
第５回「協同労働｣全国食・農・環境良い仕事コンテスト

・エゾシカのザンギ 
・登米産米粉のクッキー 
　　　みそ生キャラメル添え 
・辛みそサラダ 
・筍ご飯 
・千葉菜の花ポークとグリーンサラダ 
・アリス風ハヤシライス　サラダ付 
・シェモアプレート 
・湘南“ご縁”そば 
・ほたるいかのマリネと山菜サラダ 
・和風玉子焼き 
・春野菜の天ぷら蕎麦 
・筍入りコロッケ田舎味噌手作りソース 
　　ヘルシーサラダ 黄金ドレッシング 
・おからコロッケ 

食農環境・産消連帯推進事業本部 



北海道事業本部道東エリア　釧路第２地域福祉事業所 
市立釧路総合病院 

エゾシカ肉のザンギ	
【材料と分量】（1人分） 
　エゾシカ肉(こま切れ肉)　200g　　 
　玉ねぎ(すりおろし)　1.5個 
　　しょうゆ　小さじ4 
　　みりん　　小さじ2 
Ａ　はちみつ　小さじ2 
　　しょうが汁　1.5％　 
　　みそ　　　大さじ1 
　玉子　　　0.5個 
　かたくり粉　適量 
　揚げ油（大地のこころ）　適宜 
 
添え野菜 
サラダ菜・サラダカブ・クレソン 
レモン・トマト 

【作り方】 
①エゾシカ肉はスジのあるものは切り 
　目を入れておく。かたまりのものは 
　適当な大きさに切り、切り目を入れ 
　ておくと食べやすい 
②ボールにＡを入れて混ぜ合わせエゾ 
　シカ肉を入れてももみこむ 
③冷蔵庫に入れて１時間ほど置く 
④冷蔵庫から取り出し食べやすいよう 
　に丸める 
⑤かたくり粉をまぶして１７０℃の油 
　でじっくり揚げる 
※添える野菜は色どりなど考え季節の 
　ものが良い 

【審査員のコメント】 

○冷めても肉が柔らかく驚いた。 

○地域の特徴をよく把握していると感じ
ました。地域の力を利用した食材は魅力
的。 

○初めて鹿の肉を食べましたが、柔らか
くて、癖もなく美味しくいただけました 

【この料理のアピールポイント】 
見た目は鯨のようなイメージですが、柔ら
かく食べやすい。肉の色が茶色なので、
リーフなどを添えることで演出してみまし
た。 
ちなみに狩ったのは、組合員のご主人です。 



ピアサポートセンターそら 

登米産米粉のクッキー 
みそ生キャラメル添え	

【材料と分量】（1人前100kcal） 
　Ａ：米粉　60ｇ 
　　　アーモンドパウダー　40ｇ 
　　　粉砂糖　30ｇ 
　Ｂ：菜種油　50ｇ 
　　　卵黄　１コ分（15ｇ） 
　　　（合わせておく） 
　味噌生キャラメル 
　　　米粉　　大１ 
　　　三温糖　25g 
　　　バター　 5g 
　　　ｽｷﾑﾐﾙｸ+水　100cc 
　　　味噌　　10g（好みで） 
　　　水飴　　 5g　 

【作り方】 
①ボウルにＡを入れ、Ｂを加えて混 
　ぜる。 
 
②粉っぽさがなくなったら手で１つ 
　にまとめる。 
 
③１ｃｍ暑さにのばして、４ｃｍ程 
　の型で抜く。 
 
④１６０℃のオーブンで２０分焼く。 
⑤生キャラメルを添える 

【審査員のコメント】 
○地元の米に対する思い、米を作ってき
てくれた親やおじいちゃん達に対する愛
情に感動しました。生キャラメルは、ほ
ど良い甘さで美味しかったです 
○クッキー、味噌キャラメル、すごく美
味。完成楽しみ 

