
 

 

Lemon drizzle scones 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Preparation Method/作り方 

Ingredients/材料 
●250g plain flour/小麦粉(薄力粉)250g 

●2 tsp baking powder/  
ベーキングパウダー小さじ 2杯 

●a pinch of salt/塩少々 
●50g unsalted butter, diced/ 

ケーキ用バター、刻んでおく 50g 
●25g caster sugar/砂糖 25g 
●zest 2 lemons/レモン 2個分の皮、摩り下ろす 
●125ml butter milk/バターミルク 125ml ＊ 
●2 tbsp milk/牛乳大さじ 2杯 
 
For the icing 
4 tbsp icing sugar/パウダー砂糖大さじ 4杯 
Zest 1 lemon/レモン 1個分の皮、摩り下ろす 
A little lemon juice/レモン汁少々 
 
To serve 
Clotted cream or butter, and lemon curd 

クロテッドクリームやバター・レモンカード 

1. Sift the flour, baking powder and salt into a bowl.  Rub in the butter with your fingers until 
it looks like fine breadcrumbs. 
小麦粉, ベーキングパウダー、塩をふるいにかけながらボールに入れ、混ぜておく。バターを入れ、両手
で粉をまぶしながらすりまぜていく. 

2. Add the sugar and lemon zest and stir. 
砂糖、摩り下ろしたレモン皮を足して、軽く混ぜておく。 

3. Make a well in the centre of the mixture and pour in the milk and buttermilk. Mix until a soft 
dough is formed. 
まん中を窪ませて、牛乳、バターミルクを入れ、ナイフやスプーンを使って、柔らかい生地にまとめて 
おく。 

4. Sprinkle the dough with flour, cover and cool in the refrigerator for about 15 minutes. 
生地に小麦粉を振って、ラップをかけて、冷蔵庫で１５分位冷やせておく。 

5. Line a large baking sheet with non-stick baking paper. Preheat the oven to 200 C.  
大きいベーキングトレーにベーキングペーパーを敷く。オーブンを 200 度で予熱しておく。 

6. Turn the dough on to a floured board. Use your hands to pat out to a thickness of 2.5 cm and 
cut into 7 cm rounds with a cutter. Be careful not to twist the cutter. 

   打ち粉をした台に生地をおき ,手を使って、厚さ 2.5 ㌢まで伸ばせて、７㌢型抜きで型をとる。 
   型抜きをねじないように気を付けましょう。 
7. Place on the baking sheet and bake in the oven at 200 C for 10 to 12 minutes. When done, 

leave to cool. 
ベーキングシートに並べておく. 200℃のオーブンで少し焼き目が着くまで 10～1２分焼く。出来上がっ
たら、冷ませておく。 

8. To make the icing, mix the icing sugar with a small amount of lemon juice. Drizzle the icing 
over the scones and sprinkle with lemon zest. 
アイシングを作るのに、パウダー砂糖をレモン汁少々と混ぜておく。スコンの上に振り掛ける。レモン皮
で仕上げの飾りつけする。 

9. Cool and then serve with lemon curd and clotted cream. 
レモンカードやクロッテドクリームを塗って、召し上がってください。 

 

＊バターミルクの作り方 

Add 1 tsp of lemon juice to 125 ml milk, stir 

and leave for 10 minutes. 

125ml ミルクにレモン汁小さじ一杯分を入れ、

軽く混ぜてから、10 分間おく。 
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