
 
 

１） Indonesian “Jamu” Turmeric Elixir 

 
ターメリック （うこん） エリクサー     

エリクサーとは薬剤を飲みやすくするために用いるもの。 

抗炎症・抗菌トニックレシピ 

 

これはインドネシアで、炎症を抑え、免疫力を高めるために 1000 年以上にわたって使用されてきた伝統的な薬

用トニックです。  

ショウガとウコンは、多くの健康上の利点をもっています。 ジャムの鮮やかな色は、ウコンの強力な抗炎症成分

であるクルクミンです。 鎮痛剤および肝強壮剤として評価されています。 ジンジャーは強力な抗炎症性および

抗菌性を備えて、吐き気や消化不良の治療に使用できます。 

 

ジャムは温かく、または冷やしても頂けます。穏やかな肝臓の紅潮のために、そして消化器分泌物を刺激するた

めに、朝食の 15 分前に毎朝 30ml のショットをお楽しみください。 

 

【材料】 

新鮮なウコン、（皮をむいてスライスしたもの） 125g  

（または有機乾燥ターメリックパウダーで代用）25g 

生姜、皮むき、薄切り   30g 

ココナッツウォーター又はミネラルウォーター  1 リットル 

有機生蜂蜜    3～4 大さじ 

ライム、ジュース入り   2～3 ライム 

 

【作り方】 

＊ブレンダーで水、ウコン、ショウガを混ぜ合わせます。 液体を厚い底のある鍋に移し、中火で沸騰させ、20 分 

間煮込み、スパイスを入れてます。 脇に置いて冷まします。 

＊液体を細かいこし器に通します。 

＊はちみつが溶けるまでライムと一緒にかき混ぜます。 

＊消毒済みのガラス瓶に移して、冷蔵庫で最大 2 週間保管します。 
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２） Beetroot and Quinoa Risotto ビート、キノアリゾット 
 

このカラフルで甘いリゾットは、伝統的な白い米のリゾットの代わりに、栄養価の高い代替品となります。 

ビタミン A、C、鉄などが豊富なビーツは、心臓血管系を保護し、血液を作ることで評価されています。 その豊か

で深い色素は、強力な抗酸化物質の含有量を示します。 すべての根菜類と同様に、スーパーフードとして認知

されています。 

 

インカ帝国から「全粒穀物の母」として知られるキノアは、9 つの必須アミノ酸すべてを提供する唯一の植物源の

素晴らしいタンパク質源です。また、キノアは、繊維、マグネシウム、B ビタミンの優れた供給源であり、血糖値を

安定させる効果があり、健全なリゾットのベースとして最適です。 

 

【材料】 

オーガニックキノア、調理済み 200 g 

蒸した、又は焼いたビート、  150 g 

新鮮なビート（細かくさいの目に切った）80 g 

にんにく、みじん切り  20 g 

タマネギ、みじん切り  40 g 

ネギ、みじん切り   30 g 

セロリ、みじん切り   20 g 

フレンチタイム   5 g 

野菜だし    100ml 

パルメザンチーズ、すりおろした 15 g 

黒コショウ、砕いた 

エキストラバージンオリーブオイル 30 ml 

味わう塩 

 

【ガーニッシュ】 

ルッコラの葉   50 g   

蒸しビーツ、   100 g 

フェタチーズ   30 g 

かぼちゃの種、焼いた、あぶった 20 g 

冷凍グリーンピース  80 g 



バルサミコ酢   小さじ 1 

オリーブオイル   小さじ 2 

 

【作り方】 

＊厚底鍋で玉ねぎ、ニンニクをオリーブオイルで、2〜3 分軽く炒める。 次に、タイム、ネギ、セロリを 

加え、さらに 2 分間調理を続けます。 野菜ストックを加え、軽く煮る。 さいの目に切ったビーツをかき混ぜ、

さらに 2〜3 分間調理します。調理したキノアとビーツのピューレを加え、リゾットのようになるまで 4〜5 分間

調理を続けます。 

 

＊リゾットを作っている間に、付け合わせを準備します。 きれいなフライパンで、グリーンピースを少しのオリ 

ーブオイルで 1〜2 分軽く炒めます。 蒸したビーツを小さなボウルに入れ、バルサミコ酢とオリーブオイル 

を振りかけます。 

＊付け合わせの準備ができたら、リゾットを火から下ろし、パルメザンチーズをかき混ぜ、塩とコショウで味 

付けします。 

＊リゾットを 2 枚の皿に分けます。茹でたビートとグリーンピースのソテーを上に置きます。 フェタチーズとか 

ぼちゃの種の上に振りかけると、風味が増します。 ルッコラの葉を飾ります。 

 

【追加のアイデア】 より歯ごたえを得るには、混合シードクラッカーを添えてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

