
主な魚介類

(JF全漁連　第17回シーフード料理コンクール)

最優秀賞
農林水産大臣賞

材
料（
４
人
分
）

■丼の作り方
1   みょうがを輪切りにしてバターで炒める。炒めたみょうがを米と共に炊飯器に入れて炊き（水
は炊飯器の表示どおり）、みょうがライスを作る。

2   蒲焼きのたれの材料を鍋に入れ、火にかけ、煮つめてとろみをつける。
3   あなごの背びれなどを取る。薄力粉をふり、油で揚げる。蒲焼きのたれを塗ってバーナーであぶる。
4   れんこんは薄切りにし、油で素揚げにする。にんにくも輪切りにしてきつね色になるまで揚げる。
5   ミニトマトは薄く切り、オリーブ油に塩、こしょうを加えたものにつけておく。
6   水菜は長さ4㎝に切る。
7   器にみょうがライスを盛り、その上にあなご、周りにそのほかの野菜を盛りつけ、花穂じそを添える。

■汁の作り方
＊下準備：たいをおろし、身は切り身にする。だし汁のセロリ、にんじん、玉ねぎは炒めやす

い大きさに切り、鍋で炒める。たいのあらと白ワイン、水1000ml を加え、味が
出るまで煮て、シノワでこして、だし汁をとっておく。

1   玉ねぎは薄切りにし、弱火でじっくり炒める。切り身にしたたいに塩、こしょうをふり、焼く。
2   たいのだし汁にあおさを入れ、塩、こしょうで調味する。
3   えびは殻を取り、卵黄をつけ、しらすをまぶし、油で揚げる。
4   器に玉ねぎを盛り、その上にたいを置き、周りに3のえびを盛って、2を注ぐ。

■プロを目指す学生部門（私のお店で出したいお魚の一汁一丼）

◦アナゴ　◦タイ　◦エビ

丼の材料
あなご（開いたもの）…… 400g
（薄力粉 ………………… 適量）
＜みょうがライス＞
　米…………………… 2カップ
　みょうが………………… 2個
　バター………………… 40g
れんこん…………………1/2節
にんにく…………………１かけ
ミニトマト・・・2個
（オリーブ油、塩、こしょう…各適量）
水菜………………………… 1束
花穂じそ…………………… 4本
油……………………………適量
＜蒲焼きのたれ＞
　赤ワイン…………… 100ml
　濃口しょうゆ………… 50ml
　砂糖…………………… 50g

汁の材料
たい………………………1/2尾
えび（殻つき）……………… 2尾
しらす…………………… 20g
あおさ……………………… 5g
玉ねぎ……………………1/2個
卵黄………………………… 1個
塩、こしょう ……………各適量
油……………………………適量
＜たいのだし汁＞
　たいのあら…………… 1尾分
　セロリ………………… 40g
　にんじん………………… 1本
　玉ねぎ…………………… 1個
　白ワイン…………… 200ml

❖料理のポイント　穴子の洋風蒲揚げ丼は揚げることによって、蒲焼きよりもカリカ
リした食感になります。また、みょうがの香りとバターがとても合います。鯛のスープ
の出汁を取るときは、こまめにあくを取り、玉ねぎはじっくり炒めると甘味が出てとて
もおいしいです。

❖レシピ考案者より　日本で昔から食べられている「蒲焼き丼」を西洋風にアレンジ
しました。また、鯛のスープは鯛を余すことなく使い、その料理だけで鯛のすべてを
感じることのできる一品です。この料理は、蒲焼き丼が好きな方に食べてもらって驚
いてもらいたい料理です。

森　宇嶺さん
（三重県立相可高等学校食物調理科3年）

穴子の洋風蒲揚げ丼
鯛のスープ～あおさ仕立て～
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最優秀賞
農林水産大臣賞

■お魚チャレンジ部門（おうちで食べたいお魚の一汁一丼）

■丼の作り方
1   さんまを適当な大きさに切り、紅茶の茶葉を 2 袋分振りかける。
2   フライパンにサラダ油をひき、さんまを入れて、フタをして焼く。
3   たれの調味料を加えて煮立たせ、さんまに絡める。
4   卵にだしの素を混ぜ、錦糸卵を作る。
5   ご飯に茶葉 2 袋分、煮立たせた3のたれ大さじ3を混ぜる。
6   器にご飯を盛り、上に錦糸卵をのせ、小口切りにした小ねぎを散らす。
7   3のさんまを盛りつける。

■汁の作り方
1   水400ml とだし汁の材料を煮立たせる。
2   食感が残る程度にえびを刻む。
3   はんぺんを袋に入れたまま手で崩す。
4   ボウルに3を入れ、卵、塩、こしょう、2のえびを加えて混ぜる。
5   一口大に丸め、少量の油で揚げ焼きにする。
6   器に生わかめと5を盛りつけ、1を注ぐ。
7   小口切りにした小ねぎ、白ごまを散らす。

丼の材料
さんま（開いたもの）………4尾
紅茶のティーバッグ(7g入り)…4袋
＜錦糸卵＞
　卵…………………………2個
　だしの素（顆粒）…小さじ1/2
油………………………… 適量
＜たれ＞
　しょうゆ、みりん、酒…各大さじ3
　砂糖……………大さじ1・1/2
ご飯…………………… 520g
小ねぎ…………………… 適量

