梅味でソースいらず

にんじん元気な卵焼き

ひじきのカラフルマリネ

梅キャベツの巻きとんカツ

15 分

20 分

1 人分 163kcal

1 人分 85kcal

30 分

1 人分 291kcal

りと
のんび に
ぽ
おさん
行こう

春が来た
外に出て
お弁当食べよ！

味も色も体によさそう

デリでは１個︑２個︑と︑人数
分で買いやすい主菜も目をひ
きます︒ここでは︑巻きとん
カツ︒持ち歩きもＯＫです︒
さあ︑お花見に出かけましょ
う︒お弁当のおかずには野菜
をたっぷり入れましょう︒食
べてなごんで︑気分は愉快︒
ぽかぽか日和のお楽しみ︒

ほの甘くて食べやすい

デリ風
春ごはん

□材料（２人分）
にんじん… 本（ 70 g ）
卵…２個
ピザ用チーズ…20 g
砂糖…小さじ２
A
牛乳…大さじ１
サラダ油…小さじ１
□作り方
❶にんじんを４㎝長さのせん切り
にする。フライパンでからいり
し、しんなりしたら塩少々（材
料外）をふる。
❷ボールに卵をほぐし、Ａを混ぜ、
チーズと①を加えて混ぜる。
❸フライパンに油を中火で温め、
②を流し入れる。弱火にし、半
熟になったら端を寄せてオムレ
ツ形にする。ふたをしてごく弱
火で火を通し、両面を焼く。さ
めたら切り分ける。

□作り方
❶ひじきはたっぷりの水に15分ほ
どつけてもどす。
❷ピーマンは１〜２㎝角に、アス
パラガスは３㎝長さの斜め切り
にする。
❸たっぷりの湯を沸かし、アスパ
ラガス、ピーマンの順にゆでて
とり出す。最後に芽ひじきを１
分ほどゆでて、ざるにとる。
❹ボールにＡを合わせてよく混ぜ、
③とコーンを加えてあえる。

野菜
たっぷり
デリ風
ん
春 ごは

9

□材料（２人分）
芽ひじき…大さじ３（ 12 g ）
赤ピーマン（小型）…１個（ 40 g ）
グリーンアスパラガス…２本
コーン（缶詰）…20 g
酢…大さじ１
塩…小さじ
A 砂糖…小さじ⅙
こしょう…少々
オリーブ油…大さじ１
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□材料（２人分）
豚ロース肉（薄切り）
…４枚（ 100 g ）
キャベツ…100 g
梅干し…大１個（ 20 g ）
小麦粉…大さじ１
衣 とき卵＊ …大さじ１
パン粉…大さじ２
サラダ油…適量
しその葉…２枚

02

＊右の弁当おかずをセットで作るなら、
卵焼きの卵から少しとるとよい。

□作り方
❶キャベツは皿にのせてラップを
し、電子レンジで約２分（500
Ｗ）
加熱する。せん切りにし、
水
気をしぼる。
❷梅干しは果肉を包丁でたたく。
❸豚肉２枚は、
脂身を外側にし、
身
側を少し重ねて縦長に並べる。
端にしそをのせ、その上に①を
のせ、梅肉を１列に並べる。端
から肉を巻く。２本作る。
❹衣を順につける。
❺フライパンに５㎜深さの油を温
め、中火でころがしながら、揚
げるように焼く。
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湯からゆでる

水からゆでる
じゃがいも
さといも

ブロッコリー

にんじん

さやいんげん

だいこん

アスパラガス
そら豆・枝豆

シャキシャキと
歯ざわりよく
したいわ〜

・基本的には、以下のように覚えましょう。
水からゆでる＝ゆで時間がかかる野菜＝［土の下に育つ野菜］＝いも類や根菜
湯からゆでる＝短時間にゆでられる野菜＝［土の上に育つ野菜］＝青菜やブロッコリー
・例外もあります。かたい根菜でも火が通りやすい薄切りなどにしたものは、湯からゆでる場合
もあります。かぼちゃやとうもろこしは土の上で育ちますが、いも類同様でんぷん質が多いた
め、水から時間をかけてゆでたほうが甘くほっくりします。