３） Bircher Muesli  バーチャ ミューズリー 
 

ヨーロッパの伝統的な朝食であるミューズリーは、健康的なオート麦の繊維と脂肪酸などを提供します。 

炎症を軽減し、健康な心臓血管系をサポートします。健康な心臓血管系をサポートするオメガ 3 として。  

高エネルギーは一日の始まりです。  

 

【材料】 

オート麦    70 g 

ヘーゼルナッツ、粗く砕いたもの  60 g 

アーモンドミルク   70 ml 

赤リンゴ    50g 

レモン汁    20ml 

季節のフレッシュフルーツ、スライスしたもの 250 g 

ヤギの牛乳ヨーグルト  100 g 

レーズン    10 g 

ハニー3 小さじ 

 

【作り方】 

＊皮付きのリンゴを細長いスティック状に切る。 

＊オート麦、ヘーゼルナッツ、アーモンドミルク、リンゴ、レモンジュース、山羊のミルクヨーグルト、レーズンを 

ボウルに入れて混ぜ合わせます。ミックスを約 45 分間冷蔵庫で冷やす。 

＊冷蔵庫から取り出し、新鮮な果物を入れてかき混ぜます。 
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４） Papaya Bee Smoothie (L)  https://youtu.be/AXByNaHRRUw 
 

サーブ 1 

 

胃腸系にやさしく栄養を与え、腸の免疫力を高め、エネルギーレベルを高めるプロバイオティクス・ドリンクス。 

 

【材料】 

ヤギヨーグルト、   175 ml 

パパイヤ、細かくりみじん切り、 125 g 

ハチ花粉、   30 g 

はちみつ、   小さじ 1 

 

【作り方】 

＊ヤギのヨーグルト、パパイヤ、蜂蜜を数個のアイスキューブとブレンドし、滑らかでクリーミーになるまで混ぜま 

す。 背の高いグラスに注ぎ、蜂の花粉を上に振りかけます。 飲む準備ができたら、蜂の花粉をかき混ぜます。 

 

蜂の花粉は微量のミネラルとビタミンを含み、タンパク質と炭水化物を非常に多く含んでいます。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/AXByNaHRRUw


 
 

5） Pomelo Salad     
 

ポメロには、免疫力を高めるビタミン C と体のバランスを整えるカリウムが含まれています。一方、唐辛子の冷や

しは、代謝を促進し、炎症を抑えます。 新鮮なおかずや軽いメインになります。 

 

【材料】 

ザボン、   100 g 

鶏ミンチ、  80 g 

エシャロット、スライス、 5 g 

赤唐辛子、スライス、 2 g 

カフィアライムの葉、スライス、1 g 

ミント、   1 g 

ネギ、スライス、  2 g 

ライムジュース、ライム 1 個 

フィッシュソース、  5 ml 

パームシュガー、  5 g 

チリペースト、  5 g 

 

付け合わせに： 

きゅうり、スライス、 3 枚 

長い豆、   5 個 

コリアンダー、  1 g 

 

【作り方】 

＊水の鍋を沸騰させ、チキンミンチを加える。十分に調理し、濾してから放冷する。 

＊小さなボウルに、チリペースト、パームシュガー、フィッシュソース、ライムジュース、唐辛子を加えます。 

砂糖が混合物に溶けるまで、フォークと一緒に泡立て器で泡立てます。 

＊残りの材料をすべてボウルに入れ、ドレッシングを加えてよく混ぜます。 

＊皿に盛り付け、きゅうり、長豆、コリアンダーを飾ります。 

 

 

 



 
 

６） Whole Wheat Pasta with Hummus フムスと全粒粉パスタ    https://youtube/10MQvi95CYx 
 

フムス、オリーブ、カレーペースト、ペスト、海苔など、国際的な風味の珍しいブレンドが、この健康的なパスタ料

理に美しく調和しています。味と健康の利点を最大限に引き出すにペースト社のウエブサイトのレシピセクション

にアクセスして、独自のアーモンドミルク、フムス、カレーペースト、バジルペストの作り方を学んでください。ビー

ガンの場合は、ほんだしを省略します。 

 

サーブ 2 

 

【材料】 

全粒粉スパゲッティまたはペンネ、 160 g（乾燥） 

フムス(*)、   100 ml 

アーモンドミルク(**)、  120 ml 

ほんだし(***)、   2 g 

海塩ピンチ 

コショウ、黒 

チェリートマト、4 等分、  50 g 

ロケットの葉、   20 g 

カシュー、   30 g 

オリーブ（カラマタ）、細かく刻んだ、 20 g 

海苔、細切り、   1/2 枚 

マッサマンカレーペースト(****)、 15 g 

バジルペスト(*****)、  30 g 

バジルの葉、小枝 2 本 

 

