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30分で !? 日向夏マシュマロ 地産地消アイデア
料理コンテスト

作り方

材料（４人分） ※日南産食材に☆印

※日南産食材に☆印

☆卵白・・・・・・・・・・・・・・・・・・

　塩・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

　グラニュー糖・・・・・・・・・・

　粉ゼラチン・・・・・・・・・・・・

☆日向夏・・・・・・・・・・・・・・・・

☆レモン汁・・・・・・・・・・・・・・

☆かんしょでんぷん・・・・・・

１個（冷凍しておく）

ひとつまみ

５０g

１０g（大さじ１強）

１／２個（果汁 大さじ２、皮 すりおろし）

小さじ１

適量（なければ片栗粉、コーンスターチ）

①粉ゼラチンを大さじ３の水でふやかしておく。（耐熱容器
がよい）
②半解凍の状態の卵白に塩ひとつまみを加え、ハンドミキ
サー等で角が立つまでしっかり泡立てる。
③①のゼラチンにラップをかけ、電子レンジ（500w）に40
秒程かけ、溶かす。
④③のゼラチン液にグラニュー糖、日向夏果汁、レモン汁
を加え、茶こし等でこす。すりおろした皮を加える（こした
後は注ぎ口のついた容器に入れておくとよい）
⑤④のゼラチン液を②の卵白に少しずつ加えながら、さら
に泡立てる。
あら熱がとれ、卵白に弾力が出てきたら、ヘラなどで表
面をならす。
⑥茶こしででんぷんをまんべんなくふり、ラップをかけ、冷
蔵庫で15分以上冷やす。
⑦ヘラ等で容器からはがし、裏面にもでんぷんをふりか
け、好みの大きさに切り分ける。そのまま軽くでんぷんを
まぶして出来上がり。
（でんぷんをはたいた型などで型抜きしても可愛く仕上
がります）

作り方

材料（４人分）
☆キンカン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
　グラニュー糖・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
☆レモン汁・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

１kg
３００g
５０cc

①キンカンは５㎜くらいの輪切りにして種を取る。
②種取したキンカンを蒸し器で10分くらい蒸す。
③鍋にキンカンを入れ、グラニュー糖とレモン汁を入
れ煮る。
④ザルにあげ、煮汁をきる。
⑤すのこに並べて乾燥する。
⑥表面が乾いたら、グラニュー糖をまぶす。

日南の美味しい果実を普段家にある材料で好きなお菓子にし
たいと思いました。
甘味、酸味、香りをいかすため、何度も試作し、一番好みの味で
簡単に作れるレシピにしました。

一口メモ!!

コレッテきんかん 地産地消アイデア
料理コンテスト

今日のおやつは
これで決まり♪

みやざきの食と農を考える県民会議南那珂地域支部長賞

長谷川　文江さん

優秀賞

　谷口　君子さん

最優秀賞 

　古澤　令子さん 

材料（４人分） 

①果汁にグラニュー糖を溶かす。 
鍋に千夏果汁1/2量とグラニュー糖80gを入れ、弱火にかけ、 
木べらで混ぜ、グラニュー糖を溶かす。 
②火を止めて残りの果汁を加える。 
氷水を入れたボウルにもう一つのボウルを重ねて、果汁を移し、 
完全に熱が取れるまでゴムベラで混ぜながら冷ます。 
③メレンゲをつくる。大きめのボウルに卵白を入れて泡立て器で泡立てる。 
全体が細かく白い泡状になったら、残りのグラニュー糖20gを加えて、 
さらに泡立て、泡立て器ですくい上げるとピンと角が立って、すぐおじぎするくらいのメレンゲにする。 
④メレンゲと果汁を合わせる。メレンゲのボウルに②の果汁を少しずつ加えて混ぜ合わせる 
（一気に加えないこと!!） 
⑤いったん冷やし固める。ラップを敷いたパッドに流し入れ、上にもラップをぴったりとして 
冷蔵庫で6時間～一晩冷やし固める。 
⑥ラップをはがして2cmに切り、フードプロセッサーにかける。 
（小さく切った千夏ピールも混ぜ込む） 
⑦完全なシェイク状になったら密閉容器に入れ、冷蔵庫で3時間以上冷やし固める。 

たっぷり空気を含んだメレンゲが、なめらかな舌ざわりの秘訣です。 
フードプロセッサーでは、よく撹拌してしっかり空気を含ませるとなめらかな舌ざわりに
なります。 

作り方 

一口メモ!!

☆千夏（古澤農園の日向夏）の果汁・・・・・ 

　グラニュー糖・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

５００ml（５～６個分） 

１００g（お好みで） 

☆卵白・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

☆千夏ピール（千夏の皮を砂糖で煮たもの）・・ 

Ｌサイズ１個分 

１個分（お好みで増量可） 

※日南産食材に☆印 

千夏シャーベット 地産地消アイデア 料理コンテスト 

い
た
だ
き
ま
す
と 

　

ご
ち
そ
う
さ
ま
で 

　
　

健
康
に
ち
な
ん
。 

さっぱりして 
美味しいよ♪ 
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ほうれん草とかんきつ類のあえもの 地産地消アイデア
料理コンテスト

塩　糀

作り方

作り方

材料（４人分） ※日南産食材に☆印

材料（４人分） ※日南産食材に☆印

①ほうれん草はゆでて、茎の部分は４cm程に切る。
上葉の部分は、細く切っておく。
②新たまねぎは、芯を切り落とし、薄切り。
③かんきつ類（ここでははるかを使用）は、皮をむき、
房と房の間に包丁を入れて果肉を取り出す。

④すりばちにほうれん草の上葉の部分（水分をよく
切る）としょうゆ、オリーブオイルを入れて、よくす
る。
⑤④の中に、ほうれん草、新たまねぎ、かんきつ類の
果肉を入れて、よくあえて、出来上がり。

ほうれん草は、茎の長い物がおすすめです。

一口メモ!!

とり肉の簡単照り焼き 地産地消アイデア
料理コンテスト

①とり肉を一口大に切り、塩こうじにつけておく。
②フライパンに酒、みりんを煮立てて、①のとり肉を入
れて、押しぶたをして、煮汁がなくなるまで炒める。
少しこげめがついたら出来上がり。

①米糀と塩を手で混ぜ合わせ、なじませる。
②だんだん、しっとりとしてきたら手を止める。
③水を注ぎ、両手の腹にこすり合わせる。
④保存容器に移し、常温で置く。味がまろやかになじむまでは、１日１
回スプーンなどでかき混ぜて空気を含ませる。約１～２週間で完成。
⑤完成後は冷蔵庫で保存する。

☆ほうれん草・・・・・・・・・・・・・
☆新たまねぎ・・・・・・・・・・・・・
☆かんきつ類・・・・・・・・・・・・・
　（日向夏・はるか・はっさくなど）
　オリーブオイル・・・・・・・・・
　うす口しょうゆ・・・・・・・・・

２００g
中１／２個
１個～２個

小さじ２
大さじ１

　とり肉・・・・・・・・・・・
☆塩こうじ・・・・・・・・・
　酒・・・・・・・・・・・・・・・
　みりん・・・・・・・・・・・
☆つけあわせ・・・・・・・

３５０g
肉の１０％
大さじ２
大さじ１～２
キャベツ・トマトなど

作り方材料
米糀・・・・・・・・・300g
塩・・・・・・・・・・・100g
水・・・・・・・・・・・350～400g

一口メモ!!
塩糀でつけるとお肉が
やわらかくなります。

料理教室Salt Pepper

いちごの花吹雪 地産地消アイデア
料理コンテスト

①お湯の中に道明寺粉を入れて、よくまぜる。

ラップをしてレンジで５分、出して５分むらす。

②鍋に水を入れて、砂糖とアガーをよくまぜたものを

入れて、軽く沸騰させる。

③型に②を少し入れてゼリー液を少しかため、その上

にいちごをおく。

④③の上に①と②をまぜたゼリー液を流し、かためる。

ピンクの道明寺ゼリーといちごの赤が映え
て、春らしいお菓子です。

一口メモ!!

