
＜材料＞　4個分

・薄力粉…60g

・ベーキングパウダー…小さじ1/2

・牛乳…60㏄

・砂糖…25g

・黒豆の甘煮…40g

・サラダ油…小さじ1

※写真は3個分

＜作り方＞　

①薄力粉、ベーキングパウダーは合わせてふるっておく。

②牛乳・砂糖・サラダ油をよく混ぜ合わせる。

③①を加えてゴムベラでさっくりと混ぜる。

④黒豆は飾り用に少し取って置き、③に加える。

⑤耐熱容器にアルミカップをのせて生地を流し入れ、上から黒豆を飾る。

⑥蒸し器で10分蒸す。

特別養護老人ホーム　清寿荘　

今月の手作りおやつ 黒豆蒸しパン 

～黒豆～  大豆は、肉類にも負けないくらい良質なたんぱ
く質を多く含んでいます。 
 大豆のうち皮の色が黑いものを黒大豆（黒豆）
と言い、黒い色は邪気を払い、災いを防ぐとも言
われています。 
 黒い色はアントシアニンという色素で、老化の
原因とされる活性酸素を取り除く働きがあります。 

 その他、腸内細菌のえさとなるオリゴ糖や、骨

のカルシウム維持に効果のある大豆イソフラボン
なども含まれています。 

蒸し器の代わりに、フライパンやホットプレートに水を張って蒸

すこともできます。具はお好みで替えて作ってみて下さい。 

平成30年 

2月号 



＜材料＞　6人分

　 ・鶏もも肉…200g（約1枚）

 　・大根…180g

　 ・人参…120g

   ・生椎茸…中4個

   ・切餅…6個

   ・三つ葉…6本

   ・水…1ℓ

   ・かつお顆粒だし…5g

   ・醤油…色づけ程度

   ・塩…1g

＜作り方＞　

 ①鶏もも肉は小さめの一口大に切る。

 ②大根と人参はいちょう切りにする。

 ③生椎茸は薄切りにする。

 ④三つ葉は別でゆで、結び三つ葉にする。餅も別でゆでておく。

 ⑤だし汁で鶏もも肉、大根、人参、生椎茸を弱火で煮て、アクを取る。

 ⑦根菜が軟らかくなったら、醤油で汁に色づけし、塩で味を調える。

 ⑧汁椀に餅を入れた上からつゆをかけて盛りつけ、三つ葉を飾る。

特別養護老人ホーム　清寿荘　

  

今月の手作りおやつ 雑煮 

～雑煮～  雑煮は年の始めを祝う正月料理の一種です。
他の正月料理には屠蘇（とそ）、祝肴、おせち、
七草がゆなどがあります。 
 雑煮は、大きく分けると切餅を焼いて使用す
る関東風と、丸餅をゆでて使用する関西風に分
けられます。更に、各地方や家庭によって味噌

で仕立てるかすまし汁にするか、魚介を入れる
か鶏肉を入れるかなど、調理方法や材料は様々
です。 
  
  
  

たけのこやほうれん草、さといもなどを 

入れる家庭もあります。 

平成30年 

1月号 



＜材料＞　4個分

 ・白玉粉…60g

 ・砂糖…20g

 ・塩…ひとつまみ

 ・柚子のしぼり汁…1/2個分

 ・水…柚子のしぼり汁と合わせて100ml

 ・柚子の皮…1/2個分

 ・白あん…120g

 ・片栗粉…適量

＜作り方＞　

　①柚子の皮はすりおろして、白あんとよく混ぜる。

　②柚子あんを4等分し、丸めておく。

　③耐熱容器に白玉粉、砂糖、塩を入れ、水と合わせた柚子のしぼり汁を少しずつ

 　加えて、滑らかになるまでよく混ぜる。

　④ラップをして、600Wの電子レンジで2分間加熱する。

　⑤へらでよくかき混ぜた後、さらに600Wの電子レンジで1分半～2分間加熱する。

　⑥生地が透明になったら水をくぐらせたへらで再度良くかき混ぜ、片栗粉を広げ

 　たバットに移す。

　⑦生地を4等分にして丸く広げた後、②の柚子あんを包む。

特別養護老人ホーム　清寿荘　

  

今月の手作りおやつ 柚子入り大福餅 

～針供養～  １２月８日は針供養です。折れたり曲がって使
えなくなった針を餅や豆腐、こんにゃくなどに刺
して供養し、神社に納めて裁縫の上達を祈る行事
です。 
 地域によって、２月８日に行われるところもあ