(*) フムス–  

Kamalaya のウエブサイトにあるレシピ（フムスレシピ）を参考に作成するか、時間を節約するために、高品質 

のフムスを使用したりできます。 

(**)アーモンドミルク–  

このレシピは、Kamalaya ウェブサイト（アーモンドミルクレシピ）を参考に作成でます 

（***）ほんだし 

日本の食材であり、基本的に昆布とマグロのフレークから作られたストックです。  

（****）マッサマン カレーペースト–  

https://youtube/10MQvi95CYx


Kamalaya のウェブサイト（マッサマンカレーペーストレシピ）を参考に作ってください。または、市販のペース 

トを使用しますが、保存料を含まないペーストを使ってください。 

 

（*****）バジルペスト–  

ヘルシーバージョンは、Kamalaya のウエブサイト（バジルペストレシピ）のレシピを参考にしてください。市販 

のバージョンを使用することもできます。 

 

【作り方】 

＊パスタアルデンテを調理します。 

＊次に、フライパンを加熱し、アーモンドミルクとフムスを加え、クリーミーなコンシステンシーになるまで攪 

拌します。 

＊カシューナッツ、マサマン カレーペースト、みじん切りのオリーブ、チェリートマトとペストを加え、かき混ぜ 

ます。 

＊ほんだしを加え、味を確認し、必要に応じて塩こしょうで味付けする。 

＊パスタをソースに加えてかき混ぜ、必要に応じて追加のアーモンドミルクで調整します。 

パスタを焼き過ぎるので、あまり長く調理しないでください。 

＊火から下ろし、ロケットの葉をかき混ぜます。 

＊パスタボウルに盛り付け、刻んだ海苔と新鮮なバジルを飾ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

7)  Wing Bean Black Cod Salad  https://youtu.be/voefKmGxxlI 

 
このサラダの伝統的なタイバージョンには、通常、豚肉、エビ、卵が含まれますが、カマラヤでは、黒タラの柔ら

かいフレークを添えて提供しています。 翼豆はタンパク質とカルシウムが豊富で、ビタミン A と C、鉄、酵素の優

れた供給源です。 

 

アジアの食料品店でウィングビーンズを見つけることができない場合は、スナップエンドウやインゲンなどの別の

品種を代用することができます。 

 

サーブ 1  

【材料】 

ウイングビーンズ、細かくスライス、 60 g    スナップエンドウ、インゲンで代用 

銀鱈、    100 g 

レモングラス、細かくスライス、 8 g 

エシャロット、スライスして、オーブンでローストしたもの、15 g 

ミントの葉、   5 g 

コリアンダー リーフ  5 g 

カフィアライムの葉、細かくスライス、 2 枚 

フィッシュソース、   15 ml 

パームシュガー、   8 g 

赤唐辛子（大）、種を取り除いて細かくスライス、3 g 

ねぎ、みじん切り、   10g 

トムヤムペースト、   20 g 

ライムジュース、   5 ml 

 

【作り方】 

＊調理されるまで銀鱈を蒸します。冷ましてから身をさいてフレークにする。 

＊次に、ウイングビーンス（スナックエンドウ豆）を沸騰したお湯で 30 秒ゆで、氷水でひやす。 

＊すべての材料をボウルに入れ（少量のコリアンダー、ミント、エシャロットは付け合わせ用に用意します）、 

魚を壊さないように注意しながらよく混ぜます。 

＊プレートに盛り付け、残しておいたミント、コリアンダー、オーブンでローストしたシャロットを飾りつける。 

 

 

https://youtu.be/voefKmGxxlI
https://www.kamalaya.com/wing-bean-black-cod-salad.htm


 
 

８） Pumpkin Seed Milk 
 

とてもヘルシーで乳糖が入っていない、牛乳の代用品となるカボチャの種乳は、コレステロールを減らし、免疫系

の働きを高めてくれます。また、骨を強くし、抗炎症作用の効果もあります。 前立腺肥大に関する症状を改善し

てくれるので、男性にとてもよい飲み物です。 料理の際に牛乳の代わりに使えるだけでなく、シリアルとともに、

また美味しい癒しのドリンクとしても利用できます。 冷蔵庫で 2 日間は保存できます。 

 

 

【材料】 

カボチャの種  350 g 

蒸留水（温めたもの） 1 リットル 

レーズン   100 g 

 

【作り方】 

かぼちゃの種子、レーズン、温水をブレンダーに入れ、中ぐらいのスピードで約 1 分間ブレンドします。 目の細

かいこし器でこし、果肉をすてる。（時間があれば、カボチャの種子を一晩水につけておくとよい。混ぜる前に水

はきってすてる） 

 

 

 

 

 

 

 