にちなんの旬野菜ライスシチュー 地産地消アイデア
料理コンテスト

①ブロッコリーは水できれいに洗い、適当な大きさ
に切り分け、下ゆでしておく。

②人参、玉ねぎ、じゃがいもは皮を剥き、適当な大き
さに切る。
③ササミは食べやすい大きさに切る。
④分量の水と500ccの牛乳に②を入れて、沸騰する
まで煮る。
⑤沸騰したら③を入れ、固形スープの素、塩、こしょ
うを入れて、さらに野菜に火がとおるまで煮込む。
⑥ごはんと牛乳500ccをミキサーにかける。
⑦⑤に⑥を入れ、とろみがついたら、下ゆでしたブ
ロッコリーを入れて出来上がり。

作り方

作り方

材料（４人分） ※日南産食材に☆印

材料（４人分） ※日南産食材に☆印

　人参・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
☆新たまねぎ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
　じゃがいも・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
☆ブロッコリー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
☆ごはん・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
　牛乳・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
　水・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
　固形スープの素・・・・・・・・・・・・・・・・・・
　ササミ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
　塩・こしょう

１本
１個
２個
適量
１杯
１ℓ
４００㏄
３個
２枚

　道明寺粉・・・・・・・・・

　お湯・・・・・・・・・・・・・

　アガー・・・・・・・・・・・

　砂糖・・・・・・・・・・・・・

　水・・・・・・・・・・・・・・・

☆いちご・・・・・・・・・・・

６０ｇ

１４０cc

３０ｇ

６０ｇ

２８０cc

１５個
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ふかしの日向夏カップ 地産地消アイデア
料理コンテスト

①小麦粉、砂糖を混ぜ合わせる。
その中に牛乳を入れてよく合わせる。

②卵をよくといて、酢、タンサンの順に入れて、①
と合わせる。
③日向夏を半分に切り、中をくりぬく。
④③の日向夏の中に②の生地を入れて、蒸し器
で40分、強火で蒸します。

ロールケーキを切ったときに、白、ピンク、緑、きんかん
の黄が出るといいかな。

一口メモ!!

普通の“ふかし”を日向夏のみかんに入れて、香りと味
を楽しむのもいいですよ。

一口メモ!!

たまたまきんかんのロールケーキ 地産地消アイデア
料理コンテスト

①卵を泡立てて（卵白と黄身を別々に）砂糖を入れて、白っぽくなる
まで混ぜる。
②①の中に小麦粉を入れて、つやが出るまでまぜる。
③②の中に卵白のメレンゲを入れて、よく合わせる。
④③を型に入れて、170度で16～18分オーブンで焼く（ロールケー
キの台）
⑤ケーキの台にホイップクリームをひろげ、白、抹茶、ピンクの色づ
けしたあんをのせ、きんかんの甘煮をひろげて、ロールに巻く。

作り方

作り方

材料（４人分） ※日南産食材に☆印

材料（４人分） ※日南産食材に☆印

☆卵・・・・・・・・・・・・・・・・・・
　砂糖・・・・・・・・・・・・・・・・
　小麦粉・・・・・・・・・・・・・・
☆きんかん・・・・・・・・・・・・
　しろあん・・・・・・・・・・・・
　色素（抹茶）・・・・・・・・・・
　生クリーム・・・・・・・・・・
　砂糖・・・・・・・・・・・・・・・・

３個
６０ｇ
５０ｇ
１５個
４５ｇ
少々
２００cc
５０ｇ

　小麦粉・・・・・・・・・・・
　砂糖・・・・・・・・・・・・・
　牛乳・・・・・・・・・・・・・
☆卵・・・・・・・・・・・・・・・
　タンサン・・・・・・・・・
　酢・・・・・・・・・・・・・・・
☆日向夏みかん・・・・・

５００ｇ
５００ｇ
５００cc
３個
２５ｇ
４５ｇ
１０個

料理
コンクール

簡単 日向夏チーズケーキ 地産地消アイデア
料理コンテスト

①クリームチーズをなめらかになるまで混ぜ、ヨーグル
トを入れて、さらに混ぜる。
②日向夏果汁を１個分、砂糖、ゼラチンを入れて混ぜ
る。

③型に入れて固める。
④日向夏の皮半分と果汁１個分、砂糖50gを鍋に入れ
て、焦げつかないように、皮がすきとおるようになる
まで煮詰める。

⑤固めたチーズケーキの上に④をのせていただく。

作り方

作り方

材料（４人分） ※日南産食材に☆印

材料（４人分） ※日南産食材に☆印

クリームチーズ・・・・・・・・・・・・・・
プレーンヨーグルト・・・・・・・・・・
ゼラチン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

☆日向夏・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
砂糖・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

《日向夏マーマレード》
☆日向夏・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
砂糖・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

２００ｇ
４００ｇ
１０ｇ
１玉
１００ｇ

１玉
５０ｇ

　白玉粉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
　水・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
☆日向夏の果汁・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
　グラニュー糖（上白糖でもよい）・・・
　片栗粉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
　小豆あん又は白あん・・・・・・・・・・・・・

７０ｇ
１００cc
４０cc
９０ｇ
適量
適量

①耐熱性のボールか、どんぶりに白玉粉を入れ、
水と日向夏の果汁を混ぜたものを少しずつ加
えて、ダマにならないように溶かします。
これにグラニュー糖を加えます。

②①を電子レンジ（600w）で約１分10秒加熱
して混ぜます。

③②を電子レンジ（600w）で１分加熱します。取
り出して混ぜます。又、電子レンジ（600w）で１
分加熱します。取り出して混ぜます。
電子レンジ（600w）で１分30秒加熱します。
取り出して混ぜます。生地に透明感がでてくれ
ばＯＫ。

④バットに片栗粉をふった上に、③の生地を取り
出します。
８等分にして手で丸め、平らにして、あんをのせ
て、包みます。閉じ目を下にしてつまみます。
あんを包まなくても美味しいです。

日向夏の大福（和菓子） 地産地消アイデア
料理コンテスト

電子レンジで簡単に和菓子ができます。
日向夏の果汁はレモン絞り器で絞ってください。
さわやかな日向夏が和菓子に合います。

一口メモ!!

日向夏と
チーズケーキの
相性ぴったり♪
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《準備》 
①ごはんはお米と同量の水加減で炊く。 
②干し椎茸は水につけて戻す。 
③だいこん、ごぼう、にんじん、椎茸、うすあげは５㎜位の角
切りにする。 

④鯵を焼き、手で小さくほぐし、骨をきれいに除く。 

《調理》 
①野菜とほぐした鯵を鍋に入れ、すし具の調味料も入れて
水気がなくなるまで煮る。
②炊き上がったごはんにすし酢を混ぜる。
③②に①のすし具を混ぜて出来上がり。

①鯵のあらに塩をして、グリルで焼く。
②昆布とかつお節でだしをとり酒と塩で味を整える。
③②に①を入れて出来上がり。

ごはんとすし酢を混ぜて、いろいろな材料
を巻けば簡単に「手巻き寿し」。
すし具を多めに作って冷凍して、食べたい
時に酢飯と混ぜて！

一口メモ!!

