
                         

★ かるしおレシピを取り入れた献立 ★ 

▼ご飯 

ｴﾈﾙｷﾞｰ(kcal) たんぱく質(g) 脂質(g) ｶﾙｼｳﾑ(mg) 食物繊維 (g) 塩分(ｇ) 

249 4.3 0.6 5 0.5 0 

▼長いもまんじゅう カニ庵かけ 

ｴﾈﾙｷﾞｰ(kcal) たんぱく質(g) 脂質(g) ｶﾙｼｳﾑ(mg) 食物繊維 (g) 塩分(ｇ) 

119 2.6 5.6 15 0.7 0.55 

▼豚肉と大根の白味噌煮 彩り野菜添え 

ｴﾈﾙｷﾞｰ(kcal) たんぱく質(g) 脂質(g) ｶﾙｼｳﾑ(mg) 食物繊維 (g) 塩分(ｇ) 

77 4.3 3.4 20 1.6 0.48 

▼ミルク卯の花 

ｴﾈﾙｷﾞｰ(kcal) たんぱく質(g) 脂質(g) ｶﾙｼｳﾑ(mg) 食物繊維 (g) 塩分(ｇ) 

86 3.9 5.1 92 5.3 0.1 

▼果物（いよかん） 

ｴﾈﾙｷﾞｰ(kcal) たんぱく質(g) 脂質(g) ｶﾙｼｳﾑ(mg) 食物繊維 (g) 塩分(ｇ) 

23 0.5 0.1 8 0.6 0 

▼1 食の合計 

ｴﾈﾙｷﾞｰ(kcal) たんぱく質(g) 脂質(g) ｶﾙｼｳﾑ(mg) 食物繊維 (g) 塩分(ｇ) 

554 15.6 14.8 140 8.7 1.13 

 

 

 

 

ぽ る す ぱ 

＜分量の●1 はかるしおｽﾌﾟｰﾝのさじ数を表します＞ 

（例） 

●1 かるしおｽﾌﾟｰﾝ 1.0ｍL が１さじ 

●2 かるしおｽﾌﾟｰﾝ 0.5ｍL が２さじ 

●1 かるしおｽﾌﾟｰﾝ 0.1ｍL が１さじ 
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調理のポイント 

★下処理：食材の水気をしっかり切る 

★塩分が含まれている食材（加工食品等）

は、しっかり脱塩をする。 

八
方
だ
し 

   

 ＜材料＞（4 人分） 

  じゃがいも    80ｇ 

  長いも      60ｇ 

  小麦粉(ふるいにかける) 8ｇ 

  たまご      12ｇ 

  赤ちゃんせんべい 20ｇ 

  油        20ｇ 

 

砂糖      1.2ｇ●1●2 

  薄口醤油    0.8ｇ●1●3 

  塩       1ｇ ●1 

  だし汁     140cc 

  酒       8cc 

  カニかま    20ｇ 

  えのき     12ｇ 

  生姜      2ｇ 

  三つ葉（葉）  2ｇ 

  片栗粉     4ｇ 

  水       8cc 

 

  人参       4ｇ 

  三つ葉（軸）   4ｇ 

  わさび(水で溶く)  4ｇ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜下ごしらえ＞  

①鍋にたっぷりの水を加えてじゃがいもを湯がく。 

串が通る柔らかさになればザルに移して荒熱をとる。 

荒熱が取れたら、熱いうちに細かくつぶすか、うらごしする。 

②長いもは 1.5cm 大、0.5mm 厚さにカットして下ゆでをし、

しっかりと水気を切る。 

③じゃがいもが人肌くらいまで冷めたら、15ｇくらいの大きさ

に丸めて軽く押さえ、真ん中に長いもを包み、丸くする。 

④まんじゅうに小麦粉→溶き卵→せんべいを丁寧につけ、

170℃の温度で揚げる。 

 

＜あんかけ＞ 

※八方だしに酒を加え火にかけ、一煮立ちさせる。 

①カニかまは 2.5cm くらいの長さに切り、カニかまの脱塩を

する。 

（塩水に 10 分ほど漬け、軽く揉んでからすすぎ、水気を切る。） 

②えのきは 2cm に切る、生姜はすりおろす。 

人参は 2.5cm の長さで桂剥きにして、細いせん切りにし、揃え

て糸で結ぶ。三つ葉は根を切り落とし、根元を揃えて糸で結ぶ。 

③人参を熱湯で湯がき、三つ葉は色よく、固めに湯がく。水にさ

らしてザルに移し、水気を切る。(人参：糸をはずし、揃えてお

いておく) 

（三つ葉：糸をはずし、2.5cm くらいに切りそろえる。） 

④一煮立ちした八方だしにえのきを加えて火を通し、脱塩したカ

ニかま・三つ葉の葉を加える。 

⑤仕上げにおろし生姜を入れ、水溶き片栗粉でとじてくず庵を仕

上げる。 

 

＜盛り付け＞ 

器の中央にまんじゅうを盛り、周りにカニくず庵を流す。 

天盛りの人参・三つ葉は交差して盛り、わさびを添える。 

 

天
盛
り
野
菜 

小さいものを使用する際は 

皮付きのまま茹でてもよい。 

＜分量の●1 はかるしおｽﾌﾟｰﾝのさじ数を表します＞ 

（例） 

●1 かるしおｽﾌﾟｰﾝ 1.0ｍL が１さじ 

●2 かるしおｽﾌﾟｰﾝ 0.5ｍL が２さじ 

●1 かるしおｽﾌﾟｰﾝ 0.1ｍL が１さじ 

      



