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午前の部

参加者は、事前に抽選されたメイン食材と、当日に抽選

されたサブ食材を使って料理に挑戦。ご当地食材を調査し、

オリジナルのレシピをつくりました。テーマは「今までにない

料理」「ふくいを表現した料理」「ワクワクさせてくれる料理」です。

【ご当地食材１品目（メイン）5種】

福地鶏
ふくいサーモン
若狭牛
ふくい甘えび
若狭ぐじ（アカアマダイ）

【ご当地食材２品目（サブ） 5種】

越の宝石（ジュエリー）
新保茄子
厚揚げ
福井梅（梅干し）
九頭竜まいたけ
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福井っぱいステーキ～新保茄子入り～

 RECIPE

メイン食材 ：若狭牛　+　サブ食材 ：新保茄子

料 理 人 ：高島様ご家族

メイン食材 ：若狭ぐじ　+　サブ食材 ：福井梅

料 理 人：松本様ご家族

メイン食材 ：ふくいサーモン　+　サブ食材 ：九頭竜まいたけ

料 理 人 ：大森様ご家族

メイン食材 ：ふくい甘エビ　+　サブ食材 ：厚揚げ

料 理 人 ：松田様ご家族

メイン食材 ：福地鶏　+　サブ食材 ：越の宝石（ジュエリー）

料 理 人：廣瀬様ご家族

若狭ぐじあげ～福井梅のソース～

ほうれん草とふくいサーモンのカルボナーラ
～九頭竜まいたけ入り～

エビちり～あつあげ入り～

福地鶏と地場夏野菜の茶碗蒸し
～越のジュエリーコンソメあんかけ～

優勝

準優勝

2



調べてみて感じたこと

生産地

食材レポート

特徴

調べてみてわかったこと

福井県内の生産農家で飼育された
若狭牛流通推進協会が定めた一定
の基準をクリアした牛肉。

肉しつはサツがきめ細やかで風味
ゆたか。
上品であっさりとしたあと味。
とろけるような脂のしょっかんと甘味
がとくちょう。

明治時代から食用とされてきた。
性格は従順といわれ平安時代には
牛車を引く牛としてつかわれていた。

福井のきびしい気候や環境にあわせた
飼育方法（エサの量や内容を体調に
よって変えていたりする）など生産者
さんの努力により県内はもちろん県外
の人にも人気のおいしいお肉になって
ることを知りました。

若狭牛
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1 .じゃがいもの皮をむき切って
　やらかくなるまでゆでる。

2 .お肉に塩こしょうして両目焼いて
　 アルミホイルにつつむ。
　（牛脂で揚げ焼き）

3 .ナスを輪切りにする。
　 ステーキを焼いたフライパンで焼く。

4 .梅干しの種をとり調味料とボールで
　 合わせる。

5 .ナスを焼いたフライパンを拭き取り、
　 バターを熱し4を1分ほど温める。

6.ジャガイモをマッシャーでつぶす。

7 .6にチーズ、牛乳を入れて温める。

8 .7を春まきの皮に包んで揚げ焼きする。

9 .盛り付ける！

作り方

福井っぱいステーキ

材料

事前レシピ

・ルッコラ　適量
・吉川なす　1/2
・ステーキ用若狭牛　150ｇ
・春まきの皮　1枚
・じゃがいも　1個
・牛乳　50㏄
・とろけるチーズ　15ｇ
・塩こしょう　少々
・バター　大さじ1
・梅干し　1と1/2
・酒　大さじ1
・みりん　大さじ1
・酢　大さじ1
・さとう　大さじ1
・しょうゆ　大さじ1
・ニンニクチューブ　1㎝
・牛脂　１個
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福井っぱいステーキ
～新保茄子入り～

当日レシピ

1 .じゃがいもの皮をむき切って
　やらかくなるまでゆでる。

2 .お肉に塩こしょうして両目焼いて
　 アルミホイルにつつむ。
　（牛脂で揚げ焼き）

3 .ナスを輪切りにする。
　 ステーキを焼いたフライパンで焼く。

4 .梅干しの種をとり調味料とボールで
　合わせる。

5 .ナスを焼いたフライパンを拭き取り、
　 バターを熱し4を1分ほど温める。

7 .6にチーズ、牛乳を入れて温める。

8 .7を春巻きの皮に包んで揚げ焼きする。

9 .盛り付ける！

作り方材料

・ルッコラ　適量
・新保ナス　1/2
・ステーキ用若狭牛 150ｇ
・春まきの皮　1 枚
・じゃがいも　1 個　
・牛乳　50 ㏄
・とろけるチーズ　15ｇ
・しおこしょう　少々
・バター　大さじ 1
・梅干し　1と1/2
・さけ　大さじ 1
・みりん　大さじ 1
・す　大さじ 1
・さとう　大さじ 1
・しょうゆ　大さじ 1
・にんにく　1 ㎝
・牛し　1 個