①鯵を３枚におろし皮を剥ぐ。
②１の寿司酢の材料を鍋に入れてかき混ぜながら
沸かす。
③硬めに炊いたご飯に②を入れて混ぜる。
④大葉と生姜をみじん切りにし③に混ぜる。
⑤まきすにガーゼを敷き、鯵をのせその上に酢飯を
のせて巻く。
⑥切り分けて皿に盛る。

作り方

作り方

作り方

材料（４人分）

材料（４人分）

材料（４人分）

米・・・・・・・・・・
すし酢・・・・・・
だいこん・・・・
ごぼう・・・・・・
にんじん・・・・
干し椎茸・・・・
うすあげ・・・・
鯵（焼いた物）

砂糖・・・・・・・・・・・
薄口しょうゆ・・・
だし汁・・・・・・・・・

鯵寿司で使った魚のあら・・
塩・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
酒・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
だし汁・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ねぎ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

４匹分
少々
大さじ１
３カップ
適宜

３カップ
１/３カップ
８０ｇ
８０ｇ
５０ｇ
中４枚
４枚
中１匹

３０ｇ
大さじ３
１カップ

鯵寿司 料理教室Salt Pepper

日南のばら寿し 料理教室Salt Pepper

　鯵・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
　ご飯・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
　米酢・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
　砂糖・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
　塩・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
　出し昆布・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
　大葉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
　生姜・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

４匹
４合
１１０g
８０ｇ
２０ｇ
少々
５枚
１かけ

１

寿し具の味付け調味料

潮汁の作り方

①米を洗っておく。
②材料を切る。人参・ごぼうはささ切り、うすあげ・しいたけは短冊切り、鶏肉は一口大。
③炊飯器に米と材料と調味料を入れて炊く。

①米は洗ってザルにあげておく。
②大根、人参は皮をむいて細切りにする。ごぼうは、
ささがきにする。生椎茸は、石づきを取って５㎜
厚さに切り、合わせてさっと茹でる。 
③うす揚げは熱湯をかけて、油抜きをして、短冊切
りにする。 糸こんはさっと茹で３㎝に切る。 
④鍋に分量の合わせだしを入れ②と③の材料を入
れ、煮立ってから１～２分で火をとめ、煮汁と具
を分け、煮汁は冷ます。
⑤炊飯器に米と煮汁を合わせ、15分置いたのち具
を入れて炊く。
⑥三つ葉を茹で４～５㎝に切りちらす。

作り方

作り方

材料（４～５人分）

材料（４人分）

米・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
地頭鶏・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ごぼう・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
人参・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
うすあげ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
干ししいたけ・・・・・・・・・・・・・・・
薄口しょうゆ・・・・・・・・・・・・・・・
みりん・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
酒・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
水・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

３合
２００ｇ
６０ｇ
７５ｇ
２枚
３枚
６０cc
３０cc
３０cc
２ １/３カップ

かやくごはん 料理教室Salt Pepper

地頭鶏の炊き込み飯 料理教室Salt Pepper

米・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
大根・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
人参・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ごぼう・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
生椎茸・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
うす揚げ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
糸こんにゃく・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
三つ葉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
合わせだし汁・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
《かつお節・昆布だし汁：うす醤油：酒》

２０：１：１

４合
１００ｇ
１００ｇ
１００ｇ
５枚
２枚
１００ｇ
１束
４合

栄養満点!!
具だくさん!!

具材を季節の食材に変えれば、四季折々の味が
楽しめます。

一口メモ!!
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新玉ねぎのグリーンドレッシングの作り方

カラーピーマン３色がある場合には、コーン
缶を使わなくても良いです。

一口メモ!!

一口メモ!!

日向夏のさわやかな風味で、さらに美味しい！

一口メモ!!

①玉ねぎはザク切りにしておく。
②玉ねぎとらっきょう酢をミキサーにかけてなめらかにし、
最後にぶどうのオイルを加えてミキサーを再度かける。

☆野菜や海藻、冷しゃぶサラダはもちろん、納豆や豆腐に
かけるととても美味しいです！

①ご飯を普通に炊く。
②ピーマンに沸騰したお湯をサッとかける。
　（殺菌とピーマンの色を鮮やかにする効果あり！）
③②のピーマンは、へた・種を取り除いて3ミリ角に
切る。
④コーンは湯通ししておく。
⑤塩ふき昆布はキッチンバサミで２㎝くらいの長さ
に切っておく。
⑥炊き上がったご飯に材料すべてを入れ、混ぜ合わ
せる。
☆おにぎりにして、お弁当に入れるとカラフルで子
どもにも喜ばれます。

作り方

作り方

材料（４人分）

材料（350～400ml分）
新玉ねぎ・・・・・・・・150ｇ
らっきょう酢・・・・1カップ
ぶどうのオイル・・大さじ3

普通の玉ねぎでもできます
が、新玉ねぎだと甘味が出
てさらにおいしくいただけ
ます。

米・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ピーマン（緑・赤）・・・・・・・・・・・・・・・・・
コーン缶・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
塩ふき昆布・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

３合
各２個
小１缶
３０ｇ

①鶏もも肉を食べやすい大きさに切る。

②日向夏はよく洗い、半分に切って果汁をしぼっておく。

③皮は捨てずに黄色い皮を付けたまま、薄く切っておく。

（仕上げの飾り用にする。）

④フライパンにぶどうのオイルを熱し、鶏肉を炒める。　

⑤鶏肉の表面がキツネ色になりパリッとなったら、日向

夏の絞り汁（大さじ３）と調味料を入れて照り色が出る

まで中火で煮詰める。

⑥皿に添え野菜を彩りよく並べ、⑤の鶏肉を盛りつけた

上に飾り用の日向夏を散らして出来上がり。

作り方

材料（４人分）

日向夏みかん・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
鶏もも肉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
みりん・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
はちみつ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
濃口しょうゆ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ぶどうオイル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
レタス・水菜・ミニトマト・・・・・・・・・・・・

１個
２枚
大さじ２
大さじ１
大さじ２
適宜
適宜

カラフルピーマンの混ぜごはん 料理教室Salt Pepper

鶏肉の日向夏風味てり焼き 料理教室Salt Pepper

１

２ 

１ 

作り方 

材料（４人分） 

豚三枚肉ブロック・・・・・・・・・・・・・・・・
大根・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
水・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
酒・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
辛口しょうゆ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
さしみしょうゆ・・・・・・・・・・・・・・・・・・
みりん・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ザラメ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
和風だし・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ローリエ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
タカのツメ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

６００ｇ
１本
４１/２カップ
大さじ３
大さじ３
大さじ３
大さじ３
３/４カップ
適宜
適宜
適宜

ぶり・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
大根・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
白菜・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
キノコ類（しいたけ、えのきだけ、しめじなど） 
豆腐・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
長ネギ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
だし汁・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
うす口しょうゆ・・・・・・・・・・・・・・ 
みりん・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
他の季節の野菜・・・・・・・・・・・・・・ 
だいだい・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
濃口しょうゆ・・・・・・・・・・・・・・・・ 
だし汁・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
みりん・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

