羽谷憲子

先生の

家庭でできる 簡単レシピ

坊ちゃんかぼ ち ゃ
の下ごし ら え
︵基 本 ︶

❶洗って水気をつけたままラップで包んで電子レンジで丸ごと加熱するのが便利です。但しかけすぎると崩
れるので要注意！目安は600Wの電子レンジで、かぼちゃ 100gあたり１分10秒くらいからです。2.3箇所
竹串をさして確かめて、かたいようなら時間を足すようにします。取り出してからもすぐにラップをはずさ
ないで、4.5分そのままおいて余熱を利用すると行き過ぎを防げます。
小ぶりのものは丸ごとゆでてもよい。水から入れて沸騰後10分〜。蒸す場合は、蒸気が上がってから15
分〜。ともに竹串で確かめる。電子レンジに比べると柔らかく、火通りのムラがありません。
❷細身のナイフでヘタをくりぬき、スプーンで中身をくりぬきます。
果肉は上部が厚く底部は薄いので、くりぬく時はスプーンの裏側を上にして上部を削るようにすると上手
にできて厚さが平均します。くりぬいた中身はコロッケやサラダに使ってください。

1

2

シンデレラ ス･イーツ

まるごとかぼちゃを黒砂糖と生クリームでお手軽スイーツに！
◆材料（4人分）
坊ちゃんかぼちゃ…200gほどの物1個
黒砂糖……………………………20g～
塩……………………………ひとつまみ
生クリーム…………………1/3Ｃ程度
シナモン……………………………少々

1

2

ポイント

❶かぼちゃは基本を参照にして丸ごと火を通す。
❷ヘタをくりぬいて、スプーンで中を少し削るが中身は取り出さない。器に
のせ砕いた黒砂糖を入れ塩をふり、口まで生クリームを注ぐ。
（写真①）
❸周りに残りの生クリームを流し黒砂糖をふり、ふわっとラップをかぶせ、
電子レンジに１分、温める程度にかける。
（写真②）
❹好みでシナモンをふって、生クリームと南瓜をかき混ぜながら食べる。

チョコレートソースやフルーツソースなど
いろいろ試してみてください。塩バター
やマヨネーズでサラダふうにしてもいけ
ます。

ゴロゴロかぼちゃの

ルウを使わないさっぱりカレー、スパイシーだけど、辛くない！

キーマカレー

◆材料（６皿分）
坊ちゃんかぼちゃ……………２個600g
ひき肉（何でもよい）……………300g
しょうが（おろし）…………………１片
サラダ油………………………………適宜
玉ねぎ（粗みじん）………………600g
ニンニク（粗みじん）………………２片
トマトホール缶（つぶす）…200g
A スープ（固形コンソメ3個＋水4Ｃ）
ピーマン（粗みじん）………………２個
粒コーン（生、凍、缶可）………1/2Ｃ
カレーパウダー…………大1.1/2～大２
醤油…大２、ウスターソース………大１
塩……小２╱３～、ナツメグ…………少々
シナモンパウダー………………小１
クミンパウダー…………………小１
コリアンダーパウダー………小1/2
❶玉ねぎをラップなしで電子レンジ
（600W）
に20分ほどかけて水分をとばす。途中で1〜2回かき混
水菜、レタスなど……………………適量
ぜる。
（写真①）
❷この間にかぼちゃを２㎝角に切る。三角形の部分は煮とけてソースになるようにうす切りにする。
種を除いたワタの部分も使用する。
（写真②）
❸煮込み用の鍋にスープとトマト缶（A）、薄切りかぼちゃを入れて火にかける。煮詰まらないよう
にフタをしておく。
❹フライパンでひき肉と生姜を少し色づくまでしっかり炒める。油は残して肉だけを煮込み鍋に入
1
2
れて煮る。
❺残った油で（足らないときは足す）、電子レンジにかけた玉ねぎとニンニクをうっすら色づくまで
炒めて鍋に加える。角切りかぼちゃとピーマンとコーンも加えて煮る。（写真③）かぼちゃはす
ぐに煮えて煮崩れるので煮過ぎないように。
❻適度に煮詰まったら（煮詰まりすぎたら湯を足す）カレー粉、調味料を加えて、味を調える。更
に香りを高めるために※のスパイス類を加えて仕上げる。
（写真④）
3
4
❼ご飯とカレーを盛り、好みの生野菜を細かく切って添え、混ぜて食べると更にヘルシー。

