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（1日目）鯵の南蛮漬け 

 

● 材料（４人前） 

鯵（３枚おろし） ８枚 

小麦粉 適量 

オリーブオイル 大さじ３ 

玉ねぎ １個 

人参 １／２本 

（タレ） 

醤油大さじ２ 米酢大さじ４ 砂糖大さじ１  

水大さじ１ 唐辛子（輪切り）少々 

 

●作り方 

１ タレの材料を耐熱カップに入れ、電子レンジ（６００w）で約１分加熱し煮立たせ、バットに入れ粗

熱を取る 

２ 玉ねぎと人参は千切りにする 

３ 鯵は一口大に切り、小麦粉をまぶして、オリーブオイルで両面焼く 

４ タレに揚げたての鯵を漬け、上に玉ねぎと人参を乗せる（翌日しんなりしたら全体を混ぜ合わせる） 

 

 

 

（1日目）中華風茶碗蒸し 

 

● 材料（４人前） 

卵液・・卵 ２個 

   だし汁 ３００cc（昆布と鰹節の水出し） 

   酒、みりん 各大さじ１／２ 

   塩 小さじ１／４ 

鶏つくねのタネ ５０g（作り方は P４） 

ごま油 小さじ１ 

青ネギ 少々 

 

● 作り方 

１ 卵を割りほぐし、だし汁、酒、みりん、塩を混ぜる 

２ 鶏つくねのタネとごま油を混ぜ団子にて器に入れ、卵液を流し入れ、青ネギを散らす 

３ 蒸し器で１０分ぐらい蒸す、または電子レンジ（２００W）で７分ぐらい加熱する 

（途中様子を見ながら加熱する） 
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（２日目）ぶりのカレー南蛮風照り焼き 

 

● 材料（４人前） 

鰤、鰆などの切り身 ４切れ 

塩・胡椒 少々 

カレー粉 小さじ１  

小麦粉 適量 

めんつゆ 大さじ２ 

みりん 大さじ１  

オリーブオイル 大さじ１ 

 

●作り方 

１ キッチンペーパーを敷き、鰤に塩・胡椒をして１５分おく 

２ １にカレー粉、小麦粉の順でまぶし、オリーブオイルを熱したフライパンで両面焼く 

３ 最後にめんつゆとみりんをかけて、照りが出るまで炒める 

 

 

 

（２日目）かぼちゃのそぼろあんかけ 

 

● 材料（４人前） 

かぼちゃ １／４カット 

（そぼろあん） 

豚ひき肉 ２００g 

玉ねぎ １／４個 

生姜（すりおろし） １かけ 

オリーブオイル 適量 

水大さじ２、酒大さじ１、醤油大さじ１、砂糖小さじ２ 

片栗粉小さじ１＋水小さじ１ 

 

●作り方 

１ かぼちゃは一口大に切り、蒸し器で蒸す 

２ 玉ねぎはみじん切りにし、生姜はすりおろす 

３ 鍋にオリーブオイルで、しんなりするまで玉ねぎを炒め、豚ひき肉を加え炒める 

４ 水、酒、醤油、砂糖、生姜で味を整え、水溶き片栗粉を加えてとろみをつける 
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（３日目）ローストポーク  

 

● 材料（４人前） 

豚肩ロース塊肉 ４００g 

塩・胡椒 少々 

にんにく １かけ 

ローズマリー １枝（みじん切り） 

オリーブ油 適量 

  ソース・・醤油、酒適量 

●作り方 

１ 肩ロース肉全体に塩、胡椒、にんにくすりおろし、

ローズマリーをまぶす 

２ フライパンにオリーブ油を熱し、１の表面をひっくり返しながら全面焼き、焦げ目をつける 

３ ジプロックに粗熱がとれた２を入れ、ストローで空気を吸いながら閉じる 

４ 鍋にたっぷりの水を入れ沸騰したら、３を入れ、落し蓋などで浮かないようにし、火を止めそのまま

４、５時間放置し、湯が冷めたら引き上げ、冷蔵庫で保管する 

５ ジプロックの中に出た肉汁と醤油、酒を小鍋に入れて煮立たせ、ソースとする 

 

 

（３日目）根菜ラタトゥイユ 

 

● 材料 

ごぼう １／２本 

人参 １／２本 

かぼちゃ １／８カット 

パプリカ １／２個 

玉ねぎ １／２個 

しいたけ ３個 

蒸し大豆 ５０g 

トマトの水煮缶 １缶 

野菜ブイヨン １個 

塩・胡椒 少々 

醤油 小さじ１    オリーブオイル 大さじ１ 

●作り方 

１ 玉ねぎは薄切り、ごぼう、人参、かぼちゃ、パプリカ、しいたけは１cm 角に切る 

２ 鍋にオリーブオイルを熱し、玉ねぎをよく炒める 

３ ごぼう、人参、かぼちゃ、パプリカ、しいたけを入れ炒め、塩を少々加え、全体がしんなりして来た

ら、蒸し大豆、トマトの水煮、野菜ブイヨン、醤油、胡椒を加え弱火で煮る 
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（３日目）ホタテ入りキャロットラペ  