●豚肉と大根の白味噌煮 彩り野菜添え    

＜材料＞（１人分） 

   豚ロース薄切り 60ｇ 

   おろし生姜   0.2ｇ 

 

   砂糖    1.2ｇ ●1●2 

   薄口醤油  2cc  ●2 

   塩     0.2ｇ ●2 

   だし汁   80cc 

 

   しめじ   40ｇ(10ｇを 1 束)   

   人参    28ｇ 

 

   大根    200ｇ  

   青ねぎ   8ｇ 

   砂糖    2ｇ ●2 

   白味噌   12g (小さじ 2) 

   だし汁   120cc 

 

  

湯
引
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＜下ごしらえ＞ 

①大根は細いものを選び、繊維に対して直角に包丁を入れての 1cm ほ

どの輪切り（筒切り）にする。（50g くらい） 

さらに食べやすい大きさ（1/4）に切る。 

②鍋にたっぷりの熱湯を沸かし、大根を柔らかく湯がく。指で押さえて

柔らかく感じるくらいになったらザルに移し、荒熱をとって水分をしっ

かりと飛ばす。（水分が残っていると、含め煮にしたときに仕上がりが

水臭くなるので注意！） 

 

③鍋にだし汁を加えて一煮立ちする。砂糖・薄口醤油・塩と、おろし生

姜を順に加えてさらに一煮立ちさせ、湯引き用八方だしを仕上げる。 

※湯引きだしは多いほうが湯引きしやすいので、2 倍の分量でもよい。 

④★豚ロース肉を少しずつ加え、湯引きする。火が通ったならば、ザ

ルに移してしっかりと煮汁を切る。（湯がきすぎると豚肉が硬くなるの

で注意！） 

※薄切りをそのまま切らずに使用する。（脂身の少ないものを使用する） 

※煮汁を切ってからしっとり感を出すため、ラップで覆う。 

★余った湯引き用八方だしは煮立て、灰汁を固めてすくい取っておく。 

 

⑤人参を花形にし、5ｍｍ幅に切る。 

（飾り切りができる方は飾り切りをしてください♪） 

しめじは小ぶりの物を選び、根を丁寧に切り取る。房は外さず、調理後

に 10ｇ大の房に小分けする。 

⑥★灰汁を取った湯引き用八方だしで人参・しめじを湯がき、串が通

るくらいの柔らかさになったらザルに移して荒熱をとり、水分をしっか

り飛ばす。 

 

⑦青ねぎは 1～2mm くらいの幅の小口切りにする。（水にさらしてか

らしっかりと水気を切る） 

⑧白味噌八方だしを一煮立ちさせたら弱火にし、大根を入れる。落し蓋

をしてコトコトと 10 分ほど煮含める。 

⑨⑧に人参、しめじを加えて一煮立ちしたら火を止め、湯引きした豚ロ

ースを漬け込み、コンロから外して味をなじませる。 

（冷ましながら味を含ませる） 

 

＜盛り付け＞ 

器の中央奥に大根を盛る。 手前右に豚ロース、右横に 10ｇほどの房

に分けたしめじ、手前に花形人参を添える。 

白味噌の煮汁を周りに注いで、天盛りに青ねぎを添えて仕上げる。 

白
み
そ
用
八
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調理のポイント 

★食材の水気をしっかり切る！ 

★八方だしで材料に下味をつけて

おく 

★八方だしのバリエーション（下

茹で用や味噌味の八方だし） 

＜分量の●1 はかるしおｽﾌﾟｰﾝのさじ数を表します＞ 

（例） 

●1 かるしおｽﾌﾟｰﾝ 1.0ｍL が１さじ 

●2 かるしおｽﾌﾟｰﾝ 0.5ｍL が２さじ 

●1 かるしおｽﾌﾟｰﾝ 0.1ｍL が１さじ 

      



 

＜材料＞      （4 人分）      

乾燥しいたけ     3 個 

牛乳         200ml 

サラダ油       小さじ 1 

しょうが（せん切り） 1/2 片 

にんじん（せん切り） 1/6 本 

ねぎ（小口切り）   1/6 本 

油揚げ（せん切り）  1/2 枚 

おから        100ｇ 

かつお節       1 袋(4ｇ) 

塩          少量(0.3ｇ) ●3 

 

＜作り方＞ 

①鍋に牛乳、乾しいたけをいれ、落し蓋をし、やや弱火で 5 分ほど煮る。しいたけが柔らかくなったら

取り出して軸を除き、せん切りにしておく。（煮汁は後で使う） 

②鍋にサラダ油を熱し、しょうがをいため、香りが出たらにんじん、ねぎ、油揚げを炒める。おからを

加え、ぱらっとするまでさらに炒め、乾しいたけと①の煮汁を加えてへらで混ぜながら味を含ませるよ

うに煮る。 

③塩少量で味を調える。 

 

 

▼おからをよく炒めること！ 

＜分量の●1 はかるしおｽﾌﾟｰﾝのさじ数を表します＞ 

（例） 

●1 かるしおｽﾌﾟｰﾝ 1.0ｍL が１さじ 

●2 かるしおｽﾌﾟｰﾝ 0.5ｍL が２さじ 

●1 かるしおｽﾌﾟｰﾝ 0.1ｍL が１さじ 

      


