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食育ミニ体験

材料(作りやすい量：約8個分）

白玉粉 100g
白あん 160g（20g×8）
水 160cc
片栗粉 適宜
砂糖 70g
いちご 8個（中粒）

～準備～
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～　いちご大福作り　～　　

講師：福間 博子 先生

新潟市食育・花育推進キャラクターまいかちゃん

いちご大福

作り方
① 耐熱容器に白玉粉を入れ，水を少しずつ加え，ダマを作らな

いように木べらでよく混ぜる。

⑥
練りあがった④の餅に片栗粉をふり，8等分にする。この
時，手のひらに片栗粉をつけながら作業するとやりやすい。

⑦
⑤の白あんで包んだいちごを，餅で包み，形よく丸める。

⑤

② ①に砂糖を加え，よく混ぜる。
（ここではドロドロの状態）

③

平成30年4月8日（日曜）　新潟市食育･花育センター

②にラップをし，電子レンジの「強」で3分間加熱し，一度
取り出す。木べらで練り混ぜ，再びラップをして，3分加熱
する。全体が透き通った色になれば良い。

◆いちごはへたを取り，ぬらし
たキッチンペーパーで表面の汚
れをとる。
（洗わないこと！）

※もし乳白色の部分が残っていたら，木べらで混ぜ，さらに1分
間加熱する。

④ ③を電子レンジから取り出し，木べらをぬらしながら，よく
練る。◆白あんは，20g×8個に丸め

ておく。

いちごを白あんで包む。



にいがた流 ワールドクッキング

ごはん 800ｇ
鶏肉 200ｇ
玉ねぎ 200ｇ（1個）
ピーマン 2個
にんにく １かけ
サラダ油 大さじ2
パクチー 適量
塩・胡椒 少々
☆合わせ調味料

ナンプラー 大さじ3
チリソース 大さじ3
ウスターソース 大さじ1

塩・胡椒 少々
卵 4個
トマト 1個
きゅうり 1本
えびせんべい 8枚

エビ １００g
豚ひき肉 １００g
紫玉ねぎ １００ｇ（１/２個）
春雨 ５０ｇ
にんじん ５０ｇ
きくらげ ３～４g（乾燥）
パクチー 適量
塩・胡椒 少々
☆調味料

ナンプラー 大さじ２
レモン汁 大さじ２
砂糖 大さじ１
サラダ油 大さじ１
にんにく １かけ
生姜 １かけ
赤唐辛子 １～２本
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～ アジアを巡るワールドクッキング ～　　

講師：田中 睦 先生
平成30年４月13日（金）　新潟市食育･花育センター

⑥ 卵はフライパンで目玉焼きを作り、器に盛った⑤の上にのせ
る。

① 玉ねぎとピーマンは粗みじんに、にんにくはみじんに切って
おく。

② 鶏肉は２cm角に切り、軽く塩、胡椒をする。

③ フライパンにサラダ油をひき、鶏肉を炒めて火が通ったら、
玉ねぎ、ピーマン、にんにくを加えて炒める。

新潟市食育・花育推進キャラクター

まいかちゃん

ナシゴレン（インドネシア風炒めごはん）

材料(4人分） 作り方

トマトはくし形に、きゅうりは斜めに薄切りし、付け合わせ
にする。

⑧ えびせんべいは揚げたものをトッピングとして添える。

ヤムウンセン（タイ風春雨サラダ）

材料（４人分） 作り方

④ ごはんを加え、炒めながら具とよく混ぜ合わせる。

⑤ ④に合わせ調味料を入れてさらに炒め、塩、胡椒で味を調え
る。

① エビは背ワタを取って塩茹でし、殻をむく。豚挽肉は炒めて
軽く塩、胡椒をする。春雨は表示通りに茹で、水に落として
から水気をしっかりと切る。

② 玉ねぎは薄くスライスし、にんじんは千切りにする。きくら
げは水で戻して食べやすい大きさに切る。パクチーは茎を小
さめに刻んで、葉をざく切りにする。

③ にんにく、しょうが、赤唐辛子は細かくみじん切りにし、他
の合わせ調味料の材料と合わせる。

⑦

④ ①～③を合わせ混ぜ、塩、胡椒で味を調える。

※ 好みで砕いたピーナッツをトッピングしてもよい。



キャベツ ２～３枚（１００g）
あさり ２００ｇ
水 ４カップ（８００ｃｃ）
☆調味料

ニョクマム 大さじ１
（塩気をみて加減）

レモン汁 大さじ１
鳥がらだしの素 小さじ１
胡椒 少々

パクチー 適宜

豆乳 ４0０㏄
砂糖 大さじ２
コンデンスミルク 大さじ２
粉ゼラチン ５ｇ
水（粉ゼラチン用） ５０ｃｃ
バニラエッセンス 少々
☆いちごのフレッシュソース

砂糖 大さじ３
いちご ２００ｇ
レモン汁 小さじ１
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① キャベツは２cm角の色紙切りにする。あさりは殻同士をこ
すりながら水で洗う。

② 鍋に水とあさりを入れて中火にかける。沸いたらキャベツを
加えて火を通す。

③ ②に調味料を入れて味を付ける。器に盛ってパクチーを散ら
す。

ベトナム風あさりのスープ

材料（４人分） 作り方

③ ゼラチンが溶けたら荒熱を取り、バニラエッセンスを加え、
器に流し入れて冷蔵庫でしっかり冷やす。

④
いちごは洗って、へたを取り砂糖とレモン汁をかけてフォー
クで軽くつぶす。（完全につぶさず、形が見える程度）

⑤ ③の豆花に④のソースをかけ、ミントをかざる。

豆花(トウファ）

材料（４人分） 作り方

① 鍋に豆乳を入れて火にかけ、しっかりと湯気が立ってきたら
砂糖とコンデンスミルクを入れて混ぜ、沸騰手前で火を止め
る。

② ①に、あらかじめふやかしておいたゼラチンを入れ、余熱で
溶かす。



にいがた流　旬野菜料理

材料(4人分）
豚ひき肉 200ｇ
ほたて缶 1缶（65ｇ）
玉ねぎ 1/3個
片栗粉  大さじ1
塩 小さじ1/4
しょうゆ 小さじ1
酒 小さじ2
生姜（すりおろし） 大さじ1
ごま油 小さじ1

キャベツ 330ｇ
塩　 小さじ3/4

練りがらし

じゃがいも 500ｇ
玉ねぎ薄切り　 1/4個
ゆでだこの足  50ｇ
マヨネーズ  大さじ4
ヨーグルト  大さじ3
粒マスタード 小さじ1/2～
ディル葉 2枝分
塩・粗挽きこしょう 少々
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～　四季の暮らし　野菜とハーブのお惣菜　～

⑤

たこのポテトサラダ

②

③

12等分（1個約30ｇ）にし、手で丸く形づくる。
①のキャベツを出て押さえるようにまぶしつける。

蒸しあがったら、上に練り辛子をのせる。

講師：石田　恭子先生
平成30年4月16日(月）　新潟市食育･花育センター

④

⑤

新潟市食育・花育推進キャラクターまいかちゃん

春キャベツのしゅうまい
作り方
①

じゃがいもは皮をむき4つ割りにし、水にさらす。鍋にい
れたっぷりの水を注ぎ、塩少々を加え茹でる。

② 玉ねぎは塩少々ふってもみ、しんなりしたら洗い水気を
しっかり絞る。

③

④

じゃがいもは熱いうちにボウルにいれつぶす。
たこは薄切りにする。

⑤

①

キャベツを千切りにし、塩小さじ3/4を加え、全体になじむ
まで手で混ぜる。そのまま15分おく。ぎゅっと汁気を絞
る。

玉ねぎをみじん切りにし、分量の片栗粉をまぶしておく。生
姜をすりおろす。

ボウルにひき肉、塩をいれよくこねる。醤油、酒を加えこ
ね、玉ねぎ、生姜、ほたて缶（汁ごと）、ごま油を加えよく
混ぜる。

沸いた蒸し器にクッキングシートをひき、火を弱めて12分
蒸す。

じゃがいもが冷めたら②と薄切りにしておいたたこをいれ、

マヨネーズ、ヨーグルト、粒マスタードを加え混ぜる。

ディルの葉をつみ、さっくりと混ぜ合わせ、塩、こしょう、
マスタードで味を調える。



材料(4人分）
菜花のおひたし 1/2束
A 鰹昆布出汁 200ml

薄口しょうゆ 大さじ1・2/3
みりん 大さじ1・2/3

グリーンリーフ類 適量
ミディトマト 4個
アスパラガス 4本
白いんげん豆水煮  80ｇ

キャロットジンジャードレッシング

にんじん 150ｇ
新たまねぎ  40ｇ
生姜  20ｇ
米酢  大さじ2
はちみつ  大さじ1
太白ごま油  大さじ1
サラダ油  大さじ4
塩 小さじ1/2
ブラックペッパー 小さじ1/4
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③

春野菜とキャロットジンジャードレッシング

①

冷蔵後にうつし1時間ほどなじませる。

ドレッシングを作る。

菜花を色よく茹でる。

アスパラガスは色よく、歯ごたえを残しゆで、根元の方は輪
切りに穂先は長さを残すように切る。

菜花のおひたし
作り方
①

②

②

にんじんは皮をむきざっくりと刻む。

野菜は季節のものを用意する。
グリーンリーフは食べやすくちぎる。
ミディトマトは4つに切る。

すべてをミキサーにいれ攪拌する。

あわせておいたAに、切りそろえた菜花をいれひたひたに浸
す。

新玉ねぎは繊維をたつように薄切りにし、水にさらし辛みを
ぬく。

生姜は粗みじんに切る。



新キャベツ（大） １/2ケ
新玉ねぎ（中） １/2ケ
ベーコン 100ｇ
新じゃがいも（中） ２ケ
人参（中） 1/2本
スープ ４Ｃ

塩 小１/３
a こしょう 少々

薄口しょうゆ 小１
味噌 20ｇ

ブロッコリー １/２房
塩 少々

ぜんまい（水煮） 100ｇ
きゅうり 1/2本
木耳（もどす） 2枚
ちくわ（小） 1本

だし汁 100㏄
a みりん 大1

薄口しょうゆ 大1
木綿豆腐（300ｇ） 1/2丁
白ごま 大2
だし汁 大2
砂糖 大2
塩 小1
薄口しょうゆ 小1
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木耳は千切りにする。

材料（４人分） 作り方

① ぜんまいは、さっと湯通しし、水洗いして３㎝に切ってaで
煮る。

② きゅうりは、縦半分に切り、斜め薄切り、塩少々をふり、水
洗いをして軽く絞る。

和風ポトフ

材料(4人分） 作り方

① キャベツは、洗って芯をつけたまま、縦4等分のくし形にす
る。

伝えたい新潟の味

～　片桐先生の春を楽しむ家庭料理　～　　

講師：片桐　佳子 先生
平成30年4月19日（木）　新潟市食育･花育センター

新潟市食育・花育推進キャラクター

まいかちゃん

⑤

⑥ スープに①～⑤まで加え、人参、じゃがいもが柔らかくなっ
たら、Ａで味を整える。

⑦ 塩少々で色をよくゆでたブロッコリーを添える。

ぜんまいの白和え

⑦ 材料をよく水気を切り、あえ衣で合え、器に盛る。

③

④ ちくわは、さっと熱湯をかけ、縦半分に切り、４㎝の長さの
千切り。

⑤

人参は、皮をむいて乱切りにする。

② 玉ねぎは、皮をむき芯をつけたまま、4等分のくし形に切
る。

③ ベーコンは、3～４㎝巾に切り、さっと熱湯に入れて、霜ふ
りにする。

④ じゃがいもは、皮をむいて４等分に切る。

木綿豆腐は、レンジ（乾いた布巾で包み）に１分かけ、ザル
の上で大きくくずし水気を切る。

⑥ すり鉢で、白いりごまをよくすり、豆腐を入れ、調味料を加
えよくすり混ぜ、あえ衣を作る。



米 2Ｃ
水 2Ｃ
昆布 ５㎝
酒 大２
塩 小１弱
グリンピース １/2Ｃ
塩 少々
たらの子 1腹

卵 1ケ
塩 少々
砂糖 大１

小麦粉 1/2Ｃ
牛乳 130ｃｃ
バター 大１
サラダ油 少々

いちご（小） 150ｇ
砂糖 90ｇ
レモン汁 大1
サラダ油 小1/3
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① イチゴは、洗ってへたを取り、深めの耐熱容器に砂糖・レモ
ン汁・サラダ油を入れて、レンジ600Ｗで3分でかけ、かき
混ぜて再度2分かけ、かき混ぜて再び2分かける。

② ①に牛乳を少しずつ加えて、溶かしバターを加えバニラを落
とし、湯煎から外して、10分以上ねかせる。

③ フライパンを温め、サラダ油を薄くしき、②の生地を流し、
まわりがきつね色になったら、竹串をはがし、布巾に取り出
す。

イチゴジャム

材料 作り方

⑤ ごはんが蒸れたら、グリンピースとたらの子をよく混ぜ合わ
せて器に盛る。

クレープ

材料（4～6枚分） 作り方

①
鍋に水を入れ、湯煎ボールをその上にかけて40℃くらいに
温め火を止める。ボールの中に卵2ケを割り入れ、塩・砂糖
を加え泡立て器でよく混ぜ、小麦粉1/2Ｃを加えさらに泡立
て器でなめらかになるまで混ぜ合わせる。