４切れ
１/２本
１/４個
適宜
１/２丁
１本
５１/３カップ
大さじ４
大さじ４
適宜
２００cc
１６０cc
６０cc
１０cc

作り方 

材料（４人分） 

①厚切りの大根は米のとぎ汁で柔らかくなるまで弱
火で茹でる。 
②豚肉はサラダ油をひかずに焼く。 
③焼いた豚肉はお湯に入れて油抜きをする。 
④１の煮汁に豚肉を入れ弱火で炊いていく。 
　（通常は6時間） 
⑤④に①の大根を入れて、弱火で煮込む。 
⑥洋がらしを添えて盛り付ける。 
※煮汁の割合 
水：酒：辛口しょうゆ：甘口しょうゆ：みりん：ざらめ＝18：1：1：1：1：3 

大根と豚肉の煮物 

大根のみぞれ鍋 

料理教室 

料理教室 

Salt Pepper

Salt Pepper

①魚は下処理をして霜降りする。
②１を１度ひと煮立ちさせる。
③鍋に魚、キノコ類、野菜を入れてだしを張る。
④大根をおろして材料の上にのせて煮る。
⑤２のだいだい以外を鍋に入れひと煮たちさせて、さましてだいだいを混ぜ合わせてポン酢を作る。
※だしの割合…だし汁：薄口しょうゆ：みりん＝16：1：1
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作り方 

材料（４人分） 

《だいだいポン酢を作る》 
①ボウルに１の材料を入れ混ぜる。 
②削り節と昆布を入れ寝かせる。 
③２を無塩バターで炒めて付け合わせにする。 
④紅葉おろしをつくる。 
《ムニエルを作る》 
①鮪に塩胡椒をして、小麦粉をまぶす。 
②フライパンを熱し、バターを入れて鮪をソテーする。 
ムニエルに付け合わせを盛り、紅葉おろしを天盛し
だいだいポン酢をかける。 

作り方 

材料（４人分） 

《ムニエル》
鮪切り身（８０ｇ）・・・・・・・・・・・・・・・
小麦粉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
バター・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
塩胡椒・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

《和風キノコソース》
ポリネシアン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

椎茸・エリンギ・しめじ・・・・・・・・・・
無塩バター・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
トマトの角切り・小ねぎ・・・・・・・・・

 
４切れ 
適宜 
２５ｇ 
少々 
 
５０cc 

適宜 
適宜 
適宜 

濃口醤油・・
みりん・・・・
酒・・・・・・・・
ケチャップ

砂糖・・・・・・
たかの爪・・
生姜・・・・・・
にんにく・・

７ｇ 
少々 
少々 
少々 

３０cc 
３０cc 
３０cc 
４ｇ 

《和風キノコソースを作る》
①鍋に１のみりん、酒を入れ火にかけアルコールをとば
す。

②①の鍋に１の残りの材料を入れ沸騰したら火を止め
て冷ます。（ポリネシアン）

③キノコ類を適当に切って無塩バターで炒める。
④鍋に②のポリネシアンと③を入れ火にかける。
⑤④が沸騰したら火を消してトマトの角切りを入れる。
《ムニエルを作る》
①鮪に塩胡椒をして、小麦粉をまぶす。
②フライパンを熱し、バターを入れて鮪をソテーする。
ムニエルに和風キノコソースを盛り付けて、小葱をち
らす。

鮪ステーキ（和風キノコソース・だいだいポン酢） 料理教室 Salt Pepper

～和風キノコソース～ 

和風キノコソース 

～だいだいポン酢～ 

だいだいポン酢 

１ 

《ムニエル》
鮪切り身（８０ｇ）・・・・・・・・・・・・・・・
小麦粉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
バター・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
塩胡椒・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

《だいだいポン酢》

だいだいの絞り汁・・・・・・・・・・・・・・
酢・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
濃口醤油・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
みりん・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
化学調味料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

削り節と昆布・・・・・・・・・・・・・・・・・・

しめじ
えのき
サリナス
ニラ

紅葉おろし
小ねぎ

 
４切れ 
適宜 
２５ｇ 
少々 
 

１００cc 
１００cc 
２００cc 
適量 
適量 

適量 

１ 

２ 

②は包丁で細かく刻む。 
③④⑤は横半分にカットする。 
⑤は100度位のオーブンに2時間位入れセミドライの状
態にする。 

⑦は塩抜きをする。 
⑧は粗みじん切りにする。 

作り方 

材料（４人分） 

①地どれ魚（白身）切り身・・・・・・・・・・・・・・ 
②アンチョビフィレ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
③グリーンオリーブ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
④ライブオリーブ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
⑤ペティトマト・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
⑥ケッパー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
⑦あさり・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
⑧イタリアンパセリ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
⑨オリーブオイル（ピュア）・・・・・・・・・・・・ 
⑩オリーブオイル（ヴァージン）・・・・・・・・ 
⑪水・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

４枚 
２枚 
８個 
８個 
１２個 
２０粒 
２０粒 
葉１６枚分 
少々 
少々 
適量 

作り方 

材料（４人分） 
季節の鮮魚・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
金柑・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
砂糖 
オリーブ油 
塩 
コショウ 
レモン 
ブロッコリー 

４切れ 
８個 

地どれ魚のアクアパッツァ 料理教室 Salt Pepper

鮮魚のソテー 金柑のカラメリゼ 料理教室 Salt Pepper

《準　備》 
①魚は3枚に下ろし、中骨を取る。 
②金柑は4等分にカットする。 
③ブロッコリーは小口切りにして、軽くボイルする。 
（2分くらい） 

《調　理》 
①鮮魚は、水気をとり塩・コショウをする。 
②フライパンにオリーブオイルを熱し、両面をソテーする。（強火にして色よくする） 
③金柑もフライパンにオリーブオイルを入れ、最初は弱火でソテー、途中で塩少量と砂糖を振り、さらにじっくりソテーする。砂
糖が溶けてカラメルの状態にする。 

④ブロッコリーも軽くソテーして塩・コショウで味付け。 
《仕上げと盛り付け》 
①お皿にソテーした魚を盛り付け、付け合わせを色よくあしらう。 
②金柑を周りに盛り、魚の上にも3枚くらいのせる。 
③ソースは、オリーブオイルとレモン汁、塩・コショウを混ぜ合わせる。 

１．カサゴの両面に塩こしょうする。 
２．フライパンに⑨のオリーブオイルを入れ皮面からソテーし、魚を裏返す。 
３．②から⑧の材料と⑪の水を入れ、蓋をし蒸し焼きの状態で火を入れる。 
４．フライパンの中の材料を皿に盛る。 
フライパンに残った水分を強めの火で煮詰め⑩のオリーブオイルを加えソースとする。（塩はアンチョビの塩分があるので、味
をみて足りなければする） 

《準　備》 
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①からいもは棒状に切って、水にさらしておく。 
②生もち粉と小麦粉に水を加えて混ぜ合わせる。 
③天ぷら油で、２，３本くっつけて揚げる。 
④揚がったら、バットの上で、塩を少々ふりかける。 

作り方 

作り方 

材料（５人分） 

材料（４人分） 

からいも・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
生もち粉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
小麦粉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
水・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
塩・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

２００ｇ 
５０ｇ 
７ｇ 
６０cc 
少々 

作り方 

材料（５人分） 
里芋・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
砂糖・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
薄口しょうゆ・・・・・・・・・・ 
黒ゴマ・・・・・・・・・・・・・・・・ 
 

