おやつにおつまみに！お手軽レシピ

大人のアボカドチーズトースト

おやつにおつまみに！
お手軽レシピ
03 大人のアボカドチーズトースト

どうして『大人』なのかと言いますと、柚子こしょうがピリ～ッ！ときいてるんです。
トースターでなく、コンロの魚焼き用グリルを使用すると
短時間でパンの食感も良くカリッと焼けます！

04 らくちん洋風ミニ春巻き
05 フレッシュミートソースのディップ
06 タコのレモンマリネ
07 新生姜の甘酢漬け
07 トマトと水菜の生春巻き

いつものおかずを
ちょっとアレンジレシピ
08 子袋とキャベツのピリ辛
09 生地から作る！もっちもちシソ餃子
10 お餅入りピリ辛豆腐チゲ
10 イカとセロリの XO 醤炒め

2

11 とろとろ白子のお味噌汁
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11 懐かしい味♪こんにゃく田楽
12 塩漬け豚肉＆ごろっと丸ごと野菜のポトフ
13 大根のさっぱりクラムチャウダー
13 特製リンゴソースの豚肉やわらか炒め

材料（４人分）

みんな大好き パスタレシピ

・食パン…４枚
・アボカド…２個
・トマト…２個
・パセリ…少々

14 ブルーチーズの冷製ミートスパゲティ
14 キャベツと塩辛の和風クリームフィトチーネ

・チーズ…適量
・マヨネーズ…大さじ５
・柚子こしょう…大さじ１
・塩、胡椒…少々

15 豚ヒレとブロッコリーの和風・醤油バターのスパゲティ

手作りデザートと 小麦粉レシピ

1. アボカド、トマトは食べやすくスライスしておく
2.

マヨネーズ、柚子こしょうを合わせる

3.

半分に切ったトーストに合わせた
（２）
を塗り、
アボカド、
トマト を交互にのせる

17 カリッと！カマンベールチーズのパン

4.

上から塩、胡椒、チーズをのせる

18 釜焼き風お手軽ナン

5.

魚焼きグリルで約３分、弱火で焼く

6.

仕上げにみじん切りにしておいたパセリをさっとかけ、出来上がり！

16 イチジクとブドウ☆緑茶コンポート

19 アボカドスコーン

おやつにおつまみに！お手軽レシピ

らくちん洋風ミニ春巻き
冷めても美味しい洋風春巻きです。
ミニサイズなのでお弁当のおかずにもオススメ！
少量の油で揚げずにすぐできちゃいます♪

スティックサラダ
フレッシュミートソースのディップ
フレッシュなセロリ、トマトなど
野菜たっぷりの
オリジナルミートソース★ディップ！
作ったら冷蔵庫で冷やして
スティックサラダにつけていただきます♪
これなら野菜嫌いなお子さんもポリポリ食
べちゃいますよ

材料（４人分）
★フレッシュミートソースディップ
・合挽き肉…２００g
・玉ねぎ…１／２個
・ニンニク…2 片
・セロリ…１／２本
・トマト…1 個
・オリーブオイル…適量
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材料（１人分）
・春巻きの皮…１枚を４等分
＝４本分になります
・卵…１個
・チーズ…１枚
・ウインナー…２本
・塩、胡椒…少々
・ケチャップ…大さじ１

・パセリのみじん切り…お好みで
・片栗粉…小さじ１
（大さじ２の水と合わせる）
・油…大さじ３
・塩…適量

【調味料】
・コンソメ…大さじ１
・塩、胡椒…少々
・トマトケチャップ…大さじ 3
・濃縮ソース…大さじ 1
・ローリエ…１枚
・水…２００cc

★スティックサラダ
お好みで！ キュウリ、人参、セロリ、大根など

1. 玉
 ねぎ、セロリ、ニンニクをみじん切りにし、オリーブオイルでしっとりするまで
中火で炒める

1. 卵１個を溶き、塩、胡椒を軽くして炒り卵を作る
2.

、チーズも細かく切っておく
ウ
 インナー２本を斜め切り（薄め）

2.

ひき肉を加え炒め、
【調味料】を加える

3.

