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はじめに

関東農政局では、管内各地域で親しまれている郷土料理や特色

あるＢ級グルメで、家庭でできるだけ簡単・簡便に調理でき、

・食材の一部を“米粉”に代替した料理

・ごはんに良く合うおかず

などを家庭に居ながら、各地域の食材を使うことでその地域の農業

への愛着が深まること、さらに、仕事などで家族と食卓を囲むこと

が難しい「お父さん」に、休日などに自ら調理にチャレンジして家

族に振る舞うことで楽しく家族との時間を過ごしていただくものとし

て料理レシピを紹介いたしますので、是非お試しいただければと思

います。

関東農政局の管内
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～料理ビギナー父さんに、休日料理のススメ～

料理レシピ  全５８品　

●　使用食材の一部を“米粉”に代替した料理

No,1 さつま芋としらすのかき揚げ 米粉使用 おかず（揚げ物） 茨城県

No,2 あさりのかき揚げ 米粉使用 おかず（揚げ物） 千葉県

No,3 くじらの竜田揚げ 米粉使用 おかず（揚げ物） 千葉県

No,4 滝野川ゴボウのかき揚げ 米粉使用 おかず（揚げ物） 東京都

No,5 黒はんぺんのフライ 米粉使用 おかず（揚げ物） 静岡県

No,6 米粉の餃子 米粉使用 おかず（焼き物） 栃木県

No,7 米粉入りにらの卵焼き 米粉使用 おかず（焼き物） 栃木県

No,8 にらせんべい 米粉使用 おかず（焼き物） 長野県

No,9 れんこん団子 米粉使用 おかず（焼き物） 静岡県

No,10 あしたばと練馬大根の牛肉中華風 米粉使用 おかず（炒め物） 東京都

No,11 米粉で作る「つみっこ」 米粉使用 汁物 埼玉県

No,12 じゃがいもと米粉の団子汁 米粉使用 汁物 山梨県

No,13 ひんのべ汁 米粉使用 汁物 長野県

●　ごはんに良く合うおかず

No,14 龍ケ崎まいんコロッケ おかず（揚げ物） 茨城県

No,15 切り株揚げ おかず（揚げ物） 埼玉県

No,16 むろあじのうまかか棒 おかず（揚げ物） 東京都

No,17 大根の天ぷら おかず（揚げ物） 山梨県

No,18 とまとルンルン揚げ餃子 おかず（焼き物） 埼玉県

No,19 小松菜餃子 おかず（焼き物） 埼玉県

No,20 あじのさんが焼き おかず（焼き物） 千葉県

No,21 さばなまりの焼き味噌 おかず（焼き物） 千葉県

No,22 すき焼き風大根ステーキ おかず（焼き物） 神奈川県

No,23 長井焼き おかず（焼き物） 神奈川県

No,24 いもがらの炒め煮 おかず（炒め物） 栃木県

No,25 うどとこんにゃくのきんぴら おかず（炒め物） 栃木県

No,26 こんにゃくのきんぴら おかず（炒め物） 群馬県

No,27 芋がら・ごぼう・こんにゃくの油炒め おかず（炒め物） 群馬県

No,28 大根の葉のから炒り おかず（炒め物） 群馬県

No,29 江戸菜と豚ばら肉の炒め おかず（炒め物） 東京都

No,30 ちりめんひじきの茎炒め おかず（炒め物） 東京都



No,31 さやえんどうとイカの炒めもの おかず（炒め物） 東京都

No,32 キャベツの唐辛子いため おかず（炒め物） 東京都

No,33 白菜と肉だんごのいため煮 おかず（炒め物） 東京都

No,34 大根の皮きんぴら おかず（炒め物） 神奈川県

No,35 なすの油みそ おかず（炒め物） 長野県

No,36 かんぴょうの卵とじ おかず（煮物） 栃木県

No,37 あさりと小松菜の煮浸し おかず（煮物） 東京都

No,38 うどと豚肉のじぶ煮 おかず（煮物） 東京都

No,39 カブのバター煮 おかず（煮物） 東京都

No,40 たらのトマト煮込み おかず（煮物） 東京都

No,41 切り昆布煮 おかず（煮物） 神奈川県

No,42 豚肉のトマト煮 おかず（煮物） 山梨県

No,43 親子煮 おかず（煮物） 静岡県

No,44 野菜と黒はんぺんの煮物 おかず（煮物） 静岡県

No,45 みそピー（ピーナッツのみそあえ） おかず（和え物） 茨城県

No,46 なのはな辛子和え おかず（和え物） 千葉県

No,47 小松菜と人参の白和え おかず（和え物） 神奈川県

No,48 せぐろいわしのごま漬け おかず（漬け物） 千葉県

No,49 なまり節のサラダ おかず（サラダ） 静岡県

No,50 こしがや鴨ネギ鍋 鍋物 埼玉県

No,51 ねぎま鍋 鍋物 東京都

●　ごはん

No,52 かて飯 ごはん（混ぜ） 群馬県

No,53 かっぱめし ごはん（丼物） 山梨県

No,54 信州諏訪　みそ天丼 ごはん（丼物） 長野県

No,55 げんなり寿司 ごはん（寿司） 静岡県

No,56 土浦ツェッペリンカレー（学校給食バージョン） ごはん（カレー） 茨城県

●　汁物

No,57 きのこ入りけんちん汁 汁物 群馬県

No,58 豆乳入り冷や汁 汁物 神奈川県

◆　なるほど！料理の基本

野菜の基本の切り方、おいしいごはんの炊き方



～料理ビギナー父さんに、休日調理のススメ～

紅あずま（さつま芋） 1本

しらす干し 適量

ミョウバン 少々

◆米粉の天ぷら衣

　米粉 1カップ

　水 1.5カップ

　卵 1個

薄力粉 適量

揚げ油 適量

◎お好みで

そばつゆまたは塩

茨城県〔県北地域〕

◆　材料（４人分）／分量　◆

◇　◇　◇　　作　り　方　　◇　◇　◇

レシピ No,１

さつま芋としらすのかき揚げ

【写真・情報提供】 ひたちなか農業協同組合

①．紅あずまは洗って皮をむき、せん切りにする。

②．１リットルの水にミョウバンを少々を加え①を約１０分間ひたす。

③．紅あずまを水から引き上げ、水気を拭き取り、しらす干しとあわせて

薄力粉を薄くまぶす。

④．ボウルに米粉、水、卵を入れ混ぜあわせて天ぷら衣をつくる。

⑤．③、④をあわせ１８０度の油でカリッとなるまであげる。

⑥．器に盛りつけ、お好みでそばつゆや塩を添える。

○ひと手間かけておいしく
あく抜きは大切な下準備です。ミョウバンがない時は水でもＯＫ！色も良くなります。

米粉の天ぷら衣は小麦粉より水をやや多めにします。

○おいしさアップ!!
さつま芋としらす干し、どちらも地元産のコラボ。おいしいと評判の一品です。

米粉使用の天ぷら衣で、さっくり・サクサク、軽い触感、吸油が少なくヘルシーです。

レシピ No,1



～料理ビギナー父さんに、休日調理のススメ～

◆かき揚げ具材

あさりのむき身　 300g

酒 大さじ1

小麦粉（または、米粉） 少々

みつ葉 1束

揚げ油 適量

◆衣用

大和芋 150g

卵　　 1個

小麦粉（または、米粉） 1/2カップ

塩　　 小さじ1

★もみじおろし

　大根 10cm

　とうがらし 1本

★天つゆ

　だし 2カップ

　しょうゆ 大さじ4

　みりん 大さじ4

千葉県〔房総地域〕

◆　材料（４人分）／分量　◆

◇　◇　◇　　作　り　方　　◇　◇　◇

レシピ No,２

あさりのかき揚げ

【写真・情報提供】 千葉県農林水産部水産課

○天ぷらビギナーお父さんへ「１７０℃の見分け方」
天ぷら揚げ油の１７０℃の目安は「衣が中ほどまで沈みすぐ浮き上がる」程度です。 カラッと揚

げて、あさりの旨みを堪能しましょう。

小麦粉の代わりに「米粉」を使っても美味しいです。

○あさりだけじゃない！千葉は魚介類の宝庫です
千葉県は、あさりも有名ですが、他にも美味しい魚介類達が水揚げされています。

ぜひ千葉県産の魚料理にチャレンジしてみて下さい。 なお、本料理並びに沢山のお魚料理レシ
ピが、千葉県のホームページ（下記アドレス）よりご覧いただけます。

「千葉さかな倶楽部」 http://www.pref.chiba.lg.jp/suisan/sakana/sakana-variety/index.html

①． 鍋に酒を入れ煮立て、あさりのむき身を入れさっと炒り煮し、ふきんにとって汁気を

切り小麦粉をまぶす。

②．みつ葉は長さ３ｃｍに切り、小麦粉をふる。

③．大和芋は皮をむいてすりおろし、溶いた卵を少しずつ加えて混ぜる。

④．③に小麦粉と塩を加えてざっと混ぜ、①、②を混ぜ合わせる。

⑤．揚げ油を１７０℃に熱し、④をスプーンですくって落とし揚げる。

⑥．器に盛りつけ、天つゆともみじおろしを添える。

レシピ No,2



～料理ビギナー父さんに、休日調理のススメ～

鯨赤身 300g

しょうが 1片

米粉 適量

揚げ油 適量

しょうゆ 大さじ3

酒 大さじ2

キャベツ 適量

水菜 適量

レモン 1/8個

マヨネーズ 適量

千葉県〔房総地域〕

◆　材料（４人分）／分量　◆

◇　◇　◇　　作　り　方　　◇　◇　◇

レシピ No,３

くじらの竜田揚げ

【写真・情報提供】 ちばコメ粉食品普及会

①．鯨の赤身を食べやすい大きさにカットする。

②．ボールに①、しょうゆ、酒、おろしたしょうがを入れて、良く混ぜ合わせる。

③．冷蔵庫で１時間以上漬けておく。

④．ビニールに、水気を切った③を入れ、そこに米粉を入れてまぶす。

⑤．天ぷら鍋に油を入れ、１８０℃に熱しカラッと揚げる。

（揚げすぎると固くなるので注意！）

⑥．器に付けあわせのキャベツ、水菜、レモン、マヨネーズを添えて盛りあわせる。

○米粉でカラリと揚げましょう

米粉は油を吸いにくいのでカラッと揚がります。冷めてもべたっとしないのがGood！

鯨肉は１時間以上漬け込んだ方が味がしっかりとつきます。また、カットするときは水気と共に、
血抜きを丁寧にするとより美味しくなります。

○昔懐かしい給食の味を堪能しませんか？

「鯨の竜田揚げ」といえば、お父さん世代の学校給食定番メニューでした。日本でも数少ない捕
鯨基地である千葉県和田漁港のくじらで、懐かしい味にチャレンジしてみませんか？

レシピ No,3



～料理ビギナー父さんに、休日調理のススメ～

滝野川ゴボウ 300g

米粉 大さじ4

小麦粉 80g

塩 少々

水（冷水） 120ｃｃ

揚げ油 適量

東京都

◆　材料（4人分）／分量　◆

◇　◇　◇　　作　り　方　　◇　◇　◇

レシピ No,４

滝野川ゴボウのかき揚げ

①．ごぼうを洗い、ピーラーで長めにスライスする。

②．ボウルに小麦粉、塩を入れ、冷水を加えながら練らないようにさっくり混ぜる。

③．別のボウルに水気をよく切ったごぼう、米粉を入れ、からめる。

④．②のボウルに③を入れ、ごぼうに衣をつける。

⑤．ヘラの上で形を整えて、天ぷら鍋に油を入れ１７０℃に熱しカラッと揚げる。

⑥．油を切ってから器に盛りつけ、お好みで塩をかける。

○ 滝野川ごぼうの発祥の地は、東京北区滝野川。

○ 美味しく作るポイント！
ピーラーを使って切ることで、短時間で揚がる！
揚げ衣をつける前に米粉をまぶすことで、より食感よく揚がる！
米粉は上新粉でも調理可能です。