汁の材料
＜しんじょ＞
　えび（ゆでたもの）…12尾（100g）
　はんぺん…………………1枚
　卵…………………………1個
塩、こしょう ……… 各適量
　油……………………… 適量
生わかめ（もどしたもの）……80g
＜だし汁＞
　焼肉のたれ…………大さじ1
だしの素（顆粒）……小さじ1
小ねぎ、白ごま ……… 各適量

❖料理のポイント　特別な材料は使わず、家で簡単に作れるレシピです。紅茶の茶葉
によって脂の乗った魚もサッパリ、風味良く仕上がります。出汁に焼肉のタレを使用す
ることで調味の手間を省いています。生わかめ・えびの食感が楽しめるお吸い物です。

❖レシピ考案者より　魚嫌いの友人が、旬の魚を「脂っこい、においが駄目」と言っ
ていたことから、味とにおいに焦点を当てました。その友人が「美味しい」と言ってお
代わりをしてくれたので、魚嫌いの方でも食べられるオススメの一品です！

◦サンマ　◦エビ

浜田　亜紀さん
（宇都宮大学農学部応用生命化学科4年／栃木県）

紅茶のサッパリ蒲焼き丼
エビしんじょ



主な魚介類

(JF全漁連　第17回シーフード料理コンクール)

■丼の作り方
1 酢飯を作る。米に昆布をのせて炊き、酢、砂糖、塩を混ぜてご飯に合わせる。
2 かつおは拍子木切り、薄切り、粗めのたたきの 3 種に切り分ける。
3 塩昆布は粗く刻み、みょうがはせん切り、小ねぎは小口切りにする。
4  3 つの切り方に分けたかつおをそれぞれ味つけする。
拍子木切り→A　薄切り→B　粗めのたたき→C

5   器に酢飯を盛り、3 種類をそれぞれきれいに上に盛りつける。Bで味付けしたかつおの上
には、わさびマヨネーズを混ぜてのせる。

6 かつおのまわりに塩昆布をふり、みょうがのせん切りと小ねぎを散らす。

■汁の作り方
1 みそに白すりごまと砕いたピーナッツを混ぜておく。
2 きゅうりは麺状に切る。（細長く切る）
3   シイラの切り身に酒（分量表外）をふり、臭みをとったら、グリルで水分が飛ぶくらいしっ
かりと焼く。

4   焼いたシイラに1のみそを塗り、バーナーで軽く焦げ目をつける。（みそがかたい場合はみ
りんで少しのばすとよい）

5   2と4を器に盛り、その周りにだし汁を注ぐ。

丼の材料
かつお……………………… 600g
＜酢飯＞
　米………………………… 400g
　昆布……………………………1枚
　酢…………………………大さじ6
　砂糖………………………大さじ3
　塩……………………小さじ1・1/2
塩昆布…………………………… 6g
みょうが…………………… 3～4個
小ねぎ……………………………7本
Aしょうゆ…………………大さじ3
みりん ……………大さじ1・1/2
　ごま油 …………………小さじ2
にんにくのすりおろし… 小さじ1
しょうがのすりおろし… 小さじ1
　一味唐辛子 ……………… 少々
B玉ねぎの薄切り ………1/3個分
オリーブ油 ……………大さじ2
バルサミコ酢 …………大さじ4
しょうゆ…………………大さじ2
にんにくのすりおろし… 小さじ1

　はちみつ ………………大さじ2
　水 ………………………大さじ3
塩、こしょう …………… 各少々

C梅肉 ………………………4個分
　大葉のせん切り …………4枚分
白すりごま……………… 小さじ1

＜わさびマヨネーズ＞
　マヨネーズ…………大さじ1・1/2
　練りわさび……………… 小さじ1

汁の材料
シイラ（白身魚）………………100g
きゅうり…………………………1本
みそ…………………… 大さじ4～6
白すりごま………………大さじ1/2
ピーナッツ（砕いたもの）…大さじ1/2
みりん………………………… 適量
だし汁（いりこでとったもの）…720ml

❖料理のポイント　かつおの切り方を 3 種類にし、食べた時の食感と味付けの違い
で最後まで飽きず楽しんでもらえるようにしました。

❖レシピ考案者より　宮崎県ではかつおが多く水揚げされ、生のかつおの良さを色々
な味付けで食べて頂き、今までにないかつおの美味しさと味を楽しみ、また飲食店や
家庭でも手軽に作れ、子供から大人まで普及して欲しい思いもあり考えました。

笠原　一真さん
（JF宮崎漁連推薦・日章学園高等学校調理科2年）

三味一隻丼
おすまし冷汁

◦カツオ　◦シイラ

水産庁
長官賞

■プロを目指す学生部門（私のお店で出したいお魚の一汁一丼）

材
料（
４
人
分
）



主な魚介類

(JF全漁連　第17回シーフード料理コンクール)

■丼の作り方
1   玉ねぎ、なす、赤パプリカ、黄パプリカ、トマトは5～6mm角に切る。にんにくはみじん切り、
ミックスナッツはあらく刻む。

2   さばの身をスプーンで削ぎ取り、包丁でたたくか、フードプロセッサーにかけミンチ状にす
る。クミンパウダーと塩を混ぜて下味をつける。

3   フライパンにオリーブ油をなじませ、クミン粒、にんにくを入れて香りが出たら、さば、玉
ねぎを入れて炒め、なす、赤パプリカ、黄パプリカ、トマトを加えて炒める。しょうゆ、塩
ふき昆布、ミックスナッツを加える。