6.ジャガイモをマッシャーでつぶす。
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調べてみて感じたこと

生産地

食材レポート

特徴

調べてみてわかったこと

福井県（若狭湾）。

夏から秋にとれる。
身がやわらかくて甘い。
うろこをおとさずに食べられる。

昔から若狭ぐじは人気のある食材
だと分かりました。

若狭ぐじのことを調べて、とても
おいしそうなので食べてみたいと
思いました。

若狭ぐじ

（アカマツ
ダイ）
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1 .若狭ぐじはうろこを取らず、三枚に
　おろす。食べやすい大きさに切る。

2 .1でおろしたぐじに塩をふる。

3 .フライパンにサラダ油を入れて、
　中火で熱する。このとき身側を下に
　して、2のクッキングペーパーで
　水気をきったぐじの切り身を焼いて
　いく。

4 .スプーンで皮目に油を回しかけて
　焼き揚げる。

5 .皮目に火が通って、うろこが立ち
　上がったらバターを入れる。身に
　火が通るまで、中火で4～5分油を
　回しかけながら焼き揚げる。

6.焼き上がったぐじを皿に盛りつける。

7 .5のフライパンの中で「新保茄子」や
　「九頭竜まいたけ」を塩こしょうで
　いためて、ぐじにそえてもOK。

8 .もしくは6のぐじに熱いうちにチーズ
　乗せて「福井梅」を細かくすりつぶした
　のを乗せてもOK。
　マヨネーズを乗せてもOK。

作り方

若狭ぐじあげ

材料

事前レシピ

・若狭ぐじ　1匹
・塩　適量
・サラダ油　大さじ３
・バター　40ｇ
・ピザ用チーズor
とけるチーズ　適量
・塩こしょう　適量
・マヨネーズ　適量

パリッとぐじを焼き上げる
パリっとした皮と、
ふっくらした身を
ダブルでたのしむ
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当日レシピ

作り方

　 若狭ぐじあげ
～福井梅のソース～

材料

・若狭ぐじ　1匹
・塩　適量
・サラダ油　大さじ３
・バター　40ｇ
・ピザ用チーズor
とけるチーズ　適量
・塩こしょう　適量
・マヨネーズ　適量

 Check Point

パリッと
ぐじを焼

き上げる

パリっとし
た皮と、

ふっくらし
た身を

ダブルで
たのしむ
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1 .若狭ぐじはうろこを取らず、三枚に
　おろす。食べやすい大きさに切る。

2 .1でおろしたぐじに塩をふる。

3 .フライパンにサラダ油を入れて、
　中火で熱する。このとき身側を下に
　して、2のクッキングペーパーで
　水気をきったぐじの切り身を焼いて
　いく。

4 .スプーンで皮目に油を回しかけて
　焼き揚げる。

5 .皮目に火が通って、うろこが立ち
　上がったらバターを入れる。身に
　火が通るまで、中火で4～5分油を
　回しかけながら焼き揚げる。

6.焼き上がったぐじを皿に盛りつける。

7 .5のフライパンの中で「新保茄子」や
　「九頭竜まいたけ」を塩こしょうで
　いためて、ぐじにそえてもOK。

8 .もしくは6のぐじに熱いうちにチーズ
　乗せて「福井梅」を細かくすりつぶした
　のを乗せてもOK。
　マヨネーズを乗せてもOK。
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調べてみて感じたこと

生産地

食材レポート

特徴

調べてみてわかったこと

大野市（福井市、美浜市、小浜市
おおい町）。

上品なあぶらののりともっちりとした
肉質サーモン特有のくさみがない。

サーモン特有のオレンジ色の身には
アスタキサンチンが多くふくまれ美容
と健康に良いといわれる。れいとう
してもせんぎょと変わらない品質を
保てる。

ようしょくがむずかしいとされている
「トラウトサーモン」にいどんできた
のが福井サーモン！！
すごいと思った。

福井サーモ
ン
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1 .なべに湯を沸かす。ほうれん草を
　切っておく。

2 .サーモンは食べやすく切っておく。

3 .ボールに卵黄、生クリームを入れ
　しお、ブラックペッパーをまぜあわせる。

4 .なべの湯に水2Lに対して塩
　（大さじ1）を入れて、スパゲティの
　袋の表示時間より2分短くゆでる。

5 .フライパンにバター100ｇを入れて
　中火にかける。

6.ゆで 上がりの2 分 前になったら
　ほうれん草を加える。

7 .1分ほどしたらスパゲティと共に
　ザルに上げて湯を切る。

8 .すぐに6のフライパンに入れサーモン、
　卵黄をくわえてすばやくまぜる。

9 .器にもり、ブラックペッパーを
　少々ふればできあがり。

作り方

ほうれん草とふくいサーモンのカルボナーラ

材料

事前レシピ

・スパゲティ　160ｇ
・湯　２Ｌ
・塩　大さじ1
・ほうれん草　1/2束
・卵黄　2個分
・生クリーム　1/2カップ
・バター　10ｇ
・しお・ブラックペッパー　少々
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1 .なべに湯を沸かす。ほうれん草を
　切っておく。