【写真・情報提供】 ＩＦＣＡ国際食学協会/食学士 鳴海千紘

レシピ No,4



～料理ビギナー父さんに、休日調理のススメ～

黒はんぺん 8枚

油 適量

◆フライの衣 　

溶き卵 適量

小麦粉（または米粉） 適量

パン粉 適量

静岡県〔全地域〕

◆　材料（４人分）／分量　◆

◇　◇　◇　　作　り　方　　◇　◇　◇

レシピ No,５

黒はんぺんのフライ

【写真・情報提供】 関東農政局 静岡支局

①．黒はんぺんに、小麦粉（または、米粉）をまぶし、溶き卵をくぐらせ、パン粉をまぶす。

②．天ぷら鍋に油を入れ熱し、①を揚げ、油を切る。

③．器に盛り、お好みでしょうゆ、レモン、ソースなどを添える。

※ アツアツのうちにお召し上がりください。

○「初めてでも安心してフライに挑戦できます
「黒はんぺん」は、生でも食べられますので、フライでは衣に火を通す感じで仕上げてください。

○静岡のはんぺんは黒い？！
「黒はんぺん」は「しぞ～かおでん」で全国デビューし、静岡県中部を中心に県下全域で食べら

れています。

生食（わさび醤油）・あぶって・焼いて（しょうが醤油）・揚げて・煮ておいしい！ご当地食材の
一つです。

レシピ No,5



～料理ビギナー父さんに、休日調理のススメ～

◆餃子の皮 28～32枚

米粉（ｸﾞﾙﾃﾝ20%含む） 200g

打ち粉（米粉または片栗粉） 少々

水 110ml

◆餃子の具

豚ひき肉 100g

キャベツ 180g

白菜 180g

ニラ　　　 40g

長ねぎ 40g

しょうが（すりおろし） 10g

ごま油 12ml

しょうゆ 6ml

白ごま 少々

塩・こしょう・一味唐辛子 少々 

栃木県（宇都宮市）

◆　材料（４人分）／分量　◆

◇　◇　◇　　作　り　方　　◇　◇　◇

レシピ No,６

米粉の餃子

【写真・情報提供】 中国飯店 中央店

◆ 餃子の皮を作る

①．ボウルに米粉と水を入れ、よく練ってからまとめ、２０～３０分間寝かせる。

②．①の生地を４等分し、円筒状にまとめ、７～８個の輪切りに分割する。

③．②に打ち粉をして、麺棒で丸くのばす。

◆ 餃子の具を作る

①．ボウルに豚ひき肉と醤油、ごま油、塩、こしょう、一味唐辛子を入れよく練る。

②．みじん切りにしたニラ、長ねぎ、しょうがを入れ混ぜる。

③．みじん切りにしたキャベツ、白菜と白ごまを入れよく混ぜる。

④．皮に具をのせ、しっかり包む。

POINT：具を包む時は、皮と具に隙間を作り、口が開かないようしっかり閉じる

◆ 調 理

①．フライパンにごま油を入れ、餃子を並べる。

②．餃子の半分程度まで水を入れ、蓋をして強火で６～７分蒸し焼きにする。

③．水分がなくなり、焼き目がきつね色になるまで焼く。

④．器に盛りつければできあがり。

○ 米粉を使った餃子

米粉の餃子の皮に米粉(グルテン入り)を使っていますので、もちもちとした食感が楽しめます。

にんにくを使用していないので、あっさりと食べられます。

レシピ No,6



～料理ビギナー父さんに、休日調理のススメ～

にら 35g

卵 4個

水 大さじ2

ごま油 大さじ1

米粉 小さじ2

和風だし 小さじ1

塩 少々

こしょう 少々

栃木県〔全域〕

◆　材料（４人分）／分量　◆

◇　◇　◇　　作　り　方　　◇　◇　◇

レシピ No,７

米粉入り にらの卵焼き

【写真・情報提供】 関東農政局 栃木支局

①．にらは洗って１ｃｍ幅に切る。

②．卵は割りほぐし、にら、米粉、和風だし、水、塩、こしょうを加えて混ぜる。

③．フライパンにごま油を入れ中火で熱し、②を流し入れ素早くかき回す。

④．全体が半熟になったら、手早く半月形に折り、弱火にして両面を焼く。

⑤．焼き目がついたら、食べやすい大きさに切り分け、器に盛りつければ

できあがり。

○ 溶き卵に米粉を入れた卵焼き

栃木県はにらの生産量第２位で、県内全域で生産されています。

にらはビタミンＡやＥが豊富で、鍋物には欠かせない野菜ですが、おひたしなどにもあう野菜
です。

レシピ No,7



～料理ビギナー父さんに、休日調理のススメ～

米粉 200g

重曹 小さじ1弱

にら 80g

卵（Ｍｻｲｽﾞ） 2個

みそ 大さじ1と1/2

牛乳 150～180ｃｃ

砂糖 大さじ1と1/2

サラダ油 適量

◇　◇　◇　　作　り　方　　◇　◇　◇

長野県〔東北信地域〕

◆　材料（４人分）／分量　◆

レシピ No,８

にらせんべい

【写真・情報提供】 社団法人長野県栄養士会

①．にらは、２～３㎝の長さに切っておく。

②．ボウルに卵、味噌、牛乳、砂糖を入れ、泡立て器で味噌が溶けるまですり混ぜる。

③．②の中に米粉、重曹を入れ混ぜ、粉っぽさがなくなったら、①を混ぜる。

④．熱したフライパンにサラダ油を薄くしき、③の種を流し入れ蓋をして、弱火で両面

きつね色に焼く。

⑤．器に盛りつければできあがり。

○小麦粉の替わりに「米粉」を使用
本レシピでは、重曹と牛乳を入れることで、ホットケーキのような仕上がりになります。

○「にらせんべい」とは・・・

疲労回復に良いとされる「にら」を使った長野県の郷土料理。

忙しい農繁期の合間や子供のおやつとして、主に長野県の東北信地域で親しまれてきました。

レシピ No,8



～料理ビギナー父さんに、休日調理のススメ～

豚ひき肉 400ｇ

れんこん 200ｇ

うずらの卵 1個

片栗粉（又は米粉） 小さじ4

しょうが汁 小さじ2

しょうゆ 小さじ1

ごま油 小さじ1

サラダ油 適量

ごま 適量

◆たれ

みりん 大さじ1

めんつゆ（またはしょう油） 大さじ1

静岡県〔中部地域〕

◆　材料（４人分）／分量　◆

◇　◇　◇　　作　り　方　　◇　◇　◇

(A)

(B)

レシピ No,９

れんこん団子

【情報提供】 静岡市健康づくり推進課

①．れんこんをみじん切りにし、沸騰した湯の中でさっとゆでザルにあげておく。

②．豚き肉を粘りが出るまで混ぜ、①と（Ａ）を練り混ぜて団子型にまとめる。

③．フライパンにサラダ油を入れて熱し、②を転がしながら焼く。

④． 全体に焼き色がついたら、たれの材料（Ｂ）を入れ火を止めて、団子にからめる。

⑤． 器に盛り、ごまをふりかける。

○根菜を美味しく食べよう！
「れんこん」は「ひき肉」の１/２以下の分量とする。
（「れんこん」が多すぎると、まとまりにくくなくなります）

○れんこんは秋から冬にかけて食べごろ

静岡市作成のメニュー集「静岡の味を食卓へ～伝えたいふるさとの味～掲載の一品です。

レシピ No,9



～料理ビギナー父さんに、休日調理のススメ～

練馬大根 1/4本

あしたば 1束

牛肉（薄切り） 200ｇ

　しょうゆ 小さじ1

　酒 小さじ1

　片栗粉または米粉 小さじ2

サラダ油 大さじ1

　水 1カップ

　中華スープの素（顆粒） 小さじ1

　しょうゆ 大さじ1/2 

　酒 大さじ3 

　塩 小さじ1/2

　こしょう 少々

東京都

◆　材料（４人分）／分量　◆

◇　◇　◇　　作　り　方　　◇　◇　◇

(A)

(B)

レシピ No,10

あしたばと練馬大根の牛肉中華風炒め

【写真・情報提供】 料理研究家・栄養士 今別府靖子

①．大根は乱切りして下茹でし、あしたばはざく切りにする。

②．牛肉は３〜４cm長さに切り、（Ａ）を混ぜ合わせておく。

③．フライパンにサラダ油を熱して牛肉を炒め、牛肉の色が変わってきたら大根と
あしたばを加えて全体を炒める。

④．最後に（Ｂ）を加えて中火で２〜３分煮る。

⑤．器に盛りつければできあがり。

○ 美味しく作るポイント！
大根を先に下茹でしておく事で短時間でも味がしみます。

オイスターソースを加えたり、仕上げにとろみを付けるとさらに味にコクが出ます。

米粉は上新粉でも可能です。

○「料理研究家・栄養士、今別府靖子」 ホームページはこちら

http://www.foods.thinknext.co.jp/index.html

レシピ No,10



～料理ビギナー父さんに、休日調理のススメ～

肉（豚ｏｒ鶏） 100g

ごぼう 1/3本

大根 1/3本

人参 1/2本

きのこ（しいたけｏｒしめじ） 1/2袋

里芋 300g

　　季節の青味野菜、ねぎ等をお好みで

米粉 130g

熱湯 130cc

塩 大さじ１

ごま油 少々

だし汁 800cc

しょうゆ 80～100cc

埼玉県〔本庄市〕

◆　材料（４人分）／分量　◆

◇　◇　◇　　作　り　方　　◇　◇　◇

レシピ No,11

米粉で作る「つみっこ」

【写真・情報提供】 本庄市観光協会

①．ごぼうはささがきにして水にひたしておく。

②．大根、人参、しいたけ、里芋等は食べやすい大きさに切る。

③．煮干し、昆布でだしをとっただし汁を火にかけ、煮立ってきたら野菜を全て入れて煮る。

④．米粉、塩をボウルに入れて熱湯をそそぐ。 熱いので、しゃもじ等で混ぜて、全体が

なめらかになるまで手のひらを使ってこねる。

⑤．野菜が煮えてきたら肉を入れ、しょうゆで味をつけ、練っておいた④をちぎって入れる。

この時、汁が煮え立っていることがポイント！

⑥．汁に入れたつみっこに火がとおり浮いてきたら、お好みでごま油を落とす。

⑦．盛り付けて、ねぎ、青物を添える。

○「つみっこ」とは埼玉県本庄・秩父周辺の方言で「摘み取る」から由来
埼玉県北部は小麦生産が盛んな地域でうどんなど小麦を使った料理の文化が根付いています。

つみっこは、小麦粉と水を練ったものを摘み取って鍋に入れるしぐさが名前の由来です。

ごぼうや里芋、大根、長ねぎ、人参、しめじ、しいたけなど、地元産の野菜をたっぷり入れた

汁で煮て食べます。

つみっこは本来は小麦粉で作りますが、米粉で作るとお団子のようなもっちりとした感触が味

わえます。野菜も旬ごとに変わりますので、いろいろな野菜でお試しください。

レシピ No,11



～料理ビギナー父さんに、休日調理のススメ～

米粉 50ｇ

じゃがいも（小１個） 100ｇ

長ねぎ 30ｇ

白菜 80ｇ

人参 30ｇ

えのきだけ 40ｇ

だし汁 720ｃｃ

味噌 大さじ1と2/3

山梨県〔峡北地域〕

◆　材料（4人分）／分量　◆

◇　◇　◇　　作　り　方　　◇　◇　◇

レシピ No,12

じゃがいもと米粉の団子汁

【写真・情報提供】 中北地区峡北支所管内食生活改善推進員協議会

①. 長ねぎは小口切り、えのきだけは石づきを取って３cm幅に切る。

白菜は１cm幅に切り、人参はせん切りにする。

②．じゃがいもは皮をむき、すりおろしてボールに入れ米粉を加えて、１人３個当てに

なるように丸める。

POINT：水分が多く、丸めにくい時は、米粉を少量加えて調節する

③．鍋にだし汁を入れて火にかけ、煮立ったら②を入れる。

④．団子が浮いてきたら長ねぎ以外の野菜を加えて煮る。

野菜に火が通ったら味噌を加える。

⑤．ひと煮立ちしたら長ねぎを加えて、火を止め、器に盛ればできあがり。

○美味しい作り方のポイント！
じゃがいもの水分を利用して米粉をこねます。団子はｽﾌﾟｰﾝで落としても良い。団子はだし汁で

しっかり煮ると、味がしみ込みおいしくなります。野菜の切り方をそろえるときれいに仕上がりま
す。味付けは、コンソメでもおいしくいただけます。

○米粉利用の団子汁
じゃがいもと小麦粉で作った団子を米粉で作ってみました。もちもちとした食感でおいしく頂け

ます。

レシピ No,12



～料理ビギナー父さんに、休日調理のススメ～

米粉 300g

湯 200cc

だし汁 600cc

鶏もも肉 160g

白菜 2枚

人参 80g

しめじ 80g

えのきだけ 80g

味噌 50g

長野県〔北信地域〕

◆　材料（４人分）／分量　◆

◇　◇　◇　　作　り　方　　◇　◇　◇

レシピ No,13

ひんのべ汁

【写真・情報提供】 社団法人長野県栄養士会

①．米粉を湯でこねてから休ませる。

②．鶏もも肉は一口大に、白菜、人参は短冊切りにする。

③．しめじ、えのきだけは石づきを除き、ほぐして食べよい大きさにしておく。

④． だし汁で②と③を煮る。

⑤．①をちぎってのばしながら④に入れてひと煮し、味噌で調味する。

⑥．器に盛りつければできあがり。

○ 小麦粉の替わりに「米粉」を使用！ 季節の野菜もたっぷり使いましょう！

○「ひんのべ汁」とは・・・

長野県の郷土料理。ひんのべ ＝すいとん。

名の由来は指でひんのばして入れることから、「ひんのべ」と言われるようになりました。

レシピ No,13



～料理ビギナー父さんに、休日調理のススメ～

じゃがいも（中） 4個

玉ねぎ 1個

豚ひき肉 90g

黒豆 20g

塩・こしょう 適量

小麦粉 適量

パン粉 適量

しょうゆ 大さじ1

揚げ油 適量
　 　

　 　

　 　
　 　
　 　