※

ポイント
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※のスパイスの代わりにガラムマサラでもよいが、唐辛子が入って辛いものもあるので注意。この３点はいつものカレーの最後
に加えてみてください。香り高くなります。辛党はカレーパウダー多めかコショウ、唐辛子粉を加えてどうぞ。玉ねぎは、電子
レンジで水分を飛ばしてから炒めると早く焼色が付きます。

坊ちゃんかぼちゃの和風焼きコロッケ

揚げないでパン粉も無しで、カロリーをおさえたコロッケです。
◆材料（４人分）

皮ごとつぶした坊ちゃんかぼちゃ…400g
玉ねぎ（粗みじん切り）………100g
鶏ひき肉…………………………150g
大葉（1㎝角切り）…………10～20枚
塩…………………………………小1/2
こしょう……………………………少々
出し汁または牛乳…………………適量
片栗粉………………………………適量
サラダ油……………………………適量
大根おろし…………………………適量
細ねぎ小口切り……………………少々
ポン酢または麺つゆ………………適量

❶かぼちゃは基本を参照して丸ごと火を通す。適当に切ってゆでてもよ
い。半分に切り、小さい種やワタは残し、かたい部分と大きい種のみ
取り除く。マッシャーで皮ごとつぶす。
（写真①）
❷油を熱して玉ねぎを炒め、ひき肉を加えて炒め❶に加える。
（写真②）
❸パサついているときは、だし汁か牛乳で調節してしっとりさせる。大葉
を加えて12の円型にまとめ、片栗粉をつける。
（写真③）
❹フライパンに油を熱して両面を色よく焼く。
（写真④）たっぷりの大根お
ろしを添えて、ねぎを散らす。
サッパリとポン酢か好みで麺つゆでどうぞ。
ポイント

子供たちにはマヨネーズにケチャップを混ぜたものもよい。
つぶしかぼちゃは中身をくりぬいたり、切り取ったりしたものを
利用してもよいでしょう。

1

2

3

4

坊ちゃんかぼちゃのミルク煮
＆チーズボール

ミルク煮は子供たちの好きな味、離乳食にも。
◆材料（４人分）
坊ちゃんかぼちゃ角切り…200g
A

牛乳……………………ヒタヒタ
塩…………………………小1/4
砂糖…………………………小２

プロセスチーズか、クリームチーズ
を１㎝角にしたもの……………適量
小麦粉、卵、パン粉、揚げ油…適量
レモンくし型切り………………適量
サラダ野菜………………………適量

❶Aを全部鍋に入れて柔らかくなるまで煮る。煮汁も煮詰める。この段
階でミルク煮完成。チーズボールにするなら次に進む。
（写真①）

❷煮汁が無くなったら、熱いうちにつぶして冷ます。
（写真②）
❸1㎝角に切ったチーズを芯にしてピンポン玉くらいに丸める。粉、
卵、パン粉をつけて170〜180℃の油で揚げる。
（写真③）

1

2

❹あれば野菜のサラダなどを添えて盛り、レモンを添える。
ポイント

ゴルゴンゾーラ（ブルーチーズ）のような、クセのあるチーズを
芯にいれると大人の味わいになります。

3
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坊ちゃんかぼちゃのチーズとろろ蒸し

切り分けて中身がトローっと溶けていれば大成功！
◆材料（１個分）
坊ちゃんかぼちゃ300gほどの物
………………………………… 1 個
長芋おろし………………50g
ピザ用せん切りチーズ…30g
ハム細切り………………2枚
ブルーチーズ………5～10g
A 牛乳か生クリーム………大１
塩…………………………適量
黒こしょう………………少々
ガーリックパウダー……少々
オレガノ…………………少々
上にのせるせん切りチーズ…適量
イタリアンパセリ（粗みじん切り）
…………………………あれば少々

ポイント

❶かぼちゃは基本を参照して丸ごと火を通す。電子レンジではこの大き
さで3分30秒ほど（600W）かける。竹串が通るまで。包んだまま5分
おく。上部のヘタの周りをナイフでくりぬき、
スプーンで中をくりぬく。
❷Ａをポリ袋に入れてよくもみ混ぜる。
（写真①）
❸味をみてから角を切り、中に絞り込む。残りは上にのせる。
（写真②）
❹器に入れてチーズをのせ、ラップをして、電子レンジに１分30秒かけ
る。上のチーズが溶けて中身がぶくぶくしてくればよい。
（写真③）
❺2分ほどおいてから切り分ける。
（写真④）

