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～発行によせて～

　いちき串木野市は、薩摩半島の北西部東シナ海に面し、日本三大砂
丘のひとつである白砂青松の吹上浜北端に位置し、北西の季節風を遮
る地形と暖流の影響を受け、温暖な気候となっています。近代日本の
黎明をつげた薩摩藩英国留学生渡欧の地、また、いにしえから徐福伝
説が息づく歴史文化、様々な恵みをもたらす海、焼酎やつけあげ、ハ
ム製品、まぐろラーメンなどの地元産品、名声を博しているポンカン、
サワーポメロといった農産物など様々な特色のある資源を有していま
す。
　近年、食生活をめぐる環境が大きく変化し、地域の豊かな食文化や
伝統的な郷土食が失われつつある中、いちき串木野市のふるさとの料
理を再現するとともに、その料理方法について、地元産の「生産者の
顔が見える安心・安全な食材」を使用したレシピ集を作成しました。
　ご家庭での活用はもちろん、料理教室や飲食店でのメニューに加え
ていただき、食文化の継承や地産地消の推進に活用いただければ幸い
です。

編集委員長　松下　洋子
　このたび、いちき串木野市の食文化ともいえる行事食や郷土の料理
など、四季折々の地元産の豊かな農林水産物を活かした料理の再現に
取り組みました。
　昔から伝わる行事食や郷土料理の由来や時代の背景に思いを馳せ
ながら、祖母から母へ、母から子へと受け継がれてきました家庭の味
や、現代風にアレンジした簡単な作り方や新しい食べ方などを紹介し
ています。
　私たちが健やかに安心して暮らすためにも、可能な限り地のもの、
そして旬のものを旬の時期に食することこそ何にも勝る贅沢で幸せな
ことはありません。
　今後、多くの皆様にこのレシピ集をご活用いただき、いちき串木野
市の身近な食材を改めて見直し、さらに地域農林水産物の生産と消費
拡大に繋がれば幸いに存じます。
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春いちき串木野市
四季のうんまかもんレシピ集

【桜鯛のバターソテー】
❶桜鯛に塩こしょうをして小麦粉

をまんべんなくつける。
❷フライパンにオリーブオイルを入

れて❶を皮目から焼く。
❸キッチンペーパーで❷の油をき

れいにふきとる。
❹バターを入れて桜鯛にからめる。

【ソース】
❶桜鯛のあら骨からだしを取る。
❷❶を鍋に入れて塩・ブラックペッ

パー・薄口醤油で味付けをする。
❸❷にあおさを入れて水溶き片栗

粉でとろみをつける。

●皿にソースをしき、桜鯛のバター
ソテーをのせる。天盛に白髪ね
ぎをのせて小ねぎと糸唐辛子を
かざり、適量のエクストラバージ
ンオイルをかける。

桜鯛のバターソテーあおさソース仕立て

たけのこの木の芽あえ

❶たけのこは１㎝角に切り、のびるは一本をひとまとめに結う。
イカも１㎝角に切り、さっとゆでて冷ます。
❷ほうれん草はゆでてしぼり、細かく切る。
❸すり鉢に木の芽とほうれん草を入れてすってから、Ⓐを混

ぜ合わせ❶を和える。

材料（2人分）
たけのこ   ８５ｇ
のびる   １０ｇ
ほうれん草   10ｇ
イカ   ３５ｇ

　�酢   小さじ２
Ⓐ�みそ   ２０ｇ
　�砂糖   １０ｇ
木の芽   少々

❶キャベツは沸騰湯でさっとゆで、ザルに引き上げ冷まし、 
せん切りにする。
❷生わかめも沸騰湯で色よくゆで、ザルに引き上げ冷まし、 

ざく切りにする。
❸Ⓐの調味料をボウルで混ぜ合わせる。
❹小鉢にキャベツとわかめを盛り付け、調味料をかける。 

削りカツオを上からふりか
ける。

材料（2人分）
生わかめ   ５０ｇ
キャベツ   １５０ｇ
削りカツオ   ５ｇ

　�すり白ごま   大さじ1 1/2
　�酢   大さじ１
Ⓐ�砂糖   小さじ２
　�薄口醤油   小さじ２
　�塩   小さじ1/8

生わかめとキャベツの
おかかごま酢あえ

材料（2人分）
桜鯛   １００ｇ
バター   １０ｇ
オリーブオイル   少々
小麦粉   適量
塩   0.8ｇ
ホワイトペッパー・深ねぎ・
小ねぎ・糸唐辛子   少々

【ソース】
あおさ   ２０ｇ
桜鯛のだし汁   ４０ｇ
塩   0.4ｇ
薄口醤油   小さじ1/6
水溶き片栗粉   小さじ1/2弱
ブラックペッパー・
エクストラバージンオイル   少々

【１人あたり】
エネルギー   150ｋｃａｌ
たんぱく質   11.3ｇ

脂　　　質   9.7ｇ
炭水化物   3.4ｇ
食塩相当量   0.9ｇ

【１人あたり】
エネルギー   87ｋｃａｌ
たんぱく質   5.1ｇ

脂質   4.1ｇ
炭水化物   10.2ｇ
食塩相当量   1.7ｇ

【１人あたり】
エネルギー   69ｋｃａｌ
たんぱく質   5.6ｇ

脂質   0.7ｇ
炭水化物   10.8ｇ
食塩相当量   1.2ｇ
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春いちき串木野市四季のうんまかもんレシピ集

❶昆布とかつお節でだし汁をとる。
❷おさのりは水に戻しておく。えのき茸は石づきを取り、4等

分に切りほぐす。豆腐は５㎜角に切る。
❸だし汁に調味料を入れ、えのき茸を煮る。豆腐・おさのりを

入れ、ひと煮たちしたら器
に盛る。

材料（2人分）
豆腐   ５０ｇ
おさのり(乾)   6ｇ
えのき茸   1/3袋（33g）

だし汁   ３００㏄
（昆布…３ｇ、かつお節…３ｇ）

薄口醤油   大さじ1
酒   小さじ１

豆腐とおさのりの
すまし汁

❶昆布はきれいな布巾で汚れを拭く。鍋に水・昆布を
入れて中火にかけ、煮立ってきたらかつお節を加え
る。
❷昆布をかつお節にのせ、ふた状にして弱火で１～２

分煮る。火を止め、そのままかつお節が沈むまで置
いておく。ボウルにザルを重ね、キッチンペーパーを
のせる。昆布とかつお節を取り出し、キッチンペー
パーでこす。キッチンペーパーを軽く押さえてだし汁
を絞る。

※キッチンペーパーで包んだかつお節はきつく絞らな
い。粗熱が取れたらきれいな容器に移し替えて、冷
蔵庫で保存する。

だし汁の作り方

肉じゃが（六白黒豚） 【下準備】
❶じゃがいもは皮をむいて２～４つに切り、でき

たら面取りをする。水にさらしてからザルに上
げる（面取りで取った部分も残しておく）。
❷豚肉が大きい場合は食べやすい大きさに切る。

たまねぎは１㎝幅のクシ切りに、にんじんは皮
をむいて８㎜幅の半月切りにする。
❸さやいんげんは軸側を少し切り落とし、塩ゆ

でして２㎝の長さに切る。糸こんにゃくは水気
を切って、食べやすい長さに切る。鍋にたっぷ
りの水と一緒に入れて煮立ったら１分ゆで、ザ
ルに上げ水洗いして水気を切る。
❹合せ調味料の材料をよく混ぜ合わせておく。