茨城県〔龍ケ崎地域〕

◆　材料（４人分）／分量　◆

◇　◇　◇　　作　り　方　　◇　◇　◇

レシピ No,14

龍ケ崎まいんコロッケ

【写真・情報提供】 龍ケ崎商工会 女性部

①．じゃがいもを皮付きのまま約３０分蒸す。

②．うす切り玉ねぎ、豚ひき肉を炒める。（炒めたら、ざる等で水分をと切る）

③．黒豆を煎り、フードプロセッサーで細かく砕く。

④．蒸し上がったじゃがいもの皮をむいてつぶす。

⑤．②、③、④に塩、こしょうとしょうゆを加えて混ぜあわせる。

⑥．形をつくる。（小判型）

⑦． 小麦粉を水に溶いて（天ぷら生地程度）、⑥を入れてから、パン粉をつける。

⑧．揚げ油を１７０度に熱し、中火のまま揚げる。

⑨．器に盛りつけ、お好みのソースなどをかける。

○ まいんコロッケでまちおこし http://www.ryugasaki.or.jp
手作りの「まいんコロッケ」は商店街ならではの人脈を生かし、地元の提携農家や精肉店をは

じめ各商店との協力を得て、安心で新鮮な素材を使い、商工会女性部員たちが心をこめて作る、
龍ケ崎で誕生した美味しいコロッケです。

煎った黒大豆が香ばしく、美肌効果がある大豆イソフラボンがたっぷり含まれています。

レシピ No,14



～料理ビギナー父さんに、休日調理のススメ～

さつまいも（大きく太いもの） １本

サラダ油 適量

ごま油 少々

塩 少々

◆天ぷら衣

水 400cc

薄力粉（天ぷら粉） 250g

卵（卵黄） １個

◆天つゆ

かつおだし汁 360cc

みりん 90cc

しょうゆ 90cc

埼玉県〔三芳町〕

◆　材料（４人分）／分量　◆

◇　◇　◇　　作　り　方　　◇　◇　◇

(A)

レシピ No,15

切り株揚げ

【写真・情報提供】 手打ちそば・うどん 富（とめ）

http://www.tomesoba.com/

①．さつまいもをタワシでよく洗い、４ｃｍ位の厚さの輪切りにし、水に放して（１０分位）

灰汁（アク）を抜く。

②．さつまいもの端の細い部分はせん切りにして、①と同様に灰汁（アク）抜きしたら、

ザルにあけふきんなどで水気を拭きとる。

③．ボウルに水、卵黄を溶き入れ、薄力粉をふるい、混ぜ合わせ天ぷら衣をつくる。

④．天ぷら鍋にサラダ油、香り付けのごま油を入れ、弱火で１００～１３０℃位に熱

したら、さつまいもを天ぷら衣にくぐらせ、油に入れて揚げる。
POINT：油の温度の見極めは、天ぷら衣を油に振り落とし、鍋の底まで沈んでから３秒位で

浮き上がれば、天ぷらの入れ時。

⑤．１５～２０分位たったら、竹ぐしでさつまいもの真ん中を刺し、スッととおったら鍋

から上げ油を切っておく。 ②を素揚げして塩をふっておく。

⑥．器に敷き紙を敷き、⑤の天ぷらを食べやすく４っ切りにして盛りつけ、その上に

素揚げしたせん切りをのせる。

⑦．天つゆの材料（Ａ）を鍋に入れ、火にかけ一沸きしたら別の器に盛る。 お好みで、

塩や大根おろし・おろし生姜など添える。

○けやきの切り株に見立てた、いもの天ぷら
「富の川越いも」と呼ばれる町特産のさつまいもで作られた天ぷらが、町の木である「けやき」

の切り株に似た形から、『切り株揚げ』と名付けられました。

○和風スイーツのテイストも味わえる
天つゆなどの替わりに、黒ごまソース、はちみつ、きな粉をかけるとスイーツ感覚でおいしく召

し上がれます。

レシピ No,15



～料理ビギナー父さんに、休日調理のススメ～

◆むろあじのすり身

　 むろあじ 大3本

（すり身で350g）

味噌 50g

小麦粉 大さじ2

卵 １個

みりん又は酒 大さじ3

重曹 小さじ1（水どき）

人参 50g

ごぼう 50g

れんこん 50g

東京都〔島しょ地域〕

◆　材料（４人分）／分量　◆

◇　◇　◇　　作　り　方　　◇　◇　◇

レシピ No,16

むろあじのうまかか棒

【写真・情報提供】 財団法人東京都島しょ振興公社

①．むろあじは３枚におろして皮をはがす。中骨はつけたまま端から細かく切っておく。

②．すり鉢に入れ重曹を加えながらよくすり下ろす。

（フードプロセッサーにかけても良い）

③．小麦粉を入れてさらに良くすり下ろす。

④．味噌、卵、みりんの順に入れタネを作る。
POINT：調味料を入れるときは必ず１品づつ入れる

⑤．人参はせん切り、ごぼうはささがきにし水に放つ。

れんこんは粗いみじん切りにする。

⑥．④と⑤をよく混ぜあわせ形を整えて油で揚げ、串に刺し、器に盛りつければでき

あがり。

○うまかか棒とは、「旨母棒」と書く!?
本料理のほかに、出来上がったタネ（作り方の④）に「明日葉」を細かく切って軽く混ぜ合わせ、

適当な大きさにまとめて蒸かして食べてもおいしい。わさび醤油でいただく。

○「むろあじ」のほかに「アジ」でも代用可

レシピ No,16



～料理ビギナー父さんに、休日調理のススメ～

大根 300ｇ

大根の葉 30ｇ

桜エビ 大さじ2

◆天ぷら衣

卵 1個

小麦粉（薄力粉） 1カップ

冷水 3/4カップ

酒 大さじ1

揚げ油 適宜

塩 適宜

山梨県〔峡北地域〕

◆　材料（４人分）／分量　◆

◇　◇　◇　　作　り　方　　◇　◇　◇

(A)

レシピ No,17

大根のてんぷら

○「大根のてんぷら」の特徴
大根葉を入れることによりビタミンの摂取、桜エビによりカルシウムの摂取ができます。みずみ

ずしい大根を天ぷらにする発想がこの料理の特徴です。

○明野町の特産品「浅尾大根」
北杜市明野町（旧明野村）の中でも特に浅尾地区で生産される「浅尾大根」は良質の土と朝霧で

つくり出すアクのないまろやかな甘味が人気です。

①．大根は皮をむき、５～６㎝の長さで割り箸くらいの太さに切りそろえる。 大根の葉

は適当な長さに切る。

②. （Ａ）の材料をボウルに入れ、粘りが出ないように混ぜて天ぷら衣を作る。

③. ②に、①と桜エビを入れさっくりとあわせる。

④. 天ぷら鍋に油を入れ１６０～１７０℃に熱し、③を適当な大きさにして、ゆっくり揚げる。

⑤. 器に盛りつけ、お好みで塩をふる。

【写真・情報提供】 中北地区峡北支所管内食生活改善推進員協議会

レシピ No,17



～料理ビギナー父さんに、休日調理のススメ～

（餃子２０個分）

じゃがいも 1個

玉ねぎ 1/4個

ひき肉 50g

バター おおさじ1

トマト 1個

餃子の皮（市販のもの） 20枚

塩 少々

こしょう 少々

油 適量

とまちゃん　

埼玉県〔北本市〕

◆　材料（４人分）／分量　◆

◇　◇　◇　　作　り　方　　◇　◇　◇

 (A)

レシピ No,18

とまとルンルン揚げ餃子

【写真・情報提供】 有限会社有ヨコミゾフーズ

北本市役所市民経済部産業振興課

①．じゃがいもは３㎝角に切り、玉ねぎはみじん切り、トマトはざく切りにする。

②．鍋にじゃがいもを入れひたひたの水を加えてゆでる。竹串がスーと通るぐらいゆでたら

ゆで汁をすて、火にもう一度かけて水分を飛ばす。

③．あつあつのじゃがいもをていねいにつぶす。

④．みじん切りにした玉ねぎとひき肉をいためる。

⑤．ざくざくに切ったトマトをバターでいためる（水分がなくなるまで）。

⑥．ボウルに③、④、⑤を入れ混ぜ合わせ、調味料（Ａ）を入れて味を整える。

⑦．出来上がったルンルン（具）を餃子の皮で包み、口を折りたたみ、油で皮がパリパリに

なるまで揚げる。

⑧．パリパリに揚がったとまとルンルン揚げ餃子の油を切って器に盛りつければできあがり。

※ たれやしょう油をかけなくても美味しく召し上がれます。

○ちょっとひと工夫で簡単・手軽に

じゃがいもは電子レンジでチンしてもＯＫ！です。

餃子の口をとじる時、ひだを寄せるのが大変ならばフォークで押しても良い。

○じゃがいもの甘さとトマトのすっぱさが絶妙なコンビネーション！
北本は昭和初期にトマト栽培が盛んで、トマトクリームを作り、帝国ホテルや精養軒、千疋屋に納

品していたと言う文献があります。平成１９年にまちおこしの一環として「トマトでまちおこし」を
合言葉にトマトを使ったレシピコンテストで優秀な成績をおさめ商品化しました。

パリパリした皮の食感とトマトのさわやかな後味が好相性の逸品です。

レシピ No,18



～料理ビギナー父さんに、休日調理のススメ～

小松菜（約１把） 850g

塩 小さじ1

豚ひき肉 300g

餃子の皮 25～30枚

しょうが汁 小さじ2

塩 小さじ1

しょうゆ 大さじ1/2

ごま油 100cc

砂糖 小さじ1

塩 少々

埼玉県〔三郷市〕

◆　材料（４人分）／分量　◆

◇　◇　◇　　作　り　方　　◇　◇　◇

 (A)

レシピ No,19

小松菜餃子

【写真・情報提供】 三郷市商工会、ポパイラーメン三郷店

①．水洗いした小松菜１把をみじん切りに細かく切る。

②．塩小さじ１を入れて軽くもみこむ。

③．３０分位おいて水分を絞る。

④．豚ひき肉に（Ａ）を入れ、手で粘りが出るまで練る。
（お好みで、こしょう・ラードを入れてもよい）

⑤．小松菜と④をよく混ぜ肉だねを作る。

⑥．肉だねを冷蔵庫でよく冷やしてから餃子の皮で包み込む。

⑦．フライパンにサラダ油を熱し、⑥の餃子を並べて水を１／２の高さまで注ぎ、蓋をし

て強火で約４分蒸し焼きにする。

⑧．水を切ってサラダ油を大さじ２杯たらし、１～２分焼き焦げ目をつけ、器に盛れば

できあがり。

○「小松菜餃子」の召し上がり方
しっかり味がついていますのでそのまま召し上がってもおいしいです♪

市販の“食べるラー油”をかけて食べてもｇｏｏｄ！

餃子を冷凍保存していただきますと、より旨味が凝縮され美味しくなります。

○三郷市で熱～いブームを起こしている「小松菜グルメ」
三郷市では小松菜餃子の他、小松菜を使った料理が２０店舗以上で食べられます。ららぽーと三

郷の買い物帰りに是非『三郷小松菜グルメ』をご堪能下さい。

レシピ No,19



～料理ビギナー父さんに、休日調理のススメ～

あじ（刺身用）　　 5～6尾

長ねぎ 15cm分

しょうが 親指大

しその葉 5枚

味噌 大さじ1

油　　 小さじ1

千葉県〔海岸地方〕

◆　材料（４人分）／分量　◆

◇　◇　◇　　作　り　方　　◇　◇　◇

レシピ No,20

あじのさんが焼き

【写真・情報提供】 千葉県農林水産部水産課

①．あじは3枚におろし、皮と骨をとり、細切りにして包丁でたたく。
POINT：お刺身を活用すれば簡単です

②．長ねぎ、しょうが、しその葉はみじん切りにして叩いたあじにのせ、味噌も加えて

叩き混ぜる。

※ この状態で、千葉の郷土料理「なめろう」が完成しています。

③．②をハンバーグ状にまとめる。

（真ん中を少し窪ませて、好みでしその葉を貼りつけてもよい。）

④．よく焼いたフライパンに油をしき、強火で表側３０秒、裏側３０秒で焼き色をつけ、
蓋をして弱火で焼く。

⑤．肉汁が表面に出始めたところで焼き上がり。

⑥．器に盛りつければできあがり。

○お刺身活用で、ビギナーお父さんでも簡単料理！
千葉の海岸線では、もっとも代表的な郷土料理で、いわしや、さばで作っても美味しいです！

また、お魚ビギナーお父さんでも、お刺身（たたき）を使えば簡単に作れちゃいます。

さらには、今話題の米粉を使ってハンバーグ風に仕立てれば、子どもにも喜ばれます。

○千葉は魚介類の宝庫です
千葉県は、全国でも有数の魚介類の宝庫です。

本料理並びに沢山のお魚料理レシピが、千葉県のホームページ（下記アドレス）よりご覧いただ
けます。

「千葉さかな倶楽部」 http://www.pref.chiba.lg.jp/suisan/sakana/sakana-variety/index.html

レシピ No,20



～料理ビギナー父さんに、休日調理のススメ～

さばなまり 半身

味噌 100～150g

千葉県〔房総地方〕

◆　材料（４人分）／分量　◆

◇　◇　◇　　作　り　方　　◇　◇　◇

レシピ No,21

さばなまりの焼き味噌

【写真・情報提供】 関東農政局　千葉支局

①．さばなまりの半身を、骨を取り除きながらほぐす。

②．まな板の上に、①と味噌を叩きながら混ぜあわせる。

③．②を小皿（耐熱皿）に乗せ包丁で平らにならしながら盛る。

④．③をオーブントースターで１０分～１５分焼けばできあがり。

○房総名物「さばなまり」で簡単クッキング！

「さばなまり」は、鯖を燻製したもので、身が柔らかく風味も食欲をそそる逸品です。これに味
噌を混ぜあわせて焼けば、簡単手軽にごはんがススム一品が完成です！

お好みで、大葉やネギを刻んで入れるのも良し、春は、味噌の代わりに、タケノコに和えて煮る
と最高に美味しいです。

レシピ No,21



～料理ビギナー父さんに、休日調理のススメ～

　大根（2～３cmの厚み） 輪切り4個
　葉山牛細切れ 200ｇ    
　シメジ・エリンギ 各1パック　　   　
　しょうゆ 大さじ1　　　　　
　白菜 4枚
　ネギ 2本
　米のとぎ汁 適量
　溶き片栗粉・サラダ油 適量
　塩・こしょう 少々