2

3

4

ふんわり豆腐団子とかぼちゃの煮物、冷たく冷やすとおいしい！
◆材料（4人分
（12個））
…
坊ちゃんかぼちゃ
（2㎝角切り）…… 300g
鶏ひき肉…………………………100g
豆腐（絹ごし）……1/4丁（約100ｇ）
A
おろししょうが…………………小１
酒…………………………………小１
かつおだし………………………２Ｃ
塩………………………………小1/2
B 薄口醤油…………………………小2
みりん……………………………大１
酒…………………………………大１
飾り用針しょうが……………………適量

❶かぼちゃはワタと種を取り、2㎝の角切りにして軽く面取りする。
300gほど用意する。
❷Aの鶏ひき肉に豆腐をつぶしながら、少しずつ加えてなめらかになる
ようによく混ぜる。おろししょうが他も加える。
（写真①）
❸鍋にBを煮立てて、❷をスプーンで丸くすくって落としていく。
（写真②）
❹全部入れたらかぼちゃを入れて、5分ほど静かに煮る。
（写真③）
❺煮えたら、火をとめ、そのまま含めておく。
ポイント

坊ちゃんかぼちゃと豆腐団子の含め煮
17

ブルーチーズの代わりにパルメザンチーズ大2にするとマイルド
になります。塩味はきかせたほうが美味しいので、Ａを混ぜたら
味を見てください。

1

豆腐の水切りは不要です。団子は丸くしなくてもスプーンで直接
すくって落としてもいいです。スプーンは水でぬらしてすくうと、
くっつかないで離れがよくなります。煮くずれするので煮すぎな
いように。

1

2

2

3

◆材料（１個分）
坊ちゃんかぼちゃ………400gほどの物１個
赤飯（市販品）……………………150gほど
だし汁…………………………………１Ｃ
薄口醤油、みりん、酒……………各大１
A
塩………………………………ひとつまみ
片栗粉…………………………………小２
ゆずごしょう………………………………適宜

60

1

❶赤飯はほぐれる程度に少し電子レンジで温め、基本参照で丸ごと火を
通したかぼちゃの中身をくりぬいてつめる。
（写真①）
❷再びラップに包んで１分半から2分ほど電子レンジにかける。
（写真②）
❸Aを鍋に入れ、
混ぜながら煮立ててあんを作る。かぼちゃは4等分する。
❹器に盛ってあんをたっぷりかける。ゆずごしょうを添える。
（写真③）

2

ポイント

市制 周年
お祝い坊ちゃんかぼちゃ

おめでたい赤飯を詰めました。柚子ごしょうをきかせて！

3

他にピラフや炒
飯、リゾットな
どを詰めて楽し
んでみてくださ
い。

坊ちゃんかぼちゃと
スパムのニンニク炒め

塩味のきいたスパムとかぼちゃはよく合います。
◆材料（４人分）
坊ちゃんかぼちゃ（くし形切り）……200g
ス パ ム（ ２ ㎝ 幅 ）………… 約 1 / 3 缶 1 2 0 g
ニンニク（うす切り）……………………２片
オリーブオイルかサラダ油………………大２
塩、コショウ………………………………適量

2

3

4

ポイント

❶フライパンに油を熱して、ニンニクを弱火でカリッと炒めて、ニンニ
クだけを取り出し、油は残す。
（写真①）
❷残した油で5㎜厚くし形切りのかぼちゃを中火で焦がさないように炒
め塩、コショウで味を調えて取り出す。
（写真②）
❸次にスパムを入れて焼き色をつけて焼く。
（写真③）
❹かぼちゃとニンニクをもどし入れて混ぜる。
（写真④）

1

全部を一緒に炒めてもよいが、別々にす
ると仕上がりがキレイです。
ベーコンもいいです。

干しかぼちゃご飯

かぼちゃを天日に干してみてください。くずれにくくなります。
◆材料（4人分）
米…………………………………２合
（360㎖）
塩……………………………………………小１
酒……………………………………………大１
干し坊ちゃんかぼちゃ…………………200g
ゆかり粉……………………………………少々

1

ポイント

❶かぼちゃはワタと柔らかい部分は切り取り1.5㎝角くらいに切って天日
に干す。日差しにもよるが4 〜 5時間干す。重量は3 〜 4割減少する。
臭いが出るので天気の良い日に一気に干すと良い。
（写真①）
❷米を洗って炊飯器に入れかぶるくらいの水で20分おく。
塩と酒を加えて混ぜ、気持ち多めの水加減にする。かぼちゃを洗って加
え普通に炊く。
（写真②）
❸炊き上がったら混ぜて、器に盛りゆかり粉をかけてどうぞ！（写真③）