【作り方】
❶鍋にサラダ油を熱し、たまねぎがしんなりす

るまで炒め、豚バラ肉を炒める。
❷豚肉の色が変わったら、じゃがいも・にんじ

ん・糸こんにゃくを加えて炒め合わせる。全体
に油がまわったら、ひたひたのだし汁を加える。

（じゃがいもの面取りで取った部分も加える）
❸煮立ったら弱めの中火にし、アクを取りながら

１０分位煮る。じゃがいもに竹串が少し刺さる
位になったら合せ調味料を加える。
❹時々混ぜながら、煮汁が少なくなるまで20～

25分煮る。最後にさやいんげんを加えてひと
混ぜし、火を止め器に盛り分ける。

材料（2人分）
じゃがいも   ２～３個(400ｇ)
豚こま肉   １２0ｇ
たまねぎ     １個(300ｇ)
にんじん   1/4本(60ｇ)
さやいんげん   ６本(30ｇ)
塩（ゆでる用）   小さじ1/2
糸こんにゃく   小1/2袋(120ｇ)

だし汁   ５００㎖
サラダ油   大さじ１
合せ調味料
　�酒   大さじ２
　�みりん   大さじ２
　�砂糖   大さじ２ 1/2
　�濃口醤油   大さじ1/2
　�薄口醤油   大さじ2 1/2

【１人あたり】
エネルギー   33ｋｃａｌ
たんぱく質   3.3ｇ

脂質   1.1ｇ
炭水化物   3.6ｇ
食塩相当量   1.7ｇ

【１人あたり】
エネルギー   546ｋｃａｌ
たんぱく質   18.5ｇ

脂質   17.2ｇ
炭水化物   75.3ｇ
食塩相当量   4.4ｇ

材料　 　
水   １２００㎖
昆布   １０㎝角
かつお節   １５～２０ｇ

（でき上がり900～1000㎖分）
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春いちき串木野市
四季のうんまかもんレシピ集

❶もち米は洗って、よく水を切っておく。
❷❶に灰汁を注ぎ、しっかりともち米がつかるようにして、５時間

以上浸す。
❸竹の皮はたわし等でこすってよく洗い水に浸しておき、両端を

カットする。
❹灰汁に浸しておいた米をザルに上げ、よく水気を切り、竹の皮

に包む。ひもでゆるめに３ヶ所くくる。
❺圧力鍋に❹を並べ、水をひたひたに入れ、フタをして煮る。
❻最初は強火にしシュルシュルといいはじめたら弱火にして50～

60分煮る。
❼Ⓐを混ぜ合わせたものをまぶして食べる。
※蒸気が出てから２０分間煮て、いったん火を止めてしっかり蒸気を抜い

てから、あくまきを上下ひっくり返してさらに２０分煮て、火を止めて
１０分間蒸らす方法でもよい。

あくまき

❶わかめは適当な大きさに切っておく。（カットわかめ
でも可）
❷たけのこは４㎝幅に切る。
❸鍋にたけのこ、だし汁、調味料を入れ１０分～２０分

煮詰める。
❹食べる直前にわかめを入れる。

材料（2人分）
たけのこ   ３００ｇ
わかめ   １５ｇ
木の芽   ５枚
だし汁   ４００㏄
酒   大さじ１

みりん   大さじ２
薄口醤油   大さじ２
砂糖   大さじ１
塩   少々

若竹煮

しらすのかき揚げふきのとうの天ぷら

材料（出来上り約430g ７本分）
もち米   1kｇ
灰汁   １.5㎏
竹の皮   7枚

（米220g包む場合）

　　
　�きな粉   適量
Ⓐ�砂糖   適量
　�塩   適量

【１人あたり】
エネルギー   118ｋｃａｌ
たんぱく質   6.6ｇ

脂質   0.3ｇ
炭水化物   20.9ｇ
食塩相当量   3.0ｇ

【１本あたり】
エネルギー   509ｋｃａｌ
たんぱく質   8.7ｇ

脂質   1.3ｇ
炭水化物   110.3ｇ
食塩相当量   0ｇ

【しらすのかき揚げ】
❶天ぷら粉と水をあわせ、なめらかになるまで混ぜ、しらすを

入れる。
❷170～180度の油に入れ、きつね色になったら出来上がり。

【ふきのとうの天ぷら】
❶ふきのとうはしっかり洗い、ゴミなどを取り除く。
❷天ぷら粉と水をあわせ、なめらかになるまで混ぜる。
❸ふきのとうを②に付け、１７０度の油で揚げる。

材料（２人分）
【しらすのかき揚げ】
釜揚げしらす   ６０ｇ
三つ葉   ４ｇ
白ごま   ４ｇ
天ぷら粉   大さじ３ 1/2
水   ２０㏄
揚げ油   適量

【ふきのとうの天ぷら】
ふきのとう   ４個
　天ぷら粉   １０ｇ
　水   大さじ１
　塩   少々
揚げ油   適量

【１人あたり】
エネルギー   217ｋｃａｌ
たんぱく質   9.3ｇ

脂質   11.9ｇ
炭水化物   18.0ｇ
食塩相当量   1.3ｇ
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春いちき串木野市四季のうんまかもんレシピ集

❶米をかために炊き、桶に取ってⒸをふり、きるように混ぜる。
❷しいたけ・きくらげは戻して漬け汁をひたひたに加え、水煮してからⒶを加えて煮詰め、千切りにする。
❸大根はぬるま湯で戻し、ごぼうはささがきにして水につけてアクを抜く。
❹大根・にんじん・たけのこは１㎝角の薄切りにする。
❺ひたひたのだし汁でごぼうを煮て❹を加え、Ⓑで薄めの味付けをする。     

つけあげ・かまぼこは１㎝短冊の薄切りにして地酒を加え、さっと火を通す。
❻薄焼き卵を作り４㎝長さの錦糸卵にする。絹さやはゆでて千切りに、紅しょうがも千切りにする。
❼すし飯に具を混ぜて地酒をふり、よく混ぜてから❻を飾る。

材料（4人分）
米   ２８０ｇ
水   1 3/4カップ
干ししいたけ   １枚
干しきくらげ   １枚
干し大根   ３本
ごぼう   ２５ｇ
にんじん   ５０ｇ
たけのこ   ２５ｇ
つけあげ   １５ｇ
かまぼこ   １５ｇ
卵   ２個（１００ｇ）
絹さや   ８ｇ
紅しょうが   ８ｇ
　�砂糖   大さじ1/4
Ⓐ�薄口醤油   大さじ1/2
　�みりん   大さじ1/4
　�砂糖   大さじ1/2Ⓑ�

�薄口醤油   大さじ1/2
　�酢   大さじ３
Ⓒ�砂糖   大さじ２
　�塩   少々
地酒   50㏄

さつますもじ

❶菜の花は湯がいて、食べる直前にヨーグルトソースをかける。

材料（2人分）
菜の花   ５０ｇ
ヨーグルトソース
�水切ヨーグルト   大さじ１�
�甘酢

甘酢
�酢（米酢）   小さじ１�
�砂糖   小さじ2/3

菜の花のヨーグルトソースかけ

❶Ⓑの粉ゼラチンを水に入れて混ぜておく。
❷鍋にⒶを入れて、沸騰直前に火を止め、混ぜた❶を加えよ

く混ぜ、エッセンスを少々入れる。
❸❷を型に入れ、氷を入れたバットの上で冷ます。
❹Ⓒをミキサーに入れて撹拌する。
❺Ⓓを湯せんにかけて溶かし、❹に入れてよく混ぜ❸の上に