◆調味料

だしつゆ 80ｃｃ

　みりん 大さじ3

酒 大さじ3

砂糖 大さじ1

水 20cc

神奈川県〔横須賀地域〕

◆　材料（４人分）／分量　◆

◇　◇　◇　　作　り　方　　◇　◇　◇

（A)

レシピ No,22

すき焼き風大根ステーキ

【写真・情報提供】 よこすか葉山農業協同組合女性部 衣笠支部

①．牛肉はさらに細かく切る。

②．シメジ、エリンギ、白菜、ネギは適当な大きさに切っておく。

③．大根は２～３cm厚さでの輪切りにし、皮を厚めにむいて切り口の片面に十文字に

切り目を入れて面取りし、米のとぎ汁で柔らかくなるまで茹でる。

④．③の大根の水気をよくふき取り、塩、こしょうで味付けしながら、フライパンで両面

に焼き色がつくまで焼き、しょうゆを回しかける。

⑤．①をサラダ油で炒め、さらにシメジ、エリンギ、白菜を入れて、しんなりしたら（Ａ）を

入れ、最後に溶き片栗粉でとろみをつけ、ネギも入れる。

POINT：ネギは色をきれいに出すよう、とろみをつける時に入れる

⑥．飾り用のサラダ菜、赤大根、ラディッシュ、水菜とともに盛りつければできあがり。
POINT：お米のとぎ汁がない場合は、生米を少々鍋に入れて茹でても大丈夫です

○美味しく召し上がるポイント！
飾り用野菜（サラダ菜・赤大根・ラディッシュ・水菜）を最後に添えてみましょう。

○大根の皮でもう１品
大根の皮は、捨ててしまうのでなく、「大根の皮りきんぴら」など、もう１品作ってみてはいかが
ですか？

○横須賀市のホームページの「よこすかの地産地消」からもご覧いただけます
「レシピ情報」 http://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/4440/agli/index.html

レシピ No,22



～料理ビギナー父さんに、休日調理のススメ～

ひじき 適量

小麦粉 300ｇ

片栗粉 20ｇ

マヨネーズ 20ｇ

長ねぎ ２本

キャベツ（葉） ３枚

小エビ 20ｇ

水 適量

神奈川県〔横須賀地域〕

◆　材料（４人分）／分量　◆

◇　◇　◇　　作　り　方　　◇　◇　◇

レシピ No,23

長井焼き

【写真・情報提供】 長井町漁業協同組合 女性部

①．ひじきをたっぷりの水でもどす。

②．長ねぎを小口切りにし、キャベツの葉を粗みじん切りにする。

③．ボウルに小麦粉、片栗粉、長ねぎ、キャベツ、ひじき、小エビ、マヨネーズを入れ、

そのあと水を注ぎ、よく混ぜあわせる。

④．油をフライパンもしくは、ホットプレートにひき、焼いて器にもればできあがり。

（お好み焼きソースやケチャップなどで食べるとよい）

～ 簡単に出来るので、おやつ代わりにもお試しください！ ～

○ひじきはなぜ黒い？
刈り取られたひじきは、鉄釜で５時間ほどじっくりと煮られ、お湯につけた当初は緑色ですが、

鍋の鉄分と結合して真っ黒になります。

神奈川県では三浦半島が主産地で、横須賀市、三浦市で全体の９割以上を生産しています。

○必ず茹でてから食べてください
生のひじきを食べたことがありますか？恐らくないかと思います。ひじきにはヒ素が比較的多く

含まれているため、生食には適しません。

（市販のひじきは、茹でてから販売します。また、厚生労働省はヒジキに含まれるヒ素について、
一般的な範囲で食用にしても問題はないという見解を出してます。）

○横須賀市のホームページの「よこすかの地産地消」からもご覧いただけます
「レシピ情報」 http://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/4440/agli/index.html

レシピ No,23



～料理ビギナー父さんに、休日調理のススメ～

いもがら 3本

さつまあげ 1枚

しょうゆ 大さじ2

みりん 大さじ2

和風だし 大さじ1

植物油 大さじ1

砂糖 小さじ1

水 100ml

栃木県〔全域〕

◆　材料（４人分）／分量　◆

◇　◇　◇　　作　り　方　　◇　◇　◇

レシピ No,24

いもがらの炒め煮

【写真・情報提供】 関東農政局 栃木支局

◆ 下ごしらえ

①．いもがらは良く洗って水に浸し、少し手で揉み柔らかくなるまで戻す。

◆ 調 理

①．水で戻したいもがらはよく絞り、３ｃｍ位の長さに切る。

②．さつまあげは、縦半分に切り、うすい短冊に切る。

③．フライパンに植物油を差し、中火でいもがらとさつまあげを手早く炒める。

④．水、しょうゆ、和風だし、みりん、砂糖を加え、弱火で味がしみ込むまで煮込む。

⑤．器に盛りつければできあがり。

○味をしみ込みやすくするポイントは、水に戻す時に少し揉むこと
いもがらは、里芋の葉柄を乾燥させたもので、独特の食感があります。

昔ながらの保存食材で、他にも味噌汁の具や煮物などの料理にも利用できます。

レシピ No,24



～料理ビギナー父さんに、休日調理のススメ～

うど 2本

こんにゃく 1枚

日本酒 100ｍｌ

植物油 大さじ2

しょうゆ 大さじ3

和風だし 小さじ2

砂糖 小さじ2

七味唐辛子 適量

ごま油 適量

酢水

　（水１㍑に対し、酢大さじ１を合わせる。）

栃木県〔全域〕

◆　材料（４人分）／分量　◆

◇　◇　◇　　作　り　方　　◇　◇　◇

レシピ No,25

うどとこんにゃくのきんぴら

【写真・情報提供】 関東農政局 栃木支局

◆下ごしらえ

①．うどは洗って、５～７ｃｍの長さに切り、太いうどはピーラーで皮をむき、

縦４～６つに割り切り、酢水にさらして灰汁（アク）抜きをする。
POINT：うどは、灰汁（アク）があるので水や酢水にさらすと変色しにくくなります

◆調理

①．こんにゃくは１ｃｍの短冊切りにし、中央の縦に切れ目を入れ、片端を

中央切れ目にくぐらせ「手綱こんにゃく」にする。

②．フライパンにごま油を入れ、手綱こんにゃくを強火で炒め、日本酒、しょうゆ、

砂糖、 和風だし を加える。

③．煮汁が半分位に煮詰まったら、うどを加え、煮汁がなくなるまで炒め煮し、

しょうゆで味をととのえる。

④．お好みで七味唐辛子を加え、器に盛りつければできあがり。

○いつもと違う歯ざわりの違いを楽しむ
うどは、栃木県北部で広く栽培され、遮光して栽培した軟白うどが出荷されています。

こんにゃくいもの生産量は、全国第２位（平成２０年度）で、山沿いを中心に栽培されています。

レシピ No,25



～料理ビギナー父さんに、休日調理のススメ～

板こんにゃく 2枚

しょうゆ 大さじ4

砂糖　　 大さじ4

サラダ油 適量

ラー油 適量

花かつお 適量

塩 少々

群馬県〔藤岡市鬼石地域〕

◆　材料（４人分）／分量　◆

◇　◇　◇　　作　り　方　　◇　◇　◇

レシピ No,26

こんにゃくのきんぴら

【写真・情報提供】 群馬県食生活改善推進員連絡協議会

①．鍋に湯を沸かし塩を入れる。

②．板こんにゃくは短冊に切り、①で湯がき、水気をよく切っておく。

③．鍋にサラダ油とラー油を数滴落とし、②を炒める。

④．砂糖、しょうゆで汁が無くなるまで炒める。

⑤．器に盛り、花かつおをかければできあがり。

○美味しいたべ方
辛油を使わずにしょうゆだけで炒め煮し、器に盛って根生姜をすって上にのせ、混ぜながら食べ

ても良いでしょう。

こっくりとした味付けです。他のおかずとの組み合わせで量を加減しましょう。

レシピ No,26



～料理ビギナー父さんに、休日調理のススメ～

芋がら 25ｇ

ごぼう 40ｇ

人参 40ｇ

こんにゃく（小） 1/2枚

干ししいたけ 4枚

　（干ししいたけのもどし汁） 60ｃｃ

ちくわ 1/2本

油あげ 1枚

砂糖 大さじ1

しょうゆ 大さじ1と1/2

みりん 大さじ1と1/2

サラダ油 大さじ1と1/2

群馬県〔富岡市妙義地域〕

◆　材料（４人分）／分量　◆

◇　◇　◇　　作　り　方　　◇　◇　◇

(A)

レシピ No,27

芋がら・ごぼう・こんにゃくの油炒め

【写真・情報提供】 群馬県食生活改善推進員連絡協議会

①．芋がらは３ｃｍ位に切り、熱湯をかけさ冷めるまでおく。

さめたら黒い灰汁（アク）が取れるまで２～３回水をかえて洗い、しぼる。

②．ごぼうはささがきにし、水にさらし灰汁（アク）をぬく。

人参は、ささがきにする。

③．干ししいたけはもどし、もどし汁はとっておく。

④．こんにゃく、干ししいたけ、ちくわ、油あげは短冊切りにする。

⑤．鍋にサラダ油を熱し、ごぼう、こんにゃく、干ししいたけ、芋がらの順に炒め、

次に残り（人参、ちくわ、油揚げ）を全部入れ、干ししいたけのもどし汁と調味

料（Ａ）を入れ中火で２０分ほど煮る。

⑥．器に盛りつければできあがり。

○ごはんにのせて美味しい混ぜごはんに
地域の特産の芋がら、ごぼう、こんにゃくを利用したとても美味しいお惣菜です。

「芋がら・ごぼう・こんにゃくの油炒め」に鶏肉をこまかく切って入れると美味しい混ぜご飯に
なります。

レシピ No,27



～料理ビギナー父さんに、休日調理のススメ～

大根の葉 240ｇ

ごま 大さじ4

塩　　 少々

群馬県〔太田市藪塚地域〕

◆　材料（４人分）／分量　◆

◇　◇　◇　　作　り　方　　◇　◇　◇

レシピ No,28

大根の葉のから炒り

【写真・情報提供】 群馬県食生活改善推進員連絡協議会

①．フライパンをあたためて、適当に切った大根の葉を入れ、から炒りする。

②．しんなりしてきたら、ごまと塩を手早くいれ、混ざったら火を止め、器に盛れば

できあがり。

○大根の葉を青く仕上げるには手早くやることがコツ

○ 藪塚では、昔から食べられているお手軽料理

レシピ No,28



～料理ビギナー父さんに、休日調理のススメ～

江戸菜またはちんげん菜 200g

豚ばら肉（薄切り） 150g

赤ピーマン 少々

砂糖、サラダ油 各適量
(A) しょうが汁、水 各少々

にんにく 1/3片

しょうが（みじん切り） 1/3片

◆合わせ調味料

　スープ　※「作り方」参照 大さじ１

　塩 小さじ1/2

　砂糖、ごま油 各少々

　うま味調味料 小さじ１と1/2

　片栗粉 小さじ1/2

東京都

◆　材料（４人分）／分量　◆

◇　◇　◇　　作　り　方　　◇　◇　◇

(B)

レシピ No,29

江戸菜と豚ばら肉の炒め

【写真・情報提供】 譚 彦彬(たん ひこあき)

日本うま味調味料協会

①．江戸菜はざく切りにし、水洗いする。赤ピーマンはせん切りにする。

②．豚ばら肉はひと口大に切り、（Ａ）を加えてもみ込む。

③．中華鍋をよく熱して油をなじませ、②を入れて焦げ目がつくまで炒め、取り出す。

④．③の鍋に油大さじ１を足し、①の江戸菜、湯と砂糖各少々を入れて手早く炒め、

ザルに上げる。

POINT：湯と砂糖を加えるのは、江戸菜の苦味を消すためです。

⑤．④の鍋に油大さじ２を足し、（Ｂ）を炒める。香りが立ったら、赤ピーマン、豚ばら肉、

江戸菜を加えて炒め、合わせ調味料を加えて強火で炒めあわせ、器に盛りつけれ

ばできあがり。

※ 家庭向きスープの作り方 （冷凍保存も可能です）

水１.５リットルを沸かし、豚ひき肉(赤身)100ｇ、チキンスープの素(顆粒)小さじ２

を加える。弱火で３０～４０分煮て２／３ほどに減ったら、漉す。

○ 江戸菜とは・・・
聞き慣れないかもしれませんが、小松菜を改良した青菜で、小松菜よりも数倍大きく、シャキッと

した歯ごたえがあります。なければ小松菜やチンゲン菜、ほうれん草でも代用できます。にんにくと
しょうがが香りたつ炒めものです。

○うま味調味料協会の「うま味レシピ」は以下のＨＰアドレスからもご覧いただけます。
http://www.umamikyo.gr.jp/recipe/index.html