4   器にご飯を盛り、3をのせて刻んだパセリを散らし、粗びき黒こしょうをふる。
5   マヨネーズ、ヨーグルトを同量で混ぜ、みじん切りしたきゅうり少々を入れたソースを添える。

■汁の作り方
1   豆苗は 3 等分、生しいたけは薄切り、オクラは小口切りにする。
2   鍋に水 800ml、1、コンソメ、乾燥もずくを入れて火にかけ、ひと煮したら、塩、こしょう、
粗びき黒こしょうで味を調える。

❖料理のポイント　青魚特有のクセの強い鯖をスパイスで食べやすくしました。クミ
ンの風味でケバブのような味付けにしヨーグルトソースをかけて頂きます。塩ふき昆布
を味付けに使用することで旨味をプラスしました。野菜はカラフルで楽しく食べられる
ものにし、食感をよくするためにナッツを加えました。使用する材料は多めですが、切っ
て炒めるだけの簡単な調理法でどなたでも気軽に作ることができます。

❖レシピ考案者より　独特のにおいを気にして鯖料理を好まなかった夫のためにスパ
イスを使ったレシピを考えました。トルコ料理のケバブ風にクミンを加え野菜を炒めた
だけなのにこれが大当り！我が家のヒットメニューになりました。

原田　ゆかりさん
（主婦／広島県）

◦サバ　◦モズク

鯖そぼろのケバブ丼
もずくのヘルシィスープ

■お魚チャレンジ部門（おうちで食べたいお魚の一汁一丼）

水産庁
長官賞

丼の材料
さば（三枚におろしたもの）・・・2尾分
　クミンパウダー…… 小さじ2
　塩…………………… 小さじ1
玉ねぎ…………………… 60g
なす……………………… 60g
赤パプリカ……………… 60g
黄パプリカ……………… 60g
トマト…………………… 中1個
にんにく………………… 2かけ
ミックスナッツ………… 30g
塩ふき昆布………………… 6g
クミン粒……………… 小さじ2
しょうゆ……………… 小さじ1
オリーブ油…………………適量
ご飯………………………880g
パセリ………………………適量
粗びき黒こしょう…………適量
＜ヨーグルトソース＞
　マヨネーズ………………適量
　ヨーグルト………………適量
　きゅうり…………………適量

汁の材料
もずく（乾燥）……………… 2g
豆苗………………………1/2袋
生しいたけ………………… 4枚
オクラ……………………… 4本
水……………………… 800ml
コンソメスープの素（顆粒）・・・2本（9g）
塩、こしょう、粗びき黒こしょう・・・各適量

材
料（
４
人
分
）
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(JF全漁連　第17回シーフード料理コンクール)

大日本水産会
会長賞

■丼の作り方
1   まぐろは細かく切る。ちりめんじゃこは湯をかけて水けをきる。ひじきは分量のめんつゆで
煮る。オクラは塩ゆでし、小口切りにする。

2  1をボウルに入れ、切った白ごまを加える。梅肉を細かく刻んで入れ、よく混ぜる。
3   器にご飯を盛り、混ぜた2の具をのせる。皮をむき酢水（分量表外）につけてから、すり
おろした長いもをかけ、真ん中に卵黄をのせる。

4  大葉はせん切りにし、水につけて水けをきり、3の上にのせ、かつお節を散らす。

■汁の作り方
1   水 720ml にしじみを入れて火にかけ、沸騰して殻が開いたら火を止め、みそを入れる。
2   わかめは水でもどして切る。1を器に盛り、わかめを入れ、小口切りの長ねぎを添える。

丼の材料
まぐろ（切り身）
……………… 200g（50g×4）
ちりめんじゃこ………… 80g
ひじき（もどしたもの） …100g
（めんつゆ …………… 40ml）
オクラ………………………6本
白ごま…………………… 適量
梅肉………………………2個分
長いも……………………150g
卵黄……………………… ４個
かつお節………………… 1.5g
大葉…………………………5枚
ご飯…………………… 680g

汁の材料
しじみ（殻つき）…………150g
わかめ（乾燥）…………… 1.2g
みそ……………………大さじ3
長ねぎ…………………… 適量

❖料理のポイント　まぐろやちりめんの生臭みをとるために梅干しを入れます。ちり
めんに塩味がついてるので味付けは梅干しだけで十分です。

❖レシピ考案者より　疲労回復効果のあるしじみや梅干しを使い、栄養面では蛋白

質が多く脂肪をおさえ、しじみやちりめん、ひじきなどミネラルや食物繊維も考慮し

ました。長芋や卵黄でのどごしが良く、高齢者の方にも食べやすくなっています。夏場

や、食欲の出ない時期に、サッパリとした味に仕上げました。

𠮷岡　千裕さん
（徳島文理大学短期大学部生活科学科食物専攻1年）

◦マグロ　◦シジミ　◦ワカメ

■プロを目指す学生部門（私のお店で出したいお魚の一汁一丼）

まぐろの梅ちりめん丼
しじみのみそ汁



主な魚介類

(JF全漁連　第17回シーフード料理コンクール)

丼の材料
たい（切り身）……………240g
A塩麹 ……………… 大さじ2
こしょう…………………少々

＜衣＞
　卵白……………………… 1個
　コーンフレーク…… 1カップ
オリーブ油…………………適量
Bなす ………………… 40g
玉ねぎ（小） …………… 1個
ピーマン ……………… 1個
　トマト（中）……………… 1個
しめじ………………………10g
とうもろこし……………… 1本
ピザソース……………大さじ４
モッツァレラチーズ……140g
ご飯………………………600g
バジルの葉………………… 6枚