流し入れる。
❻冷蔵庫で冷やし、固まった

ら出来上がり。

【15㎝×13㎝の流し箱 1個分】

Ⓐ
�牛乳   1 1/2カップ

　�
�砂糖   大さじ３

Ⓑ
�粉ゼラチン   ５ｇ

　�
�水   大さじ２

エッセンス   少々
Ⓒ

�いちご   ３００ｇ
　�

�砂糖   大さじ１～２
Ⓓ

�粉ゼラチン・・・５ｇ
　�

�水   大さじ２

桜色ゼリー

【１人あたり】
エネルギー   365ｋｃａｌ
たんぱく質   9.5ｇ

脂質   4.6ｇ
炭水化物   66.7ｇ
食塩相当量   1.5ｇ

【１人あたり】
エネルギー   21ｋｃａｌ
たんぱく質   1.6ｇ

脂質   0.6ｇ
炭水化物   3.2ｇ
食塩相当量   0ｇ

【1/6個あたり】
エネルギー   87ｋｃａｌ
たんぱく質   3.6ｇ

脂質   2.1ｇ
炭水化物   14.3ｇ
食塩相当量   0.1ｇ
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いちき串木野市
四季のうんまかもんレシピ集

【洋風】
❶たまねぎは薄切りにして、水にさらし、辛味抜きをしておく。

トマトはさいころ状に切り、オクラはゆでて小口切りにする。
❷青じそはみじん切りにし、ドレッシングの調味料と混ぜ合

わせる。
❸皿にたまねぎ・そぎ切りにしたマグロ・トマト・オクラ・カイ

ワレ菜をのせ❷のドレッシングをかけて、出来上がり。

【和風】
❶たまねぎは薄切りにして、水にさらし、辛味抜きをしておく。

トマトはくし切りにする。
❷ドレッシングの調味料を全て混ぜ合わせる。
❸皿にサニーレタス・たまねぎ・トマト・そぎ切りにしたマグ

ロをのせ❷のドレッシングをかけて、小口切りにした小ね
ぎをちらして出来上がり。

材料（2人分）
【洋風ドレッシング】
まぐろ刺身用   100ｇ
たまねぎ   100ｇ
トマト   100ｇ
オクラ   ２本
カイワレ菜   １/2ポット（20ｇ）
�オリーブオイル   大さじ3弱
�酢   小さじ1強
　濃口醤油   小さじ1�レモン汁   大さじ1 1/2�青じそ   2ｇ
�塩   1.5ｇ

【和風ドレッシング】
まぐろ刺身用   100ｇ
たまねぎ   100ｇ
トマト   100ｇ
サニーレタス   20ｇ
小ねぎ   適量
�濃口醤油   大さじ1
　ポン酢   大さじ1強�いりごま   8ｇ
�わさび   適量

まぐろのカルパッチョ

❶なんげは海水に一夜おき砂抜きをする。
❷昆布はぬれ布巾でよごれをふきとる。
❸鍋になんげと昆布を入れ、煮だつ前に昆布を取り出す。
❹なんげが開いたらアクをすくい味をつける。
❺最後に三つ葉やカイワレ菜を散らす。

材料（2人分）
なんげ   60ｇ
水   400㏄
昆布   1枚（10㎝角）

薄口醤油   大さじ1 1/2
酒   大さじ２
塩   適量
三つ葉（刻み）   適量

なんげのすまし汁（ナミノコカイ）

❶とうがんは皮をむいてわたをとり、一口大に切って、さっと
湯がきザルに取り上げる。
❷取り上げたとうがんを薄口醤油、みりん、だし汁で弱火で

１０分程煮る。
❸むきえびを入れて３分程煮たら、片栗粉を同量の水で溶

いて入れ、とろみをつける。

材料（2人分）
とうがん   ２００ｇ
むきえび   ４０ｇ（10匹）
薄口醤油   小さじ1

みりん   大さじ1
かつおだし   300㏄
塩   少々
片栗粉   小さじ２

とうがんのくっかけ（くずかけ）

【１人あたり】
エネルギー   55ｋｃａｌ
たんぱく質   4.3ｇ

脂質   0.2ｇ
炭水化物   8.2ｇ
食塩相当量   0.4ｇ

【１人あたり】
エネルギー   268ｋｃａｌ
たんぱく質   13.7ｇ

脂質   19.5ｇ
炭水化物   9.3ｇ
食塩相当量   1.2ｇ

【１人あたり】
エネルギー   119ｋｃａｌ
たんぱく質   15.1ｇ

脂質   2.6ｇ
炭水化物   9.5ｇ
食塩相当量   2.1ｇ



夏

6

いちき串木野市
四季のうんまかもんレシピ集

❶ふかは頭を切り落とし、腹をあけてワタを出し、よく
洗う。
❷熱湯にくぐらせて、水をかけながら手袋で、皮のガサ

ガサをこさぐようにして、洗い流す。
❸骨ごと２㎝厚さぐらいに筒切りにする。
❹鍋にたっぷりの湯を煮立て、❸をゆでる。
❺煮えたら水に取り熱いうちに何遍も水洗いをする。

洗いが足りないとなまぐさみが残ることがある。
❻好みでねぎを散らし、酢みそをかける。
【保存方法】
　身が固くなるので、水に浸けて冷蔵庫で保存する。

材料（2人分）
ふか   １４０ｇ
酢みそ

 �みそ   10ｇ
 �酢   大さじ1/2
 �砂糖   大さじ1/2

ゆでふか（アブラツノザメ）

❶すり身をすり鉢でよくすり、塩を加えてさらによ
くする。
❷豆腐は湯通ししてから、かたく絞って水気を切り

ねばりがでるまですり鉢でよくする。
❸❶に❷と卵、片栗粉、調味料を加えてよくすり小

判型にまるめて中温の油で色よく充分に揚げる。

材料（4人分）
えそのすり身   200ｇ
塩   小さじ1/2
豆腐   200ｇ
卵   1個

�地酒   大さじ2
　薄口醤油   大さじ1 1/2�砂糖   大さじ２
�片栗粉   大さじ1
揚げ油   適量

えそのつけあげ

❶豆腐を布袋に入れてよく絞り、水気を切る。（あま
り絞り切らない）
❷きざみ昆布は水にもどしておく。椎茸は水にもどし

て細かく切っておく。にんじんは粗みじん切りにする。
❸❶をボールに入れてザラメ・塩・きざみ昆布等を入

れて味が整ったら良くこねる。
❹小判型にして再び水分を取る。（布やペーパー等に

のせる）
❺油を熱して❹をキツネ色に揚げる。

材料（2人分）
豆腐   200ｇ
きざみ昆布（またはひじき）   3ｇ
にんじん   15ｇ
干し椎茸   1枚

ザラメ   25ｇ
塩   小さじ1/4
揚げ油   適量

がんもどき 【１人あたり】
エネルギー   455ｋｃａｌ
たんぱく質   13.7ｇ

脂質   30.4ｇ
炭水化物   31.6ｇ
食塩相当量   1.9ｇ

【１人あたり】
エネルギー   238ｋｃａｌ
たんぱく質   15.4ｇ

脂質   14.8ｇ
炭水化物   8.9ｇ
食塩相当量   2.0ｇ
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❶にがうりは、縦半分に切り、種をとり、小口
切りにする。
❷豆腐はよく水気を切る。
❸鍋に油を熱し、❷を炒め、❶を入れよく炒め