レシピ No,29



～料理ビギナー父さんに、休日調理のススメ～

ブロッコリーの茎 1～1/2株分

小芽ひじき 大さじ2

ちりめんじゃこ 大さじ3

白ごま 大さじ1

甜菜糖 大さじ1～2

しょうゆ 大さじ1～2

しょうが 1片

ごま油 大さじ1

水 少々

東京都

◆　材料（４人分）／分量　◆

◇　◇　◇　　作　り　方　　◇　◇　◇

レシピ No,30

ちりめんひじきの茎炒め

【写真・情報提供】 ＩＦＣＡ 国際食学協会 食学士/江間 瞳

①．しょうがは細かいみじん切り、ブロッコリーの茎は４～５mmの角切りにする。

②．フライパンにごま油をひいて火をつけ、弱火でじっくりしょうがを炒める。

香りがしてきたら中火にし、ちりめんじゃこをよく炒める。

③．ブロッコリーの茎を入れ、水少々(大さじ１～２杯くらい)加えて炒め、油が
なじんだら小芽ひじき、白ごまを加えてさらに炒める。

④．甜菜糖を加えて全体によく炒め合わせ、まず甘味をしみこませる。
全体に味がなじんだら、しょうゆを加えて水気がなくなるまでしっかり炒めきる。

※ ひと手間加えていろいろなバリエーションをお試しください！
・ 小麦粉と混ぜて「お焼き風」
・ 卵に混ぜ込んで「変わり卵焼き」
・ ごはんに混ぜて「おにぎり」

「おにぎり」は
こんな感じ →
になります。

○ 美味しく作るポイント
甜菜糖（砂糖）としょうゆは１：１が丁度良いバランスです。

はじめに、ごま油でじっくりしょうがとちりめんじゃこを炒めることがポイントです。

○保存もできる常備菜
冷蔵庫で１週間はもちます。

レシピ No,30



～料理ビギナー父さんに、休日調理のススメ～

さやえんどう　　 400g（塩少々）

いか（胴）　　 2はい（塩少々）

サラダ油　　 大さじ3

ラディッシュ　　 6個

スープ カップ1

酒 大さじ1

塩 小さじ1

水溶き片栗粉 少々

◆　材料（４人分）／分量　◆

◇　◇　◇　　作　り　方　　◇　◇　◇

東京都

(A)

レシピ No,31

さやえんどうとイカの炒めもの

【写真・情報提供】 ＪＡ東京中央会

①．さやえんどうの筋をとり、塩を加えた湯で色よくゆでる。

②．いかは薄皮をむき、胴に縦の切り目を入れて開き、内側にかのこに切り目を
入れたんざく切りにして、塩湯にサッと通 し、水気を切る。

③．中華鍋にサラダ油大さじ１.５を熱し、②、飾り切りのラディッシュを入れて炒め、

油がまわったら取り出す。

④．③の鍋に残りのサラダ油を足し、①を炒め、（Ａ）を加えて③を戻し、ひと炒めし、

水溶き片栗粉をまわし入れてとろみをつける。

⑤．器に盛りつければできあがり。

○ さやえんどうは・・・
東京では伊豆七島が生産地です。さやが薄く張りがあり、豆の形が小さいものが美味。

むき身の場合は粒がそろって色の濃いものを。

○ 「東京野菜レシピ」の情報は以下のＨＰアドレスからご覧いただけます
http://www.tokyo-ja.or.jp/shops/index.html

レシピ No,31



～料理ビギナー父さんに、休日調理のススメ～

キャベツ　 300g

ねぎ　 3cm分

しょうが　 1/2かけ

牛肉（薄切り）　 200g

サラダ油　 大さじ2

唐辛子みそ 小さじ1/2　

しょうゆ 大さじ3

酒 大さじ1

砂糖 小さじ2

◆　材料（４人分）／分量　◆

◇　◇　◇　　作　り　方　　◇　◇　◇

東京都

(A)

レシピ No,32

キャベツの唐辛子いため

【写真・情報提供】 ＪＡ東京中央会

①．キャベツは水洗いしてざく切りにする。

②．ねぎ、しょうがはみじん切りにし、牛肉は一口大に切る。

③．サラダ油を熱し、②のねぎとしょうがをいためて香りを出し、牛肉、キャベツの順

に炒め、（Ａ）で調味してザッと混ぜ、火を止めて器に盛りつければできあがり。

○ キャベツは・・・
東京特産の代表的な野菜。都民一人が年間食べる量は、大人も子どもも含めて平均6個。
キャベツの意外な栄養価はカルシウムが多いこと。ロールキャベツや甘酢煮などを

すると、かさが減ってたくさん食べられます。

○ ｢東京野菜レシピ｣の情報は以下のＨＰアドレスからご覧いただけます
http://www.tokyo-ja.or.jp/shops/index.html

レシピ No,32



～料理ビギナー父さんに、休日調理のススメ～

白菜　 400g

◆肉だんごの材料

　　豚ひき肉 400g

　　ねぎ（みじん切り） 20g

　　卵 1個

　   しょうゆ、酒、片栗粉、水 各大さじ1

　　塩 小さじ1/3

　　こしょう 少々

揚げ油 適量

サラダ油 大さじ4

干ししいたけ 3～4枚

スープまたは水 カップ2

しょうゆ 大さじ2と1/2

酒 大さじ1

砂糖 小さじ1

こしょう 少々

溶き片栗粉　 大さじ2

◆　材料（４人分）／分量　◆

◇　◇　◇　　作　り　方　　◇　◇　◇

東京都

(A)

レシピ No,33

白菜と肉だんごのいため煮

【写真・情報提供】 ＪＡ東京中央会

①．白菜はざく切りにする。

②． ボウルに肉だんごの材料を混ぜ合わせ、８個のだんごに丸め、揚げ油を１８０度に

熱してきつね色に揚げる。

③．サラダ油を熱し、水でもどして軸を除き半分に切ったしいたけと、①をサッと炒め、

（Ａ）を加え、ひと煮立ちしたら②を入れてふたをし、２０～３０分中火弱の火加減で

煮込み、溶き片栗粉でとろみをつける。

④．器に盛りつければできあがり。

○ 白菜は・・・
東京の世田谷（千歳）では、昭和33年ごろまでをピークに、「下山千年」というおいしい白菜が

生産されましたが、現在は南多摩地区（町田）の丘陵部のほうに産地が移っています。

○ お店で白菜を選ぶポイント！
葉柄に黒斑点の出ていないもの、半分にカットされているものなら、中央が盛り上がっていない

ものを選ぶのがポイント。

○ ｢東京野菜レシピ｣の情報は以下のＨＰアドレスからご覧いただけます
http://www.tokyo-ja.or.jp/shops/index.html

レシピ No,33



～料理ビギナー父さんに、休日調理のススメ～

大根の皮 一本分

だしつゆ 大さじ1

砂糖 大さじ1/2

みりん 大さじ1/2

ごま油 適量

唐辛子 適量

いりごま 適量

神奈川県〔横須賀地域〕

◆　材料（４人分）／分量　◆

◇　◇　◇　　作　り　方　　◇　◇　◇

レシピ No,34

大根の皮のきんぴら

①．大根の皮を５mmくらいに細切りする。

別掲の「すき焼き風大根ステーキ」の食材で使う大根で余った皮を

お使いになるとエコクッキングになります！

②．①をごま油で炒め、だしつゆ、砂糖、みりんを加え、最後に唐辛子、いりごまを

からめ、器にもればできあがり。

【写真・情報提供】 よこすか葉山農業協同組合女性部 衣笠支部

○大根は色々な料理ができます
１１月末から旬をむかえる横須賀の大根を、ふろふき大根やぶり大根などの煮物にしたりサラダ

など生で食べてもおいしいです。特に、なますにすると、シャキシャキとした歯ごたえが残り、味
もしみることから、大変おいしく食べられます。

この料理はとても簡単に作れます。もう１品という時に是非、お試しください。

○横須賀市のホームページの「よこすかの地産地消」からもご覧いただけます
「レシピ情報」 http://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/4440/agli/index.html

レシピ No,34



～料理ビギナー父さんに、休日調理のススメ～

なす（中５個） 100g

ピーマン（中５個）　 100g

青じそ 5枚

味噌 適量

砂糖 適量

酒 適量

サラダ油 適量

長野県〔全域〕

◆　材料（４人分）／分量　◆

◇　◇　◇　　作　り　方　　◇　◇　◇

レシピ No,35

なすの油みそ

①．なすとピーマンを１㎝幅くらいに切って、なすは灰汁（アク）を抜くため水に浸しておく。

②．熱したフライパンにサラダ油を入れ、なすを強火で炒めて油が馴染んだら、ピーマン

を加え炒める。

③．具材によく火がとおったら、味噌、砂糖、酒を加えよく混ぜる。

④．器に盛りつけたら、刻んだ青じそを添えればできあがり。

○ご飯がススム逸品
お好みで、唐辛子を加えることでピリ辛に。ご飯も進み、お酒のお供にも相性抜群です。

唐辛子を加える場合は、油を一緒に入れることがポイント。

○信州名物「おやき」の代表的な具材にも・・・

「なすの油みそ」は、長野県における夏場のポピュラーな家庭料理です。

また、信州名物「おやき」の代表的な具にもなります。

【写真・情報提供】 関東農政局　長野支局

レシピ No,35



～料理ビギナー父さんに、休日調理のススメ～

かんぴょう 40g

卵 3個

醤油 大さじ4

砂糖 大さじ1/2

酒 大さじ1

みりん 大さじ1

塩 小さじ1

和風だし 大さじ1

水 300ｍｌ

栃木県〔全域〕

◆　材料（４人分）／分量　◆

◇　◇　◇　　作　り　方　　◇　◇　◇

レシピ No,36

かんぴょうの卵とじ

【写真・情報提供】 関東農政局 栃木支局

◆ 下ごしらえ

①．かんぴょうを水で洗う。
POINT：かんぴょうを水で戻す時は、よく揉んで柔らかくする

②．ボウルにかんぴょうを入れ、塩を振りいれてよく揉む。

③．再び水で洗い、柔らかくなるまで水で戻す。

④．かんぴょうを絞って水気を切り、５㎝程度の長さに切る。

◆ 調 理

①．鍋に水と和風だしを入れ、沸騰したらかんぴょうを入れ柔らかくなるまで煮る。

②．砂糖、しょうゆ、みりん、酒を入れ、味が染み込むまで中火で煮込む。

③．弱火にして、卵を割り溶き、鍋に回し入れて、蓋をする。

④．卵が半熟になるまで、弱火で煮る。
POINT：溶き卵の固さは半熟ぐらいが美味しいです

⑤．器に盛りつければできあがり。

○かんぴょうは、カルシウム、カリウム等が多く含まれ、食物繊維が豊富
栃木県は、かんぴょうの生産量第１位で夏が収穫時期です。夕顔の実を早朝に収穫し、薄くひ

も状にむいて乾燥させます。

レシピ No,36



～料理ビギナー父さんに、休日調理のススメ～

あさり（殻付き） 400g

小松菜 1束

人参 1/4本

油揚げ 1枚

サラダ油 大さじ1

　だし汁 2カップ

　しょうゆ 大さじ2

　みりん 大さじ2

　酒 大さじ1

東京都

◆　材料（４人分）／分量　◆

◇　◇　◇　　作　り　方　　◇　◇　◇

(A)

レシピ No,37

あさりと小松菜の煮浸し

【写真・情報提供】 料理研究家・栄養士、今別府靖子

①．あさりは砂を吐かせ、小松菜はざく切り、人参は細切り、油揚げは油抜きを

して短冊切りにする。

②．鍋にサラダ油を熱し、水気をきったあさりを加えて炒め、油が回ったら（A）を

加える。

③．あさりの口が開いたら火を弱め、小松菜とにんじんと油揚げを加えて約２分

煮る。

④．器に盛りつければできあがり。

○ 美味しく召し上がるためのポイント！
あさりの口が開いてから野菜を加えることで、歯ごたえも残しつつ煮汁に出たあさりの旨味も

いっしょにいただく事が出来ます。

○「料理研究家・栄養士、今別府靖子」 ホームページはこちら
http://www.foods.thinknext.co.jp/index.html

レシピ No,37



～料理ビギナー父さんに、休日調理のススメ～

うど 2～3本

豚肉（薄切り） 200g

◆下味

　　しょうゆ 小さじ2

　　しょうが汁 少々

　　片栗粉  適量

◆煮汁　

だし汁  カップ1.5杯

しょうゆ  大さじ2　

砂糖・酒・みりん 各大さじ1

◆　材料（４人分）／分量　◆

◇　◇　◇　　作　り　方　　◇　◇　◇

東京都

(A)