2 .サーモンは食べやすく切っておく。

3 .ボールに卵黄、生クリームを入れ
　しお、ブラックペッパーをまぜあわせる。

4 .なべの湯に水2Lに対して塩
　（大さじ1）を入れて、スパゲティの
　袋の表示時間より2分短くゆでる。

5 .フライパンにバター100ｇ、ほうれん草、
　まいたけ、サーモンを入れて中火にかける。

6.ゆで 上がりの2 分 前になったら
　ほうれん草を加える。

7 .1分ほどしたらスパゲティと共に
　ザルに上げて湯を切る。

8 .すぐに6のフライパンに入れサーモン、
　卵黄をくわえてすばやくまぜる。

9 .器にもり、ブラックペッパーを
　少々ふればできあがり。

ほうれん草とふくいサーモンのカルボナーラ
　　　～九頭竜まいたけ入り～

当日レシピ

作り方材料

・スパゲティ　160ｇ
・湯　２Ｌ
・潮　大さじ1
・ほうれん草　1/2束
・卵黄　2個分
・生クリーム　1/2カップ
・バター　10ｇ
・しお・ブラックペッパー　少々

（材料にまいたけが加えられ、
 ほうれん草、まいたけ、
 サーモンを加熱する工程が
 加わりました）
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調べてみて感じたこと

生産地

食材レポート

特徴

調べてみてわかったこと

ふくい。

しんせん。

しんせん。

エビ
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1 .材料をみじん切り。

2 .調味料を合わせる。

3 .エビを取り、下あじをつける。

4 .エビをいためる。

5 .調味料をまぜる。

作り方

エビちり

材料

事前レシピ

・えび
・酒　大さじ1
・しょうが　少々
・片栗粉　大さじ1
・サラダ油　大さじ1
・にんにく　1かけ
・長ねぎ　1本

≪調味料≫
・ケチャップ　大さじ3
・酒　大さじ1
・ごま油　大さじ1/2
・とりがらスープのもと　
　小さじ1/2
・しょうゆ　小さじ1
・水　大さじ4
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　　エビちり
～あつあげ入り～

当日レシピ

1 .あつあげを切る、あぶらをぬく。

2 .エビをきれいにする。

3 .エビの水をとる。

4 .ちょうみりょうをつくる。
    ケチャップ　大さじ1
    さとう　大さじ1
    ちゅうかだし　小さじ2
    ごまあぶら　大さじ1

5 .ねぎをみじん切りにする。
　　4とまぜる

7 .ごまあぶらをひいてやく。

8 .おいしくもりつけをする。

9 .盛り付ける！

作り方材料

6.えびにかたくりこをまぶす。
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・えび
・酒　大さじ1
・しょうが　少々
・片栗粉　大さじ1
・サラダ油　大さじ1
・にんにく　1かけ
・長ねぎ　1本
・あつあげ　1/2枚

≪調味料≫
・ケチャップ　大さじ3
・酒　大さじ1
・ごま油　大さじ
・とりがらスープのもと　
　小さじ1/2
・しょうゆ　小さじ1
・水　大さじ4
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調べてみて感じたこと

生産地

食材レポート

特徴

調べてみてわかったこと

福井県内で16農家、平飼い。

鶏肉……良く運動をしている為、
歯ごたえがある。
うまみ成分があふれ出る、固め

卵…黄身が大きくて濃厚
甘くて白身がぷりぷり
口の中で黄身がとけない。

450日育てて玉子を生むとり→
食用人参をあげることで黄身の色
が赤くなる。

鶏のことに興味がなかったが、調
べてみると知らないことが多く勉
強になった。

福地鶏＋
卵

 Check Point

美味し
いが固

い

こども
でも食

べやす
い

お料理
にした

い
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1 .とりがらを水に入れてゆで、
　とりだしをとる。

2 .夏野菜を食べやすい大きさに切る、
　 越のルビーは湯むきしておく。

3 .福地鶏は小さめにカットする。

4 .エビは背わたをとっておく。

5.卵をよくとき、冷ました1と塩をまぜこす。

6.器に5と2～4を入れ、20分蒸す。

作り方

福地鶏と地場夏野菜の茶碗蒸し

材料

事前レシピ

・福地鶏　10ｇ
・卵　１コ
・とりだし　100㎖
 （福地鶏のとりがらでとる、
  または持参）
・塩　1ｇ
・越のルビー　１コ
・オクラ　１/２本
・ズッキーニ　10ｇ
・枝豆　１コ
・エビ　１尾