② ①の米に同量の水と昆布・酒・塩を加えて普通に炊く。途
中、昆布を取り出す。（最後まで入れておくと昆布臭くな
る。）

③ グリンピースは、沸騰した湯に塩少々を入れ、色よく茹でて
冷水に冷やす。（しわにならない。）

④ たらの子は、充分に焼いて皮をむき、きれいにほぐしてお
く。

グリンピースごはん

材料（4人分） 作り方

① 米は、研いで洗ってザルにあげ、水気を切る。



材料（4人分） 作り方

■草もち ■草もち
もち米 450g もち米は洗い、前日から水に浸しておく。
よもぎ（ゆでたもの） 150g ザルに上げ、水けを切る。
ごはん（炊いたもの） 100g

■こしあん

小豆 300g
ザラ砂糖 150g
白砂糖 150g
水 30cc 蒸し器のふたをし、さらに10分蒸す。
塩 ひとつまみ

■こしあん

①を鍋に移し、たっぷりの水を入れ、火にかける。

小豆がやわらかくなるまで煮る。

②をつぶしてザルに上げ、小豆の皮を取り除く。

③の汁を布袋に入れ、水けをしぼる。

盛り付け

■もち草の茹で方

もち草（よもぎ） 250g
タンサン 10g
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⑤

＊

①

新潟の郷土料理

草もち

①

②

③

④

②

③

④

①

新潟市食育・花育推進キャラクター
まいかちゃん

講師：大坂　昌子　先生
平成30年4月30日（月）新潟市食育・花育センター

ごはんは水洗いしてざるに上げ、②のもち米の上に広げる。

③をもちつき機に移し、つく。７分くらいつぶれたら、よも
ぎを加え、木べらで混ぜながらさらにつく。つき上がった草
もちは、水でぬらしたボウルに移しておく。

こしあんは、草もちの上にのせるか、全体にまぶしつける。

④を300g量り、鍋に入れる。分量の水と、砂糖の半量を加
え火にかけ、練る。さらに残りの砂糖を加え、練り上げる。
仕上げに塩をひとつまみ加える。

蒸し器の下段に水をたっぷり入れ、火にかける。蒸し器の上
段に水でぬらした蒸し布を敷き、水けを切った①のもち米を
広げ、蒸し布で包むようにおおう。湯が煮立った下段に上段
を重ね、ふたをして、30～40分蒸す。

もち草はよく洗う。鍋にたっぷりの湯を沸かし、タンサン
を、もち草を入れ、混ぜ合わせながら5分から7，8分煮る。
茎をつまんで柔らかくなったら、ザルに上げ荒熱が冷めたら
ミキサーにかける。

小豆は一晩水にひたす。煮立ったら一度水を捨て、水を入れ
替え、再び火にかける。

～農家の草もちと春のおかず～

草もちを食べやすい大きさにちぎる。



材料（4人分） 作り方

とりもも肉 100g
ごぼう 70g
人参 70g
青菜（小松菜） 1/3袋
ねぎ 少々
鶏がらスープの素 5g
塩 小1弱
しょうゆ 大1
水 800㏄

■だまこ
ごはん 1杯
水 300㏄
塩 小1

材料 作り方

青菜または小松菜 250g

ちくわ 1本

ねりからし 小1

さとう 小1/2

だししょうゆ 大2
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①

②

②

③

からし合え

だまこ汁

① ごぼうはささがきにし、人参は薄切り、鶏肉は小口切りに、
青菜は茹でて切っておく。ねぎは小口切りにする。

ごはんは、袋に入れたままよくつぶし、8個にまとめ塩水に
つける。

鍋にごぼうから入れ、煮えたら他の材料を入れる。最後にだ
まこごはんを入れ味を整え青菜とねぎを入れる。

青菜は茹でて、2cmくらいに切り水気をしぼっておく。ちく
わは、半分に切り薄切りにする。

ねりからし、さとう、しょうゆはよく混ぜてから青菜と合え
る。



キラキラマーケット連携教室

・米粉 100g ①Aの粉類をボールに入れホイッパーでよく混ぜ合わせる。
A ・砂糖 30g ②卵を別のボールに割り入れ、

・ベーキングパウダー 5g 　ホイッパーでよく泡立てるようにかき混ぜる。
・卵 1個 ③②に牛乳を入れ、①の粉類を少しずつ混ぜ合わせる。
・牛乳 80g ④フライパンにサラダ油をぬり、火にかけ、中火で熱し、
・サラダ油 適量 　となりに濡れふきんを用意し、生地を流す前に、
・飾り用の越後姫 4個 　一度ふきんの上にフライパンを置き、冷ます。

　冷めたら、おたま一杯分の生地をフライパンに流し、
・越後姫 4個 　フライパンを火にかけ、弱中火にする。
・マスカルポーネチーズ 100g 　生地にふつふつと気泡があいてきたら、
・砂糖 大さじ1と1/2 　ひっくりかえして、1分程焼いて出来上がり。
・バニラエッセンス 1〜2滴 　※１枚焼くごとにフライパンを濡れふきんで冷ます。

⑤マスカルポーネチーズと砂糖、バニラエッセンス、
　角切りにした越後姫を混ぜて越後姫クリームを作る。
⑥米粉のパンケーキに⑤をのせて、越後姫を飾る。

※お好みで分量外の粉砂糖をふりかける。
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作り方

講師：野菜ソムリエプロ　原 早苗 先生

〜越後姫クリーム〜

お菓子教室

～　新潟のアイドル＜越後姫＞を楽しもう　～　　

平成30年5月5日（土・祝） 新潟市食育･花育センター

新潟市食育・花育推進キャラクターまいかちゃん

米粉のパンケーキ〜越後姫クリーム〜

材料(4枚分）

＜写真はイメージです＞



・越後姫 8個 ・越後姫 ４個
・バナナ 1/2本 ・牛乳 400cc
・オレンジ 1個 ・練乳 20g
・メープルシロップ 大さじ1
・レモン汁 大さじ1/2
・ミント 適宜 ①牛乳を鍋に入れ温めて、練乳と混ぜる。

②フォークなどで越後姫を潰す。
③カップに②を入れて①を注いで出来上がり。

①越後姫、バナナ、オレンジは
　 お好みの大きさにカットし、

メープルシロップ、レモン汁と混ぜて出来上がり。
②器に盛り付けて、お好みでミントを飾る。

レシピ作成　野菜ソムリエプロ　原 早苗
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越後姫入りフルーツマリネ 越後姫のホットミルクスムージー

材料(4人分） 材料(4人分）

作り方

作り方



卵 ３個
ホットケーキミックス 50ｇ
牛乳 30cc
砂糖 5ｇ
マヨネーズ 小さじ1
レモン汁 数滴
バター 適量
粉糖 少々
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平成30年5月6日（日）　新潟市食育･花育センター

新潟市食育・花育推進キャラクター

まいかちゃん

「パンケーキ屋さん風」
　インスタ映えする ふわふわパンケーキ

材料（親子１組分） 作り方

お菓子教室

～ 本日開店「パンケーキ屋さん」 ～　　

講師：石橋 美穂 先生

① 卵を白身と黄身に分けておく。

② 黄身に砂糖と牛乳とホットケーキミックスを入れて混ぜてお
く。

③ ②にマヨネーズとレモン汁を加えて混ぜる。

④ 白身を泡立て、途中で砂糖を2回に分けて入れて、しっかり
ツノが立つまで泡立てる。

⑤ 白身の１/３を黄身の生地に入れて混ぜてなじませる。

⑥ 白身に⑤を入れて、泡を潰さないようにさっくりと混ぜる。

⑦ フライパンにバターを引いて生地を入れる。（高さが出るよ
うに盛るのがポイント）

⑧ 弱火で２分焼いて裏返す。

⑨ フタをして、焼き色がつくまで弱火で蒸し焼きにする。

⑩ 最後にお好みで粉糖やフルーツを盛り付けて完成！

フルーツ、ミント、

生クリーム、はちみつ、

シロップなどはお好みで◎

◆ホットケーキミックスに含まれているグルテンが膨らみにくい原因とは？

マヨネーズを少量加えることで

生地をふわふわに、膨らみやすくしてくれる効果があります◎



あなたの知らないスパイスの世界　タイ料理編

グリーンカレー

材料（4人分） 作り方

鶏もも肉       160g 鶏肉は一口大に切り、小麦粉をまぶします。
なす       ３個
ふくろたけ ６個 なすは1cmの半月切り、
ピーマン　　　 　２個 ふくろたけは半分に切り、
いんげん　　　 4本 ピーマンは乱切り、いんげんは2cmに切ります。
ヤングコーン　　 4本
サラダ油　　 少々 にんにく、生姜、コリアンダーの根を
にんに< 1/2片 クロックでつぶします。
生姜　　 1片
コリアンダー根　 ２本 鍋に油(少々)を熱し、鶏肉の表面を焼いて
グリーンカレーペースト（市販品）　 取り出します。

大さじ2 油(少々)をたし、②の野菜を炒め、
（手作りの場合は下記全量） 取り出します。
ヤシ砂糖　　　　　　　 小さじ2
ココナツミルク　　　　1缶（400㏄） ④の鍋にココナッツミルクの油脂、③、
中華スープ　　　 300cc カレーペースト、ヤシ砂糖を入れ弱火にかけ、
こぶみかんの葉　　　 5枚 焦がさないように炒めます。
ナンプラー　　　　　 　小さじ2～ ココナツミルクを加え、スープ、

こぶみかんの葉、ナンプラー、
炒めた鶏肉と野菜とヤングコーンを加え、
沸騰したら弱火で10分煮込みます。

グリーンカレーペースト

材料（4人分） 作り方

コリアンダーシード 大さじ1 コリアンダーシード、クミンシード、粒胡椒を
クミンシード 小さじ1 クロックで細かく叩きつぶし器に入れておきます。
粒胡椒 5粒
生唐辛子 ５本 生唐辛子、塩をクロックで細かく砕き
塩 小さじ1 ガランガル、レモングラス、こぶみかんの皮、
ガランガル（みじん切り） 小さじ1 コリアンダーの根を加えさらに叩きます。
レモングラス（小口切り） 大さじ1

こぶみかんの皮（みじん切り） 小さじ1/2 にんにく、ホームデーンを加えいれさらに叩き、
コリアンダーの根（小口切り） 小さじ1 ①を戻し入れ、カピを加えよく叩き混ぜます。
にんにく 9片
ホームデーン（輪切り） ３個
カピ 小さじ1
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～スパイスカレーとスパイス使いこなし術 ～
講師：花穂 Herb＆Spice School 主宰　難波　真寿美 先生

平成30年５月19日（土）　新潟市食育・花育センター
新潟市食育・花育センターキャラクターまいかちゃん

①

②

③

④

⑤

①

②

③



人参ソムタム

材料（４人分） 作り方

にんじん（千切り）　 1本半 唐辛子、にんに<、こしょうをクロックで叩き、
干し海老 （みじん切り）  大さじ2 ドレッシングの他の材料と合わせます。
ピーナッツ 大さじ2
いんげん     5本 人参は皮をむき、千切りにします。
ミニトマト    5粒 干し海老は水で戻してみじん切り、ピーナツは砕き
ゆでだこ （みじん切り）    50g いんげんはゆでて2cmに切ります。
香菜の葉 適量 トマトはヘタを取り半分、たこはみじんにします。

くドレッシング> ボールにトマトを除いた②を入れ、木の棒で材料を
生唐辛子　　　　 2本 トントン叩きながら、ドレッシングを少しずつ加え
にんにく　　　　　 1/2かけ 全体が混ざったらトマトも混ぜます。
こしょう　　　　　 1粒
砂糖　　　　　　　 大さじ1 器に盛り、香菜の葉をトッピングします。
ナンプラー　　　　　 大さじ1
レモン汁　　　　　　 大さじ1
タマリンド水　　　 大さじ1

トートマン・プラー（タイ風さつま揚げ）

材料（４人分） 作り方

魚のすり身 400g Aをボウルに入れ粘りが出るまで練り混ぜます。
レッドカレー・ペースト 大さじ１ 大さじ２杯くらいをひとつに丸め直径５cmほどに
卵 １個 平らにのばします。

A インゲン豆（小口切り） ４本
コブミカンの葉 ３枚 中火の油できつね色になるまで揚げます。
塩 小さじ１
砂糖 小さじ１ 皿にサニーレタスをしき、さつま揚げを盛りつけ、

パイナップルとスイートチリソースを添えます。
揚げ油 適量
飾り用パイナップル １／４個
　　スイートチリソース 適量
サニーレタス ２枚

クルワイ・ブアッチー（バナナのココナツミルク煮）

材料（４人分） 作り方

バナナ ２本 バナナは長さを４等分し、縦半分に切ります。
ココナツミルクパウダー 100g
湯 500cc 鍋に湯を沸かし、ココナツミルクパウダーを
砂糖 ５０g 溶かします。
塩 小さじ１／４

バナナを加え５分ほど煮て、砂糖、塩を加えます。

火からおろし器に盛ります（お好みで冷やします）
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①

②

③

④

⑤

①

②

③

①

②

③

④



第44回　季節の料理教室

まいかちゃん

１人分： 424 kcal　（塩分 1.9 ｇ）
作り方

米 2合 米を研ぎ、寿司めし用の水加減で炊く。
カッテージチーズを作る。

牛乳 500ml ・
レモン汁 大さじ2

　・
ホエー 大さじ3
レモン汁 大さじ2 ・ 固まってきたらペーパータオル等を敷いてザルでこす。
砂糖 大さじ1 ②でできたホエーを使いＢを混ぜ、合わせ酢を作る。
塩 小さじ3/4 きゅうりは薄く輪切り、紫玉ねぎは薄くスライス。

