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さつま芋のご飯さつま芋のご飯さつま芋のご飯さつま芋のご飯    

材料 4～5 人前 （1 人分 エネルギー ２５４Kcal（5 人前として）） 

   

作り方 

① 3～4mm 幅の輪切りまたは半月切りにし、水にとる 

② 炊飯器に米と分量の水を入れ、塩、酒、芋をのせて普通に炊く。 

③ 盛り付けて胡麻をふって供する。 

 

炒り炒り炒り炒り豆ご飯豆ご飯豆ご飯豆ご飯    

材料 6 人前           

   

作り方 

① ちりめん雑魚は酢に浸しておく。 

② 炊飯器に米を普通に準備し、大豆、梅干をのせて炊く、蒸らしの直前にちりめん雑魚を浸して

おいた酢ごと加え、蒸らし、梅干をほぐしながら混ぜ盛りつけて、胡麻を散らす。 

注）水の量は普通より気持ち多目に入れる（メモリの上程度） 

 

米   2 カップ 

さつま芋（金とき・紅東等）１００ｇ  

塩   小さじ 1 

酒   大さじ１ 

炒り黒胡麻  適宜 

米    2 カップ 

炒り大豆（あれば黒大豆） ５０～６０ｇ 

梅干    2 個 

 ちりめん雑魚   ２０～３０ｇ  

 酢    大さじ２ 

炒り白胡麻   適宜 

「お茶の間きよせ」のレシピ集 矢澤洋子 
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茄子と鶏ひき肉のバカオカレー茄子と鶏ひき肉のバカオカレー茄子と鶏ひき肉のバカオカレー茄子と鶏ひき肉のバカオカレー    

材料 ４人前    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

作り方 

① フライパンにサラダ油、おろしにんにくを入れ炒め、玉ねぎを加えて炒め、透き通てきたら、鶏

ひき肉を加えてほぐすように炒め、ナツメッグ、カレー粉、塩を加えて炒める。 

② 水けをきったなす、パプリカを加え全体に混ざるように炒め、合わせ調味料を加えて汁気がな

くなるまで混ぜながら煮る。 

③ 汁気がなくなったらご飯と一緒に盛る。 

    

鶏ひき肉   ２４０ｇ 

なす    2 本  7～8 ㎜角に切り、水にとる 

赤パプリカ   1 個 7～8 ㎜角に切る 

玉ねぎ    1/2 個 

にんにく    １片 (小さじ 1/2)すりおろす 

ナツメッグ   小さじ 1/3 

カレー粉   大さじ１～２ 

塩    小さじ 1/4 

サラダ油   大さじ２ 

合わせ調味料 しょうゆ   大さじ２ 

          砂糖   大さじ 1/2 

          酒    大さじ２ 

          鶏がらスープの素 小さじ１ 

クミンなど好みのスパイスを加えると良いでしょう。 
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蕪のスープ蕪のスープ蕪のスープ蕪のスープ    

材料 ４人前  

   

 

                                                                          

                                                 

                                                

 

 

 

 

作り方 

① 鍋にサラダ油を熱し、玉ねぎ、蕪を炒め、玉ねぎがしんなりとなったらスープを加え１５分ほど

弱火で煮る。 

② ミキサーに移しなめらかに攪拌し、鍋に戻して豆乳を加え火にかけ、味加を調えて火を止め、

盛り付けて茹でた蕪の若い葉を飾る。  

 

トマトのとろろかけトマトのとろろかけトマトのとろろかけトマトのとろろかけ  

材料 ４人前 （１人分エネルギー ６１Kcal）          

  

作り方 

① トマトはへたを取り、小さ目の一口大に切り、長いもはすりおろし麺つゆと混ぜる。 

② トマトを器に盛り、長いもを上からかけ、わさびを添える。     

トマト（完熟）  ３個（５００ｇ）  

長いも  ２００ｇ  

めんつゆ（市販品） 大さじ１ 

おろしわさび  適量  

蕪    ４個(１個７０ｇ) 洗っていちょう切り 

玉ねぎ     ８０ｇ 玉ねぎは薄切り 

サラダ油   大さじ１ 

スープ 水   ２カップ （和風の削り節だしでも良いです） 

     鶏ガラスープの素 小さじ１    

豆乳（牛乳）   １カップ 

塩    小さじ１ 

ご飯（あれば）   大さじ２  

かぶの葉（芯の部分）  ４本 サッと茹でる 
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粒じゃが芋の炒り煮粒じゃが芋の炒り煮粒じゃが芋の炒り煮粒じゃが芋の炒り煮    

材料 ８人前  

                                         

