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じゃがいも小１コを乱切り、ベーコン１枚を２ｃｍ

玉ねぎ１/４コはくし型、人参３ｃｍは乱切りにし、

材料を油少々で炒める　ひたひたの水を入れ柔

らかくなったら　砂糖小１、醤油小１強で煮詰める

いんげん　３本　最後に煮含める

なす１/２コを半月切り、 ピーマン１/２コを

千切りにし　油少々で炒める　

味噌小１/３、 砂糖 小１/３、 みりん少々を

入れて味をつける

ゆでたキャベツ 4０ｇ

純カレー粉少々　塩少々であえる

キャベツ ・ 白菜などのざく切り３０ｇ、 うすく

輪切りしたきゅうり１０ｇ、 千切りにした

人参少々を塩昆布少々、 みじん切りした

しょうが少々とよく混ぜ、 重しをする　

切り干し大根５ｇをもどしてしぼっておく

人参１ｃｍを千切りにし　酢小１弱、

砂糖小１弱、 醤油小 1 弱であえる

（ごまやしらすを加えてもおいしい）

鶏ひき肉１５ｇを油で炒める　　　

じゃがいも1/２コを食べやすい大きさに切り　  

醤油濃小 1、 醤油淡小２、 砂糖小２、 水大２

を加え煮る　最後にグリンピース少々を加える

蒸したささみ１５ｇをほぐし アスパラ４０ｇ

をゆで　砂糖小 1 弱　醤油小 1

白ごま小１であえる

ゆでたほうれん草１/４束を

花かつお少々　醤油少々であえる

（ちりめん、 炒り卵、 もみのりなども◎）

ゆでたキャベツ４０ｇ 　

赤じそ（乾）少々であえる

ゆでたいんげん３０ｇ 

すったピーナッツ３～５粒　砂糖少々

醤油少々であえる

ゆでたいんげん２０ｇ

味噌小１/３ 　砂糖小１/３

いりごま少々であえる

千切りしたたくあん２０ｇ　スプラウト少々

白ごま少々、 花かつお少々、 醤油少々　

であえる

ほうれん草１/4 束、 白菜１/２枚をゆでる

きざみのり少々、 花かつお少々、 醤油小 1/２

であえる

３ｃｍに切ったチンゲン菜１/２株と

せん切りした人参２ｃｍをゆがく　

白ごま小 1/２をすり　醤油小 1/２であえる

米３合に　とうもろこし粒１/３本分

とうもろこしクリーム１/３本分、 塩小１

を加えて炊く

米３合に　古代米大３を　加えて炊く大根菜１０ｇを茹でて刻み、 ごま油で炒める

ごはん１膳分に　焼いてほぐした塩鮭１/２

切れ （じゃこでも）　いりごま小１を混ぜる

合いびき肉３０ｇ、 みじん切りした玉ねぎ 1/５個、

人参２cm、 にんにく少々をバター小１で炒める　  

ケチャップ大１、カレー粉小１/５、塩こしょう少々、

みじん切りしたレーズン小１、ピーマン１/８個を加え

炒める　ごはんに添える

お鍋に鶏ひき肉４０ｇ、 砂糖小１、 醤油濃小１

/２、 酒少々、 しょうがすりおろし少々を入れ　

泡だて器で混ぜて煮つめる　ごはんにのせる

炒り卵１個分を作り　塩出しして刻んだ野沢菜の

つけもの３５ｇと刻んだハム１枚分を炒め

醤油小１/２で味付ける　ごはん１膳分に混ぜる

米３合に　きざんだ干しだこ１/２匹、 千切りした

油揚げ１/２枚、 ささがきごぼう１０cm 分、

醤油大３、 みりん大３、 を加えて炊く

（たこを塩もみ、干して自家製干しタコもできるよ）

牛もも２４０ｇを１ｃｍ角に切り　醤油大２、 砂糖大１、

酒大１、 ごま油大 1/2、 塩小１ /２、 おろししょうが ・

おろしにんにく少々　に漬けておく　ごま油で　小口切り

ねぎ６本分、 牛肉を炒める　大豆もやし１袋分を３等

分し　コンソメ 1 個、 酒大２、 米３合に入れて炊く　

