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かぼちゃのポタージュ



かぼちゃ 160グラム

バター 30グラム

牛乳 250ｃｃ

塩 少量

コショウ 少量

かぼちゃの種 5～6粒

ホイップクリーム 適量

平成16年度てしお産品味くらべ事業

ＮＯ　ＰＲＩＮＴＩＮＧ

かぼちゃのポタージュ

材料（4名分）

作り方

1

①かぼちゃの種は皮をむき、中身をオーブンで焼いておく。 

②かぼちゃは皮をむき、薄切りにする。 

③鍋にバターと②を入れ、中火で炒める。かぼちゃがしんなりしてきたら牛乳

を加えかぼちゃが煮崩れるまで弱火で煮込む。 

④ミキサーにかけて鍋に戻してもう一度沸かす。 

⑤塩、コショウをする。 

⑥器に⑤を入れ、ホイップクリームをしぼり、かぼちゃの種を上にのせる。 



かぼちゃ 1個

Ａ 砂糖 60グラム

塩 少々

粉寒天 3グラム

水 360ｃｃ

Ｂ 砂糖 280グラム

塩 5グラム

粉寒天 12グラム

水 1,000ｃｃ

平成16年度てしお産品味くらべ事業

ＮＯ　ＰＲＩＮＴＩＮＧ

かぼちゃの水ようかん

材料（40個分）

作り方

2

①かぼちゃを割り、種を取り皮を包丁でそぎ取る。（種も皮もとっておく） 

②種は水で洗いよく乾かし、身は５ｍｍ程度天ぷらの要領で切る。 

③身と皮を混ざらないようにして１０分くらい蒸す。 

④種はフライパンで焦げる程度（種がはじけてくる）に炒める。 

⑤種を殻のまま割りつぶしさらにすり鉢でする。 

⑥蒸しあがった身と皮はそれぞれ裏ごしする。 

⑦皮の方を２５０グラムはかりＡを入れて火にかけ、水状にし型に入れて冷や

す。 

⑧身の方を１，２００グラムはかりＢを入れて火にかけ、水状にし⑦が固まっ

たらその上に流し込み冷やす。 

⑨２～３時間冷やし固まったら、まな板を型の上にのせ逆さにして羊かんを型

からはずす。 

⑩すりつぶした種を茶こし等でようかんの上にふりかけ適当な大きさに切る。 



鮭 ４切れ

Ａ バター 10グラム

薄力粉 10グラム

牛乳 200ｃｃ

スープ 50ｃｃ

Ｂ バター 6グラム

人参 20グラム

グリーンピース 20グラム

味噌 15グラム

塩

コショウ 適量

ワイン

香辛料 適量

平成16年度てしお産品味くらべ事業

ＮＯ　ＰＲＩＮＴＩＮＧ

鮭のムニエルみそ風味ソースかけ

材料（4名分）

適量

適量

作り方

3

①鮭を切り身にして塩、コショウをしておく。 

②種Ａのバター、薄力粉をよく炒め、牛乳、スープを混ぜホワイトソースをつく

る。 

③Ｂのバターをフライパンで溶かし、人参、グリーンピースを炒め味噌を加え

る。 

④出来上がった③に②を加えワイン香辛料等で味を調える。 

⑤①の鮭に小麦粉をまぶしフライパンにバターを溶かし両面を焼く。 

⑥⑤をさらに盛りつけ、④のソースをかける。 



鮭 60グラム

長ねぎ（みじん切り） 1本

Ａ 玉ねぎ 1/2個

しいたけ（乾燥もどしみじん） 2枚

水煮たけのこ（みじん切り） 40グラム

卵 4ケ

にんにく 少量

生姜 少量

塩

コショウ 少々

旨味調味料 少々

平成16年度てしお産品味くらべ事業

ＮＯ　ＰＲＩＮＴＩＮＧ

鮭チャーハン

材料（4名分）

少々

作り方

4

①鮭は焼いて、フレークにする。Ａはフライパンで炒めておく。 

②大卵を溶きほぐし、熱したフライパンに油をひき卵を入れる。 

③ご飯、炒めたＡ、にんにく、生姜を入れよく炒める。 

④よく混ざったところに、塩、コショウ、旨味調味料を入れ、よく混ぜる。 

⑤全体的になじんだら最後に長ねぎみじん、鮭を入れる。 



ヤーコン 400グラム

人参 40グラム

枝豆 20グラム