＜１コ分＞

 Check Point

福地鶏の
旨みを閉

じ込める
。

固いため
小さめに

カットする
！

2 0



越のジュエリーコンソメあんかけ

当日レシピ

1 .越のジュエリーを5㎜～1㎝角に
　切る。

2 .お湯を沸かし、コンソメと塩を入れ、
　味を整える。

3 .水溶き片栗粉をつくる。

4 .2に1の越のジュエリーを入れ、
　1度火を止め、3を回し入れる。

5 .再度火をつけ、とろみがついたら
　完成。

作り方材料

・越のジュエリー　
　赤、黄、オレンジ各 2コずつ
・水溶き片栗粉　
　大さじ1.5　＋水　適量
・水、コンソメ　500 ㎖　
　小1.5（オレンジ orレモン汁）
・塩 3 ～ 5ｇ

6.蒸しあがった茶碗蒸しの上にかける。

 Check Point

（8 コ分）

越のジュ
エリーの

キレイな
色を活

かす

2 1
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午前の部　イベント風景
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午後の部

参加者は、事前に抽選されたメイン食材と、当日に抽選

されたサブ食材を使って料理に挑戦。ご当地食材を調査し、

オリジナルのレシピをつくりました。テーマは「今までにない

料理」「ふくいを表現した料理」「ワクワクさせてくれる料理」です。

【ご当地食材１品目（メイン）5種】

福地鶏
ふくいサーモン
若狭牛
ふくい甘えび
若狭ぐじ（アカアマダイ）

【ご当地食材２品目（サブ） 5種】

越の宝石（ジュエリー）
新保茄子
厚揚げ
福井梅（梅干し）
九頭竜まいたけ



わかさ牛と福井のお米大きな肉まきおにぎり‼
～九頭竜まいたけ～

 RECIPE

ふくいサーモンの一口おにぎり！　冬の東じん坊
～こしのじゅえりーとオリーブポンずあえ～

甘エビとキウイのサラダ
～油あげのクルトン～

鶏もも肉のグリルを使ったエッグベネディクトマフィン
～新保茄子入り～　

若狭ぐじとゴーヤのジョン
～福井梅のソース～

優勝

準優勝
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メイン食材 ：若狭牛　+　サブ食材 ：九頭竜まいたけ

料 理 人 ：室谷様ご家族

メイン食材 ：ふくいサーモン　+　サブ食材 ：越の宝石（ジュエリー）

料 理 人：野村様ご家族

メイン食材 ：ふくい甘エビ　+　サブ食材 ：厚揚げ

料 理 人 ：本郷様ご家族

メイン食材 ：福地鶏　+　サブ食材 ：新保茄子

料 理 人 ：藤井様ご家族

メイン食材 ：若狭ぐじ　+　サブ食材 ：福井梅

料 理 人：横山様ご家族



調べてみて感じたこと

生産地

食材レポート

特徴

調べてみてわかったこと

福井県内(若狭町、池田町、敦賀市
、坂井市、おおい町)。 

①県内で生産されているブランド
和牛。
②年間生産数が500～600頭
で希少価値が高い。 

①県内にブランド和牛があったこと。
②血統が優秀であること。 
③希少価値が高いこと。 

若狭牛という名前を聞いたり、食したこと
はある。 血統が優秀であることや
希少価値が高いことは知らなかった。 
子供と一緒に調べたことで、県内にも
素晴らしいものがあることがあるとわかり
ました。これからはご当地の食材につい
て、食事の時に子供と話をしたいと感じ
ました。

若狭牛
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1 .たいたお米を
　たわらがたに、にぎる。

2 .お肉をクルクル
　すきまがないように
　おにぎりにまく。

3 .フライパンに
　ごま油をしいて
　肉まきおにぎりをやく。

4 .少しやき色がついたら
　しょうゆ・さけ・さとうを入れ
　味をつける。
　(汁気がなくなるまで)

5 .お皿にもりつけて
　ゴマをかけて
　できあがり。

作り方

わかさ牛と福井のお米
大きな肉まきおにぎり‼

材料

事前レシピ

・若さ牛　　200g
・福井米　　200g
・白ごま　　小さじ1
・しょうゆ　　大さじ1
・さけ　　大さじ1
・さとう　　大さじ1
・ごま油　　大さじ1/2

 Check Point

ごはん
が見え

ないよう
に

しっかり
とお肉

をまくと

くずれに
くく、た

べやす
い。

2人前
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わかさ牛と福井のお米大きな肉まきおにぎり‼
～九頭竜まいたけ～