残りのホエーの中に入れ30分以上漬け込む。
きゅうり 200g 　・
紫玉ねぎ 1/4個(50g)
卵 4個
蒸しえび 5尾
ちりめんじゃこ 50g 大葉は半分に切る。そのうち半量を千切りにする。
大葉 5枚
すりごま（白） 大さじ1
きざみのり 適量

１人分： 23 kcal　（塩分 0.3 ｇ）
材料(5人分） 作り方

かぶ 160g
きゅうり 100g
にんじん 60g にんじんは4～5分茹で同じ鍋にレタスを除く野菜を入れ
黄パプリカ 1/2個
レタス 20g その後、キッチンペーパーでしっかり水気をとる。

ボールにＡを合わせ②とレタスを入れ味をなじませる。
酢 大さじ2
しょうが汁 小さじ2
塩 小さじ1/3
砂糖 小さじ2
こしょう 少々
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Ａ

Ｂ
➂
➃

鍋に牛乳を入れ火にかけ沸騰させないようにときどきかき混
ぜながら加熱し沸騰直前で火を止める。

Ａのレモン汁（大さじ2）を加えてゆっくり２～３回かき混
ぜ10分そのままにする。

～ 簡単手作りカッテージチーズで美味しい春ごはん ～　

⑤

⑥
⑦

⑧

五食野菜の即席漬け

①

②

➂

Ａ

ホエー（200ml）は「ホエー入り初恋ドリンク」にも使用
するので残しておく。

卵を溶きほぐし、火にかけたフライパンに入れ菜箸でよくか
き混ぜながらそぼろ状になるまで炒める。

ボールにご飯を入れ➂の合わせ酢をかけ切るように混ぜちり
めんじゃこ、すりごま（白）ペーパータオルでしっかり水気
を絞った➃、⑤半量の卵、⑥千切りにした大葉を加えて混ぜ
合わせる。

器に⑦を盛り付け、⑤の卵半分、蒸しえび、半分に切った大
葉の上にカッテージチーズを載せきざみのりを飾る。

かぶ、きゅうり、黄パプリカ、にんじんは小さめの乱切りに
する。レタスはちぎる。

                                        　　  講師：食生活改善推進委員協議会　
平成30年5月20日（日）新潟市食育･花育センター

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　新潟市食育・花育推進キャラクター

手作りチーズのサラダ寿司　　　　　　
材料(5人分）

①
②



１人分 ： 120 kcal　（塩分 0.6ｇ）
材料（5人分） 作り方

豚ひき肉 120g
砂糖 小さじ1/2
塩 少々
オイスターソース 小さじ2強 ボールに豚ひき肉とAを入れよく混ぜさらにBを混ぜる。
酒 大さじ1弱
水 大さじ1弱

キャベツ 120g
塩 小さじ1/6

長ねぎ 25g
にんじん 55g
ピーマン 20g
餃子の皮 15枚
サラダ油 小さじ2と1/2
水（蒸し焼き用） 80ml
ごま油 小さじ2と1/2
大葉 5枚
ミニトマト 10個

１人分： 13 kcal　（塩分 0.8 ｇ）
　

えのきだけ 80g
カットわかめ 4g
長ねぎ 40g

だし汁 700ml
塩 小さじ1/3
酒 小さじ1
しょうゆ 小さじ1

【混合だし】
材料

水 1300ml
昆布 10g
かつお節 20g

ふきん（ペーパタオル）を敷いたザルで静かに濾す。

１人分： 50 kcal　
　

ホエー 200ml
・カッテージチーズを作った際に

残った分 ①を氷の入ったグラスに注ぎミントの葉を浮かせる。
牛乳 200ml
カルピス 50ml
ミントの葉 ５枚
氷 適量
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野菜たっぷり餃子

①

A

B
②

➂

➃

⑤

えのきとわかめのすまし汁
材料(５人分） 作り方

①

②

Ａ

作り方

①

②

➂

だし汁を煮立て①とカットわかめを入れAで味を調え器に盛
る。

昆布の汚れをさっと取り、鍋に分量の水を入れ昆布を30分
ほど漬けておく。鍋を弱火にかけ沸騰直前に昆布を引き上げ
る。

沸騰したら火を止め、かつお節を入れ鍋底に沈むまで１～２
分おく。

ホエー入り初恋ドリンク
材料(５人分） 作り方

①

②

カッテージチーズを作った際に残ったホエー（水分）に牛
乳、カルピスを混ぜる。

キャベツは千切りにし、塩をふってしばらくおき、軽く水気
を絞る。長ねぎ、にんじん、ピーマンは千切りにする。

①を加えまんべんなく混ぜ合わせ、餃子の皮で合わせ包みを
し、クッキングペーパーの上に並べる。

フライパンにサラダ油を熱し、あつくなったら火を止めて餃
子を並べ、中火でこんがり焼き色を付ける。

蓋を開け中火で水分をとばし、ごま油をまわしかけて、器に
盛り、大葉とミニトマトを添える。

えのきだけは3㎝の長さに切り長ねぎは斜めうす切りにし、
カットわかめは、さっと水に戻しておく。

焼き色が付いたら水を加え蓋をして弱火で4～5分蒸し焼き
にする。

Ａ

1ℓのだしを作るには、蒸発等があるので



ヘルシーUP！食育体験講座

1人分：490Kcal　

米をとぎ、普通に水加減をしてスイッチオン！
七分つき米 300g

玉ねぎはあらいみじん切りにする。
玉ねぎ 1/2個（100g） ぶなしめじは小房にわける。
ミックスベジタブル 100g
ぶなしめじ 1株（100g） フライパンを熱し油をひき、挽肉・玉ねぎを炒める。
豚ひき肉 200g
油 大さじ1

食塩 小さじ1/4
こしょう 少々 塩・こしょう・カレー粉・酒・しょうゆで味を整える。
カレー粉 大さじ1（10g）

しょうゆ 大さじ1（14g） ご飯を器に盛り、ドライカレーをかける。
酒 大さじ1（15g）

豚肉は疲労回復を助けるビタミンＢ１が豊富

カレー味で、食欲もＵＰ！

1人分：21Kcal

水 600g
鰹節 12g
味噌 32g
あおさ 4g 鰹節が沈んだら、ザルでこし、だし汁を鍋に戻す。

鰹節のだし汁は、簡単に取れて

疲労回復に欠かせない

アミノ酸、ビタミンたっぷり！
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和風ドライカレー

材料(4人分） ※
作り方
①

②

～　食事と運動でズバリ！！疲労回復！！　～　　

講師：新潟スポーツ栄養サポートグループ
平成30年5月21日（月曜）　新潟市食育･花育センター

新潟市食育・花育推進キャラクター

③

④

あおさのみそ汁

材料(4人分） 作り方
①

火が通ったら、ミックスベジタブルぶなしめじを入れさらに
炒める。

鍋にお湯を沸かし、沸騰したら鰹節を入れひと煮たちした後
火を止める。

まいかちゃん

②

③ だしを煮立てて、味噌を入れて味を整え、あおさを入れた椀
に盛る。



1人分：72Kcal

キヌア 30g
きゅうり 1/2本（45g）
水戻しひじき 60g
かにかま 8本（40g）
レタス 4枚
ミニトマト 12個

オリーブ油 大さじ1/2（6g）

酢 大さじ1/2（8g） きゅうりを1cm位の角切りにする。
しょうゆ 大さじ1/2（9g） かにかまも同じくらいの大きさに切る。
だし汁 大さじ1/2（8g） 水戻しひじきは、水気を切る。

スパーフードのキヌアは、ミネラル

たっぷり！プチプチ食感もいけます！

618Kcal、8等分で78kcal

事前作業
冷凍果物 300g 果物を冷凍しておく。
砂糖 30g
クリーム 100g

お店のようなジェラートを手軽に作って

心も体もリラックスしましょう！
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キヌアとひじきのプチプチサラダ

材料(4人分） 作り方
① 鍋にお湯を500ml程度沸かし、キヌアを入れて約10分茹で

る。

1人分1食　594Kcal　（デザートを含めて672Kcal）

ザルにあげ、さっと水をかけて荒熱を取り、水気を切ってお
く。

（キヌアの粒が細かいので、目の細かいザルがよい）

②

③

季節のジェラート

材料
※

作り方
①

ボウルに調味料を入れ、よくかき混ぜてドレッシングを作り
①②の材料を加えて合わせ、器にレタスを敷き盛り付けして
ミニトマトを添える。

フードプロセッサーのワークボウルに、材料を全部入れ、ス
イッチONにして、なめらかになったらバットに入れ冷凍庫
に入れて固める。



にいがたの郷土料理

新潟市食育・花育推進キャラクター

笹団子

材料（35個分） 作り方

○皮の材料　(3対７の割合) ボールに皮の材料を入れて混ぜ合わせてから、水を
上新粉 少しずつ加える。30分位良くこねる。
もち粉 ＊軟らかく手につかない程度にこね上げる。
白玉粉
よもぎ ①にぬれ布巾をかけ、しばらく休ませる。
白砂糖 ＊耳たぶくらいの硬さが目安。
水　(よもぎ戻し汁＋水）

あんこは25gのあん玉に丸めておく。
【あんこ】
あんこ ②を再びこねて硬さを調整し、30g程度に分ける。

（25g×35個） 一個分に丸めた生地を丸く薄くのばし、あん玉を
入れて、とじ目を下にして笹に包む。
＊皮はよくこねると笹離れがよい。サラダ油か、

笹 105枚 離型剤を手につけ軽くだんごに付けても良い。
すげ 35本
離型剤 50g 笹2枚を少しずらして重ねた上に団子を置いて包み、
(笹はあらかじめ熱湯にくぐしておく。 もう1枚を重ねて上下をひねってすげで結ぶ。
すげも濡らしておくと扱いやすい。) ＊ひねった時の指の使い方がポイント。

湯気の上がった蒸し器に入れて、15分中火で蒸す。
＊強火で蒸しすぎると、具が飛び出るので注意。
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講師：佐藤 千穂子 先生
平成30年5月25日(金曜)　新潟市食育･花育センター

①
150g
350g

50g
350g ②

50g
350g

③

875g ④

⑤

⑥

　～　笹団子作りとパッククッキング～　　

まいかちゃん



新潟の代表的な節句団子
・6月5日の節句や南区のタコ合戦の頃、又は7月の蒲原まつりに作った
・各家庭で作った・・・家族みんなで作る行事のひとつ
・米粉(うるち米ともち粉)の割合が地区によって異なる
・小豆は前日から煮ておく・・・ビックリ水

常に小豆が水をかぶっているようにふっくら煮る・・・ザラメ(中双糖)を使うとツヤがでる
・ よもぎは春に新芽を摘んで冷凍し保存しておく
・乾燥よもぎはぬるま湯でもどし、2～3回洗ってから軟らかくなるまで煮る。煮汁も使う。
・笹の葉は6～7月にとったものを冷凍保存しておく・・・昔は乾燥・・・冷凍は色がきれい

保存食
・笹の葉は殺菌効果がある・・・笹寿司、押し寿司
・ヨモギは体内の掃除、越冬した身体に活力を与える

5月5日に特集・・・こどもの日
新潟日報新聞に読者からの思い出がいつも載る
新潟の人にとって特別な食べ物

作り方
米 2カップ 米は、少しの水で軽くもみ洗いし、ザルにあげる。
水 2カップ
ポリ袋 4枚

作り方
キャベツ 120g 野菜は、手でちぎるか、キッチンばさみなどで、
もやし 80g 食べやすい大きさに切る。
カットわかめ 4g
しめじ 80g 材料を全てポリ袋に入れて、袋の空気を抜いて口を
こぶ茶 8～12g 結ぶ。
水 4カップ
ポリ袋 4枚 鍋に湯を沸かし、①を入れて加熱する。

野菜やきのこは、あるものを適当に。
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～　笹団子は新潟の誇る大切な食文化です　～

◆

◆

材料(4人分）
①

②

③

※

◆

ポリ袋で炊くごはん

材料(4人分）
①

②

③

ポリ袋で作る　野菜スープ

米をポリ袋に入れて分量の水を加え、袋の空気を抜いて結
ぶ。

鍋に湯を沸かし、①を入れて約20分加熱し、火を止め、そ
のまま鍋の中で10分ほど蒸らす。



米 2合（300g）
水 450ml

ワカメ（乾燥） 3g
豆腐 1/3丁（約120g）
水 700ml
昆布（5×5cm） 1枚
煮干し 15g ワカメは水で戻す。やわらかくなったら水を切る。
越後味噌 35g
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② 鍋に分量の水、水気を切った米を入れて30分以上吸収させ
る。

④ 火を止めて10分そのまま置く。（これを『蒸らす』という
よ）フタをあけて炊けたご飯をしゃもじでやさしく混ぜほぐ
す。茶碗に2～3回に分けてよそう。

ワカメと豆腐の味噌汁

材料（４人分） 作り方

① 鍋に昆布と煮干しを入れてしばらくおく。昆布が大きくなっ
たら火にかけ、ブクブク煮立つ前に昆布と煮干しを取り出
す。

②

③ 味噌にだし汁を少し入れて溶きのばし、だしの入った鍋に入
れる。

キッズキッチン

～ キッズキッチンの一汁二菜 ～　　

キッズキッチンインストラクター：園田 幸子 先生
平成30年5月27日（日）　新潟市食育･花育センター

新潟市食育・花育推進キャラクター

まいかちゃん

お鍋で炊くご飯

材料(4人分） 作り方

① 米をとぐ。

・ボウルにザルを重ねて、その中に米をいれる。
（米がこぼれないようにするためだよ）

・たっぷりの水を入れざっとかき混ぜたら最初の水はすて
る。

・米と米を手のひらで押すようにこすり合わせる。（これを
『米をとぐ』というよ）

・何度かといだら、水を入れてさっとまぜあらう。
水が白くなくなるまでこれをくり返す。

④ 豆腐は手の上で切り、③に入れる。

⑤ ワカメを入れてサッと温め、椀によそう。

③ 強火にかけてブクブク大きな泡がでてきて沸騰したら弱火に
して12分炊く。最後に20秒強火にして、底に残っている水
分をとばす。
※米を炊いている時は絶対フタをあけないこと！