2

3

炊飯の水加減を気持
ち 多 め（1割 り 増 し
36㎖）にしないと米
の水分が奪われてご
飯がかたく炊けるの
で注意。
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坊ちゃんかぼちゃ

スープもいいけど、栄養たっぷりの甘い飲み物はいかがです。
夏は冷たく冷やして！
◆材料（４杯分）

つぶした坊ちゃんかぼちゃ
（正味）
…150g
牛乳…………………２～2・1/2C程度
黒砂糖…………………………30g程度
塩……………………………………適量
生クリームか、コンデンスミルクなど
………………………………………少量
シナモン

ラ
･テ
1

❶中身をくりぬいたものを集め、ワタの部分は使ってよいが種は取る。１Cの牛乳
と一緒にフードプロセッサーかミキサーにかけて、どろっとなめらかな状態にす
る。
（写真①）
❷残りの牛乳を加えて濃度の調整をし、目の細かいこし網を通して鍋に入れる。砂糖
と塩で味を調える。コクを出すために生クリームか、コンデンスミルクを加えても
よい。
（写真②）
❸鍋に入れ、混ぜながらひと煮立ちさせる。
（写真③）
❹カップに注ぎ、好みでシナモンをふる。
ポイント

ココナッツ風味のかぼちゃムース

3

相性のよいココナッツでタイ風デザート
◆材料（４個分＋α）
坊ちゃんかぼちゃ…………………小２個
（くりぬいた中身…………正味130g）
砂糖……………………………………10g
塩………………………………ひとつまみ
コンデンスミルク……………………大３
牛乳…………………………………200㎖
ココナツミルクパウダー……………大１
粉ゼラチン…………………………5g
A
水…………………………………大２
黒砂糖……………………………50g
B
水…………………………………75 ㎖
生クリーム……………………あれば少々

❶かぼちゃは基本を参照して火を通し、横半分に切る。種を除いて皮を破らないように
中身をくりぬき冷やしておく。粉ゼラチンを水にふやかしておく。
❷くりぬいた中身はしっかりつぶして、砂糖から順に牛乳まで加えてなめらかに混ぜ
る。
（写真①）
❸こし網を通して鍋に入れ、ココナッツを加え混ぜながら煮る。
❹煮立ったら火を止め、ふやかしておいたゼラチンを加えて溶かす。
（写真②）
❺トロミがつくまで氷水で冷やしてから、かぼちゃに流し入れる。あまった分はプリン
カップなどに入れる。冷やし固める。
（写真③）
ポイント
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味や濃度は好みに調整してください。夏は薄めに作って冷たく冷やします。
かぼちゃが沈殿するので、飲むときはよく混ぜます。黒砂糖は三温糖やはちみ
つでもいいでしょう。

2

黒砂糖を煮溶かして少し煮詰めて黒蜜を作り、ムースにかけます。生クリームな
どをかけるとさらにおいしい。冷凍するとかぼちゃアイスになります。ココナッ
ツミルクパウダーは製菓材料店にあります。

1

2

3

アクアパンプキンケーキ

夏のケーキは冷たく冷やして、水分たっぷりの軽いケーキです。
◆材料（18㎝ 1台）
つぶした坊ちゃんかぼちゃ
（正味）…200g
薄力粉……………………………10g
A
コーンスターチ……………………5g
卵黄………………………………Ｌ３個分
生クリーム……………………………50㎖
牛乳…………………………………200㎖
卵白………………………………Ｌ３個分
グラニュー糖…………………………90g
塩………………………………ひとつまみ
バニラオイル…………………………少々
ラム酒…………………………………大１

❶かぼちゃはゆでるか電子レンジ加熱して皮と種の部分を取り、熱いうちにていねいにつぶ
す。これで200g用意する。
（写真①）
❷かぼちゃに小麦粉、コーンスターチをよく混ぜたモノを加えて混ぜる。卵黄、生クリー
ム、牛乳の順に泡だて器で混ぜながら加える。
（写真②）
ここでこし網を通してダマを取り除く。バニラ、ラム酒を加える。
❸卵白に塩を加えて立て始め、砂糖を何回かに分けて加え、しっかりしたメレンゲを作る。
❹❷に❸を３回に分けて加え混ぜ、最後は泡を消さないように混ぜる。紙を敷いた型に流し
入れる。
❺バットに入れて、周りに熱湯を注いで170℃で40分程湯せん焼きにする。途中で湯がな
くならないように注意する。
（写真③）
ポイ
ント