 

● 材料（４人前） 

人参 １本（２００g） 

塩 小さじ１／４  

ホタテ缶 １個 

（マリネ液） 

レモン汁 大さじ２ 

オリーブオイル 大さじ２ 

はちみつ 大さじ１ 

塩 小さじ１／４  胡椒 少々 

にんにく（すりおろし） １／３かけ 

●作り方 

１ 人参はスライサーなどで千切りにし、塩をふり、しばらく置く 

２ マリネ液の材料を混ぜ合わせ、水気を絞った人参、ホタテ（汁は入れない）と混ぜる 

※ホタテ缶の汁はスープなどに使いましょう 

 

 

（４日目）ひじき入り鶏つくね 

 

● 材料（４人前） 

タネ・・鶏ひき肉 ４００g 

    玉ねぎ（みじん切り） １／２個 

    乾燥芽ひじき 大さじ１（水に浸す） 

    卵２個 

    醤油 大さじ２ 

    片栗粉 大さじ４ 

    すりごま 大さじ３ 

オリーブオイル 適量 

たれ・・酒大さじ４  醤油大さじ２   

砂糖大さじ１ みりん大さじ２ 水１／２カップ 

トッピング・・白ごま 

 

●作り方 

１ 乾燥ひじきは２０分位水に浸し、ザルにあげ水気をよく切る 

２ 鶏つくねのタネの材料を混ぜ合わせ、一口大に丸める 

３ フライパンにオリーブオイルを熱し、タネをスプーンですくい入れ、こんがり両面焼いたら取り出す 

４ たれをフライパンに入れ煮立てて、鶏つくねを入れ、たれを絡め、最後にゴマをふる
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（４日目）ピーマンとジャコの胡麻炒め 

 

● 材料（４人前） 

ピーマン ６個 

ちりめんじゃこ 大さじ３ 

白いりごま 大さじ１ 

ごま油 大さじ１ 

醤油 大さじ１／２ 

 

●作り方 

１ ピーマンは種を取り、縦に薄くスライスする 

２ 鍋にごま油を熱し、ちりめんじゃこと白ごまを炒め、香りが出たらピーマンを加え、しんなりするま

で炒める 

３、醤油を加え炒め合わせる 

 

 

 

 

（４日目）色々きのこのガーリックマリネ 

 

● 材料（４人前） 

しめじ１袋、えのき茸１袋、舞茸１袋など  

お好みのきのこ３種類 

 

（マリネ液） 

オリーブオイル 大さじ４ 

塩 小さじ１／３・胡椒 少々 

にんにく（薄切り） １かけ 

レモン汁 大さじ１と１／２ 

 

●作り方 

１ キノコは石づきを切り、食べやすい大きさに切

り、耐熱用のボウルに入れ、ラップをして電子レン

ジで６００wで約５分加熱する 

２ マリネ液の材料を混ぜ合わせ、水気を切った１を混ぜる 
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（５日目）ドライカレー 

材料（４人前） 

豚肉ひき肉 ５００g  

（または合挽き肉、牛肉ひき肉でも） 

玉ねぎ １個 

セロリ １／４本 

人参 ３cm 

しいたけ ３個 

にんにく １かけ 

オリーブオイル 大さじ１ 

（A） 

赤ワイン ５０cc 

トマトジュース ４００cc 

トマトピューレ 大さじ１ 

トマトケチャップ 大さじ１  塩 小さじ１  砂糖 大さじ１  カレー粉 大さじ１〜１、５ 

●作り方 

１ 玉ねぎ、セロリ、人参、しいたけ、にんにくはみじん切りにする 

２ 鍋にオリーブオイルをひき、玉ねぎをよく炒め、ひき肉を加え炒める 

３ にんにく、セロリ、人参、しいたけを加えよく炒める 

４ A を加え、１５分ぐらい水分を飛ばしながら煮る 

 

 

（５日目）セロリと人参とりんごのピクルス 

 

● 材料（４人前） 

セロリ １本 

人参 １／２本 

りんご １／８個 

（ピクルス液） 

水 １／２カップ    

米酢 ８０cc    

砂糖 大さじ３  塩 小さじ２／３    

粒胡椒 少々  ローリエ １枚 

 

●作り方 

１ セロリ、人参は乱切りに、りんごはいちょう切りにする 

２ ピクルス液を耐熱カップに入れ、電子レンジ（６００w）で３分加熱し煮立たせる 

３、ピクルス液に１を漬ける 

 

 