合挽き肉 200g
新じゃがいも 大1個（200g）
（メークイン）
新玉ねぎ 1個（200g）
にんじん 1/2本（80g）
グリンピース（サヤ付き） 60g

1カップ
砂糖 大さじ1と1/2

◎ 醤油 大さじ2
酒 大さじ1

煮えたら器に盛る。

アスパラガス 4本（120g）
水 大さじ3
白いりごま 15g（約大さじ2）

越後味噌 小さじ1 水を鍋に入れ、フタをして蒸し煮する。
◎ だし 小さじ1

砂糖 小さじ2 すり鉢でゴマをすり、◎を加えて衣を作る。

蒸し煮したアスパラガスを③で和える。
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材料（４人分） 作り方

① 新じゃがいもはたわしを使ってよく洗い大きめのコロコロに
切る。

① アスパラガスはかたい部分の皮をむき、お口の大きさにブツ
切りをして鍋に入れる。

④

② 玉ねぎは皮をむいて半分に切り、平らな部分を下にしてくし
切りにする。

③ にんじんは皮をむき、じゃがいもより小さいコロコロに切
る。

④
鍋に合挽き肉と◎を入れてよく混ぜ、火にかける。肉の色が
変わったら、だし汁、じゃがいも、玉ねぎ、にんじんを入れ
てさっと混ぜ、上にグリンピースを散らして落としぶたと着
せぶたをして野菜がやわらかくなるまで煮る。

⑤

副菜：アスパラガスのごま和え

材料（４人分） 作り方

主菜：肉じゃが

②

③

味噌によって塩分量が違います。

使う量は加減してね！



にいがた流　薬膳教室

米 2合 鍋に小豆・緑豆と水を入れて火にかけ、1度煮こぼ
小豆 50g してから15分位煮る。
緑豆 大2

炊飯器に米・煮汁を入れ、小豆・緑豆をのせて
普通に炊く。

エビ 8尾 エビは殻・背ワタを取り、ゆでる。
トマト 2コ トマトは皮をむき薄いくし型に切る。
トマト水煮缶 1缶
きゅうり 1本 きゅうり・セロリ・玉ねぎはみじん切り。
セロリ 10cm にんにくはすりおろす。
玉ねぎ 1/4コ

酢 大2 切った野菜・調味料を混ぜ合わせ、エビを加えて
オリーブ油 大6 冷蔵庫で冷やし、器に盛ってバジルを飾る。
タバスコ 少々
塩・こしょう 少々

バジル 適量
にんにく 1片

23

～　おうちでできる　簡単夏の薬膳　～　　

講師：管理栄養士・国際中医薬膳師　萱場 佳代 先生
平成30年6月15日（金曜）　新潟市食育･花育センター

新潟市食育・花育推進キャラクター

まいかちゃん

小豆・緑豆ご飯

材料(4人分） 作り方

①

②

ガスパチョ

材料(4人分） 作り方

①

②

③



豚肉 300g 豚肉は塩・こしょうして、フライパンにオリーブ油を
塩・こしょう 少々 熱し、両面焼く。
オリーブ油 適量
粗びき黒こしょう 適量 鍋にソースの材料を入れて煮詰める。

インスタントコーヒー 小4
赤ワイン 100cc 皿にソースを敷き、切った豚肉をのせて粗びき
水 100cc 黒こしょうを飾る。
砂糖 大2
はちみつ 大2

マンゴー缶詰 400g マンゴーは1cmに切り、凍らせておく。
ヨーグルト 400g
オレンジジュース 200cc ボウルにヨーグルト・オレンジジュース・砂糖を
砂糖 大1 合わせ、マンゴーを加える。
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②

材料(4人分） 作り方

①

②

③

マンゴーラッシー

材料(4人分） 作り方

①

豚肉のロースト　エスプレッソソース



鯵 1人1本 鯵を水洗いし3枚におろす。
味噌 10g目安 骨を抜き皮をはがす。包丁でたたいていく。
生姜すりおろし 10ｇ
大和芋すりおろし 大さじ2 すり鉢にうつして、味噌、生姜、大和芋を入れて
大葉 4枚 する。そこに片栗粉を入れてさらに混ぜる。
片栗粉 大さじ2 最後に大葉の千切りと、いり胡麻を混ぜる。
いり胡麻 少々

鰹節と昆布で出汁を取り、沸騰して来たら
出汁 400mｌ そこに鯵を団子にして入れていく。
薄口醤油 少々 椎茸を入れる。
味醂 適量 鯵の下味からも味が出てくるので、
塩 適量 その味を見ながら、

薄口醤油、味醂、塩で味付けしていく。
生姜の搾り汁 少々
三つ葉 適量 味が決まったら、お椀に盛り付けて
椎茸 4ケ 絞り生姜を垂らして、仕上げに三つ葉を飾る。

鯵 1人1本 鯵を三枚におろす。皮をはがし塩コショウをする。
出汁（南蛮酢）

出汁 200cc 玉葱は薄切りのスライス、パプリカは少し厚めの
薄口醤油 大さじ2 スライスに切る。エシャレットは葉を切り水に入れ、
砂糖&味醂 大さじ1/2 茗荷とカイワレもスライスして水に入れておく。
酢 大さじ1/2

玉葱 １個 胡瓜をすりおろし南蛮酢を合わせ、
パプリカ 1/4個 柚子と一味唐辛子を好みの量入れておく。
エシャレット 4個
小麦粉・すりごま 適量 鯵に小麦粉とすりごまをまぶしてフライパンで
一味唐辛子・柚子 適量 焼いていく。エシャレットも同じフライパンで焼く。
茗荷 1個 焼きあがったら南蛮酢に漬け、30分置く。
かいわれ 適量 仕上げに茗荷とかいわれを乗せる。
胡瓜 1本
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　　～　鯵のおろし方・鯵を使った料理　～
新潟市食育・花育推進キャラクターまいかちゃん

料理講師：和食酒場　風花オーナーシェフ　長吉 和幸 先生
平成30年6月19日（火）　新潟市食育・花育センター

鯵のつみれ汁

材料（4人分） 作り方

①

②

③

④

鯵の焼き南蛮漬け

材料（4人分） 作り方

①

②

③

④



鯵 1人1本 米を研いで、水気を切り、出汁に浸水させておく。
米 3合
出汁（割合） 鯵を三枚におろして薄く塩をふっておく。

出汁
薄口醤油 ：1 生姜を千切りにする。
味醂 ：1
昆布 お米を土鍋に入れて、生姜、鯵、梅干しの順番に

梅干し 1個 具を入れ、炊く。
しらす 30g 炊きあがりに、しらすを入れて
いり胡麻 適量 仕上げに三つ葉と胡麻を散らす。
三つ葉 適量
生姜 適量

純白のビアンカ豚 120g １Lの水に昆布と塩酒を入れて、
水 １L ゆっくり温度を上げる。
昆布 5g
塩 10g 80℃の温度で豚を茹でる。
酒 大さじ2

茹でたらザルにあげて、水に落とさず、
ゴマダレ そのまま冷ます。余熱で火を通す。

練り胡麻 60g
醤油 大さじ2 ゴマダレを合わせる。
味醂 大さじ2 松田農園のお野菜を皿にしいて、
酢 大さじ2 冷めた豚しゃぶを盛り、
ケチャップ 小さじ1 ゴマダレをかけてその上に茗荷と大葉の
豆板醤 少々 刻んだものをのせる。

松田農園野菜 イノシン酸 （豚肉・胡麻）
茗荷 1個 グルタミン酸 （昆布・トマト）
大葉 4枚
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鯵と梅としらすの土鍋炊きご飯

材料（4人分） 作り方

①

②

③

④

純白のビアンカ豚の胡麻しゃぶサラダ

材料（4人分） 作り方

①

②

③

④

☆



ハーブ教室

米 2合
ハイビスカス 小1
塩 ひとつまみ 30分吸水させ、混ぜてから米を炊く。

かぼちゃ 300ｇ かぼちゃは洗って、ひと口大に切る。
（種を除き皮つき） 適量 鍋にかぼちゃを入れ、ひたひたの水を入れて中火にかける。

かぼちゃが柔らかくなったら、湯を捨て粗熱をとる。
マヨネーズ 大2 ③をフォークで粗くつぶし、Ａを加え混ぜ合わせる。
ディル 適量 皿に盛り、パンプキンシードをトッピングする。
（葉を粗みじん切り） Ａ
塩 適量
ホワイトベッパー 適量

パンプキンシード 適量

パン粉 200ｇ フライパンでオリーブオイルとにんにくを弱火で炒める。

オリーブオイル 大2 ①が色づいたら、パン粉とハーブを加え全体がほんのり

にんにく（みじん切り） 小2 色づくまで炒める。
好みのハーブ 20ｇ

サラダやグラタン、カルパッチョ、ステーキ、
スープの浮き実など・・・色々使えますよ！

魚にあうハーブは、イタリアンパセリ、フェンネル、タイム、ディル　などがおすすめです。
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②
③
④
⑤

冷凍保存ができるローストハーブパン粉を
つくりましょう～

ローストハーブパン粉

(持ち帰り分） <作り方>

講師：長谷川　智美 先生
平成30年6月24日(日）　新潟市食育･花育センター

新潟市食育・花育推進キャラクターまいかちゃん

ハイビスカスごはん
(材料４人分） <作り方>

①

②

かばちゃサラダ　～ディル風味～
(材料４人分） <作り方>

～　ハーブで初夏のランチ　～　　

米を洗って炊飯器の釜に米を移し、ハイビスカスと塩を入れ
水の加減を調整する。

①
②

①

<使い方>

「ハイビスカス（ローゼル）」
<効 能> むくみ解消、疲労回復、眼精疲労、美容などに期待されます。
<利用方法> ティー、ジャム、ゼリー、ソース、ワインなど
<注 意> 多量摂取は便をゆるめる。
<補 足> 観賞用とは、別の品種で萼を使用します。

汗をかく季節には、塩分を多く取りたくなります。塩分過多の場合はむくみの原因になります。

「パンプキンシード」
<効 能> 生活習慣病、冷え性対策、美容などに期待されます。
<注 意> 多量摂取に注意する。

1日10～15粒を目安にすること。

「ディル」
<効 能> 鎮静、胃の不快感、駆風作用、利尿作用、通経作用に期待されます。（種子）口臭予防
<利用方法> 葉･･･魚料理、卵料理、マヨネーズなど

種子･ピクルス、ビネガー、マリネ、ポテトサラダなど



魚の香草パン粉焼き

パン粉 50ｇ
好みのハーブ 5ｇ
オリーブオイル 大2 （お好みでにんにくみじん切り小1/2を加える）

オーブンを200℃に予熱する。
サーモンなど 4切
オリーブオイル
塩 適量
コショー

袋 1枚

予熱後のオーブン下段に入れ、10～12分目安で
色づくまで焼く。

フレッシュハーブ（みじん切り） Ａの材料でフィーヌゼルブを作る。
チャービル フレッシュハーブを枝からはずし細かく刻んで混ぜておく。

チャイブ Ａ
イタリアンパセリ 各小1

卵 4個
牛乳 100ml Ｂ
塩 ひとつまみ

Ｂの材料とＡのフィーヌゼルブをボウルの中で混ぜておく。
有塩バター 20g フライパンを強火でよく温め、バターを入れて溶かす。

フライパンに①を入れ手早く混ぜながらふわふわに仕上げる。
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・

<作り方>
①
②
③

袋の中にパン粉とハーブのみじん切りを入れオリーブオイル
大2を加えて混ぜておく。

ラップにオリーブオイルを適量敷き、その上に塩・コショー
をした魚をのせ、さらにオリーブオイルをかける。

天板にクッキングシートを敷き、魚に下準備で作ったハーブ
パン粉をつけて天板にのせる。

・

<作り方>
①

②

③

ハーブのスクランブルエッグ
(材料４人分） <下準備>

(材料４人分） <下準備>
・

「イタリアンパセリ」
<効 能> 貧血、月経困難症、無月経症、食欲促進、母乳の分泌を促す毒素排出、利尿、殺菌などに

期待されます。
<注 意> ・体内のカリウムのレベルを低下させるため、カリウムが豊富な食品を摂取すること。

「フェンネル」
<効 能> 胃腸を整え消化促進、利尿作用、発汗作用、駆風作用、皮下脂肪の老廃物を排出、便秘解消などに

期待されます。「種子」は口臭予防、母乳の分泌を促す。

「タイム」
<効 能> 殺菌、抗菌、消毒作用、防腐作用、のどの痛み、咳などに期待されます。

フィーヌゼルブとは
フレッシュハーブのみじん切りのこと。
フレンチの薬味としてあまり火を通さずに仕上げに使うこと。
卵料理やグリルソースにおすすめです。

＜ 講座のねらい ＞

★フレッシュハーブの特徴を理解し、扱い方を学ぶこと。
★簡単な料理でもフレッシュハーブを使うことで、料理をグレードアップさせること。

「チャービル」
<効 能> 血液の浄化、消化不良などに期待されます。
<注 意> 有害なドクゼリと間違わないこと。

「チャイブ」
<効 能> 殺菌、解熱、抗微生物作用、食欲増進、胃腸促進、血圧低下などに期待されます。



ごはん 1人、150g

1人分：204kcal、塩0.8g

豚薄切り肉 9枚（210g） 豚肉に小麦粉をまんべんなくつける。
小麦粉 大さじ2（18g）

オリーブ油 大さじ1弱 熱したフライパンにオリーブ油を入れ、①を両面
ミニトマト 6個 こんがり焼く。
たまねぎ 30g

酢 大さじ1.5 プチトマトは縦横四等分に切り、たまねぎは
砂糖 小さじ1.5 みじん切りにする。

A かんずり 少々（小さじ1/2弱）

塩 小さじ1/3（2g） A（酢～オリーブ油までの調味料）と③を合わせる。
オリーブ油 小さじ1弱（3g）

器にリーフレタス、②を盛り付け、④をかける。
ベビーリーフ

1人分：37kcal、塩0.3g+α

たまねぎ 1/3個（75g） たまねぎは薄切り、しめじは石づきを取りばらばら
乾燥わかめ 3g にする。かにかまはほぐしておく。
かにかま 3本
しめじ 1/2個 計量した水を鍋で沸かし、①と鶏ガラスープの素を
水 450cc 入れ、柔らかくなるまで煮る。
鶏ガラスープの素 小さじ1.5（4g）