て、調味料を加え、よくなじませる。

材料（2人分）
にがうり   1/2本（125ｇ）
豆腐   100g
油   大さじ1/2
�砂糖   大さじ1
�みそ   大さじ1
�薄口醤油   小さじ１弱

にがうりの味噌炒め

❶豆腐はよく水気を切る。きざみ昆布は水に漬けてお
く。（３分位）
❷じゃがいも、大根は１㎝幅の薄切りにする。
❸油を熱した鍋に豆腐を手でくずしながら入れ、炒める。
❹水に戻していた、きざみ昆布も短く切っておく。
❺❸の鍋に、じゃがいも、大根、きざみ昆布を入れ、炒める。
❻❺が柔らかくなったら、調味料とだし汁を入れ、さら

にこがさないように弱火で炒め味をなじませる。

材料（2人分）
豆腐   200ｇ
大根   80ｇ
じゃがいも（里いも）   中1/2個(80ｇ)
きざみ昆布   4ｇ
ザラメ   大さじ１
塩   0.5ｇ

薄口醤油   大さじ1弱
みりん   小さじ1
だし汁   100㏄　　　

（きざみ昆布の戻し汁）
油   少々

いいどっ（いり豆腐）

ところてん 材料（8人分）
天草   60g
水   2ℓ+1ℓ
酢   大さじ2+大さじ1
酢醤油   酢1：1醤油

❶天草をきれいに洗って汚れを取る。
❷２ℓの水を鍋にかけ、沸騰してから❶と大さじ

２の酢を入れ、弱火で30分煮る。
❸布袋に入れて絞り、１ℓの水を鍋にかけ、沸騰

してから絞った天草を鍋に戻し、大さじ１の酢
を入れて弱火で20分煮る。
❹布袋に入れて絞り、最初に絞った煮汁と一緒

にバットに入れる。あら熱が取れたら、冷蔵庫
で1時間半～2時間入れて冷やし固める。
❺ところてん突きで押し出し、酢醤油など好み

の味付けで食べる。

【１人あたり】
エネルギー   94ｋｃａｌ
たんぱく質   4.4ｇ

脂質   5.4ｇ
炭水化物   7.2ｇ
食塩相当量   0.9ｇ

【１人あたり】
エネルギー   325ｋｃａｌ
たんぱく質   9.2ｇ

脂質   17.4ｇ
炭水化物   32.0ｇ
食塩相当量   3.2ｇ

【１人あたり】
エネルギー   12ｋｃａｌ
たんぱく質   1.2ｇ

脂質   0.1ｇ
炭水化物   4.1ｇ
食塩相当量   0.4ｇ
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煮しめ

❶大根、にんじん、里いもは適当な大
きさに切る。ごぼうは皮をのぞき、
適当な大きさに切り、水にさらし、
アクを抜き下ゆでをする。たけのこ
は、さっとゆでて、こんにゃくは塩
でもみ、大きさをそろえて切る。昆
布はよく洗い結ぶ。干し椎茸は水で
もどし、厚揚げは湯通しして、同じ
位の大きさに切る。
❷鍋に分量のかつおだしを入れ、❶

（にんじんを除く）を火にかけ、ひ
と煮たちしたら、Ⓐの2/3量を入れ、
中火で煮て、半煮えの時ににんじん
を入れて残り1/3量のⒶを入れて煮
る。

材料（2人分）
大根   １００ｇ
にんじん   ２５ｇ
里いも   １０0ｇ
ごぼう   ５０ｇ
たけのこ   ５０ｇ
こんにゃく   ６０ｇ
昆布   １５ｇ
干し椎茸   2枚
厚揚げ   1/2枚（140ｇ）
　�かつおだし   3カップ
　�濃口醤油   ３０ｃｃ
Ⓐ　砂糖   大さじ1
　�みりん   大さじ1
　�酒   大さじ1
　�塩   1.5ｇ

といもがらとつけあげの酢の物 盆だんご（鼻つまんだんご）

❶だんご粉に水を入れ、よくこねる。こねたものを６等分に
し、楕円形にまるめ、３本指でくぼみを作り鼻の形を作る。
❷鍋にたっぷりの水を入れ、沸騰したら❶を入れ、だんごが浮

いてきたら２～３分ゆがき、冷水に放ちザルに取り上げる。
❸さらしあんや砂糖、きな粉をかける。

材料（2人分） だんご粉   100ｇ
水   70cc
さらしあん   125ｇ

❶といもがら、きゅうりは千切りにして塩をしておく。しんな
りなったら絞る。
❷合せ酢を作り、❶と千切りしたつけあげを加え味をなじませる。
❸器に盛りつけてごまを盛る。

材料（3人分）
といもがら   100ｇ
きゅうり   50ｇ
つけあげ   1/2枚
塩   少々

合�砂糖   大さじ1/2強
せ�酢   大さじ１
酢�薄口醤油   小さじ1/2強
白ごま   小さじ1　1/2

【１人あたり】
エネルギー   242ｋｃａｌ
たんぱく質   11.9ｇ

脂質   8.1ｇ
炭水化物   31.7ｇ
食塩相当量   3.9ｇ

【１人あたり】
エネルギー   40ｋｃａｌ
たんぱく質   2.1ｇ

脂質   1.2ｇ
炭水化物   5.9ｇ
食塩相当量   0.5ｇ

【１人あたり】
エネルギー   420ｋｃａｌ
たんぱく質   19.3ｇ

脂質   1.1ｇ
炭水化物   80.7ｇ
食塩相当量   0ｇ
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豚の角煮

材料（2人分）
豚肉バラ   250ｇ
ゆで卵   １個
大根   125g
かつおだし   100㏄
焼酎（リカー）   100㏄
濃口醤油   大さじ2
黒砂糖   大さじ3
小ねぎ、白ねぎ、ねりからし   適量

❶豚肉を強火で１時間煮る。
❷流水で豚肉に付いたアクや汚

れを取りのぞく。
❸煮切っただし汁に豚肉と大根、

ゆで卵を入れ、中火で１時間煮
る。
❹白髪ねぎや小ねぎなど薬味を

乗せて食べる。
　※残った汁で肉じゃがも出来
　　ます。

きびなごときらすのおっけ

❶きびなごは頭とわたを取り、塩水で洗う。
❷小ねぎは小口切りにする。
❸鍋に水を入れて火にかけ、おからを入れる。沸騰直前にき

びなごを加えて弱火で4分ほど煮る。
❹❸にみそを入れて味付けし、

しょうが汁を加えて火を止
め、ねぎを散らす。

材料（2人分）
きびなご   50ｇ
おから（きらす）   20ｇ
しょうが汁   大さじ1/2

小ねぎ   10ｇ
みそ   30ｇ
水   1.5カップ

なすのしょうがみそ

材料（2人分）
なす   皮付200ｇ
揚げ油 
しょうがみそ
�みそ   大さじ11/2
�砂糖   大さじ1
�酒   大さじ11/2
�しょうが   1かけ
�すりごま（白）   大さじ1
�みりん   大さじ1/2
�濃口醤油   大さじ1/2