作り方 

① 鍋にサラダ油を熱し，じゃが芋を入れ、表面にきつね色がつくように炒める（あまりかき混ぜ過

ぎないように）。 

② じゃが芋にきつね色がついたらだしを加え６～７分煮て、砂糖、塩を加え６～７分煮て、しょうゆ

を入れ７～８分煮てさやえんどうを加え一煮たちさせる。（汁気は少し残してある程度に火を止

める）（煮立つまでは強火で、煮立ったら中火の弱火で煮る） 

 

切干し大根の南蛮和え切干し大根の南蛮和え切干し大根の南蛮和え切干し大根の南蛮和え    

材料 4 人前 

 

作り方 

① 切干し大根は手早くもみ洗いし、かぶるくらいの水に１０～15 分浸しておき、水気を絞り、食べ

やすいように数箇所包丁を入れる。 

② にらはさっと茹で、ざるに上げ冷まし、３～4cm 長さに切り、軽く絞る。 

③ 下処理した材料を｛内の調味料で和える。 

 

 

 

 

 

粒じゃが芋 ８００ｇ すり鉢などでこすりながら皮をむく 

さやえんどう ８０ｇ 筋をとり、青茹でしておく 

サラダ油 大さじ３ 

だし  １と 3/4 カップ 

砂糖  大さじ７から１０ 

塩  小さじ１ 

しょうゆ  大さじ３強 

切干し大根   ４０ｇ 

赤唐辛子    1 本 種をとり、輪きり 

にら      １２０ｇ（1 把）（又はオクラ） 

茗荷      ２本 （１０ｇ） 

 酢      大さじ２と {内の調味料を混ぜる 

 酒・しょうゆ  各大さじ１ 

 砂糖   大さじ１ 

 塩   小さじ 1/4 
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里芋のぜんざい里芋のぜんざい里芋のぜんざい里芋のぜんざい    

材料 ４人前 

                                  

作り方 

① 里芋は洗って、電子レンジにかけ皮をむき、軽くつぶす 

② 盛り付け皿に里芋と茹で小豆を盛り、黄な粉をふりかける。    

蒸しケーキ蒸しケーキ蒸しケーキ蒸しケーキ 【小松菜・にんじん】 

材料 直径１８cm エンジェルケーキ型 １個分 （１ホール エネルギー １４４１Kcal） 

       

 

作り方 

① 小麦粉とベーキングパウダーはいっしょにふるっておく、小松菜は洗って水けをきり、ざく切り

にする。 

② ミキサーに A の材料を入れ、なめらかになるまで回し、ボールにあけ、レーズン、小麦粉を加

えて、サックリ混ぜる。 

③ サラダ油をぬった型に流しいれ、強火の蒸し器で１７～２０分蒸し、竹串を通して種がついてこ

なければ良い。 粗熱が取れてから型から出し、切り分ける。 

 

＊人参蒸しケーキ 

・皮をむき、ざくぎりにした人参を小松菜に入れ替えると人参蒸しケーキとなる。 

 軽く煎り、粗く刻んだくるみ（２０～３０ｇ）をレーズンの代わりに入れても良いでしょう。 

 白みそを大さじ１を加えると風味が出ます。 

小麦粉   １５０ｇ  

ベーキングパウダー 大さじ１ 

小松菜  １００ｇ  

卵   ２個 

A 砂糖   ４０～５０ｇ 

サラダ油  大さじ３ 

ヨーグルト  ５０ｃｃ （または牛乳） 

レーズン  ３０～５０ｇ 

サラダ油  適量 型にぬり用 

里芋(大和芋)  ２００ｇ  

茹で小豆(市販)(加糖) １６０ｇ 

黄な粉   適宜 
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桜餅桜餅桜餅桜餅        

材料 ８～１０個分 

 

    

    

    

 

作り方 

① 白玉粉に少しずつ水を加え溶いていく、砂糖を加え溶かし、小麦粉を一度に入れ混ぜ合わせ、

水溶きの食紅で色をつけ、３０分ほど寝かせる。 

② 混ぜ合わせた種は茶漉しなどでこし、フッ素樹脂加工のフライパンの弱火で、大さじ２ほど流し、

楕円に薄くのばして焦げないように焼き、表面が半透明になったら竹串を使って返し、２０秒ほ

ど焼いて、ざるなどにのせて冷まし、あんをくるみ、水けをふいた葉でまく。 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 砂糖   ２０～３０ｇ 合わせてふるっておく 

 薄力粉  ８０ｇ 

 白玉粉  ２０ｇ          水を少しずつ加え溶く 

 水   カップ 1/2～2/3 

 食紅   数滴 

こしあん      ３００～３５０ｇ 手前半分中高にぬり、まるめる 

桜の葉の塩漬け  ８～１０枚 塩抜きをしておく 