充分冷ましてから型から出さないと崩れます。冷蔵庫で冷たく冷やしてから切り分
けます。

1

2

3

かぼちゃ餅

あんこも皮も全部かぼちゃのもっちりおやつです。
◆材料（12個分）
つぶした坊ちゃんかぼちゃ……150g
もち粉……………………………150g
A 塩……………………………………少々
砂糖…………………………………大２
水…………………………………50㎖～
つぶした坊ちゃんかぼちゃ……200g
B 砂糖…………………………………30g
塩……………………………………少々
シナモンシュガー
（砂糖＋シナモンパウダー）

❶かぼちゃは皮と種を取り除いて丁寧につぶしたものを用意する。Aの
もち粉ほかを加えて混ぜる。
（写真①）
❷水を少しずつ加えてかたさを調節して耳たぶくらいのかたさにする。
12個に分ける。
（写真②）
❸Bを混ぜてあんを作る。ゆるい時は火にかけて水分を飛ばすか、平ら
な皿に広げてラップ無しで電子レンジにかけて水分を飛ばす。冷まし
て12個に丸める。
❹皮であんを包み、軽く押しつぶして扁平な形になるように包む。
（写真③）
❺フライパンに油を引いて、餅を並べ弱火でフタをして焼く。焼き色がつ
いたら、返して同様にする。
（写真④）
❻器に盛ってシナモンシュガーを添える
ポイ
ント

1

2

3

4

あんにバターを加えるとコクが増します。あんにする方のかぼちゃには皮が入っていてもかまいません。冷めて
もすぐにはかたくなりませんが、かたくなったらオーブントースターや電子レンジで軽く温めるともどります。
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羽谷憲子

先生の

家庭でできる 簡単レシピ

わんさか祭り

アイスクリーム
坊ちゃんかぼちゃ

かぼちゃとアイスクリームの美味しいコラボです。
◆材料（2人分）
坊ちゃんかぼちゃ………………１個
くりぬいてつぶした果肉………150g
生クリーム………………大２～
A 砂糖………………………大１～
塩………………………ごく少々
バニラアイスクリーム…………適量
生クリームホイップ用…………適量

in

1

2

3

4

チーズカレーリゾット
坊ちゃんかぼちゃ

❶かぼちゃは洗ってラップに包み、電子レンジにかける。楽に竹串が通ればよい。ラップに包んだま
まおき、あら熱がとれるまで冷ます。
❷横半分に切り、ワタと種を取りヘタは残す。手を添えてスプーンで注意深く中をくりぬく。皮は割
れない程度に薄くする。
（写真①）少々の割れはその部分に果肉を塗って修復すればよい。ラップで
包んで冷蔵庫で冷やしておく。
❸絞り出すので、丁寧につぶした果肉150gに対して、Aの分量の材料を混ぜる。
（写真②）生クリー
5
6
ムの量で絞り出せる柔らかさに調節して、ポリ袋にいれて冷蔵庫で冷やしておく。（写真③）
❹生クリームを七部立てにホイップしておく。
❺冷えた皮にアイスクリームを入れ（写真④）
、周りに冷えたかぼちゃクリームの袋の角を切って絞り出す。
（写真⑤）❹のホイップクリームを上か
らトロリとかけたら、急いで食べましょう。
（写真⑥）
注 写真のように高く絞り出したいときは、１個分のかぼちゃの果肉だけでは不足なので、他のかぼちゃの果肉を足して使います。
注 急ぐときは冷凍室に入れると早く冷えます。