❶なすは皮を縞目にむき、縦４等
分に切る。しょうがはすりおろす。
❷高温の油でなすを揚げる。
❸しょうがみその材料を鍋に入れ、

火にかけ混ぜながらフツフツす
るまで煮る。
❹なすを器に盛り、しょうがみそ

をかける。

【１人あたり】
エネルギー   613ｋｃａｌ
たんぱく質   23.2ｇ

脂質   46.0ｇ
炭水化物   21.3ｇ
食塩相当量   3.0ｇ

【１人あたり】
エネルギー   65ｋｃａｌ
たんぱく質   6.9ｇ

脂質   1.4ｇ
炭水化物   6.2ｇ
食塩相当量   1.7ｇ

【１人あたり】
エネルギー   225ｋｃａｌ
たんぱく質   4.6ｇ

脂質   12.2ｇ
炭水化物   22.6ｇ
食塩相当量   2.1ｇ
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ガネ

❶さつまいも、ごぼうは５㎝長さに切り、水にさらして、ア
ク抜きする。
❷にんじん、ニラも❶と同じ長さに切る。
❸小麦粉と米の粉を加えて混ぜる。調味料も加え、水を少しず

つ入れながら混ぜ、天ぷらの衣より少し固めぐらいにする。
❹適量を平らなかき揚げ状に形作り、中温の油で揚げる。
❺最後に火を強くし、からりときつね色に仕上げる。

材料（2人分）
さつまいも   125ｇ
ごぼう   12ｇ
にんじん   25ｇ
ニラ   15ｇ
小麦粉   35ｇ
米の粉   15ｇ

　�酒   大さじ1/4
　　砂糖   大さじ1/2
　�塩   少 （々０．５ｇ）
　�薄口醤油   小さじ1/2
水   少々
揚げ油   適量

羽島のガネ

❶さつまいも、しょうがは皮をよく洗い、せん切りにする。
❷山いもはすりおろす。
❸ボールに❶・❷と砂糖を入れて混ぜ合わせる。卵、醤油、塩

を加え、砂糖がとけたら粉を入れる。
❹中火から弱火の油でゆっくり揚げる。

材料（4個分）
さつまいも   100ｇ
山いも   10ｇ
しょうが   10ｇ
卵   10ｇ
�小麦粉   30ｇ�
�だんごの粉   4ｇ

薄口醤油   小さじ1弱
塩   少 （々０．６ｇ）
ザラメ   20ｇ
揚げ油   適量

手打ちそば 材料（2人分）
そば粉   150ｇ
山いも   75ｇ
水(基本的には加えない方が
　よいが状態をみて少々加える)

打ち粉   35ｇ

つゆ
�だし汁   ５００㏄
�薄口醤油   小さじ４
� みりん   小さじ２

❶そば粉をふるいに通す。山いもはすり
おろす。
❷粉に❶の山いもを少しずつ加えてなじ

ませる。 （耳たぶ位のかたさに）
❸こねた生地をめん台にのせ、めん棒で

均一にのばす。
❹打ち粉をふって折りたたみ、2.5㎜幅に

切る。 （打ち粉は多くする）
❺余分な粉を落としながらほぐし、沸騰し

た湯に入れる。かきまわさないようにし
て２～３分ゆでる。ゆで上がったら水に
入れ、冷えてからそばを洗い、ザルに取
り上げ水気を切る。

※そば粉の多い方がそばの味と香りを楽しめ
るが、初めての方はそば粉と強力粉を５対５
（５割そば）にまぜてもよい。慣れてきたら
強力粉を減らして作る。山いもを使わないと
きは粉の半量が水の量とする。

【１人あたり】
エネルギー   316ｋｃａｌ
たんぱく質   9.1ｇ

脂質   2.1ｇ
炭水化物   62.7ｇ
食塩相当量   1.8ｇ

【１人あたり】
エネルギー   361ｋｃａｌ
たんぱく質   3.1ｇ

脂質   18.4ｇ
炭水化物   43.7ｇ
食塩相当量   0.5ｇ

【１人あたり】
エネルギー   310ｋｃａｌ
たんぱく質   2.7ｇ

脂質   14.9ｇ
炭水化物   39.9ｇ
食塩相当量   0.5ｇ
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大豆の五目煮

秋太郎つのわたのしょうが煮

むかごのご飯

❶うるち米、もち米は炊く３０分前に洗い、水気をきっておく。
❷❶に水と塩、むかごを入れて炊く。

材料（4人分）
うるち米   1 1/4カップ
もち米   3/4カップ

（うるち米でもよい）

水   2カップ
むかご   50ｇ
塩   小さじ1

材料（2人分）
秋太郎わた   150ｇ
水   125㏄
みりん   25㏄
ザラメ   10ｇ

薄口醤油   大さじ1強
濃口醤油   小さじ1/2
しょうが（せん切り）   7.5g

❶肝や卵はきれいに洗い、一口大に切る。胃や腸は中を切
り開いて、中のドロ味を包丁でこそいだり、塩でもみ洗
いしておく。特にあめごいという部分は一口大に切って、
塩で何度ももみ洗いする。（あめごいは洗いすぎると量
が少なくなるので適当に…）

❷鍋にたっぷりのお湯を沸かし、秋太郎のわたを入れひと
煮立ちしたらアクが出てくるのですくい取り、みりんを
入れてもうひと煮立ちさせる。ザラメ・薄口醤油・隠し
味位に濃口醤油を入れて、味を整えしょうがを入れる。　

材料（2人分）
大豆の水煮   25ｇ
にんじん   25ｇ
ごぼう   25ｇ
椎茸   １枚
こんにゃく   25ｇ
昆布   5㎝角
昆布の戻し汁   150㏄
薄口醤油   大さじ１
酒   大さじ１
砂糖   大さじ１

❶水に戻した昆布、椎茸は１㎝
角に切る。にんじん、ごぼう、
こんにゃくも１㎝角切にする。
❷鍋に大豆とひたひたの水を

入れ❶を加えて煮る。
❸野菜が柔らかくなったら調

味料を入れ、ゆっくり煮ふく
める。

【１人あたり】
エネルギー   64ｋｃａｌ
たんぱく質   2.6ｇ

脂質   0.8ｇ
炭水化物   10.6ｇ
食塩相当量   1.6ｇ

【１人あたり】
エネルギー   284ｋｃａｌ
たんぱく質   5.1ｇ

脂質   0.7ｇ
炭水化物   61.6ｇ
食塩相当量   1.5ｇ
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さんまの煮なます

❶大根は太めの千切りにする。
❷さんまは頭を切り落とし、腹わたを取り、水できれいに洗い、

手で開いて背骨を取る。
❸片身を３～４切れの斜め切りにする。
❹鍋に油を入れ、千切り大根を炒める。透きとおってきたら、水

（ひたひた位）を加えてよく煮て、煮たったらさんまを加える。
❺❹にみりんを加えて、少し煮て薄口醤油を入れ、味加減をみる。
❻味がしっかりついたら酢を加え、よく混ぜ合わせて皿に盛り