【この料理のアピールポイント】 
今回は素朴さで勝負しています。材料の
仙台味噌は他の地域のものと比べて塩辛
味が強いことが特徴です。この辛味をお
菓子に活かすことを考えると甘味とのバ
ランスが重要と感じました。最大のポイ
ントは登米産の米粉を材料としているこ
とです。 

登米からの応援団といっしょにプレゼンテーション



矢板西部地域福祉事業所 

（城の湯温泉センター） 
辛みそサラダ	

【材料と分量】（10人分） 
辛みそ 
　鶏肉（挽肉）500ｇ 
　しいたけ　300ｇ 
　味噌　栃の宮味噌 
　　味噌ラーメンの味噌⇒ 
　　味噌の配合は事業所秘密 
　調味料　コショウ　5ｇ 
　酒　大3 
　一味からし国産　350ｇ 
　砂糖　150ｇ 
　大地のこころ　大3 
　ねりごま　200ｇ 
　ほたてパウダー　50ｇ 
サラダ 
　鶏肉ささみ　500ｇ 
　きゅうり　　1kg 
　たけのこ　　500ｇ 
　とまと　　　2kg 
　大葉　　　　50ｇ 
　もやし　　　2kg 

【作り方】 
①鶏肉の挽肉としいたけの７みじん
切りを大地のこころで炒める。 
 
②味噌２ヶを合わせその中にAを入
れる。 
 
③最後に調味料を入れる。 
 
※約２週間位冷蔵庫で寝かせておくと食 
　べごろになります。 
※冷蔵庫で約2ヶ月間持ちます。 
※もやしをたくさん使用するには理由が 
　あります。 

 
カリカリごはんの食感楽しみです。 
○江戸の甘味噌、塩分は少な目、甘み 
　多めの味噌は美味しいと思いました。　 
　サラダをつけたらなおいいでしょう。 

【審査員のコメント】 

○たくさんの野菜を食べれて、いろい
ろな食材に利用できるのもいいですね。 

○味噌と菜種油いろいろと随分考えて
試行錯誤されたことが分りました。衛
生面でも感心しました 

【この料理のアピールポイント】 
全体的には、全部混ぜていただく美味しい
と思います。 
この味噌は城の湯では食堂メニューのジャ
ジャ麺のトッピングとして使っています。 



坂戸いきいき 

筍ご飯	  
【材料と分量】 
筍ご飯 
  　松永さんの坂戸低農薬米 
  　平田さんの竹林の筍 
　　深谷とうふ工房の味噌を使った 
　　　　　　　　　　たまり醤油 
　 
ねぎ味噌油炒め 
　　淡路産の玉ねぎ 
　　しいたけ 
　　豚肉 
　　ピーマン 
　　大地のこころ 
　　味噌（深谷豆腐工房産） 
　　 
サラダ２種 
　　北本農業ワーカーズ、坂戸いきい 
　　きの野菜 
　　①黒田さんちの味噌と大地のここ 
　　　ろドレッシング 
　　②豆腐塩麹あえ 
 
デザート 
　　深谷とうふ工房の甘麹かけ 
　　　　　　　　　　とまと添え　　　　　　　 

【作り方】 
筍ご飯 
　お米に筍と、たまり醤油で味を付 
　け、炊く。 
　　　　　 
ねぎ味噌油炒め 
　玉ねぎ、しいたけ、豚肉、ピーマ 
　ン、を大地の心で炒め、味噌で味 
　つけする。　　　 
サラダ２種 
　材料の野菜を①か②のお好みのド 
　レッシングをかけていただく。 

【審査員のコメント】 
○ボリューム満点で人とのつながりが表
現されているような料理、食材1つ1つの
説明に人が出てくるところが感動的、食
物のことが本当に好きなんだと伝わりま
す。 

【この料理のアピールポイント】 
食材は坂戸いきいき産直に出品してくれていた
方たちのものです。 
北関東の仲間たちの豆腐、野菜を使いました。 
今、流行りの麹を使っています。 
味噌も油も坂戸いきいきの手作りです！！ 



