
 

 

Bakewell tart 
Ingredients/材料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preparation Method/作り方 

For the pastry/生地 

●175g flour/小麦粉 

●75g butter or margarine 

バター又はマーガリン 

●water/水（大さじ 2～3） 

  

For the filling/フィリング 

●1-2 tablespoons raspberry jam 

 ラズベリージャム（大さじ 1～2杯） 

●125g butter/バター又はマーガリン 

●125g sugar/砂糖 

●125g ground almonds/アーモンドプアダー 

●1 egg/卵 1個 

●A few drops of almond essence/ 

アーモンドエッセンス 適量 

●50g flaked almonds/アーモンドスライス 
 
For the icing/アイシング 

●100g icing sugar/粉砂糖 

●1 teaspoon cold water/冷水（小さじ 1） 

●1 teaspoon lemon juice/レモン汁（小さじ１） 

1. To make the pastry, put the flour into a bowl and rub in the butter until you have a soft breadcrumb 
texture. Add enough cold water to make the crumb mixture come together to form a firm dough. 

薄力粉をボールにいれ、バター（又はマーガリン）をちぎり入れ両手で粉をまぶしながらすりまぜていく。マ

ーガリンが小豆大くらいになったら水をまぜ、折りたたみながらまとめていく。 

2. Roll out the pastry on a light floured surface and line a 20cm well-buttered flan dish. Prick the pastry 
with a fork and cut off the edges of the pastry. Leave in the fridge to chill for 30 minutes. 

  打ち粉をして薄く伸ばしていく。型（20ｃｍの物）に敷き詰めて底の部分にフォークで全体に穴を開けます。 

    生地の端を切り取る。30分程冷蔵庫で休ませる。 

3. Preheat the oven to 200C. 
  オーブンを 200 度に温める。 
4. Line the base of the pastry with baking parchment and then fill it with baking beans. Place on a baking 

tray and bake blind for 15 minutes. Remove the beans and parchment and return to the oven for another 
five minutes to cook the base. 
タルト型にオーブンペーパとタルトストーンを乗せて 15 分焼き、ペーパーとストーンなしでさらに 5 分焼く。 

5. For the filling, spread the base of the flan generously with raspberry jam. 
冷ましたタルトにラズベリージャムを薄く敷き詰めておく。 

6. Melt the butter in a pan, take off the heat and stir in the sugar. Add ground almonds, egg and almond 
essence. Pour into the flan tin and sprinkle over the flaked almonds. 
フィリング用のバターを溶かしておく。砂糖を加え、混ぜる。アーモンドパウダー、卵、アーモンドエッセン

スを加え、混ぜる。タルトにフィリングを流し入れ、アーモンドスライスを乗せる。 

7. Reduce the heat to 180 C. Bake for about 30 minutes.  

180℃のオーブンで 30 分焼く。 

8. Meanwhile, place all of the icing ingredients into a plastic bag and mix well. Cut a small hole in the 
side of the bag and pipe across the tart in a zig zag pattern. 

  アイシングの材料を全て袋に入れ、混ぜます。袋の端に小さく切ります。ジグザグにタルトの全体に掛ける。 
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