つける。
※さんまがない時季は、いわしや

揚げ豆腐で作ってもおいしい。

材料（2人分）
さんま   １尾
大根   150ｇ
みりん   50㏄

薄口醤油   20ｃｃ
酢   2.5ｃｃ
サラダオイル   大さじ1

椎茸の鶏ミンチはさみ揚げ

❶椎茸のいしづきを取り洗う。
❷卵を割りほぐす。
❸鶏ミンチ、割りほぐした卵少 （々残りはフライ衣に使う）、

濃口醤油を入れ、よく混ぜる。
❹❶の椎茸の裏に❸を詰める。
❺小麦粉、卵、パン粉をつけて油で揚げる。
❻出来上がったらⒶのソースをかける。
※ソースはケチャップとマヨネーズを合わせたオーロラソースや、

からし醤油・塩などでも良い。

材料（2人分）
椎茸   ４枚
鶏ミンチ   ６５ｇ
卵   １個
濃口醤油   小さじ１

小麦粉   少々
パン粉   少々
揚げ油   適量
　�ケチャップ   大さじ１Ⓐ�

�濃口醤油   大さじ１

大学イモ
材料（2人分）
さつまいも   250ｇ
砂糖   30ｇ
みりん   大さじ1/2～1
濃口醤油   小さじ1/2強
酢   大さじ1/2
黒ごま   少々
揚げ油   適量

❶さつまいもは3㎝くらいの
乱切りにする。
❷油で揚げる。（火力が強い

と焦げやすいので低い温度
でゆっくり揚げる。）
❸鍋に砂糖、醤油、みりん、酢

を 入れて火 に か ける。煮
たって大きな 泡が小さく
なってきたら、さつまいも
を入れてよく混ぜ、黒ごま
をふりかける。

【１人あたり】
エネルギー   389ｋｃａｌ
たんぱく質   1.7ｇ

脂質   15.7ｇ
炭水化物   58.5ｇ
食塩相当量   0.3ｇ

【１人あたり】
エネルギー   196ｋｃａｌ
たんぱく質   10.3ｇ

脂質   13.2ｇ
炭水化物   9.0ｇ
食塩相当量   2.1ｇ

【１人あたり】
エネルギー   287ｋｃａｌ
たんぱく質   9.5ｇ

脂質   17.2ｇ
炭水化物   17.0ｇ
食塩相当量   2.1ｇ
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材料（2人分）
大根葉   100ｇ

（間引いたもの）
豆腐   100ｇ

みそ   15ｇ
白ごま   10ｇ
砂糖   12.5ｇ
薄口醤油   小さじ1/4

❶大根葉は色よく塩ゆでしてから水気を絞り、２㎝程度に切る。
❷豆腐は熱湯にほぐし入れてさっとゆで、水気をよく絞って

おく。
❸白ごまを香ばしく炒って、熱いうちにすり鉢でよくすりつ

ぶす。
❹❸に❷の豆腐を入れてすり、調味料を加えてなめらかにな

るまですり合わせる。
❺❹に❶の大根葉を入れて和える。

大根葉のよごし 里いもの田楽

❶里いもはよく洗い、茎のほうに少し切りこみを入れ、熱湯
の中に入れてゆがく。
❷竹串が通ったら皮をむき、練りみそを作り、里いもを入れよ

くなじませ、しょうがを入れて弱火にする。
❸里いもを器に盛り、ごまをふりかける。

材料（2人分）
里いも   200ｇ
しょうが   小さじ1
ごま   小さじ1

練りみそ
�みそ   大さじ2
�砂糖   大さじ1
�みりん   大さじ1

月日貝と柿なますの酢の物
材料（2人分）
大根   130ｇ
柿   100ｇ
月日貝（ほたて貝）   ２個
青味（アスパラ又はオクラなど）
酢みそ   適量

【合わせ酢】
�砂糖   大さじ1/2
�酢   大さじ1/2強
�薄口醤油   小さじ1/2

【酢みそ】
�みそ   大さじ2
　酢   大さじ1�砂糖   大さじ1
�みりん   適量

※ほたて貝で計算

❶月日貝は殻から外し、貝柱とヒモに分ける。ヒモか
らワタを取り除き、ヒモに塩をし手でもみ、水で洗
いぬめりを落とす。沸騰したお湯にヒモをさっとく
ぐらせ冷水でさます。
❷大根は皮をむき、５㎝長さに切り２㎜幅の千切りに

して塩をしておく。しんなりなったら水でさっと洗い、
手できつく絞る。

❸柿も皮をむき、大根と同じ幅に切っておく。
❹ボールで絞った大根と柿をまぜ、合せ酢を合わせる。
❺器に柿なます、月日貝を盛り付け、月日貝に酢みそ

をかけ、青味を添える。

【１人あたり】
エネルギー   142ｋｃａｌ
たんぱく質   3.5ｇ

脂質   1.7ｇ
炭水化物   27.3ｇ
食塩相当量   1.9ｇ

【１人あたり】
エネルギー   167ｋｃａｌ
たんぱく質   11.8ｇ

脂質   1.6ｇ
炭水化物   26.7ｇ
食塩相当量   2.8ｇ

【１人あたり】
エネルギー   114ｋｃａｌ
たんぱく質   6.0ｇ

脂質   5.2ｇ
炭水化物   12.0ｇ
食塩相当量   1.0ｇ
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❶野菜は食べやすい大きさに切る。
❷土鍋にかつおだしを入れ、火が通りにく

い野菜から入れて煮込む。
❸猪の肉は５㎜弱の厚さに切っておく。
❹肉を土鍋に入れ、だし用の調味料を入

れて味付けをし、再び煮込む。
　（肉が柔らかくなるようにじっくり煮込む。）

材料（2人分）
猪の肉   200ｇ
白菜   160g
春菊   85g
にんじん   15ｇ
深ねぎ   25g
ごぼう   40g
しいたけ   10g
えのき   20g
水菜   50g
豆腐   100ｇ

だし
　�酒   大さじ3/4
　�みりん   大さじ1/2
　�薄口醤油   小さじ3/4
　�白みそ   大さじ1
　�赤みそ   小さじ1強
　�ざらめ   小さじ1強
　�生姜の絞り汁   小さじ1弱
　�かつおだし   250㏄

牡丹鍋　

伊勢海老の具足煮

❶伊勢海老は頭と身に分けて、頭は２等分に身は４等分に
し、オリーブオイルで炒める。
❷だし汁と調味料を鍋に入れ沸騰させ、❶を入れて火が通

るまで煮る。
❸卵に三つ葉を入れて混ぜ、❷に入れ蓋をし、卵に８分位火

が通ったら出来上がり。

材料（２人分）
伊勢海老   １匹（540ｇ）
卵   １個
三つ葉   １輪

　�だし汁   20㏄
　�薄口醤油   10㏄
　�みりん   10㏄
　�白砂糖   大さじ２
　�酒   10㏄
　オリーブオイル   少々

地鶏のごった煮

❶こんにゃくは塩でもんで、水洗いする。
❷大根・にんじん・里いも・ごぼう・こんにゃくは一口大に乱

切りする。
❸大根・こんにゃく・ごぼうは下ゆでする。
❹生揚げは熱湯をかけ、油抜きし、角切りにする。
❺鍋に油を熱し、地鶏肉を炒め、野菜を炒め、だし汁を入

れ、野菜が煮えたらⒶを入れしばらく煮て、薄口醤油を
入れ味つけする。
❻きぬさやは塩ゆでする。

材料（2人分）
地鶏肉（一口大）   100ｇ
大根   50ｇ
ごぼう   30ｇ
にんじん   30ｇ
里いも   50ｇ
こんにゃく   30ｇ
生揚げ   30ｇ