砂糖

塩

醤油

サラダ油

ゴマ油

いりごま

平成16年度てしお産品味くらべ事業

小さじ1と1/2

小さじ1/2弱

小さじ1/2

小さじ1

小さじ1/4

作り方

5

天塩大地のスィートヤーコン

材料（4名分）

小さじ1

ＮＯ　ＰＲＩＮＴＩＮＧ

①ヤーコンは皮をむいて、千切りにして水に２０分さらす。 

②人参も、ヤーコンと同様に皮をむいて千切りにする。 

③フライパンに油を熱しヤーコンと人参を炒める。 

④しんなりしてきたら、砂糖、塩、醤油で調味し、最後にゴマ油で香りづけを

する。 



ヤーコン 200グラム

大根 70グラム

人参 12グラム

セロリ 30グラム

塩 ひとつまみ

トマト 1/4個

カニむき身 30グラム

Ａ サラダ油 大さじ2

おろし玉ねぎ

酢 大さじ1

塩 小さじ1/4

醤油

おろし玉ねぎにんにく 1/4片

平成16年度てしお産品味くらべ事業

天塩大地のシャキシャキヤーコン

材料（4名分）

1/6個

大さじ1/2

作り方

ＮＯ　ＰＲＩＮＴＩＮＧ

6

①ヤーコンは皮をむいて、５ｃｍ長さに切って千切りする。千切りしたヤーコン

は水に２０分さらしてあくをとる。 

②大根と人参は皮をむき、ヤーコンと同様に千切りする。 

③セロリは斜めに薄切りする。 

④①～③の野菜を混ぜ合わせて、塩もみする。 

⑤Ａドレッシングの材料を混ぜ合わせておく。 

⑥器に④の野菜を盛り合わせ、飾り切りしたトマト、カニのむき身をちらし、⑤

のドレッシングをかける。 



まぐろ 1/2さく

Ａ 醤油 大さじ1

砂糖 小さじ1

酒 大さじ1

長芋 100グラム

木の芽 20枚

Ｂ だし

醤油 大さじ1/2

砂糖

みりん 小さじ1

塩 小さじ1/3

板ゼラチン

平成17年度てしお産品味くらべ事業

1と1/2カップ

まぐろと長芋のゼリー寄せ

材料（６名分）

大さじ1/2

3枚

作り方

ＮＯ　ＰＲＩＮＴＩＮＧ

7

①まぐろは網の上で焼き、表面にこげめがついてたらＡ調味料に漬ける。 

②長芋、①のまぐろは１ｃｍ角に切る。 

③ゼラチン氷水に浸し、柔らかくしておく。 

④Ｂ材料を鍋に入れ温め、③のゼラチンを加える。ゼラチンが溶けたら鍋底

を氷水にあて冷やす。とろみがついてきたら②を入れ、木の芽も加えさっと混

ぜる。 

⑤④を冷蔵庫に入れ冷やし固める。 

⑥⑤をさっと混ぜグラスに盛りつけ仕上げる。 



ホッキ 2個

酒 大さじ1/2

油揚げ 1枚

三つ葉 1/3束

人参 3ｃｍ

昆布 適量

木綿豆腐 1/2丁

白ゴマ 大さじ2

Ａ 薄口醤油

砂糖 大さじ1/2

塩 少々

ホッキの茹で汁

木の芽 8枚

平成17年度てしお産品味くらべ事業

ほっきの白和え

材料（６名分）

小さじ1と1/2

大さじ1

作り方

ＮＯ　ＰＲＩＮＴＩＮＧ

8

①豆腐は３～４等分に切り塩少々をふり、クッキングペーパーの上に置き、水

気を切る。 

②ホッキ貝は、開いて内臓を取り、きれいに洗い、酒をふりかけておく。 

③昆布は水に浸し、柔らかくしておく。 

④さらに昆布をのせ、ホッキ貝を置き蒸す。（強火で３～４分）蒸し終わったら、

５ｍｍ幅位に切る。 

⑤三つ葉は茹で、２ｃｍ長さに切る。人参は千切りにして、さっと茹でておく。

昆布は細い千切りにしておく。 

⑥油揚げは網の上にのせ、両面をさっと焼く。縦半分に切り、細く切る。 

⑦白ゴマをすり①の豆腐をつぶし入れて混ぜ合わせ、Ａ材料も加えてよく混

ぜ合わせる。 

⑧⑦の豆腐に④のホッキ貝、⑤の野菜と昆布、⑥の油揚げを入れて、さっと

混ぜ、味を調える。 

⑨器に盛り、木の芽を飾り仕上げる。 



卵 3個

Ａ だし 3カップ

酒 大さじ1

みりん 大さじ1/2