白ごま大１を添える

米２合、 もち米１/２合に　黒豆又は大豆

７０ｇを一晩つけておき、 塩小１を加え炊く

米３合、 酢大４、 砂糖大２、 塩小１ですし飯

を作る　細切り牛肉１２０ｇを　醤油濃大１　砂

糖大２　酒小１で煮る　ごぼう1/３本はささがき

にし 醤油濃小１、 砂糖小２、 酒小１で煮る

具材を混ぜスプラウトをのせる

ゆで干し大根３０ｇはもどして１ｃｍに切る　

人参 1/２本、 油揚げ１枚はせん切りにし

ちりめんじゃこ３０ｇ、 醤油大３、 みりん大２　

酒大１/２を加えて炊く

玉ねぎ１/２個、 ピーマン１個、 人参１/３本をみ

じん切りし　細かく切った鶏肉１５０ｇとバター大２

で炒める　米３合を加えて炒め　コンソメ 1.５個を

溶かしたスープ、　塩小 1/３、 カレー粉小１、

塩こしょう少々を加えて炊く

米３合に梅干大きめ５こを入れて炊く

炊き上がりに千切りした青しそ２枚をちらす

米２ .５合、 もち米０ .５合、 剣先するめ３０ｇ、　  

刻み昆布１０g を　酒大１、醤油大１と炊く

豚肉９０ｇを炒め　酒大１、醤油大１で味付け

汁けがなくなるまで煮る　ごはんに混ぜる



   

   

   

  
 

 

   

 

   

   

   

   

   

切り目を入れたいか３０ｇ２切れを

しょうが汁小１、 砂糖少々、 醤油小１に漬け

込む　カレー粉少々を加えた片栗粉で揚げる

片栗粉をまぶして揚げたししゃも２尾に

酢小１、 砂糖小２、 醤油小２、 みじん切りした

白ねぎ５ｃｍ、 唐辛子少々を煮立たせからめる

いわし１尾を醤油小１/２、しょうがのしぼり汁少々

につけておく　片栗粉をまぶして揚げる　ウスター

大１、砂糖大１をひと煮立ちしたたれにからめトー

スターで色づけしたパン粉大２をまぶす

もも肉５０ｇを醤油濃小１ /２、 酒小１ /２、 砂糖

少々、 ガーリック少々に漬け込む　片栗粉をつ

けて揚げる　酢小１/２、 醤油小１、 砂糖少々、

ごま油少々、 太ねぎみじんぎり少々、 しょうが

みじん切り少々を混ぜたソースでいただく

鶏肉６０ g に塩こしょうをし　ヨーグルト小２、 カ

レー粉少々、 ケチャップ小１、 ウスターソース

小１/２、 醤油小１/４に漬けこむ　

フライパンなどで焼く

鶏肉６０g を醤油小１、 みりん小１、 酒小１/４ 、

すりおろし玉ねぎ少々、 すりおろしにんにく少々

に漬け込む　フライパンで焼き　すりおろしりんご

少々、醤油小１、酢小１/２、砂糖小１/２、小口

ねぎ１/３本分を混ぜたソースでいただく

大豆８ｇを一晩水につけ　豚の角切り４０ｇを　醤

油小 1/２、 しょうが少々に漬けておく　豆と肉に

片栗粉をまぶして揚げる　こんにゃく１０ｇを１ｃｍ

角の薄切り、 長ねぎ３ｃｍを小口切りにし　味噌

小２ /３、 砂糖小１、 水少々を煮立たせてから

める

小松菜１束は３ｃｍに切り　しめじ少々は小房に

わけ　人参少々は千切りにする　ごま油をひい

たフライパンで豚肉１０ｇ、 野菜を炒め

オイスターソース少々、 醤油少々、 塩少々、

とりがらスープの素少々を入れ　水溶き片栗粉

小１/４分を加える

なべに油をひき　おろしにんにく少々を加え

手羽元２本を炒める　１００％オレンジジュース

５０ｃｃ、 マーマレード１０ｇ、 醤油大１弱を加え

て煮込む

ひとくちカツ用の豚２切れを　醤油小１、

にんにく少々　に漬け込み　片栗粉で揚げる　

味噌小１ 砂糖小１　みりん小１　ごま油　少々を

煮たたせてからめる

 