りますが、富山県では針歳暮とも呼び、花嫁が嫁
いで初めての１２月８日に実家から嫁ぎ先に大振

りの大福餅（ナガマシ）を贈る習慣もあります。 

柚子が出回らない時期は、代わりにレモンを

入れても美味しいです。 

平成29年 

12月号 



　＜材料＞4枚分

　 ・ホットケーキミックス…150g

 　・卵…1個

　 ・牛乳…100ｍｌ

　 ・つぶあん…150g

　 ・ホイップクリーム…適量

   ・抹茶…少量

　※写真は2枚分

＜作り方＞　

 ①ボールに卵と牛乳入れ、よく混ぜる。ホットケーキミックスを加えて、

　 手早く混ぜる。

 ②①につぶあんを加えて、よく混ぜる。

 ③フライパン又はホットプレートを熱し、生地を流し入れる。

 ④弱火で3分程焼き、小さな泡が出てきたら、ひっくり返す。

 ⑤弱火で2分程焼く。

 ⑥皿に盛り付け、お好みでホイップクリームや抹茶を飾る。

特別養護老人ホーム　清寿荘　

  

今月の手作りおやつ 小豆のホットケーキ 

～あずき(小豆)～ 
 あずきの名の由来は、江戸時代の学者、貝原益軒
の「大和本草」によれば、「あ」は「赤色」、「ず
き」は「溶ける」の意味があり、赤くて早く柔らか
くなるということから「あずき」になったと言われ

ています。 
 あずきの主成分は炭水化物で、たんぱく質は大豆
に比べると少ないです。便通促進効があるとされる

サポニンを含むため、便秘の改善にも役に立つと言
われています。 

小豆が入っているため、通常より焦げやすいため、 

火加減や焼き時間を調節して下さい。 

平成29年 

11月号 



 ＜材料＞　6人分

　 ・生鮭…2切れ

　 ・じゃが芋…2個

　 ・キャベツ…80g

　 ・人参…30g

   ・しめじ…30ｇ

   ・薄揚げ…40g

   ・水…1ℓ

   ・かつお顆粒だし…小さじ1

   ・味噌…60g

＜作り方＞　

 ①鮭は塩(分量外)をふり、熱湯をかけて臭みをぬいておく。

 ②薄揚げにも熱湯をかけて油抜きした後、短冊切りにする。

 ③しめじは軸を取ってほぐし、じゃが芋・人参は皮をむいていちょう切り、キャベツ

 　は2㎝角に切る。

 ④だし汁を沸騰させ、食材を全て入れる。

 ⑤食材に火が通ったら味噌を溶き入れ、器に盛り付ける。

特別養護老人ホーム　清寿荘　

  

今月の手作りおやつ 鮭入りみそ汁 

～鮭～  さけは川で生まれて海へ下り、数年かけて成長
して生まれた河川に戻って産卵します。産卵を迎
える9～11月頃に旬を迎え、あきさけとも言われ
ます。 
 さけは白身の魚ですが、身が赤いのはアスタキサン
チンという赤い色素が筋肉の中に貯蔵しているためで
す。トマトやえび、かになどに含まれるカロテノイドの

一種で、ビタミンＣやビタミンＥよりも強い抗酸化作用
があります。動脈硬化やがん、胃潰瘍などの予防効
果が期待されています。 
 その他、ビタミン類も豊富に含まれています。 

酒粕を加えてもおいしいです。 

平成29年 

10月号 



＜材料＞　6個分

 ・さつま芋…小1本(200g)

 ・砂糖…50g

 ・塩…1g

 ・小麦粉…80g

 ・牛乳…大さじ２

＜作り方＞　

　①クッキングシートを正方形(6㎝×6㎝程)に6枚分切る。

　②さつま芋は皮をむいて、１㎝角ほどの大きさに切る。切ったものから

　 水にさらしておく。

　③水を切り、さつま芋に砂糖・塩を加えて全体になじむように混ぜて、

　　10～15分程置く。

　③牛乳を加えて混ぜる。

　④小麦粉を入れて、ダマがなくなるまでよく混ぜる。

　⑤クッキングシートに生地を少し山になるようにのせる。

　⑥蒸し器で15分～17分程蒸す。

特別養護老人ホーム　清寿荘　

今月の手作りおやつ 鬼まんじゅう

～鬼まんじゅう～
鬼まんじゅうは、東海地方でよく作られているさつ

ま芋が入った蒸しまんじゅうです。愛知県では和菓子
屋やスーパーでもよく見かけます。

さつま芋にはβ-アミラーゼがふくまれているため、
鬼まんじゅうのような蒸し料理やオーブン料理のよう
にゆっくりと加熱すると、甘味が増します。電子レン
ジによる短時間加熱では、糖量が少なく、甘みが弱く