薄口醤油 小さじ2

塩 小さじ2/3

ホッキ 1個

ホタテ 1個

甘えび Ｂ だし 1カップ

たけのこ 1/2本 Ａ 薄口醤油 小さじ1

干ししいたけ 2枚 酒 大さじ1/2

水溶き片栗粉 砂糖 小さじ1

三つ葉 2～3本 塩 少々

海鮮あんかけ茶碗蒸し

材料（６名分）

9

50グラム

作り方

平成17年度てしお産品味くらべ事業

各大さじ1/2

ＮＯ　ＰＲＩＮＴＩＮＧ

①鍋にＡ調味料を入れ、火にかけ、沸騰した後、冷ましておく。 

②卵をほぐして①を加えて裏ごしを通し、味を調える。 

③蒸し茶碗の中に②を入れ、蒸し上げる。強火２分、弱火１２～１３分。 

④ホッキは開き、内臓を取り、きれいに洗う。ホッキ、ホタテを湯びきし、１ｃｍ

の角切りにします。 

⑤甘えびは殻をむき、背わたを取り、湯びきする。 

⑥たけのこ、干ししいたけは５ｍｍ角位に切る。 

⑦小鍋にＢ調味料を加え、火にかけ温め、④～⑥を加える。水溶き片栗粉を

加え、とろみをつける。 

⑧三つ葉は小口切りにする。 

⑨茶碗蒸しに⑦のあんをかけ、⑧の三つ葉をちらす。 



しじみ（殻つき） 540グラム

白ワイン 40ｍｌ

ベーコン 3枚（50ｇ）

Ａ 玉ねぎ 1個

ジャガイモ 1個

人参 1/2本

バター 20グラム

小麦粉 大さじ1

Ｂ ブイヨンスープ

しじみの蒸し汁 50～100ｍｌ 塩・コショウ 少々

ローリエ 1枚 クラッカー 適量

牛乳 300ｍｌ パプリカ 少々

生クリーム 50ｍｌ パセリ 大さじ1

平成17年度てしお産品味くらべ事業

ＮＯ　ＰＲＩＮＴＩＮＧ

しじみチャウダー

材料（６名分）

2カップ

作り方

10

①しじみはきれいに洗い、小鍋に入れて白ワインを加え、蓋をして蒸し、口が

開いたら火を止める。蒸し汁はこしておく。 

②ベーコンは細く切る。 

③Ａ材料は６～７ｍｍ角に切る。 

④鍋にバターを溶かし②のベーコンを入れて炒め、次に玉ねぎを炒める。玉

ねぎがしんなりしたら人参、ジャガイモを入れ炒め、塩・コショウをする。 

⑤④に小麦粉を加え、野菜に小麦粉をなじませる。 

⑥⑤に小麦粉を加えローリエ、牛乳も加え煮立てる。アクを取って野菜が柔

らかくなるまで煮て、塩・コショウで味を調え、生クリーム、①のしじみを入れる。 

⑦器に盛り、パセリを飾り仕上げる。 



生鮭 6切れ

酒 大さじ2

生姜 1片

鶏挽肉 200グラム

Ａ 味噌 60グラム

みりん 大さじ2

砂糖 大さじ1

醤油 大さじ2

だし汁

長ねぎ 1本

ごま油、アルミホイル 適量

カボス又はすだち 2～3個

平成18年度てしお産品味くらべ事業

ＮＯ　ＰＲＩＮＴＩＮＧ

鮭の味噌包み焼き

材料（６名分）

大さじ3

作り方

11

①鮭の切り身に深い切り込みを入れ、全体に酒をふりかけておく。 

②サラダ油少々でみじん切りの生姜を炒めてから、鶏挽肉もポロポロになる

まで炒め、Ａを加えて更に煮詰め、冷ましておく。 

③長ねぎは薄い小口切りにし、ペーパータオルなどに包み、水でもみ洗いし、

さらしねぎにする。 

④アルミホイルにごま油をぬり、その上に①の鮭を置き、切り込みに②の肉

味噌と③のねぎをはさんで、しっかり包む。 

⑤２００℃のオーブンで１４～１５分焼き、くし型に切ったカボス又はすだちを

添える。 



長芋 500グラム

強力粉 200グラム

卵 1/2個

Ａ 塩 小さじ1/2

ナツメグ 少々

大さじ2

【トマトソース】

オリーブ油 Ｂ スープの素

ニンニク 1片 ローレル 1枚

玉ねぎ 1/3個 Ｃ 塩、チリペッパー 少々

トマト水煮缶 1缶 トマトペースト 大さじ1

バジル、イタリアンパセリ 適量

12 平成18年度てしお産品味くらべ事業

パルメザンチーズ(粉チーズ)　