炒り卵チーズ、
パセリのみ
４
 等分に切ったミニサイズの春巻きの皮にウインナー、

3.

なじんだらトマト１個を一口大に切り、加え１５分ほど煮る

じん切りを中心にいれ、最後にケチャップを置く
4.
5.

く
 るくる、と片一方を丸め込み、片栗粉を溶いた水で端をとめる
とめ口を下にして焼く
（油が少なくてもすぐ火が
中
 火のフライパンに油をたらし、
通るので目を離さないように）

6.

カ
 リッと焼き色がついたら引き上げ、仕上げに塩をまぶして出来上がり！

4.

あら熱を取り、冷蔵庫で１時間ぐらい冷やす

5.

お好みのスティックサラダにつけてどうぞ！
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おやつにおつまみに！お手軽レシピ

タコのレモンマリネ

新生姜の甘酢漬け

レモンの酸味がきいたタコのマリネ。
ささっと混ぜるだけで完成のお手軽レシピです♪

疲れたカラダの新陳代謝を促してくれる新生姜。
作り置きして、熱々ご飯と合わせたり、サラダに入れたり、
冷や奴にのせたり、とレパートリーも広がります。
材料
・新生姜…２パック（約 200g） ・酢…３００cc
・砂糖…大５ ・塩…ひとつかみ

（下準備／保存容器を熱湯にくぐらせ消毒しておく）
1. 新
 生姜を薄切りにする（スライサーなど使用でも OK）薄皮は剥かなくてよい
2.

ひとつかみの塩を全体になじませ、冷蔵庫で２０分ほど置く

3.

その間に鍋にお湯を沸かし、
新生姜を2〜3分強火でさっと茹 でザルにあける

4.

酢、砂糖を火にかけ、砂糖が溶けきったら保存容器へ流し入れる

5.

そこへ先ほどの新生姜を入れる

6.

出来上がり！１日置けば味がしみ込むのですぐ食べられます

＊保存は１週間程度を目安に。量が減ったらキュウリやシソなどを足すと、さっぱりお漬け物にな
りますよ♪
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材料（４人分）
・刺身用タコ…１パック
・レモン…１／２個（２枚ほど別にスライスしておく）
・青唐辛子（鷹の爪でも）…お好みで
・オリーブオイル…大３
・塩、胡椒…少々
・バジル…少々

トマトと水菜の生春巻き
シャキシャキした水菜の歯ごたえが楽しい♪
ジューシーなトマト＋チーズ＋生ハムの相性はバッチリです。
材料（４人分）
・生春巻きの皮…１０枚 ・トマト…２個 ・水菜…１束
・生ハム…１０枚 ・スライスチーズ…５枚
・スイートチリ…適量

1. ト
 マトを湯むき＊し、くし切りにする
1. 刺身用タコを食べやすい大きさに切る

2.

水菜は生春巻きの皮の半径の大きさに切っておく

2.

沸騰したお湯に２０秒ぐらいさっとくぐらせ、すぐザルにあける

3.

生春巻きの皮を水で戻し、スライスチーズは半分に切っておく

3.

冷水を流しながら少しもみ、ぬめりを取る

4.

水
 菜、
トマト、
スライスチーズを生春巻きにのせ、
空いた部分に生ハムを置き、
ク

4.

ボールに絞ったレモン、オリーブオイル大２、塩、胡椒、バジル少々を合わせる

5.

そこへ別にスライスしておいたレモンを小さく切り入れ
（３）
のタコと合わせる

6.

皿の飾り用に少しレモンを添え、マリネを盛る

7.

 上げにお好みで青唐辛子と大さじ１のオリーブオイルを回しかけて出来上がり
仕

ルクルと皮で包む（生ハムの色が出るようにするとキレイです）
5.