４００ｇ 
４０～４５ｇ 
１６cc 
適量 

からいもの天ぷら 料理教室 Salt Pepper

地元野菜のラタトィユ（洋風野菜のトマト煮） 料理教室 Salt Pepper

のたいも 料理教室 Salt Pepper

①里芋の皮をむき、２㎝くらいの厚さに切り、蒸し器でやわら
かくなるまで蒸す。 

②あたたかいうちにすり鉢に入れて、砂糖、薄口しょうゆを
入れて、すり合わせる。 

③器に盛り付けて、ゴマをかざりつける。 

ナス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
玉ねぎ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
ピーマン（赤・緑）・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
人参・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
ズッキーニ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
トマト・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
ニンニク・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
塩・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
こしょう・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
オリーブオイル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
唐辛子・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

１本
１/２個
各１/２個
１/２個
１本
大１個
1片
少量
少量
大さじ２
少量

《準　備》 
①ナス、ズッキーニは２㎝位の角切り 
②玉ねぎ、ピーマン、人参も２㎝位の薄切り 
③トマトは湯むきして、大きめの角切り 

《調　理》 
①鍋にオリーブオイルを入れ、ニンニクを潰して入れ唐辛子もちぎって加える。 
②鍋を火にかけ、弱火でニンニクの香りが出たら、人参・玉ねぎを入れソテーする。 
③フライパンでズッキーニ、ナスをソテー（少し色がつく位に）して鍋に加える。 
④トマトとピーマンを入れソテーして、弱火で少し煮込む。 
⑤塩・コショウで味をつけて仕上げる。 

お酒のおつまみ…パスタと一緒にしても…パンに乗せても…ピザ風に…熱くしても、冷たくてもおいしいです。 
一口メモ!!

１ 

小分けにしてカップに入れて冷凍すればお弁当に
そのままＯＫ！ 

一口メモ!!

作り方 

材料（４人分） 

大根・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
ちりめんじゃこ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

《ドレッシング》 
水・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
酢・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
薄口しょうゆ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
砂糖・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
ゴマ油・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
ねぎ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

１/２本 
適宜 
 
大さじ３ 
大さじ２ 
大さじ１ 
適量 
大さじ１ 
適宜 

①ほうれん草は茹でて水気を絞り、３㎝長さに切る。 
②にんじんは３㎝長さに切ったものを、つまようじ位の細さに切り、
塩を振ってしんなりしたら水気を絞る。 

③ほうれん草、にんじん、シーチキンを1の調味料で和える。 

作り方 

材料（４人分） 
ほうれん草・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
にんじん・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
シーチキン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
ごま油・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
ポン酢・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
すりごま・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

３００ｇ 
６０ｇ 
８０ｇ 
大さじ１ 
大さじ２ 
大さじ２ 

ほうれん草のシーチキンごま和え 料理教室Salt Pepper

大根サラダ 料理教室 Salt Pepper

①大根を千切りにして水にさらす。 
②ちりめんじゃこをホイルに並べて軽く焼く。 
③ドレッシングの調味料をすべて合わせる。 
④ねぎをちらしてできあがり。 

①しいたけは食べやすい大きさに切る。 
②ネギは３等分の長さに切る。 
③鍋に出し昆布としいたけを入れて、火にかける。 
④半分に切ったレモンを絞り、さしみ醤油と白ゴマをたっぷりかけて
しゃぶたれをつくる。 

⑤ネギにしゃぶしゃぶの肉を巻き、なべの中でしゃぶしゃぶして食べる。 

作り方 

材料（６人分） 
ネギ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
しゃぶしゃぶ豚肉・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
しいたけ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
レモン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
さしみ醤油・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
白ゴマ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
出し昆布・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

５束 
４００ｇ 
６枚 
３個 
240cc 
適宜 
適宜 

ネギしゃぶ 料理教室 Salt Pepper
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作り方 

材料（４～５人分） 

春菊・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
生椎茸・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
えのき茸・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
だし汁・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
うす口醤油・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
塩・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
みりん・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

２束 
５枚 
２ヶ 
５カップ 
１/２カップ 
少々 
１/２カップ 

《蒸し抜き卵を作る》 
①人参の皮をむき、厚さ２㎜、幅４㎝にスライスし、
軽くゆでる。 

②器にバターを塗り、①を側面に張り付ける。 
③静かに卵を落とし、湯宣にかける。蓋をして
250℃のオーブンで8分蒸し、中心が耳たぶくら
いの固さになっていたら取り出して冷ます。 

④裏返し、器の底を軽く叩いて型からはずす。 

《キャロットサラダとソースを作って仕上げる》
①人参はスライサーで極細くおろし、軽く塩をし、2時間くらい置
く。エシャロットはみじん切りにする。

②①とグレープフルーツドレッシングをボウルでよく和え、塩こ
しょうで味を調える。

③刻んだパセリを加えてあえる。一皿に50gを卵の上に盛る。
④人参の絞り汁に塩こしょう、ヴィネガーを混ぜる。サラダ油を
少しずつ加えて混ぜ合わせる。

作り方 

材料（４～５人分）

人参・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
無塩バター・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
全卵・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

《キャロットサラダ》
人参・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
エシャロット（玉ねぎのみじん切り可）

《グレープフルーツドレッシング（８０cc）》
グレープフルーツ・・・・・・・・・・・・・・・・・・
酢・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
オリーブオイル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
はちみつ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
塩・白こしょう・パセリ・・・・・・・・・・・・・・

《人参のソース（２００cc）》
人参の搾り汁・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
塩、こしょう、ヴィネガー・・・・・・・・・・・・
サラダ油・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
イタリアンパセリ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

２本
適宜
M４個

２００ｇ
４０ｇ

１個
小さじ２
大さじ２
適宜
適宜

１００cc
適宜
１００cc
適宜

冷たくした蒸し抜き卵とキャロットサラダ 料理教室 Salt Pepper

春菊のおひたし 料理教室 Salt Pepper

①春菊の葉先をつまみとる。 
②鍋に湯を沸かし、塩を加え、葉先と軸を別々に茹
で冷水にとる。 
③生椎茸を焼く。 
④焼椎茸とえのき茸を同じくらいの細切りにする。 
⑤鍋に合わせだしをつくり、４をいれさっと炊き、鍋
ごと冷水にて冷ます。 
⑥②の春菊の水気をしっかりしぼり、⑤の鍋に入
れ、よく混ぜて１時間以上おき、味を含ませる。 
⑦絞らずに器に盛り食する。 

作り方 

材料（４人分） 

新玉ねぎ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
米粉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
牛乳・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
固形ブイヨン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
塩・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
白コショウ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
オイル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

２個 
大さじ４ 
６００cc 
２個 
適宜 
適宜 
大さじ４ 

《準備》
①豚肉、白菜は３㎝長さに切る。
②だいこん、にんじんはいちょう切り。
③ごぼうは斜めに薄く切り水にさらす。
④ねぎは５㎜の小口切り。
⑤豆腐は１㎝の角切り。
《調理》
①だし汁に豚肉、だいこん、にんじん、ごぼうを入れてやわらかく煮る。
②①に白菜、豆腐を入れて沸騰したら、火を弱めて味噌を入れる。最後に牛乳を入れる。

作り方 

材料（４人分） 

豚肉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
だいこん・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
にんじん・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
ごぼう・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
白菜・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
木綿豆腐・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
小ネギ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
だし汁・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
牛乳・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
みそ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