当日レシピ

１．まぜごはんを作る。
　まいたけを刻んでバター、塩こしょう、
　醤油で炒める。
 

２．炒めたまいたけを炊きたてご飯に
　 交ぜ、味付けご飯をたわらがたの
　 おにぎりにする。

３．お肉をクルクルすきまがないように
　 おにぎりに巻く。
 

４．ごま油を熱したフライパンで焦げ
　 ないように全面焼く。

５．焼き目がついてきたら味付けの
　 調味料で味付けする。

６．白ごまを振りかけてできあがり。

作り方材料

 Check Point

ごはん
が見えな

いように

しっかり
とお肉を

まくと

くずれに
くく、た

べやす
い。
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・若狭牛　200g
・福井米　200g
・まいたけ　150g
・白ごま　適量
・バター　10g
・塩こしょう　少々
・醤油　小さじ1
 
味付けの調味料
・醤油　大さじ１
・酒　小さじ1
・砂糖　大さじ１
・みりん　小さじ1
・ごま油　大さじ1

2人前
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調べてみて感じたこと

生産地

食材レポート

特徴

調べてみてわかったこと

福井(大野、小浜)。

・きれいなオレンジ色。
・あぶらがたくさんのってる。
・肉しつがもっちりしていてかみ応
えがある。

ふくいサーモンを大きくさせるため
にエサに梅エキスを入れたりLEDを
当てて魚がいっぱいエサを食べるよ
うにくふうしていることが分かった。

ふくいサーモンを育てている所がお母
さんの実家の近くでとても身近に感じ
ました。また、福井県や福井県立大
学など沢山の協力のおかげでおいし
いふくいサーモンができているのだと
感じました。

ふくいサーモ
ン

～海のハッピ
ーフード～
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1 .サーモンを一口くらいの大きさに切り、
　塩コショウをします。

2 .マヨネーズをまんべんなくサーモンに
　付けます。

3 .パン粉を付けます。

4 .油で表面がきつね色になるくらい
　まで中火で揚げます。

1 .ゆでたまごをつくります。

2 .玉ねぎをみじん切りにして、レンジ
   でかねつします。(600W１分)

3 .ゆでたまごをつぶして全部の材料
　をまぜます。

作り方

ふくいサーモンの一口おにぎり！
～冬の東じん坊～

材料

事前レシピ

<サーモンマヨフライおにぎり>
・サーモンブロック　200gくらい
・塩　コショウ　少々
・マヨネーズ　大さじ1～
・パン粉・油　てき量
・ごはん・のり　　　
　タルタルソース
・ゆでたまご　2こ
・玉ねぎ　1こ　
・パセリ( びんの )　少々
・酢　小さじ2
・塩こしょう　少々
・マヨネーズ　200g
・顆粒コンソメ　小さじ2

 Check Point

タルタル
ソースを

作るとき

玉ねぎの
水分にき

をつける
。

A

B

1 .一口サイズのおにぎりをつくります。

2 .のりをまきます。

3 .Aを上にのせ、Bのソースを上から
　雪のようにのせます。

4 .お皿にのせて出来上がりです。
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当日レシピ

1.こしのじゅえりーを半分に切ります。

2 .オリーブオイルとポンずとこしの
  じゅえりーを入れます。(おすも)

3 .まぜ合わせます。

4 .お皿にもりつけて完成です。

作り方材料

・こしのじゅえりー
・オリーブオイル　　大さじ1
・ポンず　　小さじ１
・おす　　少々
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ふくいサーモンの一口おにぎり！　冬の東じん坊
～こしのじゅえりーとオリーブポンずあえ～
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調べてみて感じたこと

生産地

食材レポート

特徴

調べてみてわかったこと

福井県　
水深200～500ｍの砂泥地。 

品質により厳しく選別され、漁獲から
セリまでが 2 4 時間以内のものを
ふくい甘えびと認定されている。
独特のねっとりした甘さが人気。
旬は5 . 6月（9～1月） 。

甘えびはホッコクアカエビというが、
生で食べると甘みがあることから甘
えびと呼ばれる。
体が赤いことからアカエビと呼ばれる
こともある。お腹の卵は青色。 

海の海産物は、キレイな海じゃないと
せっかくの特産品もとれなくなるので
海をキレイに保つことが大事なんだと
感じました。

ふくい甘エ
ビ
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1 .玉ねぎをみじん切りする。

2 .パセリもみじん切りする。

3 .ボウルに白ワインビネガーを入れて
　そこに、みじん切りした、たまねぎと、
　パセリをまぜる。

4 .おさらに、キウイ→ミニトマト→
　 甘エビをもりつけて、
　③をかけてかんせい。

作り方

甘エビとキウイのサラダ

材料

事前レシピ

・甘エビ
・ドレッシング
　玉ねぎ (60g)
　パセリ(2g)
　白ワインビネガー (大さじ1)
　はちみつ(小さじ1）
　塩 (小さじ1/4)
　あらびき黒こしょう （2つまみ )
　オリーブオイル (大さじ1)
・キウイ8等分輪ぎり (皮をむく)
・ミニトマト4等分 (ヘタはとる)
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当日レシピ

