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（1日目）白身魚のドライトマトソテー 

 

● 材料（４人前） 

すずき、鯛、さわらなどの白身魚 ４切れ 

塩・胡椒 少々 

（マリネ液） 

オリーブオイル 大さじ４ 

ドライトマト ３〜４切れ 

アンチョビ ２切れ 

にんにく １かけ 

タイム（生） ５、６本 

 

●作り方 

１ 白身魚はキッチンペーパーの上で塩・胡椒をふり１５分ぐらい置く 

２ ドライトマト、にんにく、タイム、アンチョビはみじん切りにする 

３ バットにマリネ液を混ぜ、１をからめて一晩おく 

４ フライパンで焼く、またはオーブンで焼く（２００度１０〜１５分ぐらい） 

※オーブンの場合、ドライトマトは焦げやすいので魚の下に入れて焼く 

 

 

 

（1日目）豆腐とエリンギ炒め 

 

● 材料（４人前） 

木綿豆腐 １丁 

エリンギ ２本 

オリーブオイル 大さじ１ 

酒 大さじ１ 

練りゴマ 大さじ２ 

塩 小さじ１／４ 

味噌 小さじ１ 

胡椒 少々 

 

● 作り方 

１ 豆腐は電子レンジ（６００w）で約２分加熱する 

２ エリンギは半分の長さに切り、薄くスライスする 

３ フライパンにオリーブオイルを熱し、エリンギを中火で炒め、しんなりしたら、酒を加える 

４ 豆腐を加え、ヘラで潰しながら炒め、練りゴマ、塩、味噌、胡椒を加える 
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（２日目）豚肉と茄子とトマトの花山椒炒め  

 

● 材料（４人前） 

豚肉バラ薄切り ４００g 

茄子 ３個 

ミニトマト １２個 

にんにく、生姜 各１かけ（みじん切り） 

花山椒（粒） 小さじ２ 

オリーブオイル 大さじ１＋大さじ１ 

（タレ） 

紹興酒または酒 大さじ２ 

砂糖 小さじ１ 

醤油 大さじ１ 

鶏がらスープの素 大さじ１ 

豆板醤 小さじ１ 

（水溶き片栗粉）片栗粉大さじ１／２ ＋ 水大さじ１／２ 

 

●作り方 

１ 豚肉は３cmに切り、茄子は半分に切って斜めに薄切りに、トマトは２等分、にんにく、生姜はみじん

切りにする 

２ フライパンにオリーブオイル（大さじ１）を熱し、茄子をさっと炒め、取り出す 

３ 同じフライパンにオリーブオイル（大さじ１）、花山椒とにんにく、生姜を入れ、香りが出たら、豚肉

を焼き、大体火が通ったら茄子とトマトを加えて炒め合わせる 

４ ３にタレを加え炒め合わせ、水溶き片栗粉でとろみをつける 

 

 

（２日目）きんぴらごぼう 

 

● 材料（４人前） 

ごぼう １本 

人参 １／２本 

オリーブオイル又はごま油 大さじ１／２ 

白だし 大さじ２   醤油 大さじ１／２ 

酒 大さじ１     いりごま 少々 

 

●作り方 

１ ごぼう、人参を千切りにする（ごぼうは水につけてアク抜きする） 

２ オリーブオイルで１を炒め、白だし、酒、醤油で煮る 

３ いりごまをトッピングする 
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（３日目）白身魚の豆豉蒸し  

 

● 材料（４人前） 

鰆、鯛、生たらなどの白身 ４切れ 

（タレ） 

豆豉 大さじ１と１／２ 

長ネギ（みじん切り） 大さじ２ 

にんにく（みじん切り） １かけ 

紹興酒または酒 大さじ１ 

砂糖 小さじ１ 

醤油 大さじ１ 

ごま油 大さじ１／２ 

片栗粉 大さじ１ 

   

● 作り方 

１ 白身魚は３〜４等分に切り、塩を振ってキッチンペーパーの上にしばらく置く 

２ 豆豉、長ネギ、にんにくをみじん切りにし、大きめのボウルにタレの材料を混ぜる 

３ １と２を混ぜ合わせタレを絡める 

４ ３を少し深さのある皿に重ならないよう並べ入れ、蒸気の上がった蒸し器で１０分〜１２分蒸す 

 

 

 

（３日目）ブロッコリーとプチトマトの昆布茶和え 

 

● 材料（４人前） 

ブロッコリー １株 

プチトマト １２個 

昆布茶 小さじ１／４〜１／２ 

醤油 小さじ１ 

ごま油 大さじ１ 

 