２００ｇ
６０ｇ
４０ｇ
４０ｇ
１００ｇ
５０ｇ
２０ｇ
３カップ
１カップ
５０ｇ

牛乳入り具たくさん豚汁 料理教室 Salt Pepper

米粉を使った新玉ねぎのスープ 料理教室 Salt Pepper

《準備》 
①玉ねぎは薄切りにする。葉の部分も薄切りにし
別々にしておく。 
②葉の部分は、一度ボイルし水にさらしておく。 
《調理》 
①鍋にオイルを入れ熱して、玉ねぎを加えて弱火で
ソテーする。（色がつかないように） 
②甘味が出てきたら米粉を入れ、少しソテーして牛
乳を少しずつ加える。（一度に入れると玉になり
ます） 
③固形ブイヨンを入れてしばらく煮込み塩・コショ
ウで調味する。 
④仕上げる時に、先の葉の部分を加える。 

牛乳が入っているので「うどん」を煮
込んでも良いですよ。 

一口メモ!!
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作り方

材料（４人分）

さつまいも・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
たまねぎ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
牛乳・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
チキンコンソメ（顆粒）・・・・・・・・・・・・
塩こしょう・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
パセリ（みじん切り）・・・・・・・・・・・・・・

正味２００ｇ
１/２個
２カップ
大さじ１
少々
適宜

さつまいもの簡単ポタージュ 料理教室Salt Pepper

①さつまいもは１㎝の厚さに切って水にさらしてお
く。
②玉ねぎは薄切りにする。
③耐熱容器に切ったさつまいもと玉ねぎを入れ、レ
ンジに４分かける。
④③と牛乳・チキンコンソメをミキサーに入れてな
めらかになるまでかける。
　※フードプロセッサーを使う場合は、さつまいも
と玉ねぎを先に入れ回し、なめらかになってから
牛乳とコンソメを入れ、再度回す。
⑤鍋に④を入れて中火にかけ、底が焦げないように
木しゃもじで混ぜながら温める。
　※味見をし、好みで塩こしょうを加えて調味する。
⑥⑤を器に注ぎ、パセリを振って出来上がり。

作り方

材料（４人分）
里芋・・・・・・・・・・・・・・・・・・
砂糖・・・・・・・・・・・・・・・・・・
味噌・・・・・・・・・・・・・・・・・・
塩・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
炒りゴマ・・・・・・・・・・・・・・

正味３００ｇ
大さじ２
大さじ２
少々
適量

のたいも 料理教室Salt Pepper

①里芋は皮をむき、２㎝くらいの厚さに切っておく。
②鍋に①の里芋を入れ、ひたひたの水を入れ水からゆ
でる。
③やわらかくなったらザルにあげ、水気をきっておく。
④すり鉢に味噌と砂糖を入れてすり、半分の量の里芋
を熱いうちに入れてすり合わせる。（里芋を全部すり
つぶしても良い。）
⑤残りの里芋を小さく切って⑤の中に入れ、混ぜ合わ
せる。
※味見をし、好みの味に調味する。（塩を足して味を
調整して下さい）
⑥器にもりつけ、すりゴマを振って出来上がり。

小芋の場合は皮ごとゆでて、後で皮をつまんでむ
くと手がかゆくなりません。

一口メモ!!

冷やして冷製ポタージュにしても美味しくいただけます。

一口メモ!!

作り方

材料

もち米・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
米糀・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
水・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

６００ｇ（４合）
５００ｇ
６合の目盛り

甘酒 料理教室Salt Pepper

①米糀は、バラバラにほぐして、冷凍にしておく。
②もち米を軟らかめに炊く。（１度保温の電源をき
る。）
③炊いたもち米の、あら熱を取り、冷凍しておいた米
糀を良く混ぜる。

④蓋をして、２～３時間置くと、もち米と糀がなじん
で、水分が出てくる。
⑤再び保温の電源を入れて、良くかき混ぜる。
⑥温度５８度～６０度を保つこと。炊飯器の蓋は開
けて布巾をかぶせておく。
⑦夜寝る時、出かける時などは、電源を切って蓋を
しておく。
※温度を上げすぎないように、一定に保つこと。
（５８度～６０度）
※よくかき混ぜると、甘味が増します。

作り方

材料 ※日南産食材に☆印

小麦粉（中力粉）・・・・・・・・
砂糖・・・・・・・・・・・・・・・・・・
タンサン・・・・・・・・・・・・・・

５００ｇ
５００ｇ
２０ｇ

卵・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
甘酒・・・・・・・・・・・・・・・・・・
水・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
酢・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
塩・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

５個
２５０cc
２５０cc
大さじ３
少々

甘酒むしパン 料理教室Salt Pepper

①Ａをザルでふるっておく。
②Ｂをボールに入れ卵を泡立て器でとく。
　甘酒２５０㏄、水２５０㏄と、酢、塩を良く混ぜ合わせる。
③ＢのボールにＡを入れ、よく混ぜる。
④蒸器に湯気が上がったら布とクッキングシートを敷いて、流し入れる。上からタオルをかぶせる。
⑤強火で５０分。蓋を開けないこと。

容器に小分けして、冷凍しておきます。そのまま、スプーン
で食べると冷たくておいしいです。
ヨーグルトなどをかけて食べても、おいしいです。
朝のスプーン２～３杯が、元気の元です。

一口メモ!!

A

B

18 19



21

作り方

材料（16人分）

１/２個
７０ｇ
８０ｇ
３個
５個
５０cc

作り方

材料（６人分）

ミルクプリン 料理教室Salt Pepper

①ゼラチンを水でふやかしておく。
②鍋に牛乳・生クリーム・ｸﾞﾗﾆｭｰ糖・水を入れて７０度
まで温める。
③②に①を入れて余熱で溶かしバニラフレーバーと
ブランデーを入れる。
④③をこし器に通して氷水の入ったボールに当て、ゴ
ムべらで絶えず混ぜながらとろみをつける。
⑤カップに流し入れ冷蔵庫で冷やし固める。
※お好みでソースなどをかけて食べる

レモンのシフォンケーキ

※18㎝のシフォン型１個

レモン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
薄力粉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
砂糖・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
卵黄・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
卵白・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
サラダ油・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ホイップクリーム

２２０ｇ
２２０ｇ
７４ｇ
９０ｇ
８ｇ（水４０ｇ）
少々
少々

牛乳・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
生クリーム・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
グラニュー糖・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
水・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ゼラチン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
バニラフレーバー・・・・・・・・・・・・・・・・・
ブランデー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

《準　備》
①レモンの皮をおろし金ですりおろす7ｇ。（小さじ1杯位）
②薄力粉をふるいにかけておく。
③卵を卵白と卵黄に分ける。
④オーブンを170度に温める。
《調　理》
①卵黄に砂糖40ｇ、サラダ油、水を合わせたレモン水50
㏄を入れてよく混ぜる。

②ふるった粉に①を混ぜる。（玉にならないように注意）
③卵白を泡立てる。砂糖40ｇを2～3回に分けて入れ、か
たく泡立てる。

④②の生地にメレンゲを3回に分けてサックリ混ぜる。
⑤170度のオーブンで40分間焼く。
⑥焼けたらすぐに逆さまにして冷ます。
《仕上げと盛り付け》
①冷めたら、パレットナイフで型から外す。
②お好みにカットして、ホイップクリームなどを添えて召
し上がれ。