1個

ＮＯ　ＰＲＩＮＴＩＮＧ

ナガイモのニョッキ・トマトソース

材料（６名分）

適量

作り方

①長芋は皮をむいて適宜に切り、やわらかくゆでて熱いうちに裏ごしする。 

②①が冷めてから、強力粉、卵、Aを加えてまとめ、分量外の打ち粉をしなが

ら棒状にのばし、２～３センチに切る。 

③たっぷりの湯に多めの塩を入れて②を１２～１３分ゆでる。 

④トマトソースはみじん切りのニンニクとオリーブ油を火にかけ、香りが出たら

玉ねぎのみじん切りも加えてよく炒める。 

⑤つぶしたトマト水煮缶とBを加えて煮詰め、Cで味を整える。 

⑥ トマトソースで、ニョッキを和え、ハーブをあしらう。 
 



シジミ 300グラム

だし汁 3カップ

大根 200グラム

人参 50グラム

玉ねぎ 1/2個

レンコン 60グラム

Ａ 味噌 50グラム

酒 大さじ1

塩

牛乳 2カップ

コーンスターチ 適量

小ねぎ 2～3本

平成18年度てしお産品味くらべ事業

ＮＯ　ＰＲＩＮＴＩＮＧ

しじみの和風チャウダー

材料（６名分）

少々

作り方

13

①良く洗ったしじみを小鍋にとり、１/２カップのだし汁を加えて煮立て、口が開

いたら濾し、ゆで汁はとっておく。 

②①のゆで汁に残りのだし汁を合わせ、角切りにした野菜を入れて、煮始め、

アクはきれいにとる。 

③野菜がやわらかくなったらＡを加え、煮立たぬように静かに煮込んでから牛

乳を加える。 

④牛乳が温まったら、水溶きのコーンスターチでトロミをつけ、しじみを戻し入

れ、斜め薄切りの小ネギを散らす。 
 



米

もち米 1/2カップ

シジミ（大） 400グラム

水 2カップ

塩 少々

たけのこ 80グラム

Ａ 塩 小さじ2/3

酒 大さじ2

薄口醤油

黒七味又は粉山椒 少々

春菊 適量

しじみご飯

材料（６名分）

14

大さじ1

作り方

平成18年度てしお産品味くらべ事業

1と1/2カップ

ＮＯ　ＰＲＩＮＴＩＮＧ

①米ともち米を合わせて洗い、３０分位水につけてから、ザルの上げておく。 

②シジミの殻をよく洗い、分量の水に入れて、一煮たちさせ、口が開いたら、

ペーパータオルなどをしいてこしておく。 

③②のゆで汁は冷まし、シジミは殻からはずし、身だけをフライパンでから煎

りし、塩を少々ふっておく。 

④たけのこは薄切りのする。 

⑤①の米にシジミのゆで汁とＡを加えて軽く混ぜ、④のたけのこも加えて炊く。 

⑥出来上がってから③のシジミと塩茹でして細く刻んだ春菊を加え、黒七味

又は粉山椒をお好みでふる。 



玉ねぎ 1/2個

片栗粉 大さじ3

鶏挽肉 250グラム

ジャガイモ（中） 1コ

Ａ 卵 150グラム

塩 小さじ1/2

コショウ 少々 牛乳 2カップ

スープ 3カップ Ｂ 塩 小さじ2/3

人参 コショウ

大根 200グラム Ｃ バター 20グラム

レンコン 80グラム 小麦粉 大さじ2

ホールコーン 大さじ4 生クリーム 大さじ4

しめじ 1パック ブロッコリー 1/4株

芋だんごのクリームスープ

材料（６～８名分）
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50グラム

作り方

平成19年度てしお産品味くらべ事業

少々

ＮＯ　ＰＲＩＮＴＩＮＧ

①玉ねぎはみじん切りにし、ボウルに入れて片栗粉を加えてサラサラにし、こ

の中に鶏挽肉も加えて練る。 

②ジャガイモは皮をむき、①のボウルに直接すりおろし、Ａも加えてさらに良く

練っておく。 

③スープに人参、大根、レンコンを小さめの乱切りにして入れて火にかけ、串

がやっと通るくらいになったら、②の団子をスプーンなどで丸めて入れる。 

④だんごが上に浮いてきたら、コーンと小房に分けたしめじを加え、牛乳を入

れて静かに煮込む。 

⑤Ｂで味を調え、練り合わせたＣを加えて濃度をつけ、生クリ―ムと塩ゆでし

たブロッコリーを散らす。 
 



米 3カップ

牛乳 500ｍｌ

酢 30ｍｌ強

砂糖 25～35ｇ

食紅

しめじ 100グラム

醤油 小さじ2

塩 適量 生姜 1/1本

あわせ酢（補いの酢） きゅうり 1/2本

酢 30ｍｌ わかめ 5グラム

砂糖 30グラム 卵 2個

塩 小さじ2 蒸しホタテ 適宜

昆布 1枚 えび 適宜

牛乳ごはんちらし寿司

材料（６名分）

作り方

平成19年度てしお産品味くらべ事業

ＮＯ　ＰＲＩＮＴＩＮＧ
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【ミルクからのホエーとカッテージ・チーズづくり】 

①ボールに牛乳を入れ、酢を大さじ３杯入れて加熱する。４０℃ぐらいから分離が始まり、

透明になったら加熱をやめる。 

②ガーゼなどでこして、ホエーとチーズを分ける。 

【そぼろづくり】 

③ボールにこしたカッテージ・チーズを入れる。（水分が切れた状態） 

④砂糖を入れ、３～４本の箸でかき混ぜる。 

⑤塩をひとつまみ、食紅をごく少量入れ、ごく薄く色をつけてから、火の上でかき混ぜる。 

⑥砂糖がとけてゆるみはじめる。べたべたのうちにやめて、冷やすとそぼろ状になる。 

【ホエーごはんづくり】 

⑦ホエーごはんはかために出来上がるので、水分15％程度までホエーを加える。（ホエー

全量で炊くより、ホエーと水1：1か2：1がおいしい） 

⑧味がさびしいので、昆布をのせて炊き始め、沸騰の時にしめじをのせて炊き上げる。 

⑨炊いているときに風味がとぶので、ごはんを移す際は、手早く補いのあわせ酢をかける。 

⑩好みで醤油（小さじ２）や塩を加える。 

【ちらしの具づくり】 

⑪お好みになるが、わかめ、生姜、きゅうり、薄焼たまご、蒸したホタテ、えびをのせる。 



バット1枚分（15ｃｍ×20ｃｍ）

有塩バター 35グラム

コンデンスミルク 60グラム

水あめ 150グラム

平成20年度てしお産品味くらべ事業

ホワイト塩生キャラメル

材料

作り方

ＮＯ　ＰＲＩＮＴＩＮＧ
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①バットにオーブンシートを敷いておく。 