なります。ビタミンCを多く含み、加熱後の残存量が
多いのも特徴です。

砂糖はお好みで上白糖を黒糖に

変えて作ってみてください。

平成29年
9月号



 ＜材料＞　直径10㎝　4個分

 ・いちじく…2個  ・牛乳…70ml

 ・赤ワイン…50ml  ・砂糖…大さじ1

 ・水…10ml

 ・砂糖…大さじ2

 ・レモン汁…大さじ1/2

 ・ホイップクリーム50g

 ・ホットケーキミックス粉…100g

 ・卵…1個（卵黄と卵白に分ける）

＜作り方＞　

　①鍋に皮をむいて4等分したいちじくを並べ、Ａを入れて中火で煮る。

　②煮立ったら弱火にし、キッチンペーパーをかぶせて約15分煮る。

　③粗熱を取り、冷蔵庫で冷やしておく。

　④卵黄に砂糖大さじ1/2を加えて混ぜ、牛乳を入れてさらによく混ぜる。

　⑤④にホットケーキミックスを数回に分けて入れ、その都度手早く混ぜる。

　⑥別のボールに卵白と残りの砂糖大さじ1/2を入れ、メレンゲを作り⑥と合わせる。

　⑦熱したフライパンにクッキングシートを敷き、生地を円形に流し入れる。

　⑧弱火で蓋をしながら焼いた後、裏返して裏面も少し焼く。

　⑨焼き上がった生地は熱いうちに半分に折り、そのままラップで包み冷ましておく。

　➉生地の内側にホイップクリーム、いちじくのワイン煮を挟む。

特別養護老人ホーム　清寿荘　

今月の手作りおやつ いちじくのオムレット

～いちじく～
花が実の中にあり、外側から見えないため「無花果」

と書きます。旬は8～10月です。

タンパク質分解酵素であるフィシンを含むため、一緒
に調理すると肉が軟らかくなり、消化を助ける働きがあ

ります。

水溶性食物繊維であるペクチンも多く含まれます。栄

養素の吸収を緩やかにしたり、便を軟らかくしたり、腸

内を刺激して排便を促す働きがあります。

その他、カルシウムや鉄分などのミネラル、カリウム

なども含まれるので、夏場の栄養補給にもおすすめです。

平成29年

8月号

Ａ



＜材料＞　3個分

 ・プリン…3個

 ・オレンジ…1/4個

 ・キウイフルーツ…1/3個

 ・バナナ…1/2本

 ・レモン汁…小さじ1

 ・さくらんぼ…3個

 ・ホイップクリーム…適量

＜作り方＞　

　①果物は皮をむいて、オレンジはくし切り、キウイフルーツは半月切り

　　にする。バナナは斜め薄切りにして、レモン汁をかける。

　②お好きな器にプリンを引っくり返して盛り付ける。

　③②に果物・ホイップクリームを飾り付ける。

　☆市販のプリンを使用した簡単デザートです！

　　お好きな果物、アイスクリームやカステラなどを使用して、

　　オリジナルのプリン・ア・ラ・モードを作ってみてはどうでしょう。

特別養護老人ホーム　清寿荘　

今月の手作りおやつ プリン・ア・ラ・モード

～キウイフルーツ～
外見がニュージーランドの国鳥のキウイバードに

似ていることからキウイフルーツと命名されたと言わ
れています。ニュージーランドからの輸入品が多いで
すが、日本でも広く栽培され、ほぼ一年中出回ってい
ます。

キウイフルーツにはアクチニジンというたんぱく質
分解酵素を含んでいるので、肉の上にのせておくと肉
がやわらかくなり、風味も増します。

成分としては、抗酸化作用をもつビタミンCや高血
圧予防に効果があるカリウム、食物繊維を比較的多く
含んでいます。

プリンは冷凍して10分程解凍するとアイスクリームのような

食感を楽しめます！

平成29年
7月号



＜材料＞　4人分

 ・食パン…6枚切り2枚

 ・牛乳…100ml

 ・卵…1個

 ・はちみつ…大さじ2

 ・しょうが…15g

 ・バター…8g

＜作り方＞　

　①しょうがは皮ごとすりおろし、はちみつと混ぜ合わせて鍋で数分煮詰める。

　②さらに牛乳を加えて、沸騰しない程度に温める。

　③火を止め、溶き卵を加える。

　④食パンを4等分し、③の卵液に浸す。

