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Biscuits and Gravy: a Southern Comfort
Lee Anne Ledwell

When asked to bring something for a potluck at the end of the ICIEA Japanese class, my Þrst instinct was to share something 
speciÞc to my region of America. I am from Tennessee, a part of the Southern region known as just Òthe South.Ó My favorite part of 
waking up on a Sunday as a kid was that smell of freshly baked biscuits and the sound of sausage popping in the skillet. IÕm not a 
morning person, but it was worth waking up for especially since it was normal to take a nap after such a heavy meal. (Becoming 
sleepy and taking a nap after a meal is called going into a food coma. And I was the food coma queen!) The typical Southern 
breakfast is biscuits and gravy, fried or scrambled eggs that are cooked in butter rather than oil, and seasonal fruit. The biscuits (and 
gravy provided by Allie Lewis, another Tennessee native) were a hit at the potluck, so theyÕre sure to be gobbled up in your home as 
well!

Biscuit recipe:  6-8 biscuits
Ingredients:
2 cups ßour
1/4 cup shortening or cold butter
2/3 cup milk (might not use all of it)

Directions:
1. Grease your baking sheet
2. Put ßour in large bowl.
3. Cut shortening into ßour with dull knife until small crumbs form. (For ßakier biscuits, donÕt mix a lot.)
4. Little by little, add the milk and stir with fork until it becomes a moist, sticky dough.
5. Put a small amount of ßour into the palm of one hand (to prevent sticking) and pick up desired amount of dough with other hand.
6. Mold into a ball then pat to ßatten just a little. (The trick to making good biscuits is to not handle the dough too much.)
7. Bake for 8-10 minutes at 245 degrees Celsius. (For softer biscuits, place the biscuits close together)
8. Cut open and add desired topping (I recommend either gravy, jam and butter, or sausage and jam.)

Gravy recipe: 
Ingredients:
12 ounces raw sausage (If you canÕt Þnd raw sausage, you can use ground beef or pork and add your choice of spices. If you use 
pre-cooked sausage, just chop it up into small pieces and use more butter. The point of this meal is to just use what you have 
available.)
3 tablespoons butter
1/4 cup ßour
3 cups milk
Salt and pepper to taste

Directions:
1. Cook sausage in large, deep skillet, breaking it up into small pieces.
2. Remove sausage, leaving the drippings in the pan.
3. Stir in the butter until melted.
4. Add ßour, and stir until smooth. Reduce heat to medium, and cook until light brown.
5. Gradually whisk in milk, and cook until thickened.
6. Season with salt and pepper, and stir in cooked sausage.
7. Reduce heat, and simmer for 12 to 15 minutes. (If gravy becomes too thick, stir in a little more milk.)

After the American Revolutionary War (1775-1783), the South became deprived of resources, so their meals became cheaper. They 
used what little they had to make a delicious meal: biscuits and gravy. If you look at the ingredients lists, youÕll notice they are both 
essentially made of the same things. Despite the low cost, it was Þlling enough to prepare for a long, hard day of working in the 
Þelds. Most Southerners no longer work on farms and donÕt need a meal with such a high caloric intake; however, you can still Þnd 
biscuits and gravy in restaurants and homes all across the South. And everyone you meet will swear their family recipe is the best. 
The most popular Southern food chain restaurant is Cracker Barrel, which serves a side of biscuits with your meal: breakfast, lunch, 
or dinner. This has even inspired McDonaldÕs and other large chains to serve biscuits on their breakfast menu. If you ever get the 
chance to visit America, please come on down to the South and Þll up on some good olÕ home cookinÕ. YouÕll surely enjoy our 
famous Òsouthern hospitality,Ó and become like family with the grannies and papaws sending you off with ÒyÕall come back now, ya 
hear?Ó