上に水菜をあしらい、スイートチリソースを添えて出来上がり！

＊湯むき
方法１ 包
 丁でヘタをくりぬく→沸騰した鍋へ３０秒程度入れる→冷水につけると皮がむける
方法２ フ
 ォーク（長め）にトマトを刺す→皮が縮むぐらいまでコンロの火で回しながら２分程度
焼く→冷水につけると皮がむける。フォークが熱くなるので注意
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いつものおかずをちょっとアレンジレシピ

子袋とキャベツのピリ辛

生地から作る！もっちもちシソ餃子

コリコリの食感を楽しめる子袋。
普段あまり使わない食材ですが、味噌炒めはご飯がすすみます♪

家族皆で生地からこねて、
もっちもちの水餃子で盛り上がりましょう♪
材料（４人分）
★餃子皮
・小麦粉…２２０g（打ち粉として別に少々）
・片栗粉…大さじ２ ・お湯…１６０cc
★シソ餃子中身
 菜…１／４株（軽く茹で、みじん切りし、手で絞っ
・白
て水分を抜く）

・シソ…２０枚（みじん切り） ・豚ひき肉…１５０g
・ニンニク…２片 ・生姜…１／３片（みじん切り）
★焼用カリカリ分
・水…１５０cc ・小麦粉…大さじ１
【調味料】
・中華だし…大さじ１ ・醤油…大さじ１
・味噌…大２ ・胡椒…少々 ・ごま油…適量
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★餃子皮
材料（４人分）
・子袋…１００g ・キャベツ…１／２玉 ・ニラ…１束 ・生姜…１片（みじん切り）
・にんにく…１片（みじん切り）
【調味料】
・味噌…３０g ・砂糖…大さじ２ ・鶏がらスープの素…大さじ１
・水…５０cc ・ごま油…大さじ２ ・塩、胡椒…少々
※お好みで 一味少々

1. 小麦粉、片栗粉にお湯を少しずつ合わせて練る
耳
 たぶぐらいの柔らかさになるまで練ったら棒状に伸ばし、
ラップをして冷蔵庫で

2.

寝かせる（この間に餃子中身をつくる）
3.

打
 ち粉をし、そこで包丁で適度に等分し、めん棒で円形に伸ばす

4.

くっつかないよう、打ち粉を振っておきながら作ります

★シソ餃子中身
1. 生
 姜、にんにくをみじん切りにし、子袋に軽く塩、胡椒をする。調味料は合わせ、キャ

 ごしらえしておいた白菜はよく水分を切り、シソ、ひき肉、ニンニク、そして調
1. 下

ベツは一口大、ニラは３等分に切る

味料と合わせて、よく練る

2.

弱
 火のフライパンにごま油、
生姜、
ニンニクを入れ、
香りがたつまで少し炒める

2.

作っておいた餃子の皮につつむ

3.

中
 火にし、
子袋を入れ、
火が通ってきたらキャベツを入れ、
合わせておいた調味料

3.

ご
 ま油をしたフライパンを強火にし、軽く焦げ目がつくまで焼く

を加える
4.
5.

 ャベツに調味料がなじんだらニラを入れ、
１分ほど炒めたら出来上がり！お好み
キ

カ
 リカリ分の材料で蒸し焼きに。
すると、
皮に羽がついてお店の餃子のような食感

4.

こ
 こで強火にし、一気に炒める

に！
5.

５分程度焼いたら出来上がり！

で一味を振っても OK ！
＊キャベツは炒めすぎず、手早く！美味しい食感を残しましょう

＊ニラでなく、シソをいっぱい入れることでさっぱりとした餃子になります。
下味は少し強めのほうが美味しい餃子になりますよ♪
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いつものおかずをちょっとアレンジレシピ

お餅入りピリ辛豆腐チゲ

豆腐チゲとお餅でパワーアップ！
一品でボリュームがあるメイン料理に
なりますよ♪

材料（４人分）
・豆腐…２丁 ・キムチ…１００g
・豚バラ肉…１５０g ・ネギ…小口切り少々
・餅…４つ（半分に切る） ・ニンニク…３片（スライス）
・鷹の爪…１本（辛さはお好みで）
・ごま油…大さじ２ ・水…６００cc
【調味料】
・中華だし…大さじ３ ・味噌…大さじ 2
・醤油…大さじ２

3.
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材料（４人分）
・白子…１パック（１００g 程度） ・本だし…小さじ２
・水…６００cc ・味噌…大さじ３
・長ネギ…１本（斜め切り）

1. 白子をさっと冷水で洗い、一口大に切る
2.