②深めの鍋に材料を全部入れて中火にかける。木べラでかき混ぜながら約3

分煮る。 

③氷水に、ひとしずく落として、手で丸められるようになったら、火から外し、

バットに流し込む。 

④粗熱がとれたら固まり切らない内に、１．５㎝角に包丁で切り、セロファンな

どで包む。 
 

【ポイント】 

※煮詰め加減が最大のポイント。 

※鍋は熱伝道の良いホーロかステンレスが良い。 

※煮詰めると１２０℃位になるので火加減に注意。 とても焦げやすいので、

火加減・時間に気をつけてください。 
 



Ａ 薄力粉 220グラム

ベーキングパウダー 小さじ1

小さじ1

てんさい糖 大さじ3～4

粗塩 小さじ1/3

Ｂ かぼちゃ 150グラム

てんさい糖 小さじ1

粗塩

水 大さじ3

Ｃ 牛乳 100ｃｃ

プレーンヨーグルト 100グラム

平成20年度てしお産品味くらべ事業

手作りパン教室　ぽこたんぽぽ
発酵いらず　ＢＰで膨らませるクイック
ブレッド

かぼちゃぱん

ベーキングソーダー

材料（５～6個分）

少々

作り方
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【下準備】 

①Ａをボウルに入れておく。 

②かぼちゃはよく洗って種を取り除き、皮をところどころむく。 

③1.5㎝位の角切りにして鍋に入れ、火（やや強火）を加えて蓋をする。 

④ぐつぐつしてきたら弱火にし、砂糖と塩を加えて蓋をして、水分がなくなるま

で煮る。 

⑤蓋をはずして冷ます。（Ｂ） 

⑥Ｃはやや大きめのボウルに入れる。 

⑦天板にオーブン用のペーパーを敷いておき、オープンを１８０～１９０℃に

温めておく。 

【作り方】 

④ＣにＢを入れて、ゴムベラで混ぜる。 

⑤Ａを泡だて器で混ぜる。 

⑥④に⑤を一度に加え、ゴムベラで粉っぽさがなくなるまで軽く混ぜあわせる。 

⑦生地をスプーンですくって天板に並べ、２５～３０分焼く。 



かに風味かまぼこ

大根 200グラム

セロリ 10グラム

プレーンヨーグルト 100グラム

サラダ油 大さじ2

酢 大さじ1～2

（マヨネーズ） 大さじ1～2

おろしにんにく

塩 適量

粗挽き黒コショウ 適量

平成20年度てしお産品味くらべ事業

ホワイトサラダ

材料（４名分）

きゅうり

小さじ1

作り方

4本40グラム

1/2本35グラム

ＮＯ　ＰＲＩＮＴＩＮＧ
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①大根は薄いいちょう切にして、塩を少々をふり、しんなりしたら軽く水気を切

る。 

②きゅうりとセロリは大きさを揃えて、薄い斜め切りにする。 

③かに風味かまぼこは、半分の長さに切り、手で裂いておく。 

④ボウルにヨーグルト、サラダ油、酢、塩、おろしにんにくを入れ混ぜ合わせ

ドレッシングを作る。（お好みでマヨネーズを加えてもよい） 

⑤食べる直前に①を加えて和え、器に盛り、仕上げに粗挽き黒こしょうをふる。 
 

※「じゃがいも」や「れんこん」を加えてもおいしいです。 
 



しじみ汁 190グラム

こしあん 65グラム

6グラム

塩 3グラム

ホイップクリーム 適量

ミントの葉 適量

平成21年度てしお産品味くらべ事業

シジミのあんゼリー寄せ

材料（５名分）

粉ゼラチン

作り方
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【下準備】 

①しじみ１０個に対して水３００ｃｃで出汁をとる。 

②粉ゼラチンは水に入れてもどしておく。 
 

【作り方】 

③しじみ汁を鍋で温めて、８０℃の温度まで沸いたらゼラチンを入れる。 

④沸騰させないように煮溶かし、少しずつあんこに混ぜる。 

⑤氷水で粗熱がとれるまで冷ました後、器に盛る。 

⑥上にホイップクリームとミントの葉を添える。 



紫芋ペースト 250グラム

鶏挽肉 60グラム

30グラム

生うに 適量

Ａ 牛乳 200ｃｃ

バター 30グラム

薄力粉 15グラム

Ｂ クリームコーン 200グラム Ｃ 醤油 大さじ1

塩 適量 みりん 大さじ1

コショウ 適量 酒 大さじ1

砂糖 5グラム

平成21年度てしお産品味くらべ事業

紫芋の饅頭（まんじゅう）コーンソースがけ

材料（５名分）

片栗粉

作り方
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【下準備】 

①紫芋のペーストを一度温めて、片栗粉を混ぜる。 

②鶏肉はＣの調味料で煮て、ザルに汁気がなくなるまでおいておく。 

③Ａのバターを常温でもどしておく。 
 

【作り方】 

④バターにふるいにかけた薄力粉を混ぜ、牛乳を少しずつ入れながら火にか

けてホワイトソースを作る。（Ａを合わせる） 

⑤その中にＢを入れて裏ごしてコーンソースを完成させる。 

⑥紫芋を団子状にとり、中に鶏挽肉を入れて丸めて、形が出来たら表面全体

に片栗粉をつけ、１６０℃～１７０℃の油で揚げる。 

⑦皿にコーンソースを敷き、饅頭と生うにをのせる。 
 
 