汁の材料
たい（切り身）……………100g
たいのあら……………… 2尾分
はんぺん…………………… 1枚
卵黄………………………… 1個
片栗粉………………… 小さじ1
ミニトマト………………… 8個
コンソメスープの素（固形）・・・1個
バジルの葉…………………適量

❖料理のポイント　鯛をコーンフレークの衣に包みサクサクとした食感が楽しめるピ
ザ風の丼ぶりと、ふんわりした食感の鯛のつみれを入れたミネストローネ仕立てのスー
プです。

❖レシピ考案者より　熊本地震で被災した娘家族が我が家に避難してきました。13
才と7 才の孫たちは、朝ごはんにコーンフレークやピザを好むので、お魚と一緒にピ
ザ丼としてアレンジしてみたところ孫にも家族にも大ウケでした。これからもサプライ
ズなおもてなしで喜ばせたいです。

梨田　啓子さん
（JF熊本漁連推薦／主婦）

◦タイ

めでたい！ピザ丼
たいつみれのミネストローネ

■お魚チャレンジ部門（おうちで食べたいお魚の一汁一丼）

大日本水産会
会長賞

■丼の作り方
1   たいの中骨を取り除き、5mmほどに切って、Aの調味料をなじませておく。
2   1に卵白をつけてコーンフレークをからませる。フライパンにオリーブ油を入れて両面をこ
んがり焼く。

3   Bの野菜は薄い輪切りにし、しめじは小房に分ける。とうもろこしは実をそぎ切りにする。
4   2を取り出したフライパンに3を並べて、ピザソースをかけて2を戻し、モッツァレラチー
ズをふりかける。ふたをして中火でチーズが溶けるまで 2～3 分焼く。

5   器にご飯を盛り、4を4 等分してのせ、バジルをのせて仕上げる。

■汁の作り方
1   すり鉢にはんぺんを入れてすり、小さく切ったたいと卵黄、片栗粉を加え混ぜる。
2   たいのあらを湯にくぐらせてから湯を捨て、水 400ml を加え、あくを取りながら 2～3
分煮る。ざるでこして汁を取り、片手鍋に入れる。

3   2に1を小さじですくいながら落として煮る。
4   3に半分に切ったミニトマトとコンソメをほぐしながら入れて、仕上げにバジルをのせる。

材
料（
４
人
分
）



主な魚介類

(JF全漁連　第17回シーフード料理コンクール)

日本放送協会
会長賞

＊下準備：ほっけを三枚におろす。あらは汁用にとっておく。
■丼の作り方
1 おろしたほっけの身をそぎ切りにする。
2   玉ねぎ、にんじんは細切りにする。絹さやは斜め半分に切る。
3   水100ml に卵黄1個、氷 3個を入れて混ぜ、小麦粉、片栗粉を加えて軽く混ぜて衣を作る。
4   1と2に打ち粉（分量表外）をし、3に入れる。４等分して170℃の油で揚げる。
5   フライパンにみそだれのだし汁、みそ、砂糖を入れ火にかけて、とろりとするまで煮つめる。
6   器にご飯を盛り、4のかき揚げをのせる。みそだれを器に入れて、上に白ごま（分量表外）
をひねってかけて添える。

■汁の作り方
1   ほっけのあらを焼く。血合いを取るなどの下処理して、水1500ml、昆布、薄切りにしたしょ
うが、酒を入れて火にかける。煮立たせてこし、だし汁をとる。

2   干し菊を酢水（分量表外）でもどし、水けをきる。春菊は下ゆでし、葉の部分を長さ2cmに切る。
3   なすは皮をむき、斜め切りにして、油で揚げる。
4   ほたてに格子状の切れ目を入れ、表面に片栗粉をふり、熱湯に入れてさっと火を通す。
5   1のだし汁に塩としょうゆで調味する。
6   干し菊、春菊、なす、ほたてを5に入れて温め、器に盛る。5を注ぎ、梅肉と黄ゆずを添える。

丼の材料
ほっけ……………………… 1尾
玉ねぎ……………………1/2個
にんじん…………………1/2本
絹さや…………………… 12本
＜衣＞
　卵黄……………………… 1個
　小麦粉……………… 大さじ7
　片栗粉……………… 大さじ3
油……………………………適量
＜みそだれ＞
　だし汁……………… 100ml
　みそ………………… 大さじ2
　砂糖…………… 大さじ1・1/2
米…………………………480g

汁の材料
ほたて貝柱………………… 4個
（片栗粉 ………………… 適量）
＜だし汁用＞
　ほっけのあら…………１尾分
　昆布（15cm×5cmのもの）
　…………………………… 4枚
　しょうが……………1/2かけ
　酒…………………… 180ml
塩、しょうゆ …………各適量

干し菊………………………少々
春菊………………………… 3本
なす………………………… 1個
（油 ……………………… 適量）
梅肉（たたいたもの）…… 1個分
黄ゆずの皮………………1/2個

❖料理のポイント　北海道産のほっけと野菜を使ったかきあげ丼です。天丼のたれは、
ほっけに合うようにみそだれにしました。また、残ったあらを使用してだしを取り、秋
に出回るほっけに合わせ、ほたては菊花椀にしました。