1 .たまねぎをみじん切りする。

2 .パセリもみじん切りする。

3 .ボウルに白ワインビネガーを
　そこにみじん切りした、たまねぎと
　パセリをまぜる。

4 .おさらにキウイ→トマト→甘えびを
　もりつけて、③をかける。

5 .クルトンと甘えびのたまごを
　上からかけてかんせい。

作り方材料

・甘えび
・油揚げ
・ドレッシング
　たまねぎ (60g)
　パセリ(2g)
　白ワインビネガー (大さじ1)
　はちみつ(小さじ1)
　塩 ( 小さじ1/4)
　あらびき黒コショウ(2つまみ )
　オリーブオイル (大さじ1)
・キウイ8等分輪ぎり ( 皮をむく)
・ミニトマト4等分 ( ヘタをとる)

 Check Point

甘エビとキウイのサラダ
～油あげのクルトン～

甘えびの
体をつか

ったところ

39
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調べてみて感じたこと

生産地

食材レポート

特徴

調べてみてわかったこと

福井県。

卵…きみが大きい、のうこう、あまい。
鳥…450日そだっている。
　　よく運動する、筋肉質。

育てているのう家が少ない。
16のう家。

卵がちがうとしって
どんなのなのかなと思った。

福地どりを
つかって

りょうり

鳥肉は
歯ごた

えがあ
って

いいよ

 Check Point
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1.とり肉を適当な大きさにきって、フォークで穴をあける。
2.とり肉を塩やこしょうで味つけする。
3.グリルに入れて、火をとおす。
　(焼き加減をみてひっくり返したりする)
4.こげ目がつくまでじっくり焼く。
5.焼き上がったら食べやすい大きさにスライスする。

<グリルで焼いているあいだにエッグベネディクトを作る>
1.卵を小皿に割っておく。
2.小なべに600mlの水をわかす。
3.塩とすを入れて、弱火にし、ふっとうをおちつかせる。
4.なべに卵をゆっくり入れて、フォークで白身を
　つつむように形を丸く整える。
5.好みのかたさですくい上げる(3分間くらい)

<ソース>
1.バターをレンジに入れて、とかしバターを作る。
2.ゆせんをしたボウルに卵黄を入れて、あわだて
　器でもったりするまであわ立てる。
3.ボウルに、とかしバターを数回に分けて加えて、
　持ち上げたときにすじが残るようになる
　までもったりさせる。
4.ウスターソース、レモン汁、塩、こしょうを入れて
　味を整える。

<梅だれ>
1.梅ぼしのたねをとって、包丁でこまかくする。
2.材料を全てまぜる(味見をしながら)。

<サラダ>
1.レタスをきって、てき度な大きさにきる。
2.モッツァレラチーズを切ってそえる。

<仕上げ>
1.イングリッシュマフィンを半分に切る。
2.切ったとり肉をマフィンにのせる。
3.スライスチーズをのせる。
4.エッグベネディクトをその上にのせる。
5.ソースをかける。
6.レタスとモッツァレラチーズをもりつける。
7.サラダはオリーブオイル、ブラックペッパで味つけ。
8.残ったとり肉のグリルは、うめだれをつけてたべる。

作り方

鶏もも肉のグリルを
使ったエッグベネディクトマフィン　

材料

事前レシピ

＜エッグベネディクト＞
・卵 (エッグベネディクト用 )4 個
・す　小さじ2
・塩　小さじ1

<ソース>
・卵黄　2 個
・とかしバター　50g( 有塩 )
・ウスターソース　少々
・レモン汁　小さじ1 弱
・塩　少々
・こしょう　少々
・イングリッシュマフィン　4 枚

<とり肉のグリル >
・とりのもも肉　400g
　(2 枚ほど )
・塩　少々
　こしょう　少々

<うめだれ >
・梅ぼし　じさん　4 粒
・しょう油　大さじ1
・みりん　大さじ1
・砂とう　小さじ1
・白だし　小さじ1
・水　大さじ1

<そえのサラダ >
・リーフレタス　半々で
・モッツァレラチーズ　1 個
・スライスチーズ　4 枚
・オリーブオイル　少々
・ブラックペッパー　少々
・しお　少々