鮭 100グラム

鮭白子 150グラム

100グラム

本しめじ 1/2パック

卵（Ｍ） 4個

Ａ 鮭だし汁 450ｃｃ

醤油 小さじ1

みりん

塩 7グラム

化学調味料 少々

平成21年度てしお産品味くらべ事業

鮭の白子蒸し

材料（５名分）

イクラ醤油漬

15ｃｃ

作り方
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【下準備】 

①鮭は２０ｇの切り身にして適量の醤油で洗い、キッチンぺーパーで水気を取

る。 

②本しめじ１本ずつバラにしておく。 

③鮭の白子は血を抜いて塩水でよく洗い、１０～１５分程蒸した後、裏ごしす

る。 

【作り方】 

④Ａの調味料を合わせて裏ごしした白子に少しずつ混ぜていく。 

⑤よく溶いた卵に⑤を混ぜて白子蒸しの地を作る。 

⑥器に本しめじと鮭を入れて⑥の地を注ぎ、一度蒸気を上げた蒸し器で、弱

火にして１０分を目安に蒸し上げる。 

⑦最後にイクラの醤油漬をのせる。 
 

※中身はこの材料だけでなく、茶碗蒸しの要領で色々な物を入れてみてもお

いしいです。 



ホッキ 5個

油揚げ（大） 1/2枚

25グラム

米 4合

大葉 5枚

針海苔 適量

Ａ 味噌 300グラム

砂糖 Ｂ 鰹だし汁

みりん 大さじ2 醤油 大さじ1

酒 大さじ2 酒 大さじ2

塩 5グラム

化学調味料 少々

720ｃｃ

平成21年度てしお産品味くらべ事業

ホッキ味噌漬をのせた炊き込みご飯

材料（５名分）

人参

200グラム

作り方
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【下準備】 

①ホッキは半分に開き、掃除してＡの中に一晩漬ける。 

②米を研ぎ、３０分水につけて、その後ザルで水をきる。 

③ホッキのヒモは掃除して２㎝幅で切っておく。（貝柱はそのまま） 

④油揚げと人参は３㎜幅の細切りにして、下茹でしておく。 

⑤大葉は細切りにして水でさらしておく。 

【作り方】 

⑥Ｂの調味料を火にかけ、ホッキのヒモ、油揚げ、人参を入れ御飯のだし汁

を作り、米と合わせて炊飯器で炊く。 

⑦ホッキの味噌漬の余分な味噌を取り、網などに乗せて強火でサッと焼く。 

⑧６等分くらいに切って炊き上がった御飯に針海苔を敷く。 

⑨針海苔の上に北寄をのせ大葉を添える。 
 

※ホッキだけでなく魚介類を代えたり、野菜なども増やすとバリエーションが

広がります。 



タコキムチ 250グラム

角もち 50グラム

50グラム

春巻きの皮 5枚

サラダ油 適量

水溶き小麦粉 適量

平成21年度てしお産品味くらべ事業

タコキムチ春巻

材料（５名分）

モッツァレアチーズ

作り方
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①タコキムチを細かく刻み、角もちとモッツァレアチーズも３㎜角に切る。 

②材料全部を混ぜ合わせ春巻の皮の中心にのせ巻く。 

③水で溶いた小麦粉で端をとめて、１６０°Ｃ～１７０°Ｃの油で、揚げ色が付

くまで回しながら揚げる。 



カスベ 300グラム

長芋 5ｃｍ

10ｃｍ

バター 40グラム

小麦粉 適量

塩 適量

コショウ 適量

サラダ油 30ｃｃ、60ｃｃ

Ａ 醤油

味噌

酒

平成21年度てしお産品味くらべ事業

カスベと長芋のバター焼き

材料（５名分）

長ネギ（白の部分）

60ｃｃ

作り方

60ｃｃ

60ｃｃ
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【下準備】 

①カスベを６０ｇに四角く切り、両面に薄くコショウをしておく。 

②長芋は１㎝厚の輪切りにして皮をむき、塩で揉んで洗い、キッチンぺーパーで水 

気をとる。 

③長葱は長さ５㎝にして半分に開いて細切りにし、水でさらしておく。 

④Ａの調味料を合わせておく。 
 

【作り方】 

⑤フライパンに３０ｃｃの油をひき、長芋を中火で焼き目が付くまで両面焼き、皿に

盛っておく。 

⑥そのままフライパンに油６０ｃｃを足して、両面に小麦粉を塗したカスべを火が通

るまで焼く。 

⑦バターとＡの調味料を入れ、カスべ全体に味がつくようにフライパンを回しながら

３０秒煮詰める。 

⑧長芋の上にカスべをのせて、残ったタレを全体にかけ、最後に細切りにした長葱

をのせる。 



粉ゼラチン 10グラム

水 大さじ3

1コ

マスカットサイダー（250ｃｃ） 2本

レモン汁 小さじ1

平成22年度てしお産品味くらべ事業

マスカットサイダーゼリー

材料（6名分）

キウイ

作り方
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①粉ゼラチンは水で戻し、キウイは５～６ミリ角に切っておく。 
 

②①の戻したゼラチンをレンジ又は湯せんで溶かしておく。 
 

③ボウルなどにマスカットサイダーを入れ、②のゼラチン、キウイ、レモン汁を

加えて良く混ぜ、これをグラスなどに入れて冷やしかためる。 



サツマイモ　　 200グラム

桜エビ 20グラム

小さじ2

【衣】

卵 1コ

水（卵と合わせて） 1/2カップ

焼酎 1/2カップ強

小麦粉（又は米粉）

揚げ油 適量

塩 適量

平成22年度てしお産品味くらべ事業

サツマイモのサクサクかき揚げ

材料（6名分）

黒ゴマ

1カップ

作り方

27

①サツマイモは皮をつけたまま細く切り、水にさらしておく。 
 

②衣は溶き卵に水を合わせ、焼酎も加えた中に小麦粉を入れてサックリ混ぜ

る。 
 

③②に①と桜エビ、黒ゴマを入れて軽く混ぜ、１８０度に熱した油でカラリと揚

げ、塩をふる。 
 



サツマイモ　　 300グラム

りんご 1コ

3枚

Ａ 砂糖 大さじ2

水 1/3カップ

レモン汁 小さじ2

バター 15グラム

塩 少々

ＮＯ　ＰＲＩＮＴＩＮＧ

平成22年度てしお産品味くらべ事業

サツマイモとリンゴのレモン煮

材料（6名分）

レモン（輪切り）

作り方
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①サツマイモは皮をつけたまま１センチ厚さの輪切り、又は半月に切り、水に