ビスケットとグレービーソース：南部の快適さ
リーアン・レドウェル

ICIEAの日本語クラス終了時のポットラック用に、何か持ってくるようにと頼まれたとき、最初に思いついたのが、アメリカ
の私の故郷の名物を持参することでした。私は｢南部｣として知られているアメリカ南部地方のテネシー出身です｡子供の頃は、
日曜日の朝、ビスケットを焼く新鮮なにおいと、フライパンの中ではじけるソーセージの音で目覚めるのが好きでした。私
は朝型人間ではありません。こんなにたくさんの食事をした後は、うたた寝するのが普通だったので、特に起きる値打ちが
ありました。（食事のあと、眠くなってうたた寝することはフードコーマになると言われます。そして、私はフードコーマク
イーンでした。）典型的な南部の朝食は、ビスケットとグレービーソース、目玉焼きか、油でなくバターで作ったスクランブ
ルエッグと季節のくだものです。そのビスケットともう1人のテネシー出身のアリー・ルイスが持ってきたグレービーソース
は、ポットラックで大人気だったので、みなさん、家でも夢中で食べるに違いありません。

〈１〉ビスケットの作り方（6～8枚）
（材料）
＊ 小麦粉　2カップ
＊ ショートニングか冷たいバター　1／4カップ
＊ 牛乳　2／3カップ（全部は使わないかもしれない）

（作り方）
１．ベーキングシートに油を塗る。
２．大きいボウルに小麦粉を入れる。
３．先がとがっていないナイフでショートニングを小さい粒になるまで小麦粉の中でカットする。（サクサクなビスケット
にしたいので混ぜすぎないで）
４．少しずつ牛乳を加え、もったりしてねばねばする生地になるまでフォークでかき混ぜる。
５．小麦粉を少し片方の手のひらにのせ、もう片方の手で生地を好きなだけ取る。
６．少し平らになるように広げ、ボウルの中で形作る。（おいしいビスケットを作るには、生地を余り触りすぎないこと）
７．摂氏245度で、8～10分焼く。（柔らかいビスケットにしたい場合は、ビスケットを近づけて置く）
８．切り開いて、好みのトッピングをする（お勧めは、グレービーソース、ジャム、バターかソーセージとジャム）

〈２〉グレービーソースの作り方
(材料)　
＊ 約350ｇの生ソーセージ（もしなかったら、牛か豚の挽肉と好きな香辛料を加える｡調理済みのソーセージを使うのなら
小さく切ってバターを多めにする。この料理のポイントは用意できるものを使えばいいだけです。）

＊ バター　小さじ3
＊ 小麦粉　1／4カップ
＊ 牛乳　3カップ
＊ 塩、こしょう少々

（作り方）
１．大きくて深いフライパンで小さくしたソーセージを炒める。
２．ソーセージを取り出し、フライパンの肉汁は取っておく。
３．フライパンにバターを入れ、溶けるまで加熱して混ぜる。
４．小麦粉を加え、なめらかになるまでかき混ぜる。火力を中に落として薄い茶色になるまで調理する。
５．ミルクを少しずつ加え、もったりするまでかき混ぜる。
６．塩と胡椒で味をととのえ、調理したソーセージを混ぜる。
７．火力を落として、12分から15分コトコト煮る。（ソースを濃くしたい場合は、ミルクをもう少し加えて混ぜる。）

アメリカ独立戦争（1775－1783）のあと、南部では物資が乏しくなったので、食事はより安価なものへと変わりました。ビ
スケットやグレービーソースのようなおいしい物を作るために、わずかにあるものを使いました。材料のリストを見たとき、
どちらも本質的に同じ材料で作られていることに気づくでしょう。安価にも関わらず、農場での毎日の長時間で厳しい労働
ための用意としては十分にお腹を満たしてくれました。南部人のほとんどはもはや農場で働くことはなく、このような高カ
ロリーの食事を摂る必要はありません。しかし、今でも南部中のレストランや家庭で、ビスケットやグレービーソースを目に
します。そして出会った人はだれもが我が家のレシピが1番だと言うでしょう｡最も人気のある南部料理のチェーンレストラン
はクラッカー・バレルで、朝食、ランチ、ディナーのどの食事にもビスケットが添えられています。これはマクドナルドや他
の大チェーン店に影響を与え、朝食メニューにビスケットが添えられるようになりました。もしアメリカを訪れる機会があ
れば、南部にいらして、この古き良き家庭料理を食べて下さい。きっと有名な｢南部のおもてなし｣を楽しめるでしょうし、
おばあちゃんのいる家族のようになり、お父さんから｢すぐに戻っておいでね。｣と見送られることでしょう。

訳：宮崎千代子 (Chiyoko Miyazaki)
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