在もふたりで作りま
す。（札幌教室・50代）

・仏様にお供えする前に、お鍋に残ったあんこを丸めて口に入れてもらうのが楽しみでした。
（神戸教室・60代）

・お彼岸に必ず登場したおはぎ・ぼたもち。ご先祖様に手を合わせてからいただけるおはぎは何
か特別な感じがして、格別においしかったことを思いだします。（藤沢教室・40代）
・お彼岸に必ず食べるおはぎ。和菓子店で買うものもいいですが、家庭で作る習慣も伝えてい
きたいです。（藤沢教室・40代）
・彼岸になると祖母がお皿に山盛りに作ってくれました。すりこぎでもち米をつぶすなど、手伝う
のも楽しかった。（福岡教室・50 代）

10位
肉じゃが

・肉じゃがは、料理教室で男性の受講生に人気。「家庭の味がする」とのこと。（大宮教室・
60代）

・どんなしゃれた料理より心やすらぐ一皿です。（吉祥寺教室・50代）

・関西出身の私は肉→牛肉、じゃがいも→メークイン。関東出身の姑は肉→豚肉、じゃがい
も→男爵。結婚して最も地域差を実感した一品でした。（千葉教室・50代）

・母手作りの肉じゃがは、子どもの頃野菜が嫌いだった私が唯一喜んで食べた野菜料理だった
ようです。子ども好みの甘めの味つけが好きでした。（福岡教室・30代）

以上