美味しくて
長生きす
る味噌	 

淡路島名物！	 

北本農業ワーカーズ	



東関東事業本部・合同チーム 
事業本部・芝山地域福祉事業所あぐりーん 

習志野地域福祉事業所ぬくもり・千葉物流事業所・佐倉地域事業所　 

千葉菜の花ポークとグリーンサラダ	

【材料と分量】(10人分) 
菜の花ポーク 
　肩ロース　550g 
　塩麹　500g 
　水　500g 
　発芽玄米味噌　250g 
　お酒 
　醤油　　　　　　適宜 
　大地のこころ 
 
千葉県房総産グリーンサラダ 
　市川産桃太郎トマト　5個 
　白井産サニーレタス　1個 
　白井産グリーンアスパラガス
（茹でておく）　　10本 

　流山産水菜　1束 
　八街産煎り落花生　30g 
　菜種油（大地のこころ）100g 
　米酢　100g 
  塩　少々 

【作り方】 
①塩麹と水を同量混ぜ55度で7－8時間 
　ねかし甘酒の素を作る。 
②出来た甘酒の素と味噌を同量混ぜ、 
　よく撹拌する。 
③これにお酒・菜種油・醤油を加え好 
　みの味に調整する。不足なら甘酒の素 
　を加える。 
④上記の出来た味噌を容器に薄く塗り 
　ガーゼを敷き肉を一枚のせガーゼを 
　敷き、その上に味噌を塗る、これを 
　繰り返しサンドイッチ状に重ねる。 
⑤3時間置き、少し付いた味噌を取り除 
　き焼く。 
⑥煎り落花生はすり鉢でよくすりつぶ 
　し粉末にする。 
⑦粉末の落花生を入れたボールに菜種 
　油・米酢・ 
　塩をよく 
　混ぜてド 
　レッシン 
　グを作る。 

【審査員のコメント】 

○ポーク、豚肉のなりたちの話から、どのように調理
されたら美味しいかをいろいろ考えられていた。 

○男衆らしい料理(こだわりが溢れている)。地域の姿
をふんだんに取り込んだ循環型料理を感じます。問
題提供もあり、とても考え深いお料理という印象が
あります。ポテトがあれば、栄養的にもまた充実して
いたかも。 

【この料理のアピールポイント】 
菜の花ポークは柔らかく、ジュー
シーで評判が非常に高いです。見
た目も鮮やかで、食欲が刺激され
ます。 



発酵食堂	 
500円	 
（予定）	 

淡路島にて 
畑まで取りに行ってく
れてありがとう！	



東京東部　葛飾第2事業所・親子カフェありす 

アリス風ハヤシライス サラダ

付 	
【材料と分量】（6人分） 
アリス風ハヤシライス 
玉ねぎ　3個 
ぶなしめじ　2～3パック 
牛肉　300ｇ 
デミグラスソース缶　2缶 
菜種油（大地のこころ)　大2 
ケチャップ　大2 
醤油　大1 
ローリエ　2～3枚 
水　500㏄　 
味噌　大2　 
塩・こしょう　少々 
ご飯　適量 
サラダ 
酢味噌のドレッシング 
塩 
酢 
味噌 
みりん 
菜種油（大地のこころ） 
セロリ　　　3本（葉も使う） 

【作り方】 
アリス風ハヤシライス 
①玉ねぎはうす切りにして、菜種油できつね色 
　になるまで炒める。 
　一晩寝かせると甘味が増す。 
②しめじを①といっしょに炒める。しめじがし 
　んなりしたら牛肉も入れて炒める。塩・こ　 
　しょうをする。 
　赤ワインがあれば肉をいためながらアルコー　 
　ルを飛ばして炒め煮をする。 
③水とローリエを入れる。 
④鍋肌がフツフツしてきたらデミグラスソース 
　を溶き、ケチャップ、醤油、味噌で味をとと　 
　のえる。 
 
サラダ 
①セロリは筋をとり、ななめうす切りにする。 
　状態のよい葉はざく切りにする。 
②塩もみをして水にさらす。水は切っておく。 
③みりんを煮切り、味噌と酢であわせてから、 
　菜種油とともに混ぜ合わせる。 
　食べる直前に③をかける。 
 