さらす。 
 

②りんごは６つ割りにし、皮と種を除いてイチョウ切りにする。 
 

③小鍋に①と②を交互に入れ、Ａを加え、アルミホイルなどで落としふたをし、

サツマイモがやわらかくなるまで煮る。 
 



赤、黄パプリカ　　　　　　　 各１/2コ

サヤインゲン　　　　　　　　 6本

１～２品　どれもおろした状態で 300グラム

サラダ油、又はオリーブ油 適量

塩、胡椒　　　　　　　　　　 少々

ニンニク 1片

玉ネギ 1/4コ

米

カットトマト水煮缶 1/2缶 Ａ サフラン 0.1グラム

水 2カップ ターメリック 少々

砂だししじみ貝 150グラム コンソメ顆粒 小さじ1～2

レモン 1コ アルミホイル

平成22年度てしお産品味くらべ事業

天塩のパエリア

鮭、ヒラメ、カジカ、アンコウのうち

1と1/2カップ

材料（６名分）

作り方
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①赤、黄パプリカは縦に６つに切り、サヤインゲンは筋をとる。魚は一口大に

切り、塩、胡椒をしておく。 
 

②フライパンに油を熱し、パプリカとインゲンを炒めて取り出し、その後に魚を

入れて両面じっくり焼いて、これも取り出しておく。 
 

③その後に油を足し、みじん切りのニンニクと玉ネギを炒めてから、米もその

まま入れて炒める。 
 

④③にカットトマトと水、Ａを加え米が水分を吸水するまで混ぜ、その上にシ

ジミをのせてアルミホイルできっちり覆い（又は合う、フタをする。）１５分くらい

火にかける。 
 

⑤途中で②を彩り良くのせて火を通し、出来上がってからくし型に切ったレモ

ンをのせる。 



長芋 1本（1ｋｇ）

卵 1個

1本

ごぼう 200ｇ

醤油 45ｃｃ

だし 180ｃｃ

みりん 45ｃｃ

平成23年度てしお産品味くらべ事業

長芋とうなぎのグラタン

材料（５～６人分）

ＮＯ　ＰＲＩＮＴＩＮＧ

うなぎ（かばやき）

作り方
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①長芋をすりおろし、卵、だし、醤油、みりんをいれよくまぜておく。 

②うなぎを食べやすい大きさにカットする。 

③ごぼうをささがきし、茹でておく。 

④グラタン皿にごぼうをしき、その上にうなぎをのせ、長芋をかけて１８０℃の

オーブンで１５分焼く。 

⑤できあがりに醤油をはけでぬる。 



しじみ 500グラム

すり身 400グラム

20枚

たまねぎ 1個

サラダ油 200ｃｃ

卵 5個

だし汁 400ｃｃ

醤油 100ｃｃ

酒

みりん 100ｃｃ

砂糖 大さじ1

塩 少々

生姜 適量

平成23年度てしお産品味くらべ事業

ＮＯ　ＰＲＩＮＴＩＮＧ

しじみシュウマイ（３色シュウマイ）

材料（20個分）

シュウマイの皮

100ｃｃ

作り方
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①しじみをだし４・しょう油１・酒１・みりん１の割合で合わせただし汁７００ccに砂糖

大さじ１杯としょうがのスライスを２～３枚いれて、しじみに味が染みるまで煮込みし

じみを殻から外し、煮た出汁と分けて冷ましておく。 

②卵を卵黄と卵白に分け、卵黄とサラダ油で素をつくる。 

③タマネギをみじん切りにし、さっと湯がいてさましておく。 

④すり身に卵白を少し加えて、粘りが出るまでよく練り、②の素を加えよく混ぜ、①

のしじみの身と③をのタマネギを混ぜ、①のだしで硬さを調節する。 

⑤シュウマイの皮に④の具を包みシュウマイをつくり蒸し器で１０分位蒸す。 

 

【３色シュウマイ】 

★ホッキシュウマイ～材料のしじみをホッキに。（量同じ） 

 作り方①は、ホッキをみじん切りにしてフライパンで固くならないよう炒め、炒めた

ときの汁と分けて冷まします。作り方②以降はしじみシュウマイと同じです。 

★ホタテシュウマイ～材料のしじみをホタテに。（量同じ） 

 作り方の①は、ホタテを蒸してほぐし、蒸したときの汁と分けて冷まします。作り方

②以降はしじみシュウマイと同じです。 
 



紫芋 400ｇ

寒天 1本（7.5ｇ）

200ｇ

水 500ｍｌ

塩 適量

平成23年度てしお産品味くらべ事業

紫芋のようかん

材料（１折分）

ＮＯ　ＰＲＩＮＴＩＮＧ

砂糖

作り方
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①紫芋を茹で裏ごししておく。 

②寒天は水でやわらかくなるまでもどしておく。 

③①を火にかけ砂糖・塩を入れよく混ぜる。 

④②と水５００ｍｌを火にかけ寒天がとけるまであたためる。 

⑤③を④に入れ、よくまざるまで木べらなどで火にかけたままつやがでるまで

ねる。 

⑥火からおろし、流しカンに流し冷やす。 
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しじみ（むき身）