鍋に湯が沸いたところで本だし、
白子、
味噌を手早く入れ、
５分ほど中火で煮る

3.

火を止める間際、切っておいたネギを入れたら出来上がり！

【調味料】
を加え、
そこに大きめに切った豆腐を入れ、
中火で１５分ほどしっ
水
 と

＊新鮮な白子はすぐ火が通ります。あまり煮立てすぎないよう注意

かり味がしみ込むように煮る
4.

鱈の白子のとろとろお味噌汁。
たっぷりの長ネギと一緒にどうぞ！

豚肉を加え、さっと炒めつつキムチを加える

 にごま油、ニンニク、鷹の爪を入れ、弱火でニンニクの香りが出るまで炒める
1. 鍋

2.

とろとろ白子のお味噌汁

餅を加え、柔らかくなったら出来上がり！仕上げにネギを加えましょう

＊最
 後に溶き卵をさっと加え１分ほど煮立たせると、マイルドな豆腐チゲになります

イカとセロリの XO 醤炒め

パプリカを入れ、色鮮やかな炒め物に。
XO 醤のコクが美味しい一品ですよ！
イカを購入する際のコツは白くなく、
なるべく透明に近いものを選びましょう

懐かしい味♪こんにゃく田楽
子どもの頃を思い出す懐かしい田楽。
ほっとなごむ味です♪
この田楽味噌はお豆腐や温野菜との相性もいいですよ☆
材料（４人分）
・玉こんにゃく…１２個 ・だしの素…大さじ１
・水…５００cc ・鰹節…少々

材料（４人分）
・イカ…２杯 ・セロリ…１束
・パプリカ…赤＆黄 それぞれ１／２個（厚めの千切り）
・生姜…１片（みじん切り）・にんにく…１片（みじん切り）
・XO 醤…大さじ３ ・塩、胡椒…少々
・ごま油…大さじ３

【田楽味噌】
・味噌…３０g ・砂糖…１５g ・酒…少々
・だしの素…小さじ１／２ ・湯…大さじ２

1. こ
 んにゃくはダシがしみ込みやすいよう、フォークなどで数回刺す（隠し包丁でも
OK）

1. イ
 カの中骨を取り除きワタと分け、１cm くらいの輪切りにし、軽く塩、胡椒してお
2.

ダシ、水を入れた小鍋で１５分ほど弱火で煮る （※その間に味噌の準備）

弱火のフライパンにごま油、
生姜、
ニンニクを入れ、
香りがたつまで少し炒める

3.

田楽味噌の材料を練り合わせたら、湯大２を加えさらに練る

3.

中
 火でイカを炒め、色が変わってきたら強火でセロリ、パプリカを入れる

4.

4.

３分程度炒め少ししんなりしてきたら XO 醤を加えて出来上がり！

く。セロリはななめ切り、パプリカは厚めの千切りにする
2.

＊炒
 めすぎるとビチャビチャになりやすいので最後は強火で手早く♪

味
 のしみ込んだ玉こんにゃくに味噌をかけ、
そのうえに鰹節をアクセントに振りか
けたら出来上がり！

＊こんにゃくは食物繊維も豊富なので時々意識して食べたいものです
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いつものおかずをちょっとアレンジレシピ

塩漬け豚肉＆ごろっと丸ごと野菜のポトフ

大根のさっぱりクラムチャウダー

パーティーメニューにもなる、野菜の旨味た～っぷりの丸ごとポトフ。
塩漬けにした豚肉がアクセント！

手頃な値段の大根は、食卓にとって、一年中大活躍の食材！
葉や茎には根の白いところよりもミネラルやビタミン C、
A、カルシウムが豊富に含まれています。
せっかくですから葉や茎も美味しくいただきたいですよ

材料（４人分）
・豚肉（肩ロースなどのブロック）…４００g
・じゃがいも…４個 ・にんじん…２本
・トマト…４個 ・玉ねぎ…４個
・ニンニク…３片
・オリーブオイル…大さじ３
【塩漬け用調味料】
・塩…１００g
・ローズマリー…１本（乾燥ものなら大さじ２）
・コンソメ…３個
・胡椒…適量
 べての材料が入る大きめの鍋にいっ
・水… す
ぱい（大体１, ５L 前後）
・パセリみじん切り…彩りで少々
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（下準備／豚肉に【塩漬け用調味料】をよく擦り込み、密閉袋やタッパーなどに入れ１
日置く）
1. じ
 ゃがいも…皮をむく、トマト…皮を湯剥き、玉ねぎ…皮と上下を切って、にんじ
ん…２本（一口大に切る）
、ニンニク…スライス
2.