※セロリ以外に、 
　かぶやウドに 
　も合うドレッ 
　シングです。 

【審査員のコメント】 

○玉ねぎの甘さが美味しかったです。 

○市販のものを利用しながら手作り感が
出るような工夫を感じました。牛肉に塩
を振って下味をつける、または醤油でな
くウスターソースと味噌だと味がしまり
ます。OZビーフは、油につけることで柔
らかくなります 

【この料理のアピールポイント】 
菜種油、味噌ともに表に出さない顔を出さな
い黒子の料理です。ただし、アリス風ハヤシラ
イスに欠くことの出来ない、なくてはならな
い存在です。 



東京北部事業所 

シェモアプレート	

【材料と分量】（1人前661kcal） 
　カリカリごはん <358kcal> 
  　ご飯　180g 
  　ごま少々 
　　菜種油(大地のこころ)　6g 
　 
　豚肉となすの味噌炒め<193kcal> 
　　豚肉　60g 
　　なす　45g 
　　玉ねぎ　45g 
　　ピーマン　15g 
　　炒め油(大地のこころ)　2g 
　　江戸甘味噌　10g 
　 
　シェモアカレー80g <110kcal> 
　　（市販のレトルトカレーでもよい） 

【作り方】 
カリカリごはん 
　ご飯を60g三角ににぎり、片面　 
　にごまをまぶす 
　フライパンに油をしき、片面3 
　分位強火で焼く。 
 
豚肉となすの味噌炒め 
　フライパンに油をひき、豚肉 
　を炒め、次になす・ピーマ　　 
　ン・玉ねぎを入れ中火でよく 
　炒める。 
　野菜に火が通ったら水でとい 
　た味噌を入れ水分がなくなる 
　くらいまで炒める。 
 
シェモアカレー 
　牛肉をコンソメ・ブイヨン・ 
　かつおだしで約6時間位煮込み、 
　そこへ10種のスパイスや野 
　菜・果物などを入れ、さらに6 
　時間煮込んで、最後にケチャッ 
　プ・ソース・醤油などを入れて、　　 
　（味を整え）また6時間位煮込む 
　※約2日位かけて煮込んでます！ 
 

【審査員のコメント】 
○食材と時間によって作られたこだわ 
　りのある料理という印象を受けます。 
　カリカリごはんの食感楽しみです。 
○江戸の甘味噌、塩分は少な目、甘み 
　多めの味噌は美味しいと思いました。　 
　サラダをつけたらなおいいでしょう。 

【この料理のアピールポイント】 
地場産の味噌として江田島産の「無添加
田舎みそ」が手に入り、また日頃からに
こばれを応援してくださっている地元の
方から提供された採りたて新鮮野菜
（筍・玉葱・馬鈴薯・レモン）をふんだ
んに使っています。 



センター事業団湘南事業所 
神奈川事業本部食・農環境プロジェクト 

湘南　“ご縁”そば	
【材料と分量】（10人分） 
手打ちそば 
　そば粉　700ｇ　小麦粉　300ｇ 
　水　　　460cc 
そばつゆ 
（かえし）醤油　味醂、砂糖 
（出し汁）水・鰹節（隠し味）味噌 
肉味噌 
　鶏ひき肉　400ｇ　　長ネギ　2本 
　味噌　50ｇ　　だし汁　50cc 
　大地のこころ・料理酒　各少々 
湘南かき揚げ 
　玉ねぎ　4個　　　大根葉　1本分 
　腰越しらす　200ｇ　人参　1本 
　天ぷら粉・水　各少々 
　大地のこころ　※付け合せ 大根1本 
 