❖レシピ考案者より　生のほっけが売られているのは北海道ならではということで、
焼くという方法以外のレシピをつくろうと思いました。将来、自分のお店を出した時、
魚の旬や素材の特性を活かすこと、季節感のある料理を提供することを意識して考えま
した。

神田　菜々子さん
（光塩学園調理製菓専門学校
調理技術専攻科1年／北海道）

◦ホッケ　◦ホタテ

■プロを目指す学生部門（私のお店で出したいお魚の一汁一丼）

特製ホッケかきあげ丼～みそだれを添えて～
秋香るホタテの菊香椀

材
料（
４
人
分
）



主な魚介類

■お魚チャレンジ部門（おうちで食べたいお魚の一汁一丼）

おこげ～る海鮮丼
磯の香りがふんわりくじら汁

大西　志の歩さん
（北海道教育大学附属釧路中学校3年）

◦ツブ　◦タコ　◦エビ
◦アサリ　◦クジラ

材
料（
４
人
分
）

(JF全漁連　第17回シーフード料理コンクール)

日本放送協会
会長賞

■丼の作り方
1   米は普通に炊く。フライパンにサラダ油をひき、炊きあがったご飯を一度に入れ、両面を
裏返しながら、焦げ目がつくまで焼く。

2   えび、つぶ貝、たこの周りに、魚のすり身をつけて、小さい楕円形に整える。
3   フライパンにサラダ油をひいて、2を焼く。
4   あさりはだし汁の中で煮る。沸いたら酒、しょう油を入れ、ざるにあけて冷ます。
5   しょうゆだれの材料を混ぜ合わせる。器に、1のおこげになったご飯を入れて、たれをかける。
6   ご飯の上に青じその葉をのせ、3をのせ、中央にかいわれ草とさくらの漬けものをのせ、
周りにあさりを置く。

■汁の作り方
1   にんじん、大根はいちょう切りにする。
2   くじらは一度沸騰させたお湯の中に入れて、火を通す。
3   長ねぎは小口切りに、しょうがはすりおろす。
4   だし汁ににんじん、大根を入れて煮る。柔らかくなったら、みそを入れる。
5   くじら、ねぎ、しょうがを4に入れる。器に盛り、上からふのりをのせる。

丼の材料
えび（むきえび）……………8尾
つぶ貝………………………8個
ゆでたこ…………………8切れ
魚のすり身（タラ）…… 400g
あさり（むき身）…………24個
　だし汁……………… 200ml
酒、しょうゆ ……… 各適量

米……………………… 400g
サラダ油………………… 適量
青じその葉……………… 16枚
かいわれ草……………… 20g
さくらの漬けもの……… 少々
＜しょうゆだれ＞
酒、しょうゆ、だし汁・・・各少々

汁の材料
くじら……………………150g
にんじん…………………100g
大根………………………100g
長ねぎ…………………… 50g
しょうが………………… 50g
だし汁……………… 1000ml
みそ……………………… 70g
ふのり…………………… 20g

❖料理のポイント　お米をおコゲにし、その食感と、上にのせたすり身の海鮮が、お
いしさを引き立てます。えび、たこ、つぶはそのままでもおいしいですが、すり身にのせ、
焼くことによって、栄養もとれます。くじらは、みそ汁（しょうが風味）にしてもとて
もおいしい一品です。

❖レシピ考案者より　私が住む釧路は、漁業の町であり、捕鯨基地でもあります。家
族が集まる時に、華やかで楽しい食卓となるよう「おこげ～る海鮮丼」とくじら汁を考
案しました。



主な魚介類

材
料（
４
人
分
）

(JF全漁連　第17回シーフード料理コンクール)

■丼の作り方
1 たこは一口大に切る。キャベツはせん切りにする。
2 ご飯にたこ焼きソース、桜えび、天かすを混ぜる。器に入れ、せん切りキャベツを重ねる。
3 卵にだし汁、薄口しょうゆ、砂糖を混ぜ、たこを加える。
4   ２人分ずつ作る。フライパンを火にかけ、3の半量を流し入れ火を通す。半熟状になったら
火をとめ、2にのせる。残りの半量も同じようにする。

5 かつお節と青のりをふり、好みでたこ焼きソースとマヨネーズをかける。

■汁の作り方
1   たこはぶつ切りにし、すりおろしたしょうが、みそ、片栗粉と共にフードプロセッサーにか
ける。ペースト状になったら、団子状に丸める。

2 鍋にだし汁、薄口しょうゆ、みりんを入れて火にかけ、塩で味を調える。
3 2に1を入れ、沸騰しない程度に温める。
4 器に盛り、みつばを添える。

◦タコ

丼の材料
ゆでたこ（泉だこ）…… 300g
キャベツ………………… 4枚
ご飯…………………… 800g
たこ焼きソース………大さじ8
桜えび…………………… 適量
天かす…………………… 適量
卵……………………………8個
だし汁………………… 200ml
薄口しょうゆ……………40ml
砂糖……………………小さじ2
かつお節、青のり …… 各適量
たこ焼きソース、マヨネーズ
………………… 好みで各適量

汁の材料
ゆでたこ（泉だこ）…… 200g
しょうが…………………1かけ
みそ………………小さじ1・1/2
片栗粉…………………大さじ1
だし汁………………… 600ml
薄口しょうゆ、みりん…各大さじ1
塩………………………… 少々
みつば…………………… 適量