ささ身１枚に片栗粉をつけて揚げる

ケチャップ大１ /２、 ウスターソース小１、 砂糖

小 1 にからめる

鶏肉５０ｇを　砂糖大１/２、醤油濃小２、ごま油

少々、すりおろしにんにく少々、すりおろししょうが

少々　きざんだニラ（ねぎ）１本に漬けておく

トースターかフライパンで焼く

しょうが汁少々につけたもも肉６０ｇに　片栗粉を

つけて揚げる　醤油大１/２、 砂糖大 1/２、 酢

小１、 水小１をひと煮たちさせ　レモン汁少々を

加え　肉をからめる

鶏片ひき肉１５ｇ、 みじん切りした長ねぎ２ｃｍ、

人参２ｃｍ、卵１個、グリーンピース少々、

砂糖小 1、 醤油小１、 酒小１/２をボールでよく

混ぜる　アルミカップに入れてトースターで焼く　

鶏肉５０ｇに片栗粉をまぶし揚げる

砂糖大１/２、 醤油濃小１/２、 酢小１をひと煮

立ちさせ　熱いうちに　玉ねぎ、 人参、 ピーマ

ンなどの薄切りと肉をからめる　

鶏もも肉６０ｇをしょうが汁少々に漬けておく　な

す1/２本も１ｃｍの輪切りにし　片栗粉をまぶし

て揚げる　熱いうちに　醤油小 1/２、 砂糖小

1、 みりん小１/４を煮立たせ　きざみピーナッツ

を加えからめる

酒小１/２、 醤油小１、 砂糖小 1 弱、 酢小１、

水２０ｃｃを煮立てしょうがとにんにく少々のみじ

ん切りを加える　そこに手羽元２本を入れて煮

詰める 

いかの切り身６０ｇに切り目を入れ小麦粉をまぶ

してトースターで焼く　とんかつソース小１ /２、

ウスターソース小１/２、 醤油濃少々、 ケチャッ

プ少々　をあわせてひと煮立ちさせからめる

青のり少々を添える

白身魚７０ｇを塩コショウし片栗粉をまぶして

揚げる　醤油小１ /２、 砂糖小１ /２、 水小１ /

２　を煮立たせ　ゆず果汁小１/２を加える

たれであえる

みじん切りにしたマッシュルーム１個、 ピーマン

１/６個、 玉ねぎ少々、 にんにく少々を油で炒

める　ケチャップ大１、 ウスターソース小１/２で

味付けしサイコロ状に切ったはんぺん４０ｇにの

せチーズ１５ｇをのせて　トースターで焼く

ちりめんじゃこ５０ｇ、 白いりごま大２　をそれぞ

れからいりする　かつおぶしカップ１をからいりし

醤油大１/２、 みりん１/２、 塩少々を加えて水

分をとばす　すべてを混ぜあわせる

さば１切に塩コショウする　ピーマン１/８コ、

玉ねぎ少々をみじん切りし　マヨネーズ小１、 み

そ小１ /３を混ぜ合わせ　さばにかけてトース

ターで焼く

いわし 1 尾を　しょうが汁大１/２、 酒小１/２に

漬けておく　片栗粉をまぶし揚げる　

醤油小１、 みりん小２、 水溶き片栗粉少々　

をひと煮立ちさせかける

芽ひじき２０ｇ、 きくらげ１０ｇをもどし千切りにす

る　花かつお２０ｇ、 いりごま大１.５を加え

醤油７０ｃｃ　砂糖５０ｇ みりん５０ｃｃを加えて汁

けがなくなるまで弱火で煎り付ける

まぐろ 50ｇを１.５ｃｍ角に切る　しょうが汁 小１、

砂糖少々、 醤油小１/２　に漬けておく

片栗粉をつけて揚げる　砂糖小１、 醤油　小１

/２　みりん少々　水少々をひと煮立ちさせから

めてごま少々を添える

ひじき小１強をもどしたもの、 千切りにした油揚

げ１/８枚、 人参２ｃｍ、 平天１/６枚、 鶏ミンチ

２０ｇ、 を醤油小１弱、 砂糖小１ /２、 だしで味

付ける　ゆでたスパゲッティ３０ｇを加えて炒め

醤油少々、 塩少々で味を調える

片栗粉をまぶし揚げた白身魚１００ｇを

酢小１弱、 砂糖小１弱、 しょうが汁少々、　　

醤油小１、 小口切りねぎ１本分のたれにからめる
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