レシピ No,38

うどと豚肉のじぶ煮

【写真・情報提供】 ＪＡ東京中央会

①．うどは皮をむいて４～５cm長さに切り、水にはなす。

②．豚肉は一口大に切り、下味のしょうゆとしょうが汁をからませ、片栗粉を薄く
まぶす。

③．鍋に（Ａ）を入れ煮汁を煮立て、②を入れて火を通し、鍋の片側に寄せ、水気

を切った①を入れてゆっくりと煮含める。

④．器に盛りつければできあがり。

○ うどは・・・
うどは東京では立川、国分寺、武蔵野などが生産地。空気に触れると黒ずんでくるので、切るそ

ばから酢水につけておくと白さを保てます。

○じぶ煮（治部煮）とは・・・
石川県の郷土料理。鴨肉や鶏肉で作るじぶ煮を、「うど」と「豚肉」でアレンジしました。

○ ｢東京野菜レシピ｣の情報は以下のＨＰアドレスからご覧いただけます
http://www.tokyo-ja.or.jp/shops/index.html

レシピ No,38



～料理ビギナー父さんに、休日調理のススメ～

かぶ　 400g（塩少々）

ロースハム 4枚

バター 大さじ2と1／2

スープ 大さじ6

塩 少々

こしょう 少々

パセリ 少々

　

◆　材料（４人分）／分量　◆

◇　◇　◇　　作　り　方　　◇　◇　◇

東京都レシピ No,39

かぶのバター煮

【写真・情報提供】 ＪＡ東京中央会

①．かぶは形よく皮をむき、4つ割りにして、塩少々を入れた湯で３分ほどゆで、
汁気を切る。

②．ロースハムはせん切りにする。

③．鍋にバターを入れ熱し、①を軽くいため、スープを入れて約１０分煮る。

④．③に②を加え、鍋をゆすりながら火を通し、塩、こしょうで調味する。

⑤．器に④のかぶ、②のロースハムの順に盛りつけ、パセリのみじん切りを

散らせばできあがり。

○ かぶは・・・
別名は｢すずな｣。春の七草のひとつ。

「金町小かぶ」（金町は現在の葛飾区東金町）は東京の地名のつく特産野菜の一つです。

ビタミンＣ、カルシウムなどが豊富で消化を助けるジアスターゼもたっぷり含まれています。

葉、茎は根茎より栄養価が高いので捨てないで利用したいものです。

○ ｢東京野菜レシピ｣の情報は以下のＨＰアドレスからご覧いただけます
http://www.tokyo-ja.or.jp/shops/index.html

レシピ No,39



～料理ビギナー父さんに、休日調理のススメ～

トマト　 600g

たら（甘塩） 4切れ

塩・こしょう・小麦粉 適量

揚げ油 適量

オリーブ油　 大さじ2

にんにく 1かけ

玉ねぎ 1個

セロリ 1/2本

なす　 4個

ピーマン　 5個

赤ピーマン 2個

ローリエ　 1枚

◆　材料（４人分）／分量　◆

◇　◇　◇　　作　り　方　　◇　◇　◇

東京都

(A)

レシピ No,40

たらのトマト煮込み

【写真・情報提供】 ＪＡ東京中央会

①．トマトは皮を湯むきして種を除き、ざく切りにする。

②．たらは水気をふき、塩、こしょう、小麦粉をまぶして、中温で揚げる。

③．オリーブ油を熱し、（Ａ）をみじん切りにして炒め、なすの乱切り、ピーマン、赤ピー

マンの４つ切りを加えて炒め、①、ローリエ、塩、こしょうを加え、ゆっくりと煮込む。

④．野莱が柔らかくなったら②を加えてザッと混ぜ、ひと煮する。

⑤．器に盛りつければできあがり。

○ トマトやなすは・・・
赤、紺色と色の濃い野菜ですが、いずれも淡色野菜。

冷やしすぎてはおいしくない野菜であることに留意を。

豊富に含まれている食物繊維は健康作りに大切です。

○ ｢東京野菜レシピ｣の情報は以下のＨＰアドレスからご覧いただけます
http://www.tokyo-ja.or.jp/shops/index.html

レシピ No,40



～料理ビギナー父さんに、休日調理のススメ～

切り昆布 20g

人参 20g

ちくわ 20g

油 適量

◆調味料

だし、砂糖、しょうゆ、みりん、酒

　　＊調味料の分量は、各家庭でお好み

　　で味付けしてください

神奈川県〔横須賀地域〕

◆　材料（４人分）／分量　◆

◇　◇　◇　　作　り　方　　◇　◇　◇

レシピ No,41

切り昆布煮

【写真・情報提供】 長井町漁業協同組合 女性部

①．切り昆布は水に４～５分つけ、ざるにあげてせん切りにしておく。

②．人参はせん切りにする。

③．ちくわは縦に半分にし、ななめのせん切りにする。

④．鍋に油をひき十分熱したのち、人参を炒め、本だし、水、切り昆布を入れて炒め

５～６分煮た後、ちくわを加え、砂糖、酒、しょうゆ、みりんを入れて（薄味に）、

さらに５～６分煮て、火を止め、そのまま十分に味を含ませる。

⑤．器に盛りつければできあがり。

○神奈川県内で昆布養殖が盛んな横須賀市
神奈川県内では、横浜市、横須賀市、三浦市などで昆布の養殖が行なわれていますが、横須賀市で

県内昆布生産量の約８割を占めています。

また、潮流が早く、栄養成分も豊かな海域では、柔らかく、独特の香りがあり、横須賀名産「早煮
こんぶ」として販売されています。

「早煮こんぶ」は昆布の炊き込みご飯、混ぜご飯、昆布の佃煮、みそ汁などで頂けます。

○横須賀市のホームページの「よこすかの地産地消」からもご覧いただけます
「レシピ情報」 http://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/4440/agli/index.html

レシピ No,41



～料理ビギナー父さんに、休日調理のススメ～

豚もも肉（薄切り） 270g

小麦粉 大さじ1と2/3

玉ねぎ（中） 2/3個

にんにく 2/3片

完熟トマト 1と1/3個

無塩トマトジュース 2/3缶

サラダ油 小さじ2

無塩バター 大さじ2

白ワイン 大さじ3

固形スープ 1/3個

トマトケチャップ 大さじ1と2/3

ローリエ 2/3枚

塩・こしょう 各少々

刻みパセリ 適宜

山梨県〔峡北地域〕

◆　材料（4人分）／分量　◆

◇　◇　◇　　作　り　方　　◇　◇　◇

レシピ No,42

豚肉のトマト煮

【写真・情報提供】 中北地区峡北支所管内食生活改善推進員協議会

①．豚もも肉は一口大に切り、塩、こしょうをふり、小麦粉をまぶす。

②．玉ねぎとにんにくはみじん切りにする。

③．完熟トマトは湯むきして、へたを取ってざく切りにし、トマトジュースで１０分程度煮る。

④．鍋にサラダ油、バター各小さじ２を熱し、①を焼き色がつくまで焼いて取り出しておく。

⑤．同じ鍋に残りのバターを足し、②を薄茶色になるまで炒めて③、④を入れる。

⑥．⑤に白ワイン、固形スープ、トマトケチャップ、ローリエを加えてよく混ぜ、蓋をして

弱火で２０分程度煮込む。

⑦．最後に塩、こしょうで味をととのえ、パセリを散らして器に盛りつければできあがり。

○完熟したトマトを使うこと！
完熟トマトがない場合は市販されているトマト缶でもＯＫです。

○トマトは高根町の特産品
新鮮な空気の中で育てられた高原トマトは、主食からデザートまで利用され、おいしく頂くこと

ができます。

レシピ No,42



～料理ビギナー父さんに、休日調理のススメ～

干ししいたけ 4枚

たけのこ 40ｇ

鶏こま肉 120ｇ

酒 小さじ１/２

かまぼこ 40ｇ

だし汁 1/4カップ

しょうゆ 小さじ1

砂糖 小さじ1

みりん 小さじ1/2

卵（Ｌサイズ） 2個

砂糖 小さじ2

塩 一つまみ

グリンピース 大さじ1

静岡県〔静岡市〕

◆　材料（４人分）／分量　◆

◇　◇　◇　　作　り　方　　◇　◇　◇

(A)

(B)

レシピ No,43

親子煮

【情報提供】 静岡市健康づくり推進課

①．干ししいたけを水で戻し、細切りにする。

②．たけのこを細切りにする。

③. 鶏こま肉に酒をふっておく。

④． かまぼこを短冊切りにする。

⑤．だし汁と（Ａ）を煮立たせて、①、②を入れ、再度沸騰したら、③、④を加えて煮汁が

なくなるまで煮る。

⑥．溶き卵に（Ｂ）を加え、いり卵をつくる。

⑦．グリンピースをゆでて、水を切っておく

⑧．器に⑤と⑥を彩りよくのせて、グリンピースをちらせばできあがり。

○ごはんにのっけて親子丼で！
静岡市の「親子丼」には「鶏肉を煮つけて卵でとじたもの」と「鶏肉の煮つけといり卵の二色を

盛り合わせたもの」の二種があります。

○給食でも人気のメニューです
静岡市作成のメニュー集「静岡の味を食卓へ～伝えたいふるさとの味～掲載の一品です。

レシピ No,43



～料理ビギナー父さんに、休日調理のススメ～

れんこん 50ｇ

さといも 100ｇ

人参 80ｇ

こんにゃく 1/2枚

結び昆布 8個

黒はんぺん 8枚

いんげん 4本

◆調味料

だし汁 1カップ

砂糖 大さじ3

酒 大さじ2

塩 小さじ1/2

しょうが 1片

しょうゆ 大さじ1

静岡県〔全地域〕

◆　材料（４人分）／分量　◆

◇　◇　◇　　作　り　方　　◇　◇　◇

(A)

レシピ No,44

野菜と黒はんぺんの煮物

【情報提供】 静岡市健康づくり推進課

①．いんげんをゆでておく。

②. こんにゃくを一口大に切り、ざるに並べて、熱湯をかける。

③. 黒はんぺんは三つ切り、野菜（れんこん、さといも、人参）は乱切りにする。

④．鍋に②、③、結び昆布、調味料（Ａ）を入れて煮る。

④. 野菜が煮えたら、しょうゆを入れて煮立たせ、味をなじませて火を止める。

⑤. 器に盛りつけ、①のいんげんを適当な長さに切り散らせばできあがり。

写真では、「こんにゃく」に手綱こんにゃく、「結び昆布」に水戻し不要のウエットタイプを使用

しました。

○季節をとおしてできるカンタン煮もの
「れんこん」のかわりに「大根」、「さといも」のかわりに「じゃがいも」を使用すると季節をと
おして作ることができます。

○給食でも人気のメニューです
静岡市作成のメニュー集「静岡の味を食卓へ～伝えたいふるさとの味～掲載の一品です。

レシピ No,44



～料理ビギナー父さんに、休日調理のススメ～

殻むきピーナッツ　 200g

サラダ油 適量

酒 大さじ1

みりん 大さじ1

はちみつ 大さじ3

砂糖 大さじ3

味噌 大さじ3

◎お好みで

削り節 適量

小女子 適量

茨城県〔全域〕

◆　材料（４人分）／分量　◆

◇　◇　◇　　作　り　方　　◇　◇　◇

(Ａ)

レシピ No,45

みそピー（ピーナッツのみそあえ）

【写真・情報提供】 関東農政局　茨城支局

①．(Ａ)を混ぜ、「あわせ味噌」を作っておく。
（砂糖や味噌の量はお好みで加減してください）

②．鍋またはフライパンにサラダ油適量注ぎ、殻むきピーナッツを入れ約１０分熱し、

色がつき香ばしくなるまで炒める。

③．香ばしく炒め上げたら、火を止め、あわせ味噌を加え、よく練り上げる。
POINT：炒めるときに、お好みで削り節や小女子を加えるとバリエーションアップ

④．最後に炒った白ゴマを入れ軽く混ぜあわせ、器に盛ればできあがり。

○特産のピーナッツ（落花生）を使った定番料理
昔は、どこの家庭でも作っていた懐かしい味です。 ピーナッツをよく動かしながら、カリッと

いためるのがコツです。

さらに、削り節や小女子を加えたバリエーションも試してみてはいかが？

レシピ No,45



～料理ビギナー父さんに、休日調理のススメ～

菜の花 200g

塩 ひとつまみ

練りがらし 小さじ1

しょうゆ 大さじ2

千葉県〔房総地域〕

◆　材料（４人分）／分量　◆

◇　◇　◇　　作　り　方　　◇　◇　◇

レシピ No,46

なのはなの辛子和え

【情報提供】 千葉県農林水産部担い手支援課

①．菜の花は塩湯でゆでて、冷水にとり、４cm長さに切る。

②．練りがらしをしょうゆでのばし、①を和え、器に盛ればできあがり。

○ 菜の花は見て良し、食べて良し！
ほのかにほろ苦い「なのはな」と辛子は抜群の相性です。簡単なのにホントに美味い！

千葉の県花は「なのはな」。安房地域では古くから切り花として生産されてきました。

食卓に春を告げる野菜として食用の「なのはな」が導入され、年々需要が伸びて千葉県の特産野
菜となってます。また、ビタミンA・Cを豊富に含む緑黄色野菜です。
○千葉は全国有数の野菜王国、千葉県産野菜で料理にチャレンジ！
千葉県は、全国有数の野菜生産地、他にも美味しい野菜達が生産されています。