❖料理のポイント　大阪名物たこ焼きを丼ぶりにしました。優しい味のふんわりたま
ごと濃い味のソースごはんのどちらも泉だことよく合い、食感も楽しめる丼ぶりです。
たこ団子汁は明石焼きをイメージしました。たこの団子は口の中でほろりと崩れ、口
いっぱいに泉だこの味が広がります。

❖レシピ考案者より　大阪の「泉だこ」を用いてたこ焼きを再現したレシピです。丼
ぶりは途中からソースとマヨネーズをかけると 2 度美味しいです。大阪の新しいご当地
グルメとして多くの観光客に食べてもらいたいです。

木村　朋美さん
（京都女子大学家政学部食物栄養学科4年）

The大阪！たこ焼き丼
たこ団子汁

■プロを目指す学生部門（私のお店で出したいお魚の一汁一丼）

日本おさかな
マイスター協会
会長賞
（特別賞）



主な魚介類

(JF全漁連　第17回シーフード料理コンクール)

審査員長
特別賞

丼の材料
＜たいのハンバーグ＞
　たい……………………180g
　えび（むきえび）………140g
　伊勢はんぺん………… 60g
　玉ねぎ………………… 60g
　卵………………………… 1個
　片栗粉……………………適量
　大葉……………………… 4枚
塩、こしょう、ごま油 ……各適量
＜ハンバーグの調味料＞
　酒…………………… 大さじ4
みりん、しょうゆ… 各大さじ3
　砂糖………………… 小さじ1
＜きんぴらごぼう＞
　ささがきごぼう……… 40g
　せん切りにんじん…… 40g
　ごま油……………………適量
　しょうゆ、酒、みりん・・・各大さじ2
ご飯………………………800g
白ごま………………………適量

汁の材料
たい………………………120g
はなびらたけ……… 1/2パック
みつば………………………適量
麩…………………………… 4個
だし汁（たいのあらと昆布で取った）
………………………… 500ml
塩、片栗粉 ………………各少々
針しょうが…………………適量

＊下準備：あらかじめたいをさばき、丼用に180g、汁用120gの身を取る。あらと昆布でだしをとる。
■丼の作り方
1   たい、えび、伊勢はんぺんを細かく切り、塩、こしょうする。玉ねぎはみじん切りにする。
卵と片栗粉を加えて混ぜ合わせ、楕円形に丸める。

2   きんぴらごぼうに使用するごぼうはささがきにし、あらかじめ変色防止のために酢水につ
けてあく抜きをする。ごぼうとせん切りにんじんをごま油で炒め、その他の材料を加えて
きんぴらごぼうを作る。

3   ハンバーグに大葉をのせ、片栗粉をつけてごま油で焼く。ハンバーグの調味料を加えて焼
きあげる。

4   ご飯の上にきんぴらごぼうを置き、その上にハンバーグをのせる。最後に白ごまを散らす。

■汁の作り方
1   はなびらたけをゆで、適当な大きさに切る。みつばもゆでて、結びみつばにする。
2   たいは酒塩（酒に塩を加えたもの、分量表外）につけておく。片栗粉をまぶしてからさっ
とゆで、麩とともに器に盛り付ける。その上に針しょうがと結びみつばを散らす。

3   だし汁に塩を加えて煮立たせ、2の器に注ぎ入れる。

❖料理のポイント　鯛とえびを細かく切ることで食感を残しました。汁は味つけをシ
ンプルにし、素材の味を活かしました。

❖レシピ考案者より　私は、高校 1年生の弟のためにこの料理を作りました。育ち盛
りの弟は、毎日肉が食べたいと言っているので、魚でも肉を感じてもらいたいという
思いを込めてハンバーグにしました。鯛の旨味で誰にでも親しみやすい味に仕上がり
ました。

◦タイ

森﨑　裕実加さん
（三重県水産物消費拡大推進協議会推薦
／三重県立白子高等学校生活創造科3年）

鯛の和風ハンバーグ丼きんぴら添え
鯛のすまし汁

■お魚チャレンジ部門（おうちで食べたいお魚の一汁一丼）

材
料（
４
人
分
）



主な魚介類

(JF全漁連　第17回シーフード料理コンクール)

❖料理のポイント　丼がピリ辛で濃い味付けなので、汁物はあっさりと、にんにくと
昆布だしでコクがでています。酸味が足りなければ好みでレモンを絞ります。鯵の煮
崩れを防ぐために必ず落としぶたをするのがポイントです。スタミナメニューなので、
夏場にもおすすめです。
❖レシピ考案者より　このレシピは、どんな地域でも手に入りやすい魚介類と食材を
使うこと、そして魚が苦手な若い人達や外国の人達でも食べてみたい！という食欲をそ
そるような香りと味付にするという事をコンセプトにしました。私の夢は、海外で益々
増え続けるであろう和食ファンの方々に本物の和食の味を知って頂く入門編として、こ
のような魚料理を気軽に食べてもらえるお店が開けたらと今からワクワクしています。

■丼の作り方
1   あじは長さを３等分に切り、片栗粉、塩、こしょうをまぶして、油で焼く。
2   にんにくの芽は長さ4cmに切る。エリンギは長さを半分に切り、縦に薄切りにする。
赤唐辛子は種を取り、小口切りにする。