 Check Point

・エッグベネディクトはなべは少し大
きめで

　すも少しおおめ。
・マフィンも少しかるくやいたほうが

よい。
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当日レシピ

1 .とり肉を適当な大きさにきって、フォークで穴を
　あける。
2 .とり肉を塩やこしょうで味つけする。
3 .グリルに入れて、火をとおす。(焼き加減を
　みてひっくり返したりする)
4 .こげ目がつくまでじっくり焼く。
5 .焼き上がったら食べやすい大きさにスライスする。
6 .新保ナスを１cm幅にスライスしてオリーブオイルで
　両面を焼き上げる。

<グリルで焼いているあいだにエッグベネディクトを作る>
1 .卵を小皿に割っておく。
2 .小なべに600m lの水をわかす。
3 .塩とすを入れて、弱火にし、ふっとうをおちつかせる
4 .なべに卵をゆっくり入れて、フォークで白身を
　つつむように形を丸く整える。
5 .好みのかたさですくい上げる(3分間くらい)

<梅だれ>
1 .梅干ぼしのたねをとって、包丁でこまかくする。
2 .材料を全てまぜる(味見をしながら）。

<サラダ>
1 .レタスをきって適度な大きさにきる。
2 .モッツァレラチーズを切ってそえる。

<仕上げ>
1 .イングリッシュマフィンを半分に切る。
2 .切ったとり肉をマフィンにのせる。
3 .スライスチーズをのせる。
4 .エッグベネディクトをその上にのせる。
5 .ソースをかける。
6 .レタスとモッツァレラチーズをもりつける。
7 .サラダはオリーブオイル、ブラックペッパーで
　味つけ。
8 .残ったとり肉のグリルは、うめだれをつけて
　たべる。

作り方材料

＜エッグベネディクト＞
・卵 (エッグベネディクト用 )　4 個
・す　小さじ2
・塩　小さじ1
・新保ナス　　1 個

<ソース>
・卵黄　2 個
・とかしバター　50g( 有塩 )
・ウスターソース　少々
・レモン汁　小さじ1 弱
・塩　少々
・こしょう　少々
・イングリッシュマフィン　4 枚

<とり肉のグリル >
・とりのもも肉　400g
　(2 枚ほど )
・塩　少々
　こしょう　少々

<うめだれ >
・梅ぼし　じさん　4 粒
・しょう油　大さじ1
・みりん　大さじ1
・砂とう　小さじ1
・白だし　小さじ1
・水　大さじ1

<そえのサラダ >
・リーフレタス　半々で
・モッツァレラチーズ　1 個
・スライスチーズ　4 枚
・オリーブオイル　少々
・ブラックペッパー　少々
・しお　少々
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鶏もも肉のグリルを使ったエッグベネディクトマフィン
～新保茄子入り～　
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調べてみて感じたこと

生産地

食材レポート

特徴

調べてみてわかったこと

福井県嶺南
小浜市

・鯛の仲間
・値段が真鯛とくらべて、高い
・水分が多く身肉がやわらかい
・焼くとおいしい

・関西で人気が高い
・1ぴきずつつりあげる、
・きずつかないように保かんされる

食べたことないけど
がんばって料理しようと思います

 若狭ぐじ

（アカマダ
イ）
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①ゴーヤのわたをとり６mmの厚さで切る、塩と
　砂糖で苦味をとる （A）。
②若狭ぐじを一口サイズに切り分け塩コショウを
　まぶす（B）。
③卵液をつくる。
④（A）（B）に小麦粉をまぶす　（C）。
⑤フライパンに油をひき（C）を焼く、焼き色が
　ついたらひっくり返す。
⑥焼けたら盛り付け皿に並べる。
⑦別でつくったソースを並べる。

〇コチュジャンソース
①材料をよく混ぜて完成。

四川ソース
①フライパンに適量のサラダ油を加え、細かく
　刻んだにんにくとショウガを炒める。
②豆板醤、甜麺醤、しょうゆを加えさらに炒める
③細かく刻んだネギを加え、火を弱める。
④水で味を調整する。
⑤水溶き片栗粉で仕上げる。

〇バーベキューソース
①材料をよくまぜて完成。

〇和風ソース
①材料を合わせる。

〇アラビアータソース
①フライパンに適量のサラダ油を加え、
　トマトピューレ、塩、コショウを加え煮立たせる。
②濃さを調整しオレガノを振りかける。

作り方

若狭ぐじとゴーヤのジョン　

材料

事前レシピ

・若狭ぐじ切り身　500ｇ
・ゴーヤ　1 本
・卵　5 個
・塩　適量
・さとう　大さじ1　
・小麦粉　大さじ1
・こしょう　少々
・サラダ油　大さじ１

〇コチュジャンソース
・コチュジャン　大さじ3
・さとう　大さじ2
・しょうゆ　小さじ2
・みりん　〃
・ごま油　大さじ1

○四川ソース
・にんにく　1 片
・ねぎ（白）　1 本
・甜麺醤　大さじ4
・豆板醤　小さじ2
・しょうゆ　小さじ2
・ごま油　適量
・片栗粉　適量
・しょうが　小さじ1
・サラダ油　小さじ1