本料理並びに沢山のレシピが、千葉県ホームページ（下記アドレス）よりご覧いただけます。

「ちばのふるさと料理」 http://www.pref.chiba.lg.jp/ninaite/recipe/furusato/index.html

レシピ No,46



～料理ビギナー父さんに、休日調理のススメ～

木綿豆腐 150g 
小松菜 150g 
人参 50g
◆調味料
だし汁 70ml 
しょうゆ 小さじ2 
みりん 小さじ2

白いりごま 大さじ1 

砂糖 大さじ1 

塩 小さじ1/5 

しょうゆ 小さじ1/2 

神奈川県〔湘南地域〕

◆　材料（４人分）／分量　◆

◇　◇　◇　　作　り　方　　◇　◇　◇

(A)

(B)

レシピ No,47

小松菜と人参の白和え

○豆腐の「はしり」をご存じですか？
新豆が収穫されるのが10月から12月です。それを使って製造した豆腐が「はしり」となります。
小松菜は神奈川県とくに横浜市で生産が盛んです。

霜があたり甘く、やわらかな小松菜で白和えに仕上げました。

○「おいしい茅ヶ崎」のホームページからもご覧いただけます
「茅ヶ崎採れたてレシピ」 http://oishi-chigasaki.com/eat/recipe/

【写真・情報提供】 NPO法人 湘南スタイル「おいしい茅ヶ崎」

①．豆腐は熱湯でさっとゆでる。ザルにあげて水気をきる。

②．小松菜はゆでて、冷水にとる。しぼって長さ２cmに切る。

③．人参は小松菜と同じ長さの短冊切りにする。調味料（Ａ）を鍋に入れて、人参を

煮る。煮汁がなくなる直前に②を加える、さっと煮て冷ましておく。

④．①の水気をよくしぼって調味料（Ｂ）を混ぜる。

⑤．④の水気をかるく絞り③であえ、器にもればできあがり。

※ ごまはすり鉢でねっとりするまで擂ると口当たりが良いし、消化もよくなります。

※ 小松菜だけでなくほうれん草、白菜の外側の青い葉、大根の葉などでもおいしく出来

上がります。

レシピ No,47



～料理ビギナー父さんに、休日調理のススメ～

せぐろいわし（ｶﾀｸﾁｲﾜｼ） 3kg（正味2kg）

塩 160～200g

◆調味料

酢 カップ5

砂糖 大さじ3

酒 カップ1/2

ごま 120g

しょうが 100g

ゆずの皮 2個分

赤とうがらし 5本

みりん カップ1/2

葉らん（または、ささの葉） 

千葉県〔外房地域〕

◆　材料（４人分）／分量　◆

◇　◇　◇　　作　り　方　　◇　◇　◇

(A)

レシピ No,48

せぐろいわしのごま漬け

【情報提供】 千葉県農林水産部担い手支援課・水産課

○新鮮ないわしを使って、塩はたっぷり使いましょう
いわしの好漁場である九十九里海岸では沢山のいわし料理がありますが、その中でもごま漬けは日

常のおかずに、酒の肴に、行事食などに親しまれている郷土料理です。

せぐろいわし（カタクチイワシ）は、新鮮なものを使い、塩は怖がらずに使いましょう。

○千葉のおさかなで、料理を楽しんで下さい
千葉県は、全国有数の漁獲高を誇ってます。本料理並びに沢山のレシピが、千葉県ホームページ

（下記アドレス）よりご覧いただけます。

「ちばのふるさと料理」 http://www.pref.chiba.lg.jp/ninaite/recipe/furusato/index.html

①． いわしの頭と腹わたを取り、よく水洗いをして、１～２時間きれいな水になるまで

血抜きする。

②．これを８～１０時間、塩漬けにする。

③．塩漬けしたものを水洗いし、水気を切る。 調味料（Ａ）をあわせ、魚がかぶる

くらい注ぎ入れて５～８時間漬ける。

④．ごまは炒り、しょうがとゆずの皮は細かいせん切り、赤とうがらしは種をとって

小口切りにする。

⑤．容器に③のいわしと④の材料を交互に重ね、みりんを振り入れて、漬け込む。

⑥．葉らん（または、ささの葉）で押し蓋をして、重石をする。

⑦．水が上がったら逆押し（容器を裏返しにして容器内の水分を除く方法）をして、

水分を除いて器に盛ればできあがり。

レシピ No,48



～料理ビギナー父さんに、休日調理のススメ～

なまり節 120ｇ

きゅうり 80ｇ

◆ドレッシング 　

わさび漬け 大さじ1と2/3

マヨネーズ 大さじ1と1/3

　 　

　 　

　 　

静岡県〔中部地域〕

◆　材料（４人分）／分量　◆

◇　◇　◇　　作　り　方　　◇　◇　◇

レシピ No,49

なまり節のサラダ

【情報提供】 静岡市健康づくり推進課

①．なまり節は、食べやすい大きさにほぐす。

②．きゅうりはせん切りにし、塩を軽くふり、しんなりしたら水気をしぼる。

③．わさび漬け、マヨネーズをあわせてドレッシングを作り、①と②を和えて、器に盛れば

できあがり。

～ なまり節とは？ ～
内臓などを取ったカツオを三枚におろして、ゆでたものを乾燥させ燻したりしたもので、

水揚げの多い漁港周辺（静岡県では焼津市）での生産が盛んです。

形は鰹節のようですが「油に浸かっていないツナ缶のツナ」のような食べ物で、通常は

味付けされていません。

完全に乾燥させてなく、骨などもありませんので、そのまま食べやすい大きさに切り分け

てしょうゆやマヨネーズなどにつけて召し上がれます。

○ちょっぴり大人の味です
ドレッシングは、家族構成やお好みにより味をととのえてください。

（市販のドレッシングでも美味しく十分召し上がれます）

○静岡の特産品を召し上がれ

静岡市作成のメニュー集～静岡の味を食卓に～掲載の一品です。

レシピ No,49



～料理ビギナー父さんに、休日調理のススメ～

合鴨胸肉 300ｇ

つくね用合鴨挽肉 250ｇ

（越谷）ネギ 4本

卵 1/2個

しょうが（みじんぎり） 適量

片栗粉 適量

塩 少々

こしょう 少々

◆鍋つゆ（しょうゆベース） 適量

　　水・醤油・みりん・酒・昆布出汁

　※市販品であれば、寄せ鍋用が合う

◆その他具材（お好みで）

大根・人参・豆腐・きのこ類・水菜・ごぼう等

ごはん（締めの雑炊用に） 適量

「こしがや鴨ネギ鍋」イメージキャラクター

埼玉県〔越谷市〕

◆　材料（４人分）／分量　◆

◇　◇　◇　　作　り　方　　◇　◇　◇

 (A)

　　　ガーヤちゃん

レシピ No,50

こしがや鴨ネギ鍋®こしがや鴨ネギプロジェクト

【写真・情報提供】 こしがや鴨ネギプロジェクト事務局

①．ネギは煮込み用３本と焼きネギ用１本ぐらいで切り分ける。

（煮込み用は斜め切り、焼きネギ用は４～５㎝にざっくりとぶつ切り）

POINT：焼きネギはオーブントースターで焦がす（こだわり派は炭火で）

②．ボールにつくね用合鴨挽肉と（Ａ）を入れ団子状に丸める。

（きざみネギを入れると本格的な鴨つくねの出来上がり）

③．合鴨胸肉は５㍉程度の厚さでスライス状に切りわける。

④．温めた鍋つゆに鴨つくね、煮込み用のネギの順に入れ（お好みの具材も）煮込む。

⑤．焼きネギと合鴨胸肉を入れて一煮したら出来上がり。

POINT：合鴨胸肉は固くなりすぎないよう直前に鍋に入れてさっと煮る

※ 合鴨肉とネギの旨味がたっぷりしみ出たスープで最後の締めの雑炊は格別です！

○ネギのおいしさが引き立つ鍋料理
『こしがや鴨ネギ鍋®』はネギが主役の鍋料理です。煮込み用ネギとは別に越谷ネギの美味しさを一
層味わって頂く焼きネギのひと手間がポイントです。

○越谷市内のお店でキャンペーン展開中！ http://www.kamonegi.jp/
越谷市内のお店では、冬季を中心に本格的な鴨ネギ鍋を楽しめる『こしがや鴨ネギ鍋®』メニュー

提供キャンペーンを実施しています。

提供店詳細情報等は、こしがや鴨ネギプロジェクト公式ホームページをご参照ください。

レシピ No,50



～料理ビギナー父さんに、休日調理のススメ～

まぐろのトロ 400g
千寿ネギ 1～2本
江戸菜 1株
しいたけ 4個

滝野川ゴボウ 適量
白菜 6枚
えのきだけ 1束
豆腐 1丁

◆割り下

　 出汁（干しいたけと昆布） 1,000cc

　 濃口しょうゆ 100cc

　 みりん 100cc

　 ゆずこしょう 少々

　 千寿ネギ 1/2本

東京都

◆　材料（４人分）／分量　◆

◇　◇　◇　　作　り　方　　◇　◇　◇

レシピ No,51

ねぎま鍋

【写真・情報提供】 浅草一文本店 平川 良信

①．トロは刺身よりも厚めに切る。 千寿ネギは５〜６cmの大きさに、江戸菜は１０cm

程の長さに切る。 椎茸は飾り包丁を入れる。

②．ごぼう、白菜、えのきだけ、豆腐は食べやすい大きさに切る。

③．割り下を作る。

干しいたけと昆布でとった出汁１０ ： 濃口しょうゆ１ ： みりん1  の割合で混ぜ、

さらにゆずこしょうを混ぜる。

割り下として使うネギは１ｃｍくらいの大きさにきざんでおく。

④．鍋に③の割り下を入れて、割り下用にきざんだ千寿ネギを入れる。

POINT： 鍋は熱効率の良い銅鍋が理想だが、ない場合は土鍋でも良い。 土鍋の場合は強火で

煮るが、あまり煮詰まらないように注意。（煮詰まった時は、出汁で薄めること）

割り下が煮立ってきたら、まずしいたけを入れ、続いて②を入れる。

④．トロは割り下にくぐらせる程度のレアでも、少し煮込んでも美味しい。
(トロの脂が割り下になじみ、その旨味が野菜にしみ込んでから野菜等を食べる)

○ 美味しく作るポイント！
まぐろはさっと湯通ししてから使えば、臭みもとれて美味しさもアップします。

ネギを焼いてから加えると、香ばしい風味が加わり、臭み消しにもなります。

割り下に刻んだネギを入れましょう。焼いたネギとは違った食感で、見た目にも彩りになり、変
化が出ます。ささがきゴボウを入れても美味しいです。

割り下の濃口醤油を薄口醤油にすると、寄せ鍋にぴったりな割り下になります。

市販のだしなら、蕎麦つゆを２倍くらいにのばしたもので代用できます。

○トロが手に入らない時は、筋の多い尾の身等の切り落としでもＯＫ！
鍋に入れると筋がゼラチン質に変わり、それはそれでおいしくいただけます。

○ 浅草一文のホームページはこちら http://www.asakusa-ichimon.com/

レシピ No,51



～料理ビギナー父さんに、休日調理のススメ～

米（２合分） 360g

干ししいたけ 10ｇ

かんぴょう 10ｇ

ごぼう 70ｇ

人参 50ｇ

ちくわ 60ｇ

こんにゃく 10ｇ

油あげ 30ｇ

◆調味料 4ｇ

酒 45g

さとう 5ｇ

しょうゆ 27ｇ

油 4ｇ

群馬県〔前橋市粕川地域〕

◆　材料（４人分）／分量　◆

◇　◇　◇　　作　り　方　　◇　◇　◇

(A)

(B)

レシピ No,52

かて飯

【写真・情報提供】 群馬県食生活改善推進員連絡協議会

①．米を研いでごはんを炊く。

②．干ししいたけ、かんぴょうは水に戻しておく。

③．干ししいたけは千切り、ごぼう、人参はささがき、その他の食材（Ａ）は食べやす

いように細く切る。

④．③の具を油で炒めてから調味料（Ｂ）で味付け、野菜がやわらかくなるまで煮る。

⑤．炊き上がったご飯の中に④の具を入れ混ぜ合わせればできあがり。

○「かて飯」は手軽にできる郷土食
「かて飯」は、まぜめし、ごもくとも言います。野菜、油あげ、きのこなどをしょうゆで味付

けたものを、残りご飯に混ぜて食べられていました。

レシピ No,52



～料理ビギナー父さんに、休日調理のススメ～

ご飯 1膳

長芋（または大和芋） 適量

きゅうりの浅漬け 1/2本分

　（市販品で構いません）

浅漬けの素 適量

白ごま 適量

刻み海苔 適量

山梨県〔富士河口湖地域〕

◆　材料（１人分）／分量　◆

◇　◇　◇　　作　り　方　　◇　◇　◇

レシピ No,53

かっぱめし

【写真・情報提供】 富士河口湖町名物開発委員会

①．長芋をすりおろして「とろろ」にし、浅漬けの素を混ぜる。

（お好みの調味料で味付けしてもよい）

②．ご飯を茶碗に盛り、①をかける。

③．さらに、②にきゅうりの浅漬けをのせる。

⑤．最後に、白ごま、刻み海苔をのせればできあがり。

○トッピングを楽しむ
基本の丼にマグロなどの生もの、ウナギの蒲焼きなどの焼き物、その他お好みで色々なトッピン

グで楽しむことが出来ます。

○富士河口湖名物「かっぱめし」とは・・・
河口湖周辺に伝わるかっぱの伝説にちなんだ名物料理として開発された逸品です。

「かっぱめし」の情報は以下HPアドレスからもご覧いただけます。

http://kappameshi.net/

レシピ No,53



～料理ビギナー父さんに、休日調理のススメ～

天ぷら お好みで

◆みそダレ

味噌 100g

酒 50cc

みりん 200cc

砂糖 大さじ1と1/2

しょうゆ 大さじ2

カツオだし 150cc

溶き片栗粉 大さじ1

おろししょうが 小さじ1

ごま油 小さじ1

唐辛子 適量

◇　◇　◇　　作　り　方　　◇　◇　◇

長野県〔諏訪地域〕

◆　材料／分量　◆

(B)