※常温では切りにくいので、ラップをして一旦冷凍して、か
たくなったら切り分ける。

料理教室Salt Pepper

ふんわりしっとり
レモン風味で
さわやかだよ♪

Ａ 
作り方 

材料（6㎝角が４～６個） 

２００ｇ 
１０ｇ 
５０ｇ 
４６ｇ 
ひとつまみ 
５０ｇ 
７０ｇ 

作り方 

材料

いちごジャム＆日向夏マーマレード 料理教室 Salt Pepper

《いちごジャム》 
①いちごはヘタを取り、手で
つぶす。 

②鍋にすべての材料を入れ
て強火にかけ、アクが出て
きたらその都度取り除き
ながら煮る。沸騰してから
３分ほど煮、泡につやが出
てきたら火を止める。 

《日向夏マーマレード》 
①日向夏は表面１/３の皮をすりおろし残った皮をむき、白いわたが多いようならナイ
フで削ぎ落し果肉を取り出す。 

②薄皮から果肉だけを取り出す。 
③鍋に日向夏の皮とたっぷりの水を入れ、火にかける。沸騰したらざるにあげ、新たに
鍋に水を張って日向夏の皮を戻し入れる。再び火にかけ沸騰したらザルにあげる。
これを３回繰り返し、皮の苦みを取り除く。 

④鍋に③とたっぷりの水を入れ火にかける。沸騰したら弱火にし、皮が柔らかくなるま
で３０分～１時間煮る。ざるにあげて水気をきり粗熱が取れたら薄切りにする。 

⑤鍋に④と残りの材料をすべて入れて強火にかけ、アクがでたら その都度取り除きな
がら煮る。沸騰してから３分ほど煮、アクが出てこなくなり、泡につやが出てきたら
火を止める。 

米粉のスコーン 

米粉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
ベーキングパウダー・・・・・・・・ 
バター・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
グラニュー糖・・・・・・・・・・・・・・
塩・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
牛乳・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
生クリーム・・・・・・・・・・・・・・・・ 
 

 
３００ｇ 
２４０ｇ 
大さじ１ 
 
３００ｇ 
２４０ｇ 

《いちごジャム》 
いちご・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
グラニュー糖・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
レモン汁・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

《日向夏マーマレード》 
日向夏・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
グラニュー糖・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

①米粉とベーキングパウダーを合わせ、ボール（大）にふるい入れる。
②別のボール（小）にＡを合わせ入れ、ｸﾞﾗﾆｭｰ糖と塩が溶けるまで泡立器でよく混ぜる。
③冷たい状態のバターを①のボールに加え、カードでバターをカットしながら粉と合わせる。バターが１㎝角くらいになったら指でバ
ターをつぶす。バターがつぶれたら手のひらを使って粉とバターをこすり合わせるようにし、さらにバターの粒子が細かくなるまで
合わせる。（フードプロセッサーを使うと簡単です。その場合は、米粉、ベーキングパウダー、バターを入れバターの粒がなくなるまで
攪拌して。）

④③に②を加え、カードで合わせる。（②を加えるとき、ゴムベラでしっかりこそげとるようにするとよい）
⑤ひとまとまりになったら台の上に取り出し、手のひらで生地を台にこすりつけるようにしてこねる。カードで生地を集め、これを２～
３回繰り返す。

⑥打ち粉（分量外）をし、手のひらで約１４㎝四方、２㎝厚さの四角形に整える。
⑦ラップで包み、冷蔵庫で３時間～１日休ませる。
⑧⑦を取り出し、包丁で端を四方薄く切り落としてから４等分にカットする。余った生地はひとまとめにし、形を整えて同じように成形
する。さらに余った生地は丸めて焼く。オーブンシートを敷いた天板に間隔をあけて並べ、上面に溶き卵適量（分量外）を塗って、２２
０℃のオーブンで７分、さらに２００℃で７分焼く。

料理教室 Salt Pepper

★スコーンは焼く前の成形した状態で密閉容器に入れ、２週間ほど冷凍保存できます。 
★焼いたら出来るだけ早く遅くても翌日までには食べましょう。 

一口メモ!!
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米粉と地元みかんのシュークリーム 料理教室Salt Pepper

さつま芋のブリュレ 料理教室Salt Pepper

作り方材料（ココット10個分）

さつま芋・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
卵黄・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
グラニュー糖・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
生クリーム・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
牛乳・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
バニラビーンズ・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ラム酒・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
カソナード（三温糖可）・・・・・・・・・・・・

１５０g
２個
６５ｇ
２００ｇ
１００ｇ
１/３本
少々
適量

①さつま芋をホイルに包んで焼く。
②裏漉しする。
③生クリームと牛乳を鍋に入れ温める。
④バニラビーンズを加える。（エッセンスでも可）
⑤卵黄にグラニュー糖を加えすり混ぜる。
⑥さつま芋のペーストを加えよく混ぜる。
⑦温めた生クリーム・牛乳を卵黄のボールに加え混
ぜる。
⑧ラム酒少量を加える。（なくても可）
⑨裏漉しして型に入れ、湯せんして、オーブンに入
れ、１７０℃からの落としで２０分位焼く。

⑩熱が取れたら、冷蔵庫で冷ます。 カソナード(三温
糖可）をふりかけ焦がす。

作り方材料（40個分）

《シュー生地》
米粉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
薄力粉・・・・・・・・・・・・・・・・・
バター・・・・・・・・・・・・・・・・・
牛乳・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
グラニュー糖・・・・・・・・・・・
塩・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
卵・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

《オレンジカスタード》
みかん汁・・・・・・・・・・・・・・・
牛乳・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
グラニュー糖・・・・・・・・・・・
卵黄・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
コーンスターチ・・・・・・・・・
生クリーム・・・・・・・・・・・・・

１００ｇ
６０ｇ
８０ｇ
２８０ｇ
１４ｇ
４ｇ
４個

１２８ｇ
１２８ｇ
６４ｇ
４個
２６ｇ
４００ｇ

《シュー生地》
①米粉と薄力粉をいっしょにふるう。
②鍋に牛乳、バター、グラニュー糖、塩を加え、火にかけ沸かす。
③粉類を加え木べらで混ぜながら火にかけ炊く。（底に薄く膜
がはるくらい）
④火から下ろして卵を少しづつ加える。
⑤しぼり袋でしぼり、１８０℃のオーブンで２５分位焼く。
《カスタードクリーム》
①牛乳を鍋に入れ火にかける。
②卵黄にグラニュー糖を入れすり混ぜる。
③コーンスターチを加える。（小麦粉でも可）
④牛乳が沸いたら火を止め、みかん汁、卵を加え、焦げないよ
う火を加える。
⑤ボールに入れ氷水につけ冷ます。
⑥裏漉しして、同量の生クリームと合わせる。
⑦シュー生地にクリームをしぼる。

地元食材をふんだんに使った
ぜいたくスイーツが
簡単に作れちゃう！！

作り方

材料（8～10人前）

２００ｇ
３５ｇ
５ｇ
５cc
５cc
１５０cc

２個分
６０ｇ
８～１０枚
２０ｇ
２５cc
(水200cc、グラニュー糖160g)

作り方

材料（１０個分）

たまたま to米粉 noカップケーキ 料理教室Salt Pepper

《金柑コンポートの作り方》
①金柑はヘタの部分を薄く切
り落とした後、半分に切り
種を取る。

②①を耐熱容器に並べ、砂糖
をふりかけてラップをし、
電子レンジ７００Ｗで５分
加熱する。

③電子レンジから取り出し、
ラップをしたまましばらく
おいたら出来上がり。

《カップケーキの作り方》
①金柑はヘタの部分を薄く切り落とした後、半分に切り種を取っておく。
②①の金柑をみじん切りにする。
③ボウルの中にバターを入れ、泡立て器で練り、砂糖を加えて混ぜ合わせる。
④③に溶き卵を加え混ぜ合わせる。
⑤次に米粉を加え、ゴムベラで混ぜ合わせる。
⑥最後に金柑のみじん切りを加えて混ぜ合わせる。
⑦⑤の生地をカップケーキの型に８分目まで流し入れ、金柑コンポートをちょこんと乗せる。
⑧⑦を天板に並べ、予熱したオーブン１８０℃で３５分から４０分焼く。
※焼き時間はカップの大きさにより調整してください。