１日置いた塩漬け肉の塩を、さっと洗い流す

3.

大
 きめにスライスし、
オリーブオイル、
ニンニクを入れた中火の鍋で、
表面が白く
なるまで２～３分焼く

4.
5.

水
 を鍋半分まで注ぎ、コンソメを入れて煮る（１時間半）
じゃがいも、
玉ねぎ、
人参を加え
や
 わらかくなったところへ残り半分の水を入れ、
て煮る（２０分）

材料（４人分）
・大根（葉、茎を含む）…１／４本 ・あさり…１パック
・まいたけ…１／２房 ・牛乳…４００cc ・バター…大さじ２
・固形スープの素（コンソメ）…１／２個
・塩、胡椒…少々

1. 大根は短冊切り、葉、茎の部分はひとづかみ程度をみじん切りにしておく
2.

バターを弱火にかけ、そこにあさりを加える

3.

大根
（根の白い部分だけ）
、
まいたけを加え２～３分炒める
少
 し口が開いてきたら、

4.

牛乳を加え（吹きこぼれに注意）
、煮立ったら弱火にし１０分煮る

5.

み
 じん切りにしておいた大根の葉と茎を、
食べる直前、
１分ほど前に鍋に加えたら
出来上がり

＊大根の葉や茎の鮮やかな緑がさわやか＆さっぱりなクラムチャウダーです。
あさりから美味しいダシが出ますから、塩、胡椒は薄めで OK ！

特製リンゴソースの豚肉やわらか炒め
酸味＆甘みが美味しい！特製リンゴソース。
今回は豚肉ですが、鶏肉やパスタなど、
幅広く使える万能ソース！お料理の幅が広がります♪
材料（４人分）
・リンゴ…１個 ・玉ねぎ…１／２個 ・生姜…少々
・ニンニク…２片 ・醤油…１５０cc ・粗挽き胡椒…大さじ１
・豚肉（生姜焼き用）…３００g

1. リンゴはよく洗い、皮ごと擦り下ろす

6.

火が通りきる前にトマトを丸ごと入れる

2.

玉ねぎ、生姜、ニンニクもそれぞれ擦り下ろす

7.

玉ねぎがとろとろになるまで煮て、最後に塩、胡椒で味を整える

3.

そ
 れに、醤油、ニンニク、粗挽き胡椒をし、混ぜる

8.

彩りでパセリをのせて、出来上がり！

4.

豚
 肉スライスを特製ソースに１０分ほど漬け込み、
弱火
のフライパンで１０分焼く。

＊少しの時間漬け込むことで、お肉もやわらかくなりますよ！
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みんな大好き パスタレシピ

ブルーチーズの
冷製ミートスパゲティ

いつもと違う、大人なミートスパゲティ
です。ブルーチーズがアクセント♪
材料（４人分）

・合挽き肉…２５０g ・玉ねぎ…１／２個
・セロリ…１／２本 ・人参…１本 ・トマト…１個
・ニンニク…２片 ・スパゲティ…４００g
・オリーブオイル…大さじ３ ・ブルーチーズ…適量
【調味料】
・コンソメ…大さじ 2 ・塩、胡椒…少々
・トマトケチャップ…大さじ 4 ・水…2 カップ
・濃縮ソース…大さじ２ ・ローリエ…１枚

豚ヒレとブロッコリーの
和風・醤油バターのスパゲティ
醤油とバター相性って絶妙ですよね！
食欲をそそります。

1. 玉ねぎ、セロリ、人参、ニンニクをみじん切りにする。
2.

香りが出てきたらセロリ、
人参、
玉ねぎ
ニ
 ンニクをオリーブオイルで弱火で炒め、
がしっとりするまで中火で炒める。ひき肉を加えて炒め、
【調味料】を加える
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3.