【作り方】 
手打ちそば 
そば粉と小麦粉を混ぜ、水を加えてこ 
ねる。麺棒でのばし切る。 
沸騰したお湯でゆで、流水で洗う。 
そばつゆ 
“かえし”に味噌を足し、だし汁での 
ばし味を調節。 
肉味噌 
熱したフライパンに“大地の心”をひ 
いて、ひき肉をいれ、ポロポロになる 
くらいいため、長ネギを加えしんなり 
してきたら、調味料を加え味を調える。 
かき揚げ 
玉ねぎ、人参は細切りにする。大根葉 
は細かく刻む。 
上記野菜と、シラスを混ぜ合わせ、水 
少々でといた天ぷら粉をまぶし、大地 
の心で揚げる。 
※“大根おろし”を添えて 
盛り付け 
手打ちそばを小鉢に入れ、大根の千切 
りを蕎麦に乗せ、肉味噌を大根の上に 
盛り付ける。食す際にそばつゆをお好 
みの量かけて…　 

【審査員のコメント】 

○蕎麦と肉味噌のバランスがよく、野菜の
かき揚げもしらすがポイントになって美味。 

○こだわりの蕎麦もさることながら、日本
の食をイキに表現していきそうな可能性を
感じました。 

【この料理のアピールポイント】 
近隣農家からの安心・安全・安価な直売野
菜をメニューに活かし、野菜の天ぷらと地
場産の味噌をつかった肉味噌を手打ち蕎麦
の上にのせ、見た目の美 
しさとボリューム感も出 
しています。 

試作中だから、帽子とマスクは許して！	



北陸信越事業本部　富山ぽぴー 

ほたるいかのマリネと山菜サラ
ダ 

（味噌ドレか塩ドレか）	

【審査員のコメント】 

○地域をしっかり表現された料理だと思います。
地域食材に対しての情報量が豊富。食材を使って
の殺菌効果考えることもポイント。使う食材に
よって昔ながらの知恵で保存・殺菌法を考えたり
と知恵を取り込んでもいいと思います。全体的に
工夫を感じました。知恵の塊。プレゼン上手、材
料に対する話が面白かったです。 

【この料理のアピールポイント】 
今回使用した食材はすべて地元で
調達できます。 
地域の強みを存分に活かした、地
元名産のほたるいかと地場野菜を
ぜひご堪能ください。 
 

【作り方】 
①ホタルイカは沸騰したお湯1ﾘｯﾄﾙ 
　に塩小さじ１でゆでる。 
　ゆであがったら、熱いうちに目と、 
　目の周りの黒い部分をとり、大地 
　のこころ、クレイジーソルト、に 
　んにく二分の一かけにみじん切り 
　とあえる。 
 
②大豆もホタルイカ同様にあえる。 
 
③山菜を食べやすいおおきさに切 
　り、水菜も切る、 
 
④白エビは大地の心で素揚げする。 
 
⑤新ねぎは薄い輪切り 
 
⑥①～⑤を好きなように盛り付ける。 
 
⑦味噌と大地の心、塩麹と大地の心 
　を味噌、塩麹大匙１に対して、大 
　地の心１００～１５０㏄で、混ぜ 
　合わせる。隠し味に黒こしょう、 
　柚子こしょうなどが良い。ドレッ 
　シングであえてもよいし、かけな 
　がらたべても良い。 

【材料と分量】　（5～6人分） 
　ほたるいか　20～30匹 
　よしな（前日に下ごしらえ）　1把 
　わらび（前日に下ごしらえ）　1把 
　水菜　1把 
　新ねぎ　5本 
　大豆（前日の下ごしらえ）　200ｇ 
　味噌　大1 
　大地のこころ　100～150cc 
　塩麹　大1 
　大地のこころ　100～150cc 
　にんにく 
　クレイジーソルト 
　あれば白エビ 



東海開発本部 

静岡事業所　聖隷富士病院　　　　　　　　　　　　　
和風玉子焼き	

【材料と分量】 
　(10人分・1人前155kcal) 
朝霧高原卵　10個 
みりん　50ｇ 
酒　50ｇ　 
砂糖　20ｇ 
醤油　5ｇ　 
いの一番　3ｇ 
伊豆味噌(こし)　30ｇ 
茹でしらす　80ｇ 
干椎茸　4ｇ　　 
人参　13ｇ 
富士葉ねぎ　20ｇ　 
大地のこころ(菜種油)　適量　 
大葉　10枚 