〇バーベキューソース
・おろしにんにく　適量
・おろししょうが　適量
・ケチャップ　大さじ３
・とんかつソース　大さじ３
・しょうゆ　大さじ１
・はちみつ　大さじ１

〇和風ソース
・和風おろしドレッシング（市販）
・白ごま　適量

〇アラビアータソース
・トマトピューレ　大さじ５
・にんにく　適量
・サラダ油　適量
・塩　少々
・コショウ　少々
・オレガノ　適量

※ジョンとは韓国の小麦粉と卵を付けてフライパンで焼く料理です
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若狭ぐじとゴーヤのジョン
～福井梅のソース～

当日レシピ

①ゴーヤのわたをとり６mmの厚さで切る、
　塩と砂糖で苦味をとる （A）
②若狭ぐじを一口サイズに切り分け
　塩コショウをまぶす（B）
③卵液をつくる
④（A）（B）に小麦粉をまぶす（C）
⑤フライパンに油をひき（C）を焼く、
　焼き色がついたらひっくり返す
⑥焼けたら盛り付け皿に並べる
⑦別でつくったソースを並べる

〇コチュジャンソース
①材料をよく混ぜて完成

○四川ソース
①フライパンに適量のサラダ油を加え、
　細かく刻んだにんにくとショウガを炒める
②豆板醤、甜麺醤、しょうゆを加えさらに
　炒める
③細かく刻んだネギを加え、火を弱める
④水で味を調整する
⑤水溶き片栗粉で仕上げる

〇バーベキューソース
①材料をよくまぜて完成

〇和風ソース
①材料を合わせる

〇アラビアータソース
①フライパンに適量のサラダ油を加え、
　トマトピューレ、塩、コショウを加え煮立たせる
②濃さを調整しオレガノを振りかける

○梅ソース
①梅を細かく切ってペースト状にする
②材料を合わせる

作り方材料

 Check Point
いろいろなソースで
味わえるところ

※ジョンとは韓国の小麦粉とたまごをつけてやく料理
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・若狭ぐじ切り身　500ｇ
・ゴーヤ　1 本
・卵　5 個
・塩　適量
・さとう　大さじ1　
・小麦粉　大さじ1
・こしょう　少々
・サラダ油　大さじ１

〇コチュジャンソース
・コチュジャン　大さじ3
・さとう　大さじ2
・しょうゆ　小さじ2
・みりん　〃
・ごま油　大さじ1

○四川ソース
・にんにく　1 片
・ねぎ（白）　1 本
・甜麺醤　大さじ4
・豆板醤　小さじ2
・しょうゆ　小さじ2
・ごま油　適量
・片栗粉　適量
・しょうが　小さじ1
・サラダ油　小さじ1

〇バーベキューソース
・おろしにんにく　適量
・おろししょうが　適量
・ケチャップ　大さじ３
・とんかつソース　大さじ３
・しょうゆ　大さじ１
・はちみつ　大さじ１

〇和風ソース
・和風おろしドレッシング（市販）
・白ごま　適量

〇アラビアータソース
・トマトピューレ　大さじ５
・にんにく　適量
・サラダ油　適量
・塩　少々
・コショウ　少々
・オレガノ　適量

〇梅ソース
・梅干し　1 個
・ごま油　少々
・和風おろしドレッシング　大さじ3
・白ゴマ　適量
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午後の部　イベント風景
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ご当地食材スペシャリスト

黒川友紀子  様
黒川公美子  様

隅野　啓  様

福井中央魚市株式会社

野村牧場

有限会社黒川産業

野村潮司  様

福地鶏

若狭牛

ふくいサーモン

ふくい甘エビ

若狭ぐじ
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審査員

福井県農林水産部流通販売課　課長

吉澤 真 様

公益社団法人福井青年会議所　理事長

金本 篤 君

福井県議会議員　

清水 智信 様
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料理アシスタント

学校法人 天谷学園 天谷調理製菓専門学校　副校長　

天谷 豪志 様

学校法人 天谷学園 天谷調理製菓専門学校　西洋料理教授

舟木 景介 様

学校法人 天谷学園 天谷調理製菓専門学校　日本料理講師

大川 真吾 様

調理師　（公益社団法人福井青年会議所）

廣田 和幸 君



白紙

〒918-8004福井市西木田2丁目8-1（福井商工会議所）

午前の部

2021年 8月 1日（日）

10:00～ 12:15
14:00～ 16:15午後の部

学校法人天谷学園 
（永平寺町松岡兼定島34 - 3 -10）

会場

開催日時

（公社）福井青年会議所 検索

【主催】

tel.0776-33-1750