じゃがいも 1/3個（75g） ②の火を一旦消し（湯気でやけどをしないように
塩・こしょう 少々 するため）、じゃがいもを直接おろし入れ、もう一度

火をつけ、かき混ぜる。

とろみがついたら、塩・こしょうで味を調え、
火を止め、わかめを加える。

熱に強いじゃがいもでビタミンC補給
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3人分

～　食事と運動でズバリ！夏バテ予防！　～　　

講師：新潟スポーツ栄養サポートグループ
平成30年7月1日（日）　新潟市食育･花育センター

新潟市食育・花育推進キャラクター

まいかちゃん

白飯

材料(3人分）

グリルポークにいがた流　サルサソース添え

材料(3人分） 作り方
①

②

③

④

⑤

新潟の暑い夏、かんずりのうま辛ソースで乗り切りましょう！
豚肉以外に鶏肉や白身魚もおすすめです。

じゃがとろスープ

材料(3人分） 作り方
①

②

③

④

※



1人分：58kcal、塩0.7g

ピーマン 1.5個 ピーマンは千切りにする。
赤ピーマン 45g
黄ピーマン 45g ①をアイラップに入れ、電子レンジにかける。
塩昆布 11g
白ごま 大さじ1.5 ②をざるにあげ、水気を切り、冷ます。
ごま油 小さじ1弱

③を塩昆布、白ごま、ごま油で和える。

1人分：33kcal

熱湯 300cc 熱湯にティーバックを入れ、濃いめの紅茶を入れる。
ティーバック
粉寒天 1g ①が熱いうちに（80℃以上）、粉寒天を振り入れ
オレンジマーマレード 大さじ3（60g） ながら、泡立て器で約1分かき混ぜる。
水 大さじ3（45cc）

レモン汁 小さじ1 型に流し入れ、冷やし固める。

マーマレードに水、レモン汁を加えソースを作る。

④に⑤をかける。

デザートは心の栄養です！
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カラフル塩昆布ナムル

材料(3人分） 作り方
①

②

③

④

ビタミンカラーのビタミンは
油と一緒で吸収UP！

オレンジティーゼリー

材料(3人分） 作り方
①

②

③

④

⑤



ごはん 1人、150g

1人分：204kcal、塩0.8g

豚薄切り肉 12枚（280g） 豚肉に小麦粉をまんべんなくつける。
小麦粉 大さじ3弱（24g）

オリーブ油 大さじ1（12g） 熱したフライパンにオリーブ油を入れ、①を両面
ミニトマト 8個 こんがり焼く。
たまねぎ 40g

酢 大さじ2（30cc） プチトマトは縦横四等分に切り、たまねぎは
砂糖 小さじ2（6g） みじん切りにする。

A かんずり 少々（小さじ1/2位）

塩 小さじ1/2（3g） A（酢～オリーブ油までの調味料）と③を合わせる。
オリーブ油 小さじ1（4g）

器にリーフレタス、②を盛り付け、④をかける。
ベビーリーフ

1人分：37kcal、塩0.3g+α

たまねぎ 1/2コ（100g） たまねぎは薄切り、しめじは石づきを取りばらばら
乾燥わかめ 4g にする。かにかまはほぐしておく。
かにかま 4本
しめじ 1/2コ（50g） 計量した水を鍋で沸かし、①と鶏ガラスープの素を
水 3カップ（600cc） 入れ、柔らかくなるまで煮る。
鶏ガラスープの素 小さじ2（5g）

じゃがいも 1/2コ（100g） ②の火を一旦消し（湯気でやけどをしないように
塩・こしょう 少々 するため）、じゃがいもを直接おろし入れ、もう一度

火をつけ、かき混ぜる。

とろみがついたら、塩・こしょうで味を調え、
火を止め、わかめを加える。

熱に強いじゃがいもでビタミンC補給
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～　食事と運動でズバリ！夏バテ予防！　～　　

講師：新潟スポーツ栄養サポートグループ
平成30年7月1日（日）　新潟市食育･花育センター

新潟市食育・花育推進キャラクター

まいかちゃん

4人分

白飯

材料(4人分）

①

②

③

④

グリルポークにいがた流　サルサソース添え

材料(4人分） 作り方
①

②

③

④

⑤

新潟の暑い夏、かんずりのうま辛ソースで乗り切りましょう！
豚肉以外に鶏肉や白身魚もおすすめです。

じゃがとろスープ

材料(4人分） 作り方

※



1人分：58kcal、塩0.7g

ピーマン 2個 ピーマンは千切りにする。
赤ピーマン 1/2個
黄ピーマン 1/2個 ①をアイラップに入れ、電子レンジにかける。
塩昆布 15g
白ごま 大さじ2 ②をざるにあげ、水気を切り、冷ます。
ごま油 小さじ1

③を塩昆布、白ごま、ごま油で和える。

1人分：33kcal

熱湯 300cc 熱湯にティーバックを入れ、濃いめの紅茶を入れる。
ティーバック
粉寒天 1g ①が熱いうちに（80℃以上）、粉寒天を振り入れ
オレンジマーマレード 大さじ4（80g） ながら、泡立て器で約1分かき混ぜる。
水 大さじ4（60cc）

レモン汁 小さじ1 型に流し入れ、冷やし固める。

マーマレードに水、レモン汁を加えソースを作る。

④に⑤をかける。

デザートは心の栄養です！
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ビタミンカラーのビタミンは
油と一緒で吸収UP！

オレンジティーゼリー

材料(4人分） 作り方
①

②

③

④

⑤

カラフル塩昆布ナムル

材料(4人分） 作り方
①

②

③

④



季節の料理教室　

新潟市食育・花育推進キャラクター　まいかちゃん

１人分エネルギー：  348kcal　（塩分 2.3ｇ）

材料（2枚 　４人分） 作り方

≪ピザ生地≫ ①
米粉(グルテン入り) １８０ｇ
塩 小さじ１/２
砂糖 小さじ１/２
オリーブオイル 小さじ１
ドライイースト ４.５ｇ （冬は温かめの水にします。）

水(ドライイースト用) １５㏄
水(３０℃) １２５㏄ ②
クッキングシート ４枚

≪トッピング≫
ミニトマト(赤､黄) 各２個
とろけるチーズ ８０ｇ ③
ピーマン 各１/４個
(赤､黄､ｵﾚﾝｼﾞ､緑)
ボイルウインナー ８０ｇ
ピザソース(手作り) 大さじ１
タバスコ（お好みで） ④

≪手作りピザソース　作りやすい量≫
カットトマト水煮缶 １缶
玉ねぎ １５０ｇ
ニンニク ２カケ
オリーブオイル 大さじ１ ≪　手作りピザソースの作り方　≫
バジル 小さじ２
オレガノ 小さじ２ ①
ローリエ １枚
塩 小さじ１弱

②

※ピザソースは冷蔵で１週間程度保存できます。
　ハーブは乾燥ハーブで代用できます。 ③
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～ フライパンで作る簡単ピザ ～

講師：新潟市食生活改善推進委員協議会
平成30年7月15日 新潟市　食育・花育センター

米粉ピザ

小鉢に水１５㏄を入れ、ドライイーストを振り入れ
て膨張させておきます。

ボウルに米粉（グルテン入り）･塩･砂糖･オリーブオ
イルを入れて均一に混ぜ込んだ中に、加減を見なが
ら、膨張させたドライイーストと水を加えます。

①の生地をなめらかになるまでよくこねます。その生地
を２等分し、クッキングシートの上で２ミリ位の厚さま
で麺棒で丸く伸ばします。（麺棒がなければ手で少しず
つ押し広げます。生地発酵の必要はありません。）

②の伸ばした生地にオリーブオイルを１枚につき小
さじ１（分量外）をぬり、その上にピザソースを
ぬって、ミニトマト･カットしたボイルウインナー･
千切りピーマンを散らし、チーズをのせます。

③をフライパンにクッキングシートのまま入れ、蓋
をして弱火で１５分焼いたら出来上がりです。（火
が強いとピザの下が焦げてしまいます。クッキング
シートを２枚重ねると焦げにくくなります。）

鍋かフライパンにオリーブオイルを熱し、みじん切
りにした玉ねぎとニンニクを炒める。

①にカットトマトを入れ、オレガノ･ローリエ･バジ
ルを入れて、好みの濃さになるまで煮詰める。

塩で味付けして、出来上がり。



　１人分エネルギー： 　５１ kcal　（塩分 ０.５ｇ）

材料（4人分） 作り方

水 ２５０ml ①
コンソメ １個
玉ねぎ 小１/２ ②
トマト 小１/２
鶏もも肉 ５０ｇ ③
ブロッコリー ４０ｇ
塩 少々 ④
豆乳 ２００ml

⑤

⑥

　１人分エネルギー：   ９０ kcal　（塩分  0.７ｇ）

材料（４人分） 作り方
サニーレタス 4枚 ①
キャベツ １００ｇ
コーン 大４(４０ｇ) ②
カニカマ 4本 ③
きゅうり １/２本

④

　　　　　　　　　　　　　　　　　☆　ドレッシング

　　人参････１５ｇ　　　　　　　　　　　　　　　　　酢･･････････大１と1/2
　　玉ねぎ･･1/4個（40g）　　　　　　　　　　A　  オリーブ油････大１と1/2
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　砂糖････････小２ 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　塩･･････････小1/4

　１人分エネルギー： 　１２４kcal　  （塩 分０ｇ）

材料（４人分） 作り方

粉寒天 ２ｇ ①
水 ５０ml
牛乳 ２００ml
砂糖 ２０ｇ ②

スイカ
パイナップル　　　合わせて２００ｇ ③ 冷やしておいたフルーツを一口大に切る。
キウイフルーツ あ

④
みつ豆缶 ２００ｇ
みつ豆缶汁 １００ml
炭酸水 ２００ml
ハワイアンブルー 大２
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おいしい豆乳スープ

玉ねぎとトマトと肉は、小さい四角に切ります。ブ
ロッコリーは小さいフサになるように切ります。
鍋に水と玉ねぎ･コンソメを入れて火にかけます。

②の鍋が沸騰したら、１口大に切ったとり肉を静か
に入れます。
とり肉が白くなり火がとおったら、トマトとブロッ
コリーを入れます。ふたをして、沸騰したら弱火で
３分煮込みます。

④の味見をして、しっかり味がついてきたら、火を
止めてぬれたフキンの上に置きます。

⑤の鍋に豆乳を静かに入れて出来上がりです。味が
足りなかったら塩を少し入れます。
おわんに入れてスプーンでいただきます。

キャベツときゅうりを千切りにする。カニカマをさ
いておく。
サニーレタスを器にしいて①とコーンを盛り付ける。

ドレッシングは、人参と玉ねぎをすりおろして、A
と混ぜ合わせる。
野菜に③のドレッシングをかけて、出来上がり。

フレッシュサラダ

フルーツカクテル

鍋に水と粉寒天を入れ弱火にかけ、寒天がとけたら
砂糖と牛乳を加え、沸騰直前で火を止める。

あら熱が取れたら流し缶に入れ、冷やし固める。２
cm角に切る。

グラスに牛乳寒天とフルーツを盛り、みつ豆缶汁と
炭酸水とハワイアンブルーを混ぜて食べる直前にか
ける。

すりおろして
Aと混ぜる



材料（60ヶ分） 作り方

もち米 1.5kg（1升） 【もちをつく】
白砂糖 150g もち米は、よくとぎ一晩浸水させる。
水 300cc ザルにあげ、水を切る。

あん（市販品） 1.5kg 蒸気のあがったせいろにもち米を入れ、
笹 60枚 30分～40分蒸す。

打ち水（300cc）をし、芯がなくなるまで蒸す。

自動もちつき機に入れ、もちをつく。
つぶがなくなり、なめらかになったら白砂糖と
水を加え、固さを調整する。

【もちを丸める】
あんは25gに丸めておく。

生地は37g～40gにちぎり、あんを包む。
（手水をつけながら）

笹の裏（つやの無い方）に、②をのせ、
笹を折りたたむ。
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③

①

②

③

～　農家に習う笹もち作り　～　　

講師：八百板 恵子 先生
平成30年7月21日(土）　新潟市食育･花育センター

新潟市食育・花育推進キャラクターまいかちゃん

笹もち

①

②



材料（3人分） 作り方

ピーマン 1.5ヶ ピーマンは縦半分に切り、種を取っておく。
鶏ひき肉 60g 玉ねぎはあらみじん切りに、かぼちゃは食べやすい
玉ねぎ 小1ヶ 大きさに切り面取りする。
塩・こしょう 各少々 トマトはヘタを取り、茄子は厚めに切り
片栗粉 大1 水にさらす。