3   鍋にごま油を入れて熱し、Aを入れ中火で炒める。香りが出て来たら、Bを加え、強火で煮
立てる。1のあじと赤唐辛子を加える。

4   落としぶたをして 5分程煮て、2の野菜を加える。再び落としぶたをし、火を弱めて 5分
程煮て、火を止める

5   丼に炊きたてのご飯を平らに盛り、その上に4を盛りつける。白すりごまをふる。
6   白髪ねぎを天盛りにする。
■汁の作り方
1   しじみは殻をこすり合わせ流水で洗い、水けを拭く。
2   豆もやしは根を取って半分に切る。白ねぎは斜め薄切りにする。ミニトマトはさいの目に切る。
3   鍋にオリーブ油を入れ熱し、Cを入れ香りが出るまで炒める。1のしじみと酒を加え、ふた
をして蒸し煮にする。しじみの口が開いたら、一度取り出す。

4   3の鍋にだし汁を入れ、沸騰したら中火にして、豆もやしと白ねぎを加えて 5分程煮る。
5   しじみを戻し入れ、ナンプラーを加え、塩、こしょうで味を調える。器に盛り、ミニトマト
とざく切りしたパクチーを盛り付ける。くし切りにしたレモンを添える。

6   好みで追加のパクチーとレモンを添える。

丼の材料
あじ（三枚におろしたもの）・・・中4尾分
　片栗粉…………………大さじ3
塩、こしょう、油……… 各適量

にんにくの芽…… 160g（2束分）
エリンギ………………………4本
赤唐辛子………………………2本
ごま油……………………小さじ2
ご飯…………………………720g
Aにんにくのみじん切り・・・1かけ分
　しょうがのみじん切り・・・1かけ分
白ねぎのみじん切り…大さじ2

B酒 …………………… 350ml
　水 …………………… 300ml
　砂糖……………………大さじ2
　濃口しょうゆ…………大さじ4
白すりごま……………… 大さじ1
白髪ねぎ…………………… 適量

汁の材料
しじみ（3％の食塩水につけ、砂抜
きしたもの） ………………200g
豆もやし……………………1/2袋
白ねぎ…………………………1本
ミニトマト（赤、黄）…………各2個
パクチー…………………… 適量
レモン………………………1/4個
オリーブ油……………… 大さじ1
酒…………………………大さじ4
だし汁（昆布でとったもの）4カップ
ナンプラー………………小さじ3
塩、こしょう …………… 各適量
Cしょうがのみじん切り…小さじ1
　にんにくのみじん切り…小さじ1
　赤唐辛子（種を除き小口切り）…1本

◦アジ　◦シジミ

井上　明子さん
（辻調理技術研究所日本料理研究課程1年

／大阪府）

鯵とにんにくの芽のピリカラ丼
旬のしじみエスニック風スープ

■プロを目指す学生部門（私のお店で出したいお魚の一汁一丼）

材
料（
４
人
分
）



主な魚介類

(JF全漁連　第17回シーフード料理コンクール)

■お魚チャレンジ部門（おうちで食べたいお魚の一汁一丼）

丼の材料
まぐろ（刺身用）…………200g
塩、しょうが汁 ………各適量

アボカド…………………… 1個
ミニトマト………………120g
クリームチーズ………… 60g
＜衣＞
　小麦粉…………………100g
　卵………………………… 1個
　冷水………………… 120ml
　塩…………………………少々
油……………………………適量
＜天つゆ＞
　みりん………………… 60ml
　しょうゆ……………… 60ml
　砂糖……………大さじ2・1/2
　だし汁……………… 200ml
ご飯………………………800g

汁の材料
まぐろ(刺身用) ………… 80g
塩、こしょう ……………各適量
片栗粉………………………適量
みつば………………………10g
だし汁（かつお節と昆布でとったもの）
………………………… 720ml
しょうゆ……………………8ml
塩…………………………… 4g

■丼の作り方
1   まぐろに塩としょうが汁で下味をつけ、一口大に切る。
2   アボカド、ミニトマト、クリームチーズも一口大の大きさに切りそろえる。
3   小麦粉、卵、冷水、塩を混ぜ合わせて衣を作る。
4   衣に1と2を混ぜ合わせる。４等分にして油で揚げる。
5   みりん、しょうゆ、砂糖、だし汁を混ぜ合わせて火にかけ、天つゆを作る。
6   器にご飯、かき揚げを盛り、天つゆを添える。

■汁の作り方
1   まぐろに塩、こしょうで下味をつけ、そぎ切りにする。片栗粉をまぶしてお湯でゆでる。
2   だし汁にしょうゆ、塩を加えて煮立てる。
3   器にまぐろを入れ、2を注ぐ。みつばを飾る。

❖料理のポイント　ご飯とよく合うまぐろとアボカドにトマトとチーズを加えて、イタ
リアン風のかき揚げを作ってみました。

❖レシピ考案者より　この料理は、魚より肉が好きな高校生においしく食べてもらえ

るよう、イタリアン風のかき揚げにしてみました。トマトとアボカドで彩りを華やかに

仕上げ、味のアクセントとなっているチーズは、栄養面を考えて加えました。

◦マグロ

まぐろづくし定食
カラフルまぐろとアボカ丼／吉野汁

尾山　愛悠さん
（富山県立桜井高等学校

生活環境科3年）

材
料（
４
人
分
）



主な魚介類

(JF全漁連　第17回シーフード料理コンクール)