【作り方】 
①分量内の味噌と砂糖とみりんを使い、 
　だし汁で干椎茸と人参を煮る。 
　(薄味で) 
 
②だし汁に調味料を溶かし卵と合わせて 
　割りほぐす。 
 
③干椎茸・人参・葉ねぎ・しらすを混ぜる。 
 
④卵焼き器を加熱し油をひきお玉一杯の卵 
　液を入れて巻く。(3回) 
 
⑤フライ返しで形を整える。 
 
⑥大葉の上に切り口を上に盛り付ける。 

【審査員のコメント】 

○真空パックの技法は、健康面でこれ
からも注目される分野だと思います。
時間のない人には向いているかもしれ
ません 

○玉子焼きがとっても美味しかったで
す。自然な味でした 

【この料理のアピールポイント】 
病院での調理方法である真空パック調
理方法で作ってみました。また、だし
を利かし和風らしさを心がけています。
静岡名産の生しらすです！！ 



奈良地域福祉事業所 
配食センター　「彩（いろどり）」 

春野菜の天ぷら蕎麦	
【材料と分量】（5人分） 
手打ち蕎麦　 
　そば用そば粉　400g 
　小麦粉　100g 
　水　200g 
 
天ぷら用 
　玉ねぎ　1個 
　エビ　5尾 
　しその葉　5枚 
　山菜　適宜 
　ミニトマト　5個 
　菜の花　1束 
　（衣、揚げ油に大地のこころ） 
　※季節の野菜を使って美味しい天ぷ 
　　らを作ります 
 

【作り方】 
手打ち蕎麦の作り方 
①そば粉と小麦粉をふるいにかけて 
　ミックスする 
②２～３回に分けて水を入れる 
③粉と水を混ぜる 
④圧力をかけながらボロボロ状態にな 
　るまで手早く混ぜる 
⑤ひとつにまとめ中央に巻き込むよう 
　にねる 
⑥手で平たくのばす 
⑦めん棒を台の中央手前から押し出す 
⑧同じ方向へ少しずつまわしていく 
⑨丸い形から四角にする 
⑩仕上げ、２ミリの厚さにする 
⑪おりたたんで好みの太さに切る 
※麺を油で揚げても美味しいです 
⑫　ゆがく 
　 

【審査員のコメント】 

○天ぷらの包がきれいで、菜種油の長所が
出ている。楽しさが料理に現れているよう
でとても美味しかったです。 

○おそばもスルスルとなめらかな口当たり
で美味でした。 

【この料理のアピールポイント】 
そば打ち3段の腕前を持つメンバーのひとり
がムードメーカーとなり、今回のメニュー
となりました。味噌は奈良産のもので野菜
は近隣で調達、山の中にも組合員が入って
とってきてくれました。また、先月、彩で
はそば打ち教室を開催し、参加者のみなさ
んに喜んでいただきました。これからも定
期的にやっていきたいと思っています。 



ワーカーズコープ　三原地域福祉事業所 

筍入りコロッケ（田舎みそで手作りソース） 
ヘルシーサラダ（菜種油で作る黄金ドレッシン

グ）	

【材料と分量】（1人前375kcal） 
　筍入りコロッケ（10人分） 
　　合挽肉　380ｇ 
  　じゃがいも　1,150ｇ 
　　タマネギ　300ｇ 
　　ゆで筍 　100ｇ 
　　小麦粉 適宜 
　　パン粉 適宜 
　　卵　1ヶ 
　　揚げ油（サラダ油と大地のこころ　5：1）  

　　レモン 2ヶ　 
　ソース  
　　醤油、味噌、酢、砂糖 各75ｇ　　　 
　　お好みソース　大1  
　　中濃ソース　大1  
　　みりん　大2  
　　にんにくのみじん切り　5かけ 
　 