たっぷり

かぶるくらい
じゃがいも
さといも

ブロッコリー

にんじん

さやいんげん

だいこん

アスパラガス
そら豆・枝豆

・緑色の野菜は、高温で短時間ゆでると、色
よくゆであがります。野菜を入れたときに
一気に温度が下がらないように、野菜が泳
ぐくらいの湯量がほしい
（材料の７〜10倍）
。
。
・強火で短時間（多くはゆで時間１〜２分）

21

better home April 2012

水の量は
どのくらい？

青菜
キャベツ

Q

野菜を
おいしく︑
色よく
ゆでましょう！

ゆで始めは
水から？ 湯から？

青菜
キャベツ

Q

お料理初めてさんも
ベテランさんも
ポンと手をうつ
なるほどキッチン！
今月は︑
野菜をおいしく︑
色よくゆでるヒント︒

野 菜を ゆ でる

ゆで時間って
どのくらい
かかるんだろぅ

・水からゆでるいも類や根菜は、全体がかぶ
るくらいの水量でゆで始めます（長時間ゆ
でる場合はたっぷり）
。
・ふたをして中火くらいで（多くはゆで時間
10〜20分）
。

調理指導／宗像陽子（渋谷教室） 撮影／大井一範
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ベターホームの
お料 理 教 室

教室から：徒歩 5 分

Spot

目の前でラテアートを作ってくれる

ストリーマー・コーヒー・カンパニー

2

ベターホーム

渋谷教室
渋谷といっても、センター街の
喧騒から離れた静かな場所にあ
ります。周囲は、
資格の学校、
予
備校、音楽とダンスの学校など
学校ばかり。ベターホームを中
心に、
「スクールストリート」と
名づけたいほどです。

ʼ08年にシアトルで開かれた大会で、フリーポ
ア・ラテアート世界チャンピオンとなった澤田
洋史さんがオープンしたカフェ。目の前でラテ
アートを作ってくれるので、パフォーマンスも
楽しめます。少し歩くと原宿。教室帰りにいか
がですか？

東京都渋谷区渋谷 1-20-28
☎ 03-6427-3705
8 時から19 時（土・日は 12 時から18 時）
不定休

フリーポアは、ミルクピッチャーの注ぎの
みで絵を描く手法のこと。大きなカップに
注いでくれるストリーマーラテ520円。

ガラス張りの教室と通りの間に
は、ハナミズキやつつじの植栽。
季節のうつろいを感じながら、
料理の腕もあがっていきます。
おいしい香りに、通りかかる人
も思わずのぞきたくなる!?

1
渋谷教室

Spot

COOK COOP（クック クープ）

みやした こうえん

29
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情報は 2012 年 4 月現在のもの

教室のすぐ近くにあるか
わいい本屋さん。レシピ
本やスタイルブック、
「食」
にまつわる小説など
とともに、キッチン雑貨
も並んでいます。

か所にあります︒

山手線の線路にそった細長い公園が渋谷区立み
やしたこうえんです。昨年4月にリニューアル
し、フットサル場に加え、スケート場、クライ
ミング場が新設され、子どもや若者が気軽にス
ポーツを楽しめる公園となっています。コート
脇にはベンチがあるので、のんびりとゲームを
眺めることもできます。
（写真／渋谷区ホームペ
ージより）

開園時間 8 時 30 分から22 時 30 分
スポーツ施設についての問い合わせは、
管理事務所（☎ 03-3498-6231）へ。

食を楽しく彩る「おいしい本屋」さん

ベターホームのお料理教室は︑全国

流行のスポーツが楽しめる

教室から：徒歩 1 分

どこも︑駅から歩いて５分ほどの便利な場所︒

1

教室から：徒歩 3 分

近くにある素敵なお店や話題のスポットを紹介します︒

3

Spot

18

東京都渋谷区渋谷 1-11-1 １F
☎ 03-6418-8143
11 時から 21 時 年中無休
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