南さんのイチゴのムース

《イチゴのムース》
イチゴ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
グラニュー糖・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
板ゼラチン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
湯・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
キルシュ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
生クリーム・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

《ムラング（メレンゲ）》
卵白・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
グラニュー糖・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ジュノワーズ（スポンジ生地）・・・・・・・
キルシュ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
シロップ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

２０個
２４０ｇ
１６０ｇ
４個
１６０ｇ

《たまたまカップケーキ》
完熟金柑たまたま・・・・
米粉・・・・・・・・・・・・・・・・
無塩バター・・・・・・・・・・
卵・・・・・・・・・・・・・・・・・・
砂糖・・・・・・・・・・・・・・・・

５個
２５ｇ

《金柑コンポート》
完熟金柑たまたま・・・・
砂糖・・・・・・・・・・・・・・・・

①イチゴにグラニュー糖を加えてフードプロセッサーにかける。ボウルに移す。ゼラチンを湯で溶かして加え混ぜる。冷やして
から、キルシュと生クリームを軽く泡立てものをさっくり合わせる。

②セルクル（底のない型）の底にジュノワーズを敷きキルシュを合わせたシロップをしみ込ませる。イチゴのムースを詰めて表面
をならし、冷蔵庫で冷やす。

③卵白にグラニュー糖を加えて泡立てメレンゲを作る。
④ムースのセルクルをはずし、上にメレンゲを絞る。いったん冷蔵庫で冷やしてから、メレンゲの表面をバーナーで焼く。
⑤金柑をスライスし、シロップ（水２００cc、グラニュー糖８０ｇ、コワントロー小さじ１、レモン汁小さじ１）に１日以上漬け込ん
だものとイチゴを飾る。（分量外）

料理教室Salt Pepper

みじん切りにした金柑を生地に混ぜることで、生地が鮮やかな黄色に焼きあがります。金柑＋米粉を使った生地なのでしっとりと
焼きあがり、翌日に食べると金柑の甘味が馴染んでさらに美味しくいただけます。まん丸い金柑たまたまが“ちょこん”と乗った見た
目もかわいいケーキです。

一口メモ!!
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直売所やまんくち 

ござえん 

愛菜果花 

JAはまゆうアグリショップ吾田生活店 

地元ならではの旨いものが盛り沢山!ぜひお立寄りください!! 

大藤即売所（さくら茶屋） 

日南市北郷町大藤甲803‐2 
TEL0987-55-2935 
8：30～17：30（夏期は18：00まで） 
年中無休（年末年始を除く） 

地獲れ野菜、手作りだんご、手作りアイスも
あります。 
お食事もOK！うどん・そばもあります。 

「道の駅」なんごう 

日南市南郷町大字贄波3220-24 
TEL0987-64-3055 
物産館 4～9月8:30～18:00 10～3月8：30～17：00  
レストラン 11:00～15:00 
休：無休（都合により変更有） 

レストランでは、地元で水揚げされるマグロ
やカツオ料理が味わえ、マンゴー等を使った
ソフトクリーム・パフェや農産物等を販売。 

よわら夢ひろば 

日南市南郷町榎原甲109-4 
TEL0987-21-8001 
8：00～18:00（年始３日間は営業時間短縮） 
年中無休 

地元産の野菜・果物、地元グループ手作りの
おだんご等。 

南郷地どれ会（Aコープ南郷内） 

日南市南郷町中村乙65-1 
TEL0987-64-3830 
10：00～19：30 
年中無休 

Ａコープ南郷店の「南郷地どれ会コーナー」
に毎日新鮮な野菜や果物など旬の味覚が並
びます。 

港の駅 めいつ 

日南市南郷町中村乙4862-9
TEL0987-64-1581
物販コーナー 9:30～17:00
レストラン 10:30～15:00
休：毎週月曜日（祭日の場合は翌日）、第３火曜日
年末年始、お盆

レストランでは、リーズナブルな価格で新鮮
な海の幸を楽しめます。 
物販コーナーでは、海産物・加工品や野菜、団
子、ソフトクリーム等販売。 

里のあきね 

日南市大字大窪1416-1 
TEL0987-28-1456 
6：00～18：00 
休：1月1日 

マンゴー、ミカン、キンカンなどの果物や大
束の甘藷なども豊富に取り揃えております。 
収穫体験やイベントもあります。 

「道の駅」酒谷 

日南市大字酒谷甲1840-1 
TEL0987-26-1051 
14/1～9/30 （8:30～18:00） 
10/1～3/31 （8:30～17:00） 
休：1月1日 

入口に朝獲れ野菜や果物が、店内には加工品
や名物草だんごや、ムラサキイモのいりこ餅
が並ぶ。　館内の食事処せせらぎの里では、
そばやうどん等が味わえる。 

おおはし茶屋 

日南市大字吉野方2924-2
TEL0987-25-1020
10：00～19：00　夏季10：00～22：00
不定休

自家製の天ぷら、ピーナッツ豆腐、混ぜ寿司
等が自慢。　四季折々の景色を見ながら、宮
崎特産地鶏炭火焼きや、うどん・そばを、夏は
ソーメン流しが楽しめます。 

愛菜果花（あい・さい・か・か） 

日南市大字殿所2702-1 
TEL0987-23-1476 
7：30～18：00　 
休：1月1日～3日 8月13日～15日 

鮮度と生産者直売をモットーに安全・安心な
農・海産物を安く提供。 
全国各地への発送も承っております。 

こざえん 

日南市下方122-1 
TEL0987-27-2789 
9：00～17：00 
休：1月1日～3日　8月13日～15日 

農産物・水産加工品・手作り味噌・菓子類・蜂
蜜等。　地どれ地場産品を朝持込み、夕方持
帰りの販売にこだわって提供。 

ＪＡはまゆうアグリショップあがた生活店 

日南市中央通り1丁目2-3  
TEL0987-21-1368 
8:30～18:00　 
休：1月1日～1月3日 

•新鮮なとれ　たて農産物 
•安全安心な　農産物 
•おいしさを　食卓に提供 

大戸野即売所 

日南市北郷町北河内7023-20
TEL0987-56-1035
8:00～17:00
休：毎週金曜日、年末年始

名物草だんごやあくまき、新鮮野菜・果物・お
茶・味噌・漬物など販売。手作りうどん・そば
コーナーもあります。 

ゆの駅「海幸山幸」 
地元でとれた山の幸・海の幸を直売！ 
温泉ついでにお買い物ができます。 

上郷即売所 

日南市北郷町郷之原甲（猪八重温泉足湯）
9:30～16:00
休：年末年始
無料足湯10：00～18：00

新鮮無農薬野菜、地元農産物加工品、四季
折々の地こんにゃくや長芋など。 
足湯イベント（6月バラ湯など）も開催。 

直売所やまんくち（サピア内） 

日南市大字楠原558-1
TEL080-6419-1626
10：00～20：00
休：12月30日～1月4日・8月14日～15日

安全・安心な野菜類全般を特に朝採れを基本
として出店。 マルショク日南店に直売所や
まんくちコーナーを出店。産地直送とあっ
て、多くの人に大変喜ばれています。 

日南市北郷町大藤甲1519-3
TEL0987-55-3611
8:00～21:00
年中無休

（サンチェリー北郷） 
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