(A)

レシピ No,54

信州諏訪 みそ天丼

【写真・情報提供】 れすとらん割烹いずみ屋

http://www.tamatebako.ne.jp/izumiya/

①．酒とみりんは、煮きっておく。

②．鍋底に味噌を薄く伸ばし、弱火にかける。

③．味噌が少しフツフツしてきたところで、①と（Ａ）を入れて味噌をよく溶く。

④．ひと煮立ちしたら溶き片栗粉を加え、軽くトロミをつける。

⑤．④に（Ｂ）を入れて火を止め、ひと混ぜする。

⑥．お好みの天ぷら（揚げたてがベスト）をどんぶりにのせ、お好みの量の「みそダレ」を

かければできあがり。

○みそダレは、その他の揚げ物や炒め物などにも使える！ ご飯との相性も抜群！

水溶き片栗粉は軽くトロミをつける程度で、加え過ぎないようするのがポイント。

○「信州諏訪 みそ天丼」とは・・・
諏訪で開発され、天ぷらには諏訪湖特産のワカサギﾞ、川エビ、地元で採れた旬の野菜などを使用
し、みそダレには全国でも有数のみそ産地である諏訪のみそを使用したご当地どんぶりです。

諏訪地域において、現在１３店舗にて各店オリジナルのみそ天丼を味わうことができます。

詳しくは、信州諏訪 みそ天丼会ホームページをご覧ください。

http://www.suwacci.or.jp/tmo/

レシピ No,54



～料理ビギナー父さんに、休日調理のススメ～

米 5合

寿司酢 適量

しいたけ 4枚

だし汁 1カップ

砂糖 大さじ3

酒・しょうゆ 各大さじ2

塩 小さじ1/2

人参 1本

しょうゆ 少々

砂糖 大さじ１

おぼろ（紅・白） 適量

玉子焼き 適量

赤身の刺身 4切れ

静岡県〔東伊豆地域〕

◆　材料（４人分）／分量　◆

◇　◇　◇　　作　り　方　　◇　◇　◇

(A)

(B)

レシピ No,55

げんなり寿司

【情報提供 】 東伊豆町観光商工課

①．米を研ぎ、ご飯を炊いておく。

②．しいたけを（Ａ）の調味料で煮しめておく。

③．人参の皮をむいて短冊切りにし、ひたひたのお湯に（Ｂ）を入れてゆで、水気を切っ

ておく。
POINT：にんじんの色があざやかになるようにゆでる

④．ごはんが炊けたら、寿司酢とあわせて冷ます。

⑤．バット（または、お弁当箱など）に④を半分程度広げて③をちらす。 その上に④の

残りをのせて広げギュッと押さえる。

⑥．⑤を取り出し、２０個に切り分ける。

⑦．「紅・白のおぼろ」、「しいたけの煮つけ」、「玉子焼き」、「赤身の刺身」をのせ、器に

盛り付ければできあがり。

「おぼろの作り方」 ～ひと手間かけて手作りのおぼろに挑戦～

金目鯛のほぐし身２４０㌘を砂糖１２０㌘、塩小さじ１、酒としょうゆ少々で水分がなくなる

までよく炒る。 火を止める直前にみりんを入れて照りをだす。 口の中で少し煮汁が出る

くらいがおいしさの目安。 食紅などを使い赤いおぼろもできます。

写真では、「たまごやき」に市販の厚焼きたまご、「赤いおぼろ」に市販のでんぶ、「白いおぼろ」

に鱈（タラ）を使用しました。

○５個セットが一人前
金目鯛のおぼろ（紅・白）、しいたけの煮つけ、玉子焼き（関東風：砂糖を入れて甘いもの）、

赤身の刺身の５個が一人前とされています。

○「げんなり」とは・・・

「飽きる・疲れる・いやになる」という意味で、ひとつ食べるとお腹いっぱいになることから、
この名前がついたそうです。祝い事などにふるまわれた料理で「食べものに不自由しないように」
との願いも込められているそうです。

レシピ No,55



～料理ビギナー父さんに、休日調理のススメ～

豚ひき肉 100g

オリーブオイル 適量

じゃがいも 100g

玉ねぎ 240g

人参 40g

にんにく　 少々

根しょうが 少々

塩・しょうゆ 各小さじ1

ガラムマサラ 少々

調味料

　（材料は作り方欄に記載） 　

　 　

　 　

茨城県〔土浦地域〕

◆　材料（４人分）／分量　◆

◇　◇　◇　　作　り　方　　◇　◇　◇

(A)

レシピ No,56

土浦ツェッペリンカレー（学校給食バージョン）

【写真・情報提供】 土浦商工会議所

土浦市立第一学校給食センター

①． じゃがいもは茹でてつぶす。

②.  にんにく、根しょうがはみじん切り。

③.  玉ねぎ、人参はみじん切りにしてよく炒めておく。

④.  鍋にオリーブオイルを熱して②を加え、香りが出たら豚ひき肉を入れて炒める。

⑤.  ④に下記（Ａ）の調味料とひたひたの水を加えて煮込む。

⑥．⑤にまんべんなく火が通ったら①、③を加え、さらに煮込む。

⑦．最後にガラムマサラを入れ、塩、しょうゆで味を整える。

⑧．地元産の野菜等（土浦産レンコン）を付けあわせに、器に盛りつければできあがり。

※（Ａ）調味料の材料

カレー粉・・・小さじ２弱 ウスターソース・・・小さじ１ 砂糖・・・小さじ１／３弱

トマトケチャップ・・・小さじ１弱 コンソメ・・・５ｇ すり下ろしリンゴ・・・２０ｇ

フルーツチャツネ・・・少々 デミグラスソース・・・３０ｇ

○レンコン又は地元醸造醤油使用が定義
カレーのまちとして、土浦ツェッペリンカレーは、日本一の生産量を誇るレンコン又は地元醸造醤

油を使用する事が定義になっており、ほのかな甘みと酸味が特徴で、個性的な実力派から学校給食
バージョンまで大人気メニューです。

○土浦ツェッペリンカレーの情報 http://tcci.jp/curry/index.html
茨城県土浦ツェッペリンカレーは、ドイツの大型飛行船ツェッペリン伯号の乗組員に地元産ジャガ

イモを入れたカレーを振る舞い歓迎したことが由来となっています。

レシピ No,56



～料理ビギナー父さんに、休日調理のススメ～

大根 200ｇ

ごぼう 60ｇ

人参 80ｇ

じゃがいも又は里芋 100ｇ

舞茸 200ｇ

なめこ 200ｇ

油あげ １枚

豆腐 300ｇ

ツナ缶 80g

だし汁（にぼし使用） 3カップ

味噌 大さじ2

サラダ油 少々

群馬県〔みなかみ町月夜野地域〕

◆　材料（４人分）／分量　◆

◇　◇　◇　　作　り　方　　◇　◇　◇

レシピ No,57

きのこ入りけんちん汁

【写真・情報提供】 群馬県食生活改善推進員連絡協議会

①．ごぼうはささがきにして灰汁（アク）を出す。

②．人参、じゃがいも、大根はいちょう切りにする。

③．油あげは縦に包丁をいれ細く切る。

④．舞茸は小さく裂き、さっと湯通しする。

⑤．大きめの鍋にサラダ油を入れ、よく熱してから①、②、④をよく炒める。

⑥．よく炒めたらだし汁を入れ沸騰したら浮いた灰汁（アク）を取り、油あげとツナを

入れて野菜が柔らかくなるまで煮る。

⑦．野菜が柔らかくなったら、水切りした豆腐と水洗いしたなめこを入れ味噌で調味

し沸騰したら１～２分で火を止め、器に盛ればできあがり。

○ 季節の野菜をバランス良く食べられる郷土料理
人が大勢集まる時や、年中行事の際にも時々作られるようです。家々により材料や作り方が少々

違うかも知れませんが、季節の野菜をバランス良く食べるのには良い郷土料理だと思います。これ
はツナ缶を使うので、味にコクがでます。

舞茸は熱湯にくぐらせた方が汁が黒くならず、食味も良いです。きのこ類は自然の物（しめじ、
もたせ）を使うと風味がよく美味しいです

レシピ No,57
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だし汁 カップ2 

味噌 40g 

釜あげしらす 100g 

きゅうり（小） 1本 

ゴーヤ 4分の1本 

青じそ 5枚 

ミニトマト 4個 

木綿豆腐 150g 

豆乳 カップ1 

白いりごま 大さじ3強 

塩 少々

こしょう 少々

神奈川県〔湘南地域〕

◆　材料（４人分）／分量　◆

◇　◇　◇　　作　り　方　　◇　◇　◇

レシピ No,58

豆乳入り冷や汁

①．だし汁と味噌で味噌汁を作り、冷やしておく。

②．きゅうりは小口切りにし、塩もみする。 しんなりしたら水洗いして水気をしぼっておく。

③．ゴーヤは種とわたを取り、うす切りにする。 塩もみしてしばらくおく。 水気を切り、

熱湯でさっとゆでる。 流水でもみ洗いして水気を切っておく。

④．青じそはせん切りにし、水にはなし水気を切っておく。（２回に分けて使用）

⑤．すり鉢でごまを半ずりにする。 ①と豆乳を加える。 さらに釜揚げしらす、②、③、

④を混ぜ加える。

⑥．豆腐を手で一口大にちぎりながら加える。 塩、こしょうで味をととのえ、冷蔵庫で

冷やす。

⑦．器に盛り、半切りのミニトマトと④をあしらう。

【写真・情報提供】 NPO法人 湘南スタイル「おいしい茅ヶ崎」

○豆茅ヶ崎らしさをお楽しみください
盛夏、冷たさもごちそうです。豆乳仕立てにしました。釜あげしらすの代わりに鯵の干物を焼き、

身を加えてもいかがでしょう。

○「おいしい茅ヶ崎」のホームページからもご覧いただけます
「茅ヶ崎採れたてレシピ」 http://oishi-chigasaki.com/eat/recipe/

レシピ No,58



○　野菜の基本の切り方　

　　　～目的に応じた切り方を選ぶことが大切～

　せん切り

サラダ、酢のもの、炒めもの、汁ものなどに向く切り方

　いちょう切り

厚く切って煮物、汁もの、薄切りにして塩もみなどする際の切り方

　拍子木（ひょうしぎ）切り

大根・人参・じゃがいもなどを煮物、揚げ物などにする時に向く切り方

　乱切り

きゅうり・ごぼう・人参などを、煮物、炒めもの、漬物などにする時の切り方

　みじん切り

玉ねぎ・人参・しいたけ・にんにくなどを、混ぜる、飾るなどにする時の切り方

○　おいしいごはんの炊き方　

　　　～炊飯器でおいしいごはんを炊くためのポイント～

１．きっちり計量する 米一合は180ml。（重さ約150g）

計量カップでお米をきっちりと正確（すりきりまで）に計る

２．スピーディー＆リズミカルに研ぐ
たっぷりの水を一気に注ぎ、手早にやさしく数回かき混ぜてすぐに水を捨てる

水を何度か（2～3回程度）入れかえ、お米同士を軽くすり合わせ、最後に水気を切る

　※ お米は水の吸収がとても早いので手早く研ぐこと！ ゴシゴシ研ぐ必要はありません！

３．十分に水分を吸わせる
水加減は、炊飯器の内釜の目盛りにきっちりあわせ、「夏場30分、冬場1時間以上」浸す

　（水に浸すことが、ふっくらごはんに炊きあげるポイント）

４．しっかり蒸らす
蒸らし機能のない炊飯器の場合は、 スイッチが切れた後、そのまま10～15分程おく

５．ごはんをほぐす
しゃもじで、ごはんの上下を返し切るように混ぜ、余計な水分を飛ばす

　　やってはいけないこと
×　お湯でお米を研がない お米の表面が溶けやすくなり、舌触りが悪くなる

×　ザルでお米を研がない ザルの網目にお米が押し付けられお米が割れる

◆ なるほど！料理の基本　
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関東農政局 生産部 生産振興課
TEL：０４８－７４０－０４０３　ＦＡＸ：０４８－６０１－０５３３

関東農政局ホームページ 　http://www.maff.go.jp/kanto/

“ごはんとマッチ！”　家庭で味わう、 ご当地グルメ・Ｂ級グルメ