【作り方】 
①じゃがいもはゆでて水分をしっか 
　り取り熱いうちにつぶす。 
②タマネギとゆで筍をみじん切りに 
　する。 
③挽肉と②をフライパンで炒め、塩、 
　コショウで味付けする。 
④①と③を合わせ、20個に分けそ
れ 
　ぞれ形成する。 
⑤④を小麦粉⇔卵液（水を加えたも 
　の）⇒パン粉の順につける。 
⑥揚げ油で（サラダ油と大地のここ 
　ろ　5：1）で揚げ、ソース（分量 
　をよく混ぜあわせたもの）を添え 
　ていただく。 
※添え野菜はおこのみで。今回はサラダ菜、
キャベツ、キュウリ、パプリカ（赤・黄）	

【審査員のコメント】 
○食や素材へのこだわりが素晴らしく、 
　彩りも良く見栄えもあり、随所に工夫 
　が凝らされています。 
○調味料の性質をよく把握されていて、 
　黄金ドレッシングは本当に美味！ 

【この料理のアピールポイント】 
地場産の味噌として江田島産の「無添加
田舎みそ」が手に入り、また日頃からに
こばれを応援してくださっている地元の
方から提供された採りたて新鮮野菜
（筍・玉葱・馬鈴薯・レモン）をふんだ
んに使っています。 

菜種油で作る黄金ドレッシング 
（作りやすい分量） 
　タマネギのみじん切り　500ｇ 
　大地のこころ　200ｇ 
　酢　150cc 
　砂糖・味噌　各大1 
　菜の花のハチミツ　大3 
　塩　25ｇ 
　コショウ　小1   



九州事業本部 

佐賀地域福祉事業所　夢根っこ 

《おからコロッケ》	
【材料と分量】（１人前289kcal） 
おからコロッケ 
　おから　70g　　 ごぼう　2g 
　にんじん　5g　　乾燥ひじき 0.2g 
　コンニャク　5g　こねぎ　0.5g 　 
　だし汁　30cc　　海苔　0.3g　　　 
　　うすくち醤油　2.5g　酒　1g  
　　三温糖　2g 
　別材料 
◎卵焼き（惣菜の切れ端） 
◎天かす（調理中に出たもの） 
●かぼちゃ 
（下記の味付けで予め調理した状態） 
　　塩麹　0.2g 
　　三温糖　0.5g 
　　酒　0.5g 
ソース 
　味噌　15g 
　だし汁　20cc 
　はちみつ　5g 
　煎りごま　3g 
 

【作り方】 
①だし汁と調味料を合わせた中におか 
　ら、こねぎ以外の材料を入れる 
②材料が煮えたらおからを入れ、おか 
　らに熱がしっかり通ったら味を整え 
　こねぎを入れて仕上げる。味付けは 
　薄味で良い。別材料である◎は作る 
　ときに残っていたら入れる。 
③味付けしたかぼちゃ（●）とおから 
　煮を混ぜ合わせて型を作り、焼き海 
　苔をまぶし、小麦粉、卵、パン粉を 
　付け、大地の心で揚げる。 
④ソースは煎りごまを形が残らないよ 
　うにきれいに擦る。だし汁、はちみ 
　つ、味噌を合わせ、煮詰めたものを 
　冷ます。 

【審査員のコメント】 

○具がたっぷりでコロッケのつなぎにカボ
チャを使う事で口当たりの良い美味しいコ
ロッケでした。 

○匠の技が満載で美味しさが香りと共に
漂っています。お惣菜の醍醐味のようなお
料理。 

○ヘルシーで栄養バランスがよく、付け合
わせ里芋の味噌あえも美味。 

【この料理のアピールポイント】 
浦川の人気メニューでもあるおからを使っ
て、佐賀特産の海苔をコロッケの衣として
使いました。お昼のお弁当で残った食材な
どを利用して、無駄のない一品です。 
付け合わせの味噌あえの味噌も、メンバー
の手作り味噌を使用しています。 