トマトを一口大に切り、
（３）に加え 20 分ほど煮詰める。

4.

あら熱を取り、冷蔵庫で１時間ぐらい冷やす

5.

ス
 パゲティをアルデンテ一歩手前でザルに上げ、流水、氷水で手早く冷やす

6.

皿に盛り、仕上げにブルーチーズをのせ、出来上がり！

キャベツと塩辛の
和風クリームフィトチーネ

意外な組み合わせ♪キャベツと塩辛
のパスタです。塩辛の塩気がクリー
ムと合わせるとマイルドに大変身♪

材料（４人分）
・パ
 スタ（写真ではフィトチーネ（平麺）を使用、スパゲ
ティでも OK）…４００g
・バター…１０g
・イカの塩辛…１パック（１５０～２００g 前後）
・キャベツ…１／４個 ・生クリーム…２００cc
・牛乳…１５０cc ・塩、胡椒…少々
・茹でた枝豆（彩りで）…適量

1. 鍋にたっぷりのお湯を沸騰させ、一握り塩を入れてパスタを茹でる
2.

フライパンにバターをし、中火で一口大に切ったキャベツを炒める

3.

火が通りすぎないうちに、生クリーム、牛乳、そしてイカの塩辛を加える

4.

さっと一煮立ちしたら火を止め、茹であがったパスタと合わせる

5.

塩、胡椒で味を整え、茹でた枝豆をちらして出来上がり！
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材料（４人分）
・豚ヒレ肉…２００g（スライスしておく） ・ブロッコリー…１束
・スパゲティ…４００g ・塩、胡椒…少々
【調味料】
・バター…２０g ・醤油…２０cc ・酒…２０cc
・ネギ（青みの部分を千切り）…１／４本
・スパゲティ＆ブロッコリーを茹でる塩…適量

1. 鍋にひとつまみの塩を入れ、ブロッコリーを茹でる
2.

 ライスした豚ヒレ肉を手で押しつぶして広げ、
塩、
胡椒を少々する
（こうするこ
ス
とで、ヒレ肉が柔らかくなります）

3.

大きめの鍋に塩を一握り入れ、スパゲティを茹でる

4.

フライパンに１０gのバターを入れ中火にし、
火が通ってきたら酒２０ccを入れる

5.

 火にし、
アルコールが飛んだら醤油２０ccを入れ、
茹でたブロッコリーとスパゲ
強
ティ、残り１０g のバターを入れる

6.

手早く絡めてから皿に盛りつけ、ネギをトッピングしたら出来上がり！

手作りデザートと 小麦粉レシピ

イチジクとブドウ☆緑茶コンポート

カリッと！カマンベールチーズのパン

緑茶が香る、アジアンスイーツです♪
お腹の調子を整えてくれるイチジクと
ぷるんとしたぶどうの食感をお楽しみください☆

日曜日はゆったりブランチ、というご家庭も多いですよね♪
そんな時はこのカマンベールチーズのパンをお手軽に作っちゃいましょ！
表面カリッ！ 中はじゅわ～っとチーズの食感がとってもいいです。
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材料（２人分）

材料（１枚分）

・イチジク…２個 ・ぶどう…１／２房
・白ワイン…２００cc
・砂糖…大さじ３
・レモンの絞り汁…大さじ１
・濃く入れ冷やした緑茶…２００cc

1. 白ワインと砂糖を鍋にいれ、火にかける
沸騰させてアルコールを飛ばしたら火を止め、レモンの絞り汁を入れる

2.

・ホットケーキミックス…７０g（２／３カップ）
・牛乳…１３０cc ・カマンベールチーズ…１／６個 ・パセリ、バター…適量
☆お好みで
・ハーブソルト（塩、胡椒でも OK）
、ハチミツ

1. ホットケーキミックスと牛乳をだまができないように混ぜ合わせる
2.

みじん切りしたパセリを合わせる

3.

（２）をボールにあけて、切ったイチジク、皮を取っておいたぶどうを入れる

3.

フライパンを弱火にかけ、バターを軽くした上に（２）の生地を片面焼く

4.