●作り方 

１ ブロッコリーは食べやすい大きさに切り、蒸し器で蒸す 

２ 昆布茶と醤油、ごま油を混ぜて、ブロッコリーとプチトマトを和える 
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（３日目）切り昆布のポン酢炒め  

 

● 材料（４人前） 

切り昆布（生食用） ２００g 

オリーブオイル 大さじ１／２ 

ポン酢 大さじ２ 

 

●作り方 

１ 鍋にオリーブオイルを熱し、切り昆布を炒める 

２ ポン酢を加えて混ぜ合わせ火を止める 

 

 

 

（４日目）タンドリーチキン 

 

● 材料（４人前） 

鶏もも肉 ２枚〜３枚 

（タンドリーペースト） 

にんにく 大２かけ（すりおろし） 

生姜 ２かけ（すりおろし） 

プレーンヨーグルト（無糖） １／２カップ 

レモン汁 大さじ１ 

カレー粉 大さじ１ 

塩 小さじ１ 

胡椒 少々 

チリパウダー 小さじ１／２ 

ケチャップ 小さじ１ 

はちみつ 小さじ１／２ 

 

●作り方 

１ 鶏肉は厚みを揃えて、皮目をフォークでつつき、塩を振りキッチンペーパーに乗せて１５分ぐらい置

く 

２ にんにく、生姜をすりおろし、タンドリーペーストの材料を混ぜ合わせる 

３ 鶏肉を２のタレに漬け込み 1日漬ける 

４ フライパンにキッチンペーパーを引いて焼く、または２２０度のオーブンで１５分〜１８分焼く 
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（４日目）トマトと玉ねぎと厚揚げのメキシカンサラダ 

 

● 材料（４人前） 

トマト １個 

玉ねぎ １／２個 

きゅうり １／２本   

ピーマン １個 

厚揚げ １／４個 

（ドレッシング） 

にんにく（すりおろし） １個 

米酢 大さじ２    レモン汁 大さじ２ 

塩 小さじ１／２   胡椒 少々   オリーブオイル 大さじ２ 

パクチー（みじん切り）大さじ１    青唐辛子（みじん切り） 少々 

 

●作り方 

１ トマト、玉ねぎ、ピーマンはみじん切りにし、玉ねぎは水にさらす 

２ 厚揚げはトースターなどで軽く焼き、１cm角に切る、きゅうりも１cm角に切る 

３ ドレッシングの材料を混ぜ合わせ、１と２を混ぜ合わせる 

 

 

（５日目）豚肉と干し椎茸の焼売 

 

● 材料（４人分） 

豚ひき肉 ２５０g 

干し椎茸（スライス） ８g 

干しエビ ８g 

生姜 １かけ（みじん切り） 

紹興酒 大さじ１ 

鶏がらスープの素 小さじ１ 

ごま油 小さじ１ 

胡椒 少々 

焼売の皮 ２４枚 

 

●作り方 

１ 干し椎茸と干しエビは水で戻し、柔らかくなったらみじん切り、生姜もみじん切りにする 

２ ボウルに豚ひき肉と１、紹興酒、鶏がらスープの素、胡椒、ごま油を入れ、混ぜる 

３ 焼売の皮に包む 

４ 蒸気の上がった蒸し器に、白菜などを敷き、焼売を並べ、強火で１０分ぐらい蒸す 
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（５日目）ひじきとささみの梅マリネ 

 

● 材料（４人前） 

芽ひじき（乾燥） ２０g 

鶏ささみ ２本 

酒 少々 

ミョウガ ２本 

 

（マリネ液） 

醤油 大さじ１      米酢 大さじ２ 

砂糖 大さじ１／２    ごま油 大さじ２ 

白いりごま 大さじ２   梅干し（大）１個 

 

●作り方 

１ 芽ひじきは水に３０分つけて戻し、水気を切って皿に入れ、蒸し器でさっと蒸す 

２ ささみは皿に入れて酒を少々ふり、蒸し器で蒸し、冷めたら細かく手でさく 

３ ミョウガは千切りにする、梅干しは種をとって叩く 

４ マリネ液の材料を混ぜ、ささみ、ひじき、ミョウガとあえる 

 

 

 

（５日目）パプリカのアンチョビオイル蒸し 

 

● 材料（４人前） 

パプリカ ２個 

にんにく １かけ 

オリーブオイル 大さじ４ 

アンチョビ ４枚 

白ワインビネガー 大さじ２ 

塩、胡椒 少々 

 

●作り方 

１ パプリカはタネを取り、縦に１cmに細切りにする 

２ 鍋にオリーブオイル、潰したニンニクを入れて弱火で炒め、香りが出たらアンチョビ、パプリカを加

え炒める 

３ 白ワインビネガー、塩、胡椒を加えて、蓋をして柔らかくなるまで煮る 

 

 

 