きぬさや   10ｇ
　�砂糖   大さじ11/2
Ⓐ�みりん   小さじ2
　�酒   小さじ2
薄口醤油   大さじ2弱
だし汁   １.５カップ
植物油   大さじ1/2

【１人あたり】
エネルギー   210ｋｃａｌ
たんぱく質   20.5ｇ

脂質   6.9ｇ
炭水化物   12.9ｇ
食塩相当量   1.8ｇ

【１人あたり】
エネルギー   266ｋｃａｌ
たんぱく質   13.4ｇ

脂質   13.3ｇ
炭水化物   19.5ｇ
食塩相当量   2.6ｇ

【１人あたり】
エネルギー   815ｋｃａｌ
たんぱく質   53.2ｇ

脂質   45.3ｇ
炭水化物   43.4ｇ
食塩相当量   3.2ｇ
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ふっとんたんの唐揚げ

❶鯖ふぐは皮をはぎ内臓・エラ・頭を落とす。
❷下ごしらえをした鯖ふぐにⒶで下味をつける。
❸片栗粉をつけ、油で揚げる。
❹しし唐も揚げ、鯖ふぐに添える。
❺ポン酢で食べる。

材料（2人分）
鯖ふぐ   ２匹
しし唐   ２本
片栗粉   適量

　�薄口醤油   小さじ１
Ⓐ�酒   小さじ１
　�塩   少々
油   適量
ポン酢   適量

❶アラは薄くそぎ切りにする。野菜
は食べやすい大きさに切る。
❷アラを霜ふりして、鍋にひたひた

の水とだし昆布を入れ火にかけ、
煮立ったら薄口醤油と酒で味を
整える。
❸鍋に野菜を入れ、しんなりするま

で煮て、アラを入れてさっと火を
通す。
❹ポン酢やお好みの薬味で食す。

材料（2人分）
アラの切身   300ｇ
白菜   400ｇ
深ねぎ   １本
春菊   １輪
水菜   ５０ｇ
にんじん   ３０ｇ
生しいたけ   ２枚
えのき茸   １袋
しめじ   １袋
だし汁
　�アラの骨   300ｇ
　　薄口醤油   少々
　�酒   少々
　�だし昆布   １枚
もみじおろし
　�大根   60g
　�

�一味唐辛子   少々
小ねぎ   少々

アラのしゃぶしゃぶ

チコ鯛の浜焼き

❶チコ鯛はうろこを取り、腹をあ
け内臓とエラを取り水洗いする。
❷チコ鯛の目のまわりを避けて

塩をまぶし、20分くらいおく。
❸チコ鯛に串を浪打ちし化粧塩

をし焼く。
❹みりん醤油の調味料を混ぜ合

わせておき、焼き上がったらみ
りん醤油をぬる。

材料（2人分）
チコ鯛   ２匹

（180ｇ位/1匹）
塩   適量
みりん醤油
　�みりん   大さじ１
　　酒   大さじ１
　�薄口醤油   大さじ１
　�塩   適量

材料（2人分）
サワーポメロ果汁   10㏄
濃口醤油   25㏄
酢   10㏄
みりん   10㏄
酒   5㏄

サワーポメロのポン酢

❶サワーポメロを絞り、他の調味料
と混ぜ合わせる。

【１人あたり】
エネルギー   130ｋｃａｌ
たんぱく質   18.0ｇ

脂質   2.2ｇ
炭水化物   5.0ｇ
食塩相当量   5.2ｇ
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団子汁

❶小麦粉に水を加え、耳たぶくらいの固さにこね、ねかせ
ておく。
❷大根・にんじん・里いも・かぼちゃは食べやすい大きさに

切る。
❸鍋に❷を入れ、だし汁を加えて煮る。
❹野菜がやわらかくなったら、手を水でぬらしながら❶を

2～3㎝大にちぎり、鍋に入れて煮る。団子が浮き上がっ
てきたら味付けをする。
❺　みそを入れて、とろ火でグツグツと煮込む。
※団子に米粉を1/3位混ぜると柔らかい団子が出来る。

材料（2人分）
小麦粉   120ｇ
水   適量
大根   50ｇ
にんじん   25ｇ

里いも   1個（60ｇ）
かぼちゃ   80ｇ
だし汁   2カップ
みそ   36ｇ
油揚げ   1枚

簡単甘酒

❶米を洗い4割増しの水に1時間浸けて炊く。
❷十分蒸らして上下を混ぜ70℃くらいに冷ます。ごはんが

固い時は、ぬるま湯を少し足す。
❸米麹をバラバラにほぐし、3回に分けて加え、木しゃもじ

で切るように手早く混ぜる。
❹❸が混ぜ終わり65℃くらいで保温ジャーに入れスイッチ

を入れる。
❺2～3時間毎に2回上下をよく混ぜる。
❻10時間位たつと甘味が出ているので、スイッチを切る。 
（甘味が十分に出れば上の方に液が出てくる。）
❼鍋に移して沸騰するまで加熱し麹菌の働きを止める。
※できた甘酒は冷蔵庫で保存し、早めに食べる。
　冷凍庫であれば長期保存が可能。

材料（約20人分）
もち米   300ｇ（2合）
米麹   450ｇ

器具：電気保温ジャー

❶白身魚と海老は塩をし、さっと湯にくぐらす。
❷かぶは皮をむきすりおろし、巻きすなどで水分をきる。
❸卵白に塩少々を入れ泡立て、薄口醤油・みりんで下味を付

けて、❷のかぶを入れる。
❹器に魚・海老・銀杏・百合根・餅を入れ❸のかぶを上から

のせ、蒸し器で７分ほど蒸す。

❺鍋に銀アンの調味料を入れ一煮立ちさせ、水溶き片栗粉
を入れとろみをつける。
❻蒸し上がったら銀アンをかけ、三つ葉と山葵またはゆずを

そえる。

材料（2人分）
かぶ   300ｇ
白身魚切り身   2切れ(40ｇ)
切り餅   10ｇ
銀杏   ２個
百合根   適量
無頭海老   ２匹
三つ葉   適量
山葵   適量
卵白   小１個分
塩   少々
薄口醤油   少々
みりん   少々
銀アン
　�かつおだし   250ｃｃ
　�薄口醤油   大さじ１
　�濃口醤油   大さじ１
　�みりん   大さじ３
　�水溶き片栗粉   少々

かぶら蒸し

【１人あたり】
エネルギー   378ｋｃａｌ
たんぱく質   10.8ｇ

脂質   6.9ｇ
炭水化物   65.5ｇ
食塩相当量   1.9ｇ

【１人あたり】
エネルギー   117ｋｃａｌ
たんぱく質   2.2ｇ

脂質   0.5ｇ
炭水化物   24.9ｇ
食塩相当量   0ｇ

【１人あたり】
エネルギー   149ｋｃａｌ
たんぱく質   9.8ｇ

脂質   0.7ｇ
炭水化物   21.4ｇ
食塩相当量   2.9ｇ
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白菜とベーコンのミルフィーユ

ふろふき大根

❶大根は4㎝厚さの輪切りにし、皮をむいて面取りし、片面に十文字
の深い切り込みを入れる。
❷鍋に切り込みを入れただし昆布を敷き、大根を並べ、米のとぎ汁を

たっぷり入れて火にかけ、煮立ってきたら火を弱めてゆっくりと煮る。
❸昆布が柔らかくなったら取り出し、大根は柔らかくなるまで煮る。
❹黒ごまは弱火で焦がさないように煎り、すり鉢でする。
❺分量のみそに、みりんと砂糖を加え、だし汁を少しずつ入れて溶き、