かぼちゃ 180g 玉ねぎ・鶏ひき肉・塩、こしょう・片栗粉を
中玉トマト 3ヶ よく混ぜる。
茄子 1.5ヶ
サラダ油 大1～2 ピーマンに片栗粉をふり、①をつめる。
片栗粉 打ち粉

茄子は水をふき取り、うすく片栗粉をつける。
水 100cc
豆乳 200cc フライパンにサラダ油を入れ、茄子、ピーマンの
味噌 大1強 両面に焼き色をつける。

水を注ぎ、かぼちゃ、トマトも加え、やわらかくなる
まで煮る。（火は中火～弱火へ）

やわらかくなったら豆乳、味噌を加え味をととのえる。
沸騰する前に火を止める。

材料（1人分） 作り方

お湯 60cc お湯をボールに入れ、杏仁豆腐の素を入れ、
牛乳 40cc 2分位よくかき混ぜる。
杏仁豆腐の素 15g

牛乳を40℃～50℃にあたため、上記のものと
よく混ぜて容器に入れて冷蔵庫で冷やし固める。
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②

③

④

⑤

⑥

⑦

夏のさっぱり杏仁豆腐

①

夏野菜豆乳なべ

①

②



鍋炊きごはん

米 2合（300ｇ）
水 450ml

真いわし 4尾（130g×4尾）
梅干し 2個（30g）
しょうが 1かけ（10g）

水 200ml
酒 100ml

◎ みりん 大さじ2
砂糖 大さじ1と1/2
しょうゆ 大さじ1
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材料（４人分） 作り方

① 真いわしは頭をキッチンバサミで切り取り、内蔵を取り出し
てお腹の中をキッチンペーパーでふく。

② しょうがは薄切りにする。

③ フライパンに◎を入れて混ぜ合わせ①と②を加え、梅干しを
ちぎって加え、落としふたをして煮る。

・米と米を手のひらで押すようにこすり合わせる。　（これ
を『米をとぐ』というよ）

・何度かといだら、水を入れてさっとまぜてあらう。　水が
白くなくなるまでこれをくり返す。

② 鍋に分量の水、水気を切った米を入れて30分以上吸水させ
る。

③ 強火にかけてブクブク大きな泡が出てきて沸騰したら弱火に
して12分炊く。
最後に20秒強火にして底に残っている水分をとばす。
※米を炊いている時は絶対にフタを開けないこと。

④ 火を止めて10分そのまま置く。（これを『蒸らす』という
よ）　　フタを開けて炊けたご飯をしゃもじでやさしく混ぜ
ほぐす。茶碗に2～3回に分けてよそう。

いわしの梅煮

平成30年7月22日（日）　新潟市食育･花育センター

新潟市食育・花育推進キャラクター

まいかちゃん

材料(4人分） 作り方

① 米をとぐ。
・ボウルにザルを重ねてその中に米を入れる。（米がこぼれ
ないようにするためだよ）

・たっぷりの水を入れざっとかき混ぜたら最初の水はすて
る。

キッズキッチン

～ キッズキッチンの一汁二菜 ～　　

キッズキッチンインストラクター：園田 幸子 先生



枝豆のゴマ和え

枝豆（サヤ付き） 200g
白炒りゴマ 15g（約大さじ2）
◎ 砂糖 小さじ2

醤油 小さじ2
塩（枝豆洗い用） 大さじ2

豆腐とワカメのお味噌汁

豆腐 1/3丁（120g）
ワカメ（乾燥） 3g
越後味噌 35g
昆布 1枚（5×5cm）
いりこ 15g
水 700ml

材料（4人分） 作り方

スイカ（小玉） 1/4個
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⑤ 豆腐を手の上で切る。

⑥ 鍋に豆腐とワカメを入れてさっと温めたらできあがり。お椀
によそう。

季節の果物

① スイカは食べやすい大きさに切り、器に盛る。

① 鍋に水と昆布といりこを入れしばらく浸しておく。　　昆布
が大きくなったら火にかけ、ブクブク煮立つ前に昆布といり
こを取り出す。

② ワカメは水に入れて戻す。

③ 軟らかくなったワカメの水気を切り、だしで煮る。

◎味噌によって塩分量が
違うので加減してくださいね

④ 少しのだしで溶いた味噌を鍋に戻入れる。

① ボウルに枝豆を入れてお米を研ぐようにゴシゴシッとして
サッと汚れを洗い流す。次に塩を入れて枝豆の表面について
いる産毛をとるようにもう一度ゴシゴシッとこすり落として
から、ぐらぐら熱いお湯の中にひとつかみずつ入れて茹で
る。

② 茹で上がったらザルに広げて冷ます。冷めたらサヤからはず
して、薄皮をむく。

③ すり鉢でゴマをすり、◎を加えて衣をつくる。

④ 枝豆を③で和える。

材料（４人分） 作り方

材料（４人分） 作り方



小麦粉とベーキングパウダーを一緒にして
小麦粉 150g 2回ザルでふるう。
ベーキングパウダー 4g

鍋にAの黒砂糖と水を入れ火にかける。
サラダ油 適量 黒砂糖を溶かし、黒みつを作る。
黒砂糖 小さじ6

フルーツを洗って、食べやすく切る。
黒砂糖 120g
水 260cc

【付け合わせ】 粉類に黒みつを入れて、よく混ぜる。
生クリーム 一度、ザルでこす。
フルーツ

鉄のフライパンなら、よく温めてサラダ油を塗る。
テフロン加工のフライパンなら、サラダ油を
薄く塗る。
火にかけて、1/6の生地をお玉に入れて流す。
中火の弱で焼く。

表面にブツブツと出来たら、裏返して焼く。

皿にラップを敷き、焼いた生地をのせる。
（ブツブツを下にする）

盛り付ける。
（「ちんびん」のイメージ写真） クレープを半分の長さに切り、皿に盛る。

最後に生クリーム・フルーツを添えて出来上がり。

（出来上がりのイメージ写真）
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※ この黒糖クレープは、沖縄の「ちんびん」という家庭で作ら
れるお菓子です。

③

A

作り方
①

②

③

④

小さじ1の黒砂糖をパラパラと散らし、粗熱が取れたら手前
からクルクルと巻く。形が落ち着いたら、ラップを取る。

⑤

平成30年8月17日（金曜）　新潟市食育･花育センター

新潟市食育・花育推進キャラクター

まいかちゃん

黒糖クレープ

材料(6本分） 下準備
①

②

～　楽しい黒糖クレープ作り　～　　

講師：木佐木 佳壽子 先生



南インドのチキンカレー

材料（５人分） 作り方

鶏もも肉 600ｇ 鶏肉にAをもみ込み、３０分以上置きます。

生姜（すりおろし） 小さじ4 厚手の鍋に油とマスタードシード、カレーリーフ

Ａ にんにく（すりおろし） 小さじ2 を入れ弱めの中火で温めます。

レモン汁 大さじ4

黒胡椒 小さじ1/2 マスタードシードのまわりに泡がたち始めたら

玉ねぎを入れ炒めます。

植物油 大さじ2

マスタードシード 小さじ2 玉ねぎに色が付き始めたら、Bを加え炒めます。

カレーリーフ １０枚

スパイスの香りが出てきたら①を入れ、

ココナッツミルクを加え煮ます。鶏肉が柔らかく

玉ねぎ（みじんぎり） 中1/2個分 なったら蓋を取りとろみを調整します。

コリアンダーパウダー 小さじ2

Ｂ チリペッパー 小さじ1（辛さ調整）

ターメリック 小さじ1/2

ガラムマサラ 小さじ2

ココナッツミルク 400ｍｌ

塩 小さじ1/2～

魚のピクルス

材料（５人分） 作り方

魚（きす） １０枚 魚はうろこと内臓を取って開きます。水洗いし

レモン汁 大さじ1 水気をふきとり、レモン汁をふりかけます。

玉ねぎ 1/4個 玉ねぎは5ｍｍ厚さの輪切りにします。

にんにく（みじん切り） 1/2片

生姜（みじん切り） 10ｇ フライパンにサラダ油を入れ、魚をあげるように

青唐辛子 ２本 焼き、取り出します。

サラダ油 40ｃｃ

酢 100ｃｃ ②のフライパンにカレーリーフ、にんにく、生姜

塩 小さじ1弱 コリアンダーシード、青唐辛子を入れて炒めます。

コリアンダーシード 小さじ1 ターメリックを入れ軽く炒めて酢、塩を加えます。

カレーリーフ １０枚

ターメリック 小さじ1/2 沸いたらすぐに火を止め玉ねぎを入れます。

⑤を魚にかけ冷蔵庫で冷やします。
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⑤

⑥

②

③

④

⑤

①

②

③

④

あなたの知らないスパイスの世界　インド料理編

～スパイスカレーとスパイス使いこなし術 ～

講師：花穂 Herb＆Spice School主宰 難波 真寿美 先生
平成30年8月25日（土）　新潟市食育・花育センター

新潟市食育・花育センターキャラクターまいかちゃん

①



ラッサム

材料（５人分） 作り方

レッドレンテル 50ｇ 厚手の鍋に分量の水とレッドレンテル、

ターメリック 小さじ1/4 ターメリックを入れ、蓋をして豆が柔らかく

水 540ｍｌ なるまで弱めの中火で煮ます。煮あがったら

植物油 大さじ1強 火からおろし、煮汁ごと取っておきます。

A マスタードシード 小さじ1/2 厚手の別の鍋に油とAを入れ火にかけ、

クミンシード 小さじ1/2 マスタードシードがはじけ始めたらカレーリーフ

カレーリーフ ５枚 を加え、蓋をして更に火を弱めます。

トマト（粗みじん切り） 中２個

青唐辛子 １本 マスタードシードがはじけるのが収まったら

蓋を取り、トマトと青唐辛子を入れます。

B コリアンダーパウダー 小さじ1

チリペッパー 小さじ1/4 トマトが崩れ始めたら、豆を煮汁ごと加えＢ、

ターメリック 小さじ1/4 アサフェティダ、タマリンドペースト、

黒胡椒 小さじ1/2 コリアンダーの葉、水500ｍｌを加え蓋をして

アサフェティダ 少々 弱火で煮ます。

タマリンドペースト 小さじ1/2

コリアンダーの葉 大さじ2 トマトが完全に崩れたら蓋を取り、塩で味を調え

（みじんぎり） とろみがつくまで弱火で加熱します。

塩 小さじ1/2～

材料（５人分） 作り方

サラダ油 大さじ1強 米は洗ってザルにあげ30分おきます。

クミンシード 小さじ1

ベイリーブス ２枚 米を鍋に入れ水加減しグリーンピースを加えます。

クローブ ２個

サラダ油、クミンシード、ベイリーブス、

米 2.5合 クローブを鍋に入れ熱し、香りが出てきたら

グリーンピース 1/2カップ ②に加えます。

塩 小さじ1/2

塩も加えかき混ぜてから炊きます。

材料（５人分） 作り方

バナナ ２本半 バナナは皮をむき適当な大きさに切ります。

A ヨーグルト 250ml

牛乳 375ml ミキサーにAを入れ撹拌します。

はちみつ 大さじ２と１／２

氷 適量 牛乳を加えさらに撹拌し、氷を入れたグラスに

ミント 適量 そそぎミントの葉を飾ります。
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②

③

④

バナナラッシー

①

②

①

②

③

④

⑤

マタルプラウ

①



材料(4人分）
鶏むね肉 200ｇ
えりんぎ 大1本
たまねぎ 1個
赤パプリカ 1個
黄パプリカ 1個
バジルの葉 適量
にんにく 1/2片 酒、オイスターソース、ナンプラーをあわせておく。
赤唐辛子 1/2本

酒  大さじ4
オイスターソース  大さじ3
ナンプラー  大さじ1

サラダ油  大さじ1

最後にバジルの葉を加え、ざっと混ぜ火をとめる。

ゴーヤ 1/4本（50ｇ）
きゅうり 1/2本
たまねぎ 1/4個（50ｇ）
ツナ缶詰（75ｇ） １缶
ポン酢 適量

きゅうりは縦半分に切ってから斜め薄切りにする。

おかひじき 1パック

枝豆 150ｇ
マヨネーズ  大さじ1
カレー粉  小さじ1/4
レモン汁  小さじ1/2
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① おかひじきは茹でて3㎝長さに切る。枝豆は茹でてさやから
はずす。

② マヨネーズ、カレー粉、レモン汁を混ぜ合わせ、汁気をきっ
たおかひじき、枝豆とあえる。

ゴーヤとツナのサラダ
①

ゴーヤは縦半分に切って種とワタをスプーンでこそげとり、
薄切りにする。湯（水500ml　塩小さじ1）が沸いたら30
秒ほど茹で、氷水にさらし、ざるにあげる。

② たまねぎは繊維にそって薄切りにし、さらしに包みもむ。流
水の中でもみ洗いし辛みをとる。

③

④ ゴーヤ、たまねぎ、きゅうりと油をきったツナをボウルにい
れ、混ぜ合わせ、ポン酢を適量かける。

おかひじきと枝豆のあえもの

③

④ フライパンにサラダ油とにんにく、唐辛子をいれ中火で熱
し、香りがたったら鶏肉を炒める。

⑤ 鶏肉の色が変わってきたら、たまねぎ、えりんぎを加え炒め
合わせる。

⑤ 玉ねぎがしんなりとしてきたらパプリカを加え炒める。合わ
せておいた調味液を加える。少し火を強め、汁気をとばすよ
うに炒める。

⑥

～　四季の暮らし　処夏のおかずと作りおき　～

講師：石田　恭子先生
平成30年8月28日(火）　新潟市食育･花育センター

新潟市食育・花育推進キャラクターまいかちゃん

鶏肉の夏野菜炒め（ガパオ）
作り方
① 鶏むね肉は皮をのぞき1㎝角に切る。えりんぎ、たまねぎ、

パプリカも同様に切る。

② にんにくはみじん切りにする。バジルは葉をつむ。唐辛子は
種をとり輪切りにする。



材料(4人分）
なす 4本（400ｇ）
赤唐辛子 1本
サラダ油  大さじ2
水 　２／３カップ
砂糖  大さじ1 赤唐辛子は種をとり、半分に折る。
しょうゆ  大さじ2