■プロを目指す学生部門（私のお店で出したいお魚の一汁一丼）

■丼の作り方
1   さわらに塩をふり、蒸し器で蒸す。火が通ったら、皮を取り、身はほぐす。
2   青ねぎ、水菜は長さ 2cmに切る。にんじんはせん切りにして、長さ 2cmに切る。
3   白ねぎ、しょうがはみじん切りにする。
4   フライパンにごま油を入れ、3の白ねぎ、しょうがを炒めて香りを出す。
5   1のさわらを加え、少しきつね色になるまで炒めたら、酒、しょうゆ、塩、こしょう、テン
メンジャン、トウバンジャン、練りゴマを加えて絡ませる。

6   卵を熱湯に 20~25 分つけ、温泉卵を作っておく。
7   ご飯を器に盛り、2の野菜をのせ、5のさわら、その上に6の温泉卵をのせ、糸唐辛子を飾る。

■汁の作り方
1   えびの殻をむき、酒、片栗粉（共に分量表外）でもみ洗いし、1cm の大きさに切ってから、
ある程度すりつぶす。

2   えび、コーン、すったつくね芋を合わせて、塩、こしょうを加えてよく練る。
3   2を餃子の皮で包み、沸騰した湯でゆでる。
4   豆乳を火にかけ、沸騰したら鶏ガラスープの素を加え、みそ、塩、こしょうで味を調える。
5   3の餃子、熱湯をくぐらせたわかめを器に盛り、4のスープを器に注ぐ。
6   仕上げにごま油をたらし、白ごまを散らす。

❖料理のポイント　岡山県のさわらや生姜、つくね芋を使った「ふるさと中華丼」です。
坦々麺をイメージしてさわらを甘辛く仕上げ、温泉卵と豆乳スープが丼で辛くなった口
の中をまろやかにしてくれます。水餃子の中身の食感も楽しいものになっています。

❖レシピ考案者より　私の地元である津山市にお店を開き、地域の方々に食べていた
だきたいと思っています。さわら、生姜、つくね芋をはじめとして、岡山県産や津山
産の食材をふんだんに使用し、より岡山、津山の良さを知ってもらい、地産地消によ
る地域の活性化にもつなげたいです。

尾上　舞さん
（岡山県立津山東高等学校食物調理科3年）

坦々丼
水餃子とワカメの豆乳スープ

材
料（
４
人
分
）

丼の材料
さわら……………………320g
青ねぎ……………………… 2本
サラダ水菜………………1/2束
にんじん…………………1/2本
白ねぎ……………………1/2本
しょうが………………1/2かけ
卵…………………………… 4個
ご飯………………………800g
ごま油………………………適量
酒……………………… 大さじ4
しょうゆ……………… 大さじ4
塩、こしょう ……………各適量
テンメンジャン……… 大さじ2
トウバンジャン……… 大さじ1
練りごま……………… 大さじ4
糸唐辛子……………………適量

汁の材料
えび（殻つき）……………… 6尾
わかめ（乾燥）………………10g
コーン缶……………………10g
つくね芋…………………… 5g
餃子の皮…………………… 8枚
豆乳（調整）…………… 600ml
鶏ガラスープの素（顆粒）…大さじ1
みそ…………………… 大さじ1
塩、こしょう ……………各適量
ごま油、白ごま …………各適量

◦サワラ　◦エビ　◦ワカメ



主な魚介類

(JF全漁連　第17回シーフード料理コンクール)

丼の材料
あじ（三枚におろしたもの）・・・4尾分
玉ねぎ……………………… 1個
鶏肉………………………120g
トマト……………………… 2個
（またはカットトマト1/2缶）
なす………………………… 1個
ホールコーン缶……… 大さじ4
ピーマン…………………… 2個
コンソメスープの素（顆粒）
………………………… 小さじ1
チリパウダー………… 大さじ1
黒こしょう、塩、レッドペッパー
（または一味唐辛子）……各少々
油……………………………適量
（にんにく、しょうが・・・各1かけ）
水菜………………………… 2株
ご飯………………………800g
ピザ用ミックスチーズ… 40g
パセリ………………………少々

汁の材料
桜えび………………… 大さじ4
コンソメスープの素（顆粒）
………………………… 小さじ2
塩、こしょう ……………各少々
水菜…………………………適量

■丼の作り方
1   あじに塩、こしょうをする。油ににんにくとしょうがを薄切りにし入れ、香りをつける。そ
の油であじを両面焼く。

2   玉ねぎ、鶏肉、トマト、なすを1cm の角切りにして、コーン缶もいっしょにフライパンで炒め、
塩、こしょうをふり、トマトの水けが出たらコンソメ、チリパウダー、レッドペッパーを入れる。
最後に色紙切りにしたピーマンを加える。

3   長さ 3cmに切った水菜をご飯の上にのせ、2のチリコンカンを盛り、1のあじをのせる。
4   ピザ用ミックスチーズをあじの上にのせて、電子レンジで1分加熱してチーズを溶かし、刻
んだパセリを飾る。

■汁の作り方
1   桜えびをから炒りし、香りが立ったら水 600ml を加える。コンソメスープの素、塩、こしょ
うを加えて煮立たせる。

2   ざく切りにした水菜を入れる。

❖料理のポイント　チリパウダーを使うことで、とても簡単におうちでメキシコ料理
ができます。あじ以外にもさばやいわしとの相性が良く、チリコンカンの具は冷蔵庫
にあるものなら何でもチリパウダーに良く合います。是非お試し下さい！！

❖レシピ考案者より　今日のメニューは、チリ・コンカン！と、決めてあった日に出会っ
てしまったのは活きの良いあじ。三