ゆるめに練ったら黒ごまを加え、弱火にかけてひと煮して火を通す。
❻器に大根を盛り、❺のごまみそをかけ、ゆずの細切りを乗せる。

材料（2人分）
大根   1/4本(250ｇ)
だし昆布   5㎝
みそ   40ｇ
みりん   大さじ1

砂糖   大さじ1～1.5
黒ごま   大さじ1 1/2
米のとぎ汁又は米   適量
だし汁   1/4カップ
ゆずかレモンの皮   少々

七草がゆ

こがやき

❶豆腐は布袋にいれて沸騰した湯に入れ、絞る。
❷全ての材料をミキサーに入れて、３分かける。
❸クッキングシートを敷いた型に❷を流し入れて１７０度～180度の

オーブンで約４０分焼く。

材料（14㎝×17㎝の流し箱 1個分）
卵   ５個
えそのすり身   70～80ｇ
豆腐   330ｇ
砂糖   80ｇ

薄口醤油   30ｇ
酒   20ｇ
塩   2ｇ

❶白菜とベーコンを交互に重ね、５～６㎝に切り鍋に入れていく。
❷鍋いっぱいに敷き詰めて、コンソメと水を入れ、火にかけて煮る。
❸白菜に火が通るまで煮る。

材料（2人分）
白菜   ５～６枚
ベーコン   ５～６枚

コンソメ   固形１個
水   300㏄

材料（2人分）
だし汁   300㏄
　�だし昆布   3.5ｃｍ
　�

�かつお節   10ｇ　�塩   小さじ1/3Ⓐ�
�薄口醤油   大さじ1/2強

米   1/2カップ

大根（すずしろ）   70ｇ
にんじん   20ｇ
里いも   40ｇ
ごぼう   20ｇ
七草（せり他）   50ｇ
餅   40ｇ（1個）

❶大根・にんじんは2㎝×5㎜の拍子切りに、里いもは
1.5㎝角に、ごぼうはささがきに切る。
❷だし汁に、洗った米と野菜を一緒にして中火にかけ、

しばらく煮る。
❸❷が柔らかくなったらⒶを加えて味を整え、1㎝角に

切った餅を入れてすぐ火を止める。蓋をしてしばらく
おき、最後に青菜を加える。

※七草とは、せり・なずな・ごぎょう・はこべら・ほとけのざ・す
ずな・すずしろをいう。 また、油揚げや干しえびの刻んだ
ものなどを加えると、栄養豊かな七草がゆになる。

【１人あたり】
エネルギー   207ｋｃａｌ
たんぱく質   7.1ｇ

脂質   17.8ｇ
炭水化物   5.6ｇ
食塩相当量   2.0ｇ

【１人あたり】
エネルギー   148ｋｃａｌ
たんぱく質   3.9ｇ

脂質   4.7ｇ
炭水化物   21.9ｇ
食塩相当量   2.2ｇ

【1/8量あたり】
エネルギー   138ｋｃａｌ
たんぱく質   9.6ｇ

脂質   5.7ｇ
炭水化物   11.1ｇ
食塩相当量   1.0ｇ
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芋ようかん

❶さつまいもは皮をむき、２㎝幅のいちょう切りにし、水にさら
す。柔らかくなるまで茹でて、粉ふき芋にして、細かくつぶす。

❷鍋に水と粉寒天を入れ、火にかけて煮溶かし、砂糖を入
れて少し煮つめる。
❸❷に塩と❶のさつまいもを加えて、木べらでさらにつぶ

しながら、なめらかに混ぜ煮たってきたら、火からおろす。
❹粗熱を取り、型に流して表面をなめらかにし、冷やし固める。
※紫芋を使うときは芋をつぶす時にレモン汁を２.３滴入れると発

色がよくなる。

材料（2人分）
さつまいも   250ｇ
砂糖   40ｇ
粉寒天   2ｇ

塩   少々
水   250ｃｃ

からいももち

❶さつまいもは皮をむき、乱切りにして水にさらし、アク抜き
した後、約15分蒸す。
❷❶の上に餅をのせて、餅が柔らかくなるまで蒸す。
❸❷をすり鉢に移しすりこぎでつき、砂糖・塩を加えてさらに

つく。
❹適度な大きさに丸めて、きな粉をまぶす。

材料（2人分）
さつまいも   250ｇ
餅   100ｇ
砂糖   13ｇ

きな粉   適量
塩   少々

【１人あたり】
エネルギー   308ｋｃａｌ
たんぱく質   3.6ｇ

脂質   0.7ｇ
炭水化物   71.0ｇ
食塩相当量   0ｇ

【１人あたり】
エネルギー   242ｋｃａｌ
たんぱく質   1.5ｇ

脂質   0.3ｇ
炭水化物   59.2ｇ
食塩相当量   0ｇ

ポンカンふくれ菓子

❶薄力粉とベーキングパウダーを入れ、ふるいに
かける。
❷砂糖もふるいにかけて、❶とよく混ぜ合わせる。
❸❷にポンカンピューレを入れる。
❹卵と水をよく溶き混ぜて❸に入れ、よく混ぜて

蒸し器で15～20分位蒸す。

※ポンカンピューレの作り方
❶ポンカンの実はジューサーでジュースにする。
❷皮はやわらかく煮る。
❸ジュースとやわらかく煮た皮（煮汁は入れな

い）をミキサーにかける。
❹❸を鍋に入れて85℃に熱し10分間煮る。（沸

騰させない）
❺保存袋等に入れて冷凍で保存する。

材料（9号カップ10個分）
薄力粉   60ｇ
砂糖   55ｇ
ピューレ   25ｇ
ベーキングパウダー   2.5ｇ
卵   1/4個

水   25㏄
ポンカンピューレ(約1㎏)
　�ポンカンの実   1ｋｇ
　�ポンカンの皮   350ｇ
　�砂糖   150ｇ

【１個あたり】
エネルギー   48ｋｃａｌ
たんぱく質   0.7ｇ

脂質   0.2ｇ
炭水化物   10.7ｇ
食塩相当量   0ｇ

※きな粉、塩含まず
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春

のびる つわ あおさ ポンカン
たらの芽 ふきのとう しらす デコポン
そらまめ 新たまねぎ 天草 いちご
たけのこ キャベツ かつお サワーポメロ
菜の花 わかめ
じゃがいも 桜鯛
かぼちゃ

夏

にがうり トマト きびなご マンゴー　　梅
きゅうり オクラ とびうお スイカ　　　すもも
とうがん ピーマン たこ ぶどう
とうもろこし なす なんげ ブルーベリー

秋

さつまいも かぼちゃ 秋サバ　　　太刀魚 柿
じゃがいも 新米 秋太郎　　　月日貝 栗
ほうれん草 山いも アジ 早生みかん（大里地区）
しいたけ さんま

冬

大根 しょうが 伊勢海老 ポンカン
かぶ ブロッコリー ふっとんたん デコポン
ごぼう 早掘りたけのこ アラ みかん
春菊 里いも チコダイ きんかん
深ねぎ 白菜 ぶり いちご
じゃがいも にんじん サワーポメロ

至薩摩川内

荒川・羽島地区

生福・冠嶽地区

大里地区

至日置・鹿児島
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