きゅうり 2本
砂糖   40ｇ
酒   20ｇ
塩     7ｇ
粉辛子     4ｇ

※　茹でたいかを辛子漬けのつけ汁ごと和えてもおいしい。
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青唐辛子の酢漬け

青唐辛子は洗ってへたを切り、ざるに広げてから水分をしっかりとふき取り、瓶にぎっしりと詰める。
好みの酢をかぶるくらいまで注ぎ、ふたをする。
1週間以上おき、青唐辛子の色があせてきたら使い始める。（冷蔵庫で1年保存可　酢を足しながら）
赤身の肉、青魚のグリルにかけたり、焼きなす、かぼちゃなどの野菜に粗塩と油とともにかけても。

②

③ 鍋にサラダ油を入れて熱し、なすを皮目を下にしていれる。
強火でしっかりと炒め赤唐辛子を加える。

④
分量の水、砂糖を加え煮立て、落とし蓋をして4分ほど中火
で煮る（皮目を下にしてなるべく空気にふれさせない）。

⑤
しょうゆを加え、落とし蓋をし煮汁が1/3量になるまで中火
で煮る。煮あがったらそのまましばらくおき、粗熱がとれた
ら冷蔵庫で冷やす（冷やすときも皮目は下）。

きゅうりの辛子漬け
① きゅうりは1㎝厚さの輪切りにし、混ぜ合わせたつけ汁に漬

け、保存容器にいれて冷蔵庫で1晩おく。

なすの煮もの
作り方
① なすはへたのひらひらしている部分を取り除く。縦半分に切

り、皮目に斜めに1㎜の切り込みをいれ、斜め半分に切る。

たっぷりの水に放つ。



✿バターの風味とほんのり効いた塩味が決め手の「塩バターロール」と、
手作りカスタードクリームで「クリームパン」を生地から手作りしましょう！
✿一つの生地から2種類のパンを作ります。

塩3個・クリーム3個分

生地の作り方

強力粉 150g（100％） 大きなボウルに砂糖、塩を入れ、乾いた状態で
砂糖 11.2g（7.5％） かき混ぜます。
塩 2.7g（1.8％） ①に水と卵を合わせた物の1/3量を入れ、ふんわりと
スキムミルク 3g（2％） 下から掻き上げる様にかき混ぜます。
水 72g+α（48％） ②に残りの水と卵を合わせた物を1/3入れ、
卵 30g（20％） ふんわりとかき混ぜます。
イースト 4g（2％） ③を何度か繰り返します。
無塩バター 7.5g（5％） ボウルの中で少し捏ね、イーストを入れ捏ねます。

⑤を、アルコール消毒をした台の上に出し、
※水の＋αについて しっかりと捏ねます。
手捏ねの場合、乾きやすいので 途中たたきを入れながら捏ねます。
水を足す場合があります。 グルテンができていることを確認し、バターを

3回くらいに分け入れ、捏ね上げます。
【塩バターロール】 最後に少したたき、表面をきれいにします。
■フィリング グルテンを確認し、丸めてボウルに入れ、
無塩バター 2.5g×3 発酵させます。
■トッピング
岩塩 適量
牛乳 適量 カスタードクリームの作り方

【クリームパン】 ボウルにグラニュー糖、ふるった薄力粉を入れ、
■フィリング（カスタードクリーム12個分） 乾いた状態で良く混ぜ合わせます。
卵黄 3個 ①に卵黄と少量の牛乳を加え、良く混ぜ合わせ
牛乳 380g ます。
グラニュー糖 75g 残りの牛乳は、沸騰直前まで温めておきます。
薄力粉 30g ②に③を少しずつ加え、良く混ぜ合わせます。
バニラエッセンス 5滴 ④を濾しながらお鍋に戻し、強火で一気に煮上げ
■トッピング ます。
スライスアーモンド 適量 ボウルに移し、バニラエッセンスを加え良く混ぜ、
卵白 適量 直ラップをし、上下に氷水の入ったボウルを当てて

急冷します。
【工程】 しっかりと冷めたら、12個に分けておきます。
一次発酵 28.0℃～30.0℃　30分～

分割 6個
成形
仕上げ発酵 33.0℃から35.0℃ 20分～

トッピングを飾ったり、照り卵を塗る。

焼成 180.0℃　12～13分
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⑥

⑦

⑥

⑦

⑧
⑨

①

②

③
④
⑤

まいかちゃん

パン生地作り

【生地の材料】

①

②

③

④
⑤

～　手捏ねで簡単、手作りパン　～　　

講師：熊谷 れい子 先生
平成30年9月6日（木）　新潟市食育･花育センター

新潟市食育・花育推進キャラクター



✿イタリア、トスカーナ地方のお料理です。
古く、堅くなったパンを美味しく食べようと考えられた「パンペルデュ」のひとつです。

パン 200g パンは2cm角に切り、フライパンで軽く焼きます。
（少し日が経って、堅くなったもの） ①を白ワインと水に浸します。
白ワイン 大2 トマトは2cm角に切っておきます。
水 大1 きゅうりは2cm角に切り軽く塩を振り、水気が出たら
トマト（2cm角） 1個 ペーパー等でふき取っておきます。
きゅうり（2cm角） 1本 紫玉ねぎは、薄くスライスをして、水にさらして
塩 少々 辛みを取り、水分をペーパー等でふき取っておきます。
葉物 150g 固ゆで玉子は、2cm角にカットしておきます。
紫玉ねぎ（スライス） 30g 葉物は、洗ってしっかりと水気を切っておきます。
ゆで卵 2個 A の材料を合わせてドレッシングを作ります。
紫玉ねぎ（すりおろし） 大1 茹で卵以外をボウルに入れ、⑥のドレッシングを

白ワインビネガー 大2 加えて和え、お皿に盛り付け、茹で卵を飾ります。
オリーブオイル 50cc
塩 2g
胡椒 少々

MEMO
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⑤

⑥
⑦
⑧
⑨

A

パンツァネッラ

材料(４人分） 作り方

①
②
③
④



材料（各2個ずつ4個分） 作り方

ごはん 200g 梅干し
◆梅干し 1/2個 ご飯茶碗にご飯を入れ、真ん中に梅干しを入れる。
◆ちりめんじゃこ 大さじ1（5g）

　白炒りごま 小さじ1（2g）

ちりめんじゃこ

材料（2人分） 作り方

鶏もも肉 1枚（約200g） 肉は3～4cm角に切る。
◎水 大さじ3
◎砂糖 小さじ2
◎醤油 大さじ1
◎みりん 大さじ1
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② フライパンに鶏肉の皮目を下にして並べ、中火でこん
がりと焼く。

③ 肉のまわりが白くなってきたら、裏返してこんがりと
焼き目をつける。肉からでた脂をキッチンペーパーに
吸わせて取り除く。

④ ◎を加えて、フタをして弱火でじっくり味をしみ込ま
せる。（焦げないように気をつける。）

② ラップを敷いた上に①のご飯をのせて、ラップごとに
ぎる。

◆
① ボウルにご飯を入れ、ちりめんじゃこと白炒りごまを

よく混ぜる。

② ラップを敷いた上に①のご飯をのせて、ラップごとに
ぎる。

鶏の照り焼き

①

～　キッズキッチンの「お弁当」　～　　

講師：キッズキッチンコミュニティ新潟　冨澤　悦子　先生
平成30年9月9日（日）　新潟市食育･花育センター　

新潟市食育・花育推進キャラクター

まいかちゃん

おにぎり（梅干し、ちりめんじゃこ）

◆
①



材料（2人分） 作り方

人参 1/2本（50g）
◎水 100ml
◎塩 ひとつまみ
◎油 小さじ1/2 鍋に切った人参と◎を入れる。

フタをして弱火で水気がなくなるくらいまで煮る。

材料（4個分） 作り方

越後味噌 60g 万能ネギを小口切りにする。
水 大さじ1
万能ネギ 2本
粉鰹 大さじ1（3g）

◎乾燥カットワカメ 3g みそを加えて混ぜ合わせる。
◎おつゆ麸 8個
◎お湯
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⑤ お椀に④のみそ玉、麸、ワカメを入れて熱湯（1人分
150ml）を注ぎ、混ぜていただく。

②

③

みそ玉みそ汁

①

② フライパンに水と切ったネギを入れ、弱火でしんなり
するまで火を通す。

③

④ 粉鰹を加えて、粗熱が取れたら、4等分にしてラップに
のせて丸める。

人参のグラッセ

① 人参は皮をむいて、細い棒状にして、お口の大きさに
切る。



1人分：252kcal　（塩分0ｇ）

　米 　　 2合
(炊き上がり　　1人分　150ｇ）

1人分：237kcal　（塩分1.1ｇ）

アジ 中4尾 茄子は乱切り、人参は短冊切りにする。ゴボウは斜め切り
塩・コショウ 少々 にし水にさらす。
小麦粉 適宜 アジを3枚におろし、1枚を2つに切り、塩・こしょうで
茄子 2本 下味をつけたら、小麦粉をまぶす。
ゴボウ １/2本 ①と②を油で揚げる。
にんじん １/2本 すりおろした玉ねぎとAを煮立てる
揚げ油 適宜 バットに➂を入れ、上から➃をかけ、味がしみたらお皿に
玉ねぎ 2/3個 盛りつけ、千切りにした青じそを上にのせる。
　　みりん 大さじ1と１/3
　　醤油 大さじ1
Ａ 　料理酒 大さじ1と１/3
　　水 40㏄
　　豆板醤 小さじ2/3
青じそ 6枚
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新潟市食育・花育推進キャラクターまいかちゃん

～ さかなと夏野菜で元気回復 ～　　

⑤

材料(4人分）

アジと野菜のおろし和え

材料(４人分） 作り方

①
　
②

③
④

講師：食生活改善推進委員協議会　
平成30年9月16日（日）　新潟市食育･花育センター

ご飯　　　　　　



１人分：54kcal　（塩分0.5ｇ）

　

ひじき（乾） 12g ひじきは水につけて戻したら、軽く茹でて水につけて冷ま
スイートコーン 40g しておく。
（ホール） きゅうり、にんじんは3㎝の千切りにする。
水煮大豆 40g スイートコーンと大豆は水気を切っておく。
きゅうり 80g ボウルにAを合わせ、①と②と➂を加えて和える。
にんじん 20g 器に盛り付ける。
　　白いりごま 小さじ2
　　砂糖 大さじ１弱
A 酢 大さじ1と１/3
　　醤油 小さじ1と１/3
　　ごま油 小さじ1

１人分：33kcal　（塩分0.9ｇ）

卵 1個 お湯をわかしコンソメとうす切りの玉ねぎを入れる。
トマト 1個 1㎝角に切ったトマトを入れる。
レタス 20g 沸騰したら溶き卵とレタスを入れ、塩・こしょうで味を
えのきだけ 20g 整える。
玉ねぎ 30ｇ
コンソメ(固形） 1個
塩・コショウ 少々
水 600㏄
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玉子スープ

材料(４人分） 作り方

①
②
➂

ひじきサラダ

材料(４人分） 作り方

①

②
③
④
⑤



伝えたい新潟の味

れんこん 300g れんこんは、皮をむいて酢水につけ、あくぬきをして
酢 少々 半分はおろし、残りの半分はポリ袋に入れてすりこぎ
えび 150g で大豆の粒くらいにたたく。

塩 小1/2 えびは、さっと塩水で洗い、殻をむいてあらみじんに
生姜汁 小1 切り、塩・生姜汁を加えてよく混ぜて①と合わせる。

ベビーリーフ 1袋 ②を8等分にして小判型に整え、小麦粉・卵・パン粉
小麦粉 をつけて油で揚げ、器に盛る。
卵 ベビーリーフを添える。
パン粉
揚げ油

白滝 1/3ヶ 白滝は塩少々で茹で、5cmに切って水分をきっておく。
干椎茸 2枚 干椎茸は、水にもどしてごくうすいせん切り。

椎茸のもどし汁 大2 Ａで汁気がなくなるまで煮ておく。
Ａ みりん 大2 れんこんは皮をむき、薄いいちょう切りにし、Ｂで

しょうゆ 大1 煮ておく。
玉麩 10g （火を強くするとこげるので注意）
れんこん 60g きゅうりはうすい小口切り。軽く塩をふり水洗い

酢 大1 してしぼる。
Ｂ さとう 大1 大根はおろし、しっかりふきんで絞る。

塩 少々 かきのもとは、花びらを取り、たっぷりの湯に酢少々
きゅうり 2/3本 を加えて茹で、盆ザルにとってはしでほぐしておく。
塩 少々 クルミは熱湯をかけ皮をむく。（和クルミの場合）
大根 100g ごまはかるく炒り、すり鉢でよくすり、クルミを加え
かきのもと 80g よくすり混ぜ、Ｃの調味料を加え①～⑥と玉麩を
白ごま 大1・1/2 和える。
クルミ 20g