米

酒

薄口醤油

塩麹

作り方

3合

しじみ塩麹御飯の稲荷

材料（３合分）

ＮＯ　ＰＲＩＮＴＩＮＧ

水

140ｇ

500ｍｌ

大さじ3

大さじ1杯半

大さじ2

適宜

20枚程度

生姜

稲荷の皮（市販）

①しじみをボウルで洗い、沸騰させたお湯に入れ、貝を開く。 

②しじみを汁から一旦取り出し身を殻から外し、汁はキッチンペーパー等で

漉し、冷ます。 

③生姜を千切りにして一度水で洗い、水気を切る。 

④炊飯器にお米をセットして、酒・薄口醤油・塩麹を加え、通常量の②の汁を

入れて混ぜる。 

⑤お米が平らになるようにならし、しじみのむき身と生姜をまんべんなく散らし、

御飯を炊く。 

⑥炊き上がったら御飯を冷まし、軽く絞った稲荷の皮に適量を入れる。 
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材料（３～５個分）

作り方

34

卵

パン粉

胡椒 適宜

ポン酢 つけタレ用

小麦粉

玉葱 60ｇ

小ねぎ 2本

塩 適宜

じゃがホッケ揚げ

ホッケ（焼いてほぐした物） 100ｇ

じゃがいも（皮を剥いた物） 150ｇ ＮＯ　ＰＲＩＮＴＩＮＧ

①じゃがいものは茹でて、好みの大きさに潰しておく。 

②玉葱はみじん切りにし、小ねぎは小口に切る。 

③①に②と骨を取り除いたホッケをいれ、塩・胡椒をしてよく混ぜる。 

④整形してフライの要領で小麦粉・卵・パン粉の順番につけ、160℃～170℃

の油で2分程揚げる。 

⑤ポン酢につけて食べる。 

  



平成24年度てしお産品味くらべ事業

作り方

35

小ねぎ 3本

黒胡椒 適宜

牛乳 500ｍｌ

味噌 40ｇ

チキンコンソメ 小さじ1

人参 100ｇ

玉葱 60ｇ

シメジ 1/2袋

長芋と鶏肉のミルク味噌煮

材料（３～４人分）

鶏モモ肉 1枚

長芋 300ｇ ＮＯ　ＰＲＩＮＴＩＮＧ

①鶏モモ肉は一口サイズに切り、沸騰させたお湯で表面が白くなる程度に霜

降りする。 

②長芋は２cm幅に銀杏切り、人参は乱切りにして、それぞれボイルする。 

③玉葱は櫛形に切り、シメジは石づきを取りバラしておく。 

④ボウルに味噌を入れ、牛乳を少し加えて泡立て器で溶かし、残りを牛乳と

合わせる。 

⑤④をなべに移して火にかけ、ひと煮立ちしたら①の鶏肉を入れ、仲間で火

が入るまで、弱火で煮る。 

⑥シメジ以外の野菜を鍋に入れ、弱火で10分程煮た後、シメジを入れさらに5

分程煮る。 

⑦仕上げに、黒胡椒と小口にきった小ねぎをかける。 
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作り方

36

チーズ入りフランクフルト 2本

（べこちちファクトリー)

顆粒中華スープの素 小さじ1

ごま油 大さじ2

カチョカバロ（べこちちファクトリー) 1個分

卵 1個

水 150ｍｌ

小麦粉 100ｇ

ピザ風キムチ・チヂミ

材　料

キムチ（キムチ工房） 150ｇ

ニラ 1/2束 ＮＯ　ＰＲＩＮＴＩＮＧ

①キムチはざく切りにし、ニラは3ｃｍ幅に切る。 

②ボウルに卵を溶きほぐし、水を加えて混ぜ合わせ、さらに小麦粉と顆粒中

華スープの素を加え、なめらかになったら①を加えて混ぜ合わせる。 

③フライパンにごま油の半量を熱し、②を流し入れて中火で2～3分焼く。ひっ

くり返して残りのごま油を鍋はだから加えてさらに2～3分焼く。 

④焼きあがったら、斜め切りにしたフランクフルトとスライスしたカチョカバロを

のせて、オーブンで3分程焼き、適そうな大きさに切り分ける。 
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作り方

37

塩 適宜

黒胡椒 適宜

オリーブオイル 30ｃｃ

中華スープ 180ｃｃ

小ねぎ 3本

しじみパスタ

材　料（１人分）

パスタ 100ｇ

しじみ 200ｇ ＮＯ　ＰＲＩＮＴＩＮＧ

①しじみはよく洗い、水気を切っておく。 

②フライパンにオリーブオイルを入れ火にかけて熱し、スープを加える。 

③スープが沸いてきたら①のしじみを入れ、蓋をして貝が開くまで中火で煮る。 

④塩を適量入れ、味を整えてから茹で上がったパスタを加え、よく絡める。 

⑤お皿に出来上がったパスタを盛り、黒胡椒と小ねぎを散らす。  