半
 日くらい
（時間がなければ１～２時間でもOK）
冷蔵庫で冷やしつつ、
しみ込ま

4.

生
 地をひっくり返し、
１分焼いた後、
カマンベールチーズをフライパンと生地の間

5.

器に盛る（写真のように氷を敷くと、冷えたままいただけます）

5.

ジューという音とともに、生地の重みでチーズを平たく焼き広がらせる

6.

食べる直前に冷茶を注ぎ、お好みの濃さでどうぞ！

6.

パセリを上に飾ったら出来上がり！

せる

に入れ込む

＊カマンベールの塩気がありますが、お好みでハーブソルト、またハチミツを合わせるとリッチな
味になりますよ♪

手作りデザートと 小麦粉レシピ

釜焼き風お手軽ナン

アボカドスコーン

魚焼きグリルで、釜焼き風のナンができるんです！
もちもちした食感が美味し〜い。
キーマカレーを添えてどうぞ♪

午後の優雅なひととき、
自家製スコーンでおもてなしはいかが？
ホットケーキミックスを使うので
面倒な計量も必要なし！
チョコレートや紅茶など、
練り込むものも自由自在です。

材料（８枚分）
・薄力粉…２００g
・強力粉…２００g
・塩…小さじ１
・ぬるま湯（２８℃くらい）…２４０cc
・きび砂糖…大さじ 1
・サラダ油…大さじ 2
・ドライイースト…小さじ 2
・ベーキングパウダー…小さじ 1
・サラダ油（焼用）…適量
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ホットココナッツミルクと一緒に♪

材料（５個分）
★スコーン生地
・ホットケーキミックス…２００g
・マーガリン（バター）…５０g
・牛乳…７０〜１００c
・アボカド…１／２個（軽くレモン汁をふっておく）
・マーガリンもしくはバター（焼用）…適量

★ホットココナッツミルク
・牛乳…２００cc
・ココナッツミルク…大さじ２
・ハチミツ…大さじ１
（牛乳を温め、全て入れてよく混ぜる）

★ナン生地

★スコーン生地

1. 薄力粉、強力粉、塩、ベーキングパウダーをボウルに入れて混ぜる

 ールにホットケーキミックスとマーガリン５０g を入れる。手でマーガリンをほ
1. ボ

ぬるま湯にドライイーストを入れて泡立て器でよく混ぜる

2.
3.

（1）に（2）を入れて菜箸でグルグルとかき混ぜる

4.

（3）
 にサラダ油を入れ、
手でこねる（手にべたべたとつかなくなる程度でよい）

5.

ひとまとめにして、上からぬれ布巾をかける

6.

30℃で約 30 分発酵させる（生地が２倍くらいの大きさになるまで）

7.

台の上に打ち粉をし、包丁で８等分に切り分ける

8.

打ち粉をしながら、手で薄く伸ばしておく

ぐし、粉とすり混ぜるようにしながら合わせる
（季節や湿度などによって合
粉
 チーズのような質感になってきたら牛乳を合わせる

2.

わせる量が変わるので少しずつ入れる）
ち
 ょっとぼそぼそ感が残る程度まで牛乳を加える。
これでスコーンの生地は出来上

3.

がり！今回は細かく切ったアボカドを練り込みました

★焼き方
1. 魚焼きグリルを強火で温めておく（５分）

★焼き方

1. 魚焼きグリルを強火で温めておく（３分）

2.

アルミホイルにマーガリンを塗り、５等分したスコーンを平たくのせる

2.

アルミホイルにサラダ油を塗り、薄く伸ばした生地を 2 枚ずつのせる

3.

それを覆うようにアルミホイルをかぶせる

3.

強火で、片面ずつ 20 〜 30 秒ほど焼く

4.

弱火にし、覆いが外れないようにしながら１０～１５分焼く

＊生地が薄いのであっという間に焼けます。焼き過ぎにご注意！

5.

表
 面が乾燥して、周囲に焼き目が付いたらアルミホイルを外す

6.

魚焼きグリルに入れたまま火を消して、あと２～３分待つ

＊アツアツがおいしいスコーン。これなら自宅で簡単にできますね。おうちカフェ開店！
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