さとう 大2
みりん 小1

Ｃ 塩 小1/2
酢 大2
薄口しょうゆ 小1/2

50

④

⑤
⑥

⑦
⑧

①

②

③

かき合生酢

材料(4人分） 作り方
①
②

③

～　片桐先生の秋を楽しむ家庭料理　～　　

講師：片桐 佳子 先生
平成30年9月21日（金）　新潟市食育･花育センター

新潟市食育・花育推進キャラクター

まいかちゃん

おろしれんこんのコロッケ

材料(4人分） 作り方



もち米 2Ｃ もち米は2時間以上水につけておき、水気を切って
さつま芋 150g おく。
かきのもと 25g さつま芋は、1cm角に切って水にさらす。
酢 少々 かきのもとは、花びらを取り、洗って沸騰した湯に

サラダ油 大1/2 酢少々を入れてさっと茹で、盆ザルに広げ、
薄口しょうゆ 大1 冷ます。
さとう 大1 耐熱容器に、もち米とＡを加えて混ぜ合わせ、

Ａ 酒 大1 さつま芋を入れてレンジ（600Ｗ）で5分かけて
みりん 大1 かき混ぜる。これを2回くりかえす。
塩 小1 器に盛り、かきのもとをちらして黒ごまをふる。
出し汁 300cc

黒ごま 少々

かぼちゃ（正味） 50g かぼちゃは、皮を厚くむき、一口大に切ってビニール
白玉粉 50g 袋に入れ、レンジ（600Ｗ）で2～3分かけてつぶす。
水 ボールに白玉粉を入れ、水少々をふってしとって

海老 2尾 きたら、かぼちゃを入れて手水で耳たぶ位に練る。
酒 4等分にする。
塩 海老は塩水で洗い、背わたを取り、酒・塩を少々

かきのもと 少々 ふってラップをしてレンジで火を通し、皮をむいて
出し汁 4Ｃ 1cmに切る。
薄口しょうゆ 大2/3 かきのもとは、花びらをとって洗い、熱湯に酢少々を
酒 大1・1/2 加えてさっと茹で、ザルに広げて冷ます。
塩 小1 白玉粉に海老を包み、熱湯に茹で、浮いたら2～3分

茹でて水に取る。
器に白玉を入れ、Ａを煮立てて熱い出し汁をはり、
かきのもとをちらす。
白玉粉に水を加えるとき、入れすぎないように微調整
（手に水をつけながら）するといいです。

かぼちゃ（正味） 70g かぼちゃは、皮を厚くむき、一口大に切ってビニール
白玉粉 70g 袋に入れ、レンジ（600Ｗ）で3～4分かけてつぶす。
水 適宜 ボールに、白玉粉に水を少し入れ、しとらせてから
あずきあん 150g かぼちゃを加え、手水で耳たぶ位に練る。
生クリーム 1/4Ｃ ②を丸め、熱湯で茹でて、浮いてきたら水に取る。
ラム酒 少々 生クリームは、8分立てにして、ラム酒少々を加える。

器に白玉を盛り、あんをかけて、生クリームをのせる。
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①

②

③
④
⑤

③

Ａ
④

⑤

⑥

※

かぼちゃ白玉のあんクリーム

材料(4人分） 作り方

②
③

④

⑤

かぼちゃ白玉すまし汁

材料(4人分） 作り方
①

②

さつま芋おこわ【かきのもと入り】

材料(4人分） 作り方
①



【ほうれん草のナムル】

ほうれん草 1束 ほうれん草は塩ゆでをして、水にとる。
塩 適量 水気を絞り、2～3cm長さに切る。
すりごま 小さじ1 更によく水気を絞って、Ａで和える。
おろしにんにく 少々
胡麻油 小さじ2

【人参のナムル】

人参 小1本 人参は3cm長さの細切り。
胡麻油 小さじ2
塩 適量 フライパンに胡麻油を入れて、人参を炒める。

しんなりしたら、塩で味をつける。

【大豆もやしのナムル】

大豆もやし 1袋 大豆もやしは洗って鍋に入れ、ひたひたの水と
塩 適量 一つまみの塩を入れる。
すりごま 小さじ1 蓋をして強火にかける。
小葱みじん 少々
胡麻油 小さじ2 沸騰してきたら、弱火にして5～6分茹でる。

豆が柔らかくなったら、ザルにあげて水気をきる。
再び鍋に戻して、熱いうちにＢで和える。

【牛そぼろ】

牛ひき肉 100g ボウルに牛ひき肉を入れて、Ｃで和える。
胡麻油 小さじ1
醤油 大さじ1 フライパンで、ほぐしながら炒める。
砂糖 小さじ1
おろしにんにく 少々

～仕上げ～
器にご飯を盛り、ナムル・牛そぼろを盛り付ける。
コチュジャンを添えて出来上がり。

ピビㇺは「混ぜる」、パプは「ご飯」という意味で、スプーンでよく混ぜて頂く料理です。
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①

Ｃ
②

①

①

②

材料(4人分） 作り方
①

Ｂ

②

③

材料(4人分） 作り方

まいかちゃん

簡単ピビㇺパプ

材料(4人分） 作り方
①

Ａ

材料(4人分） 作り方

～　いただきますを学ぶ　～　　

講師：木佐木 佳壽子 先生
平成30年9月23日（日・祝）　新潟市食育･花育センター

新潟市食育・花育推進キャラクター



鶏もも肉 1枚 わかめ：塩抜きをして洗い、水気を絞り食べやすい
水 5Ｃ 　　　　大きさに切る。
酒 大さじ2 鶏もも肉：余分な脂肪・筋などを取る。
塩 小さじ1/2 食べやすい大きさに切る。
わかめ 適量
胡椒 少々
炒り胡麻（白） 少々 鍋に鶏肉・水・酒を入れて、アク取りペーパーを
アク取りペーパー 1枚 落し蓋にして、火にかける。

煮立ってきたら弱火にして、20分程煮る。
箸でアク取りペーパーを取り、鍋ふちのアクを
拭き取る。
アク取りペーパーを小皿にのせて、煮汁を絞る。

わかめ・塩・胡椒を入れて味をみる。
塩で味を調え、最後に白胡麻を入れて出来上がり。

※ 鶏もも肉の余分な脂などを取るのは、臭みや雑味を
取るためです。

紅茶ティーパック 2パック ゼラチン：水で湿らせておく。（水は大さじ4～5）
熱湯 2Ｃ 型：水でぬらしておく。

ゼラチン 10g
水 大4～5

コンデンスミルク 鍋に紅茶のティーパック・熱湯を入れて1～2分おき、
流し型 紅茶ティーパックを取り出す。

ふやかしたゼラチンを入れて、溶かす。
溶けない時、弱火にかけ溶かす。

型に流し、冷やし固める。

頂く時にゼリーをフォークで大きく砕く。

器に盛り、コンデンスミルクをかけて出来上がり。

53

③

④

⑤

②

紅茶のゼリー　ミルクかけ

材料(4人分） 下準備

作り方
①

②

鶏のわかめスープ
材料(4人分） 下準備

作り方
①



ハーブ教室

水 200cc 鍋に水と粉寒天、砂糖と八角を入れて火にかけ、寒天
粉寒天 40g が溶けて透き通るまで混ぜながら煮溶かし火を止める。
砂糖 50g
牛乳 400cc ボウルに杏仁霜を入れ、牛乳を少しづつ加えて、よく
杏仁霜（ｷｮｳﾆﾝｿｳ） 大2 混ぜ合わせたものを①に加え、弱火で温めて火を止める。
八角 1/2

八角を取り出してジップロックの袋に入れて粗熱が
取れたら、冷蔵庫で冷やし固める。

※お好みでジャスミンシロップ 「杏仁霜」とは
をかけても良い

シナモン 全てをパウダー状にして混ぜ合わせる。
クローブ
陳皮 各大２ 「五香粉」(ウーシャンフェン)とは
花椒（ホアジョウ）
八角
フェンネルの実

注）高温多湿に注意して早めに使うこと。
＜料理例＞

「豚の角煮」「揚げ物」「焼きそば」「ギョウザの具」ｅｔｃ
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～　手作りラー油とジャージャー麺を作ろう　!　～　　

講師：長谷川　智美先生
平成30年9月29日(土）　新潟市食育･花育センター

新潟市食育・花育推進キャラクターまいかちゃん

杏仁豆腐
材料(４人分) 作り方

①

②

③

五香粉
材料(作りやすい分量) 作り方

＜使い方＞

・料理の香り付け

・肉や魚の臭み消し

中華料理に使われるミックススパイスのこと。「五香」とは「五種の
香り」ではなく「多い」「複雑」などの意味で地方によって八角や
フェンネルの使い方が変わるそうです。

杏の実の種から殻を取り除いた「仁」を粉にしたもの。
抗炎症・胃腸を整える、漢方では咳止めに使われています。

スパイス名 科目 使用部位 効能 備考 注意事項

シナモン クスノキ科 ＜樹皮＞

抗ウィルス、抗菌、健胃、発汗、駆
風作用、冷え性、リウマチ痛、関節
炎、血糖値制御等。

中国産のカシアとスリランカ産
のセイロンがある。

妊娠中は子宮刺激があ
るので大量摂取しな
い。

クローブ フトモモ科 ＜蕾＞

消化促進、鎮痛、殺菌、麻酔作用。
和漢薬では急性腸カタル、腹痛等に
使用されしゃっくり、嘔吐、胃痛に
も良いとされています。

ゴキブリがこの香りを嫌いま
す。

大量には使用しないこ
と。

陳皮 ミカン科 ＜果皮＞

脂肪燃焼、血流アップ、冷え性、ア
レルギー緩和、健胃、利尿作用、免
役アップ、せき、たん、風邪の症
状。

中国ではマンダリンオレンジの
果皮、日本ではウンシュウミカ
ンの果皮を乾燥させて代用して
います。
（七味唐辛子に入っています）

花椒 ミカン科 ＜果皮＞ 殺菌、麻酔、鎮静作用。
日本の山椒とは種類と産地が異
なり、「ホアジョウ」とも呼ば
れています。

大量に摂取しないこ
と。

八角 シキミ科 ＜果実＞
健胃、鎮痛、駆風、嘔吐、殺菌、興
奮作用。

「スターアニス」とも呼ばれ、
日本では線香の原料にされてい
ます。

日本原産の有毒植物シ
キミと似ているので市
販品を使いましょう。

フェンネルの
実

セリ科 ＜実＞

口臭予防、母乳の分泌を促す。結膜
炎や眼の疲れを改善する。（洗眼
薬）

ティーは安全ですが、大量摂取
にはホルモンバランスの失調に
つながるので注意が必要です。

妊娠中は使用を避ける
こと。



A. サラダ油 120ｃｃ ・Ａ～Ｄの調味料をそれぞれ準備しておく
皮付生姜のみじん切り 60ｇ

フライパンを弱火で熱し、Ａを加える
B. 豆板醤 大１

粉唐辛子 大１と1/2 油が泡立ってきたらＢを加える

C. 料理酒 120ｃｃ 香りが立ったら中火にしてＣを加える
醤油
砂糖 各小１ 沸騰してトロミがついたら
塩 火から下ろして、熱いうちにＤを加える

Ｄ.すりごま白 大１と1/2 辛さはＢの調味料の分量で調整してください。
ゴマ油 240ｃｃ

冷蔵庫で１ヶ月間保存可能
＜使用材料の効能＞
しょうが ・・・・・ 新陳代謝を高めて体を温める。痰、発汗、むくみや解毒作用も期待されます。

唐辛子 ・・・・・ 胃腸の冷えを取り除き、血の巡りを良くして体を温める。消化促進も期待されます。

白ごま ・・・・・ 体内を潤し体全体の調子を整える。肌の乾燥や便秘の予防も期待されます。

ゴマ油 ・・・・・ 大腸を潤し便秘に有効とされ、皮膚も潤すとされています。

サラダ油 大1 ・白きくらげは水で戻す。

皮付き生姜 大2 ・ＡとＢの材料は粗みじん切りにする。
にんにく Ａ 小2
長ネギ 15cm ・Ｃは合わせ調味料にして混ぜておく。

甜麺醤 大3 フライパンを弱火で熱しサラダ油を入れる。

舞茸 100ｇ Ａの材料を入れて、香りがたったら甜麺醤を加える。
たけのこ水煮 Ｂ 70ｇ
白きくらげ 70ｇ Ｂの材料入れ、強火にする。

酒 大1 Ｃの調味料を加え、水溶き片栗粉を入れて混ぜる。
醤油 大1
砂糖 小1 ひと煮立ちしたら、五香粉をひとつまみ加えて
塩 Ｃ 小1/2 火を止める。
白コショー 少々
水 100ｃｃ 中華麺を表示通りに茹で上げ、湯を切り熱々の麺に

ラー油をからめる。
片栗粉 大1
水 大1 ⑥を皿に盛り、⑤の具材をのせる。

五香粉 ひとつまみ

中華麺 3玉 ※「ジャージャー（炸醤）」とは、油で炒めた味噌のこと。

ラー油 小２
＜使用材料の効能＞
にんにく ・・・・・ 抗菌、解毒、鎮静作用が期待されます。

舞茸 ・・・・・ 免疫力を高め、ガンの抑制効果が高いと期待されています。また、糖尿病の予防や

コレステロールの抑制と排泄にも良いとされています。

きくらげ ・・・・・ 「黒きくらげ」は、血液の浄化や生活習慣病予防が期待され、

「白きくらげ」は、肺の働きを良くしてくれて女性の更年期でのイライラや不眠、

息切れなどホルモンバランスを整えてくれるとされています。
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材料（3玉分） 作り方

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

ラー油
材料（分量120ｃｃ×4） 作り方

①

②

③

④

肉なしジャージャー麺　～秋バージョン～