熱々！トローッ！のリゾットです。

in

❶かぼちゃは洗ってラップに包み、電子レンジに5分以上かける。楽に竹串が通ればよい。ラップ
に包んだまま置き、あら熱がとれるまで冷ます。
❷横に７対３の割合に切り、ワタと種を取りヘタは残す。割れないように外側に手を添えてスプ
ーンで注意深く中をくりぬく。皮は割れない程度に薄くする。
（写真①）少々の割れはその部分
に果肉を塗って修復すればよい。
❸くりぬいた果肉100gに対して、Aの分量の材料を混ぜる。
（写真②）チーズはざっくりと刻んで
加え、塩、コショウで味を調えて、皮に入れる。
（写真③）
❹ラップに包んで電子レンジに入れ、３分ほど加熱する。中が熱くなってチーズが溶ければよい。
耐熱皿またはアルミホイルに❸をのせ、
（写真④）オーブントースターかオーブン（230℃）で
10分ほど中のチーズが溶けるまで焼いてもよい。
注 電子レンジだけで出来ますが、時間は坊ちゃんかぼちゃの大きさによって変わってきますので
加減してください。
注 横半分に切って２つにして、同じように作ると２人分として盛れます。
（写真⑤）
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◆材料（１個分）
坊ちゃんかぼちゃ…１個（350～400g）
くりぬいてつぶした果肉…………100g
ごはん………………………100g
スープ………………………100㎖
ピザ用せん切りチーズ………40g
A
カレーパウダー……………小1/2
塩………………………………適量
黒コショウ……………………少々
※スープは湯１Cに固形コンソメ１個を
刻んで入れ、溶かしたもの。

1

2

3

4

5

羽谷憲子

パンプキンケーキ

先生の

家庭でできる 簡単レシピ

産業まつり限定

フライパンでできる、ふんわりおいしいケーキです。
材料（20〜21㎝フライパン1台分）

坊ちゃんかぼちゃ…１個
（500～600g）
バター（食塩不使用）……………20g
つぶしたかぼちゃ…………………50g
薄力粉…………………………50g
A
ベーキングパウダー………小3/4
卵………………………………１個
三温糖…………………………35g
塩………………………ひとつまみ
B 牛乳……………………………大２
サラダ油………………………大１
レモン果………………………小１
レモン皮おろし………………少々
あればアプリコットジャムか、ナパージュ

坊ちゃんかぼちゃの
黒酢酢豚

❶タテ半分に切ったかぼちゃの種を取り300g分ほどをラップに包み、薄切りにしやすいように電
子レンジに１分半ほどかける。あら熱が取れたらラップをはずし、放射状に５㎜厚以下に切りま
す。（写真①）
❷20~21㎝の樹脂加工のフライパンに軟らかくしたバターを塗る。（写真②）
❸かぼちゃをフライパンに皮目を下にキレイに並べる。（写真③）
残ったかぼちゃは電子レンジで軟らかくして皮を除き、丁寧につぶすか、裏ごしをして50g用意
する。
❹Bの卵を表面が少し泡立つくらいまで泡だて器でよくかき混ぜてから、上から順に加えて混ぜる。
これをつぶしたかぼちゃに少しずつ加えて混ぜる。ここにAの粉をよく混ぜてから加える。
（写
真④）
❺フライパンを火にかけて熱くなったらおろし、❹をかぼちゃがズレないように注意深く流し入れ
て、均一に広げる。（写真⑤）
❻フタをして、焦げないように弱火で10 〜15分ほど焼く。
❼竹串をさして何もついてこなければ焼けている。（写真⑥）ゆすってみて、くっついていないこ
とを確かめてからひっくり返して器に取り出す。
❽艶出しに裏ごしアプリコットジャムを湯でゆるめたものか、ナパージュを塗る。

1

2

3

4

5

6

ちょっとオシャレな酢豚！おとなの味です。
材料（20〜21㎝フライパン1台分）

坊ちゃんかぼちゃ…1／2個（200g）
豚肉（酢豚用）……………200g
砂糖…小1/2、醤油…小１・1/2
A
酒……小１、ゴマ油…小１、
こしょう…少々
小麦粉…大２＋片栗粉…大２
赤パプリカ………………………1/4個
黄パプリカ………………………1/4個
黒酢（鎮江香酢）……………大２
砂糖……………………………大５
B ウスターソース………………小２
しょうゆ………………………小２
レモン果汁……………………小２

❶一口大に切った豚肉に、Aの調味料をもみこんで、片栗粉と小麦粉を合わせたものをまぶして
おく。
（写真①）
❷かぼちゃ200gは一口大に切る。彩り用のパプリカはひし形に切る。
❸Bを合わせて混ぜておく。
❹揚げ油を中温に熱して野菜類をそれぞれ揚げて取り出しておく。
（写真②・③）
次に豚肉を色よく、外側がカラっとするまで揚げる。
（写真④）
❺鍋にBを入れて煮立てて、揚げた豚肉を入れ、かぼちゃも加えてい
っしょにからめる。（写真⑤）
❻器に盛って彩りにパプリカを散らす。
※写真は秋らしくパプリカを紅葉型に抜きました。
※黒酢の代わりに普通の酢（米酢や穀物酢）でもおいしくできます。
3
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