　⑤フライパンにバターを熱し、弱火～中火で焼き色が付くまで両面を焼く。

特別養護老人ホーム　清寿荘　

今月の手作りおやつ フレンチトースト（はちみつしょうが）

～しょうが～

今回は、根しょうがを使用しています。

残りは、そのまま冷凍保存することができます。

平成29年

6月号

種しょうがから分かれてでてきたものが新しょ
うがで、旬は6～8月です。酢漬けや甘酢漬けなど
に向いています。葉しょうがは6～7月、根しょう
がは9～11月に旬を迎えます。根しょうがは水分
量が少なく辛みが増すため、すりおろして薬味に

したり、肉や魚の臭み消しなどに利用されます。
辛み成分であるジンゲロールは加熱によりショ

ウガオールとなり、血行を促進して体を温める作
用があります。また、殺菌作用や抗酸化作用など
もあります。



 ＜材料＞　4人分

  ・水…150ml

  ・砂糖…大さじ１

  ・抹茶…小さじ1(分量の大さじ１の水で溶かす)

  ・粉寒天…1g

  ・白玉粉…60g

  ・絹ごし豆腐…60g

  ・つぶあん…80g

 (シロップ)

  ・水…200ml

  ・砂糖…95g

  ・抹茶…小さじ2(分量の大さじ１の水で溶かす)

＜作り方＞　

　①水に砂糖を煮溶かして、抹茶を加えて、シロップを作る。

　②粉寒天を水でふやかす。火にかけて、砂糖を加え、寒天を煮溶かす。

　　抹茶を加えて混ぜる。型に入れて冷蔵庫で冷やし固め、四角形に切る。

　③白玉粉に豆腐を加えてなめらかになるまでよく捏ねる。

　　必要であれば水を加えて、耳たぶより少し硬いくらいする。

　④③を沸騰したお湯で茹でる。

　　浮き上がってから２～３分程したら、冷水にとって冷やす。

　⑤器に抹茶寒天、白玉を盛付けて、シロップをかけ、つぶあんをのせる。

特別養護老人ホーム　清寿荘　

今月の手作りおやつ 抹茶白玉

～お茶～ お茶は、発酵の程度により不発酵茶(緑茶)、
発酵茶(紅茶)、その中間の半発酵茶(ウーロン
茶)に分類されます。

緑茶には苦味・渋味を示すカテキンが含まれ
ます。抗酸化作用・抗がん作用・コレステロー
ル低下作用・炎症抑制作用などの多くの生理機
能があるとされています。
苦味成分のカフェインには脳の覚醒作用・利尿

作用があります。

寒天を除いて、温めて食べてもおいしいです。

平成29年
5月号



＜材料＞　6個分

 ・白いんげん豆の甘煮…200g

 ・食紅…少量

 ・水…少量

 ・桜葉の塩漬け…4枚

 ・薄力粉…50g

 ・ベーキングパウダー…小さじ1

 ・卵…1個

 ・牛乳…大さじ2

 ・はちみつ…50g

 ・サラダ油…適量　

＜作り方＞　

　①桜葉は1時間ほど水に浸けて塩抜きし、中心の硬い部分を取って細かく刻む。

　②白いんげん豆の甘煮をミキサーにかける。

　③②に少量の水で溶いた食紅、①を加えて混ぜ、桜あんを作る。

　④薄力粉、ベーキングパウダーを合わせてふるっておく。

　⑤卵を溶きほぐして牛乳、はちみつを加えた後、④を加えてさらに混ぜる。

　⑥温めたフライパンにサラダ油をひき、生地を楕円状に両面焼く。

　⑦焼けた生地に桜あんをのせ、巻いていく。

特別養護老人ホーム　清寿荘　

今月の手作りおやつ 桜あんロール

～桜～

平成29年

4月号

4月と言えばお花見の季節ですが、植えてある桜の
葉自体から香りは感じられません。塩漬けにして、葉
が発酵するときに独特の香りが出ます。

これはクマリンという成分で、パセリや人参、桃な
どにも含まれます。抗菌作用や抗血液凝固作用があり
ますが、食べ過ぎると肝臓に負担がかかるので注意し
ましょう。

桜餅に巻かれている桜の葉は、香りを移すとともに
餅の乾燥を防ぐ役割もあります。

白あんを白いんげん豆の甘煮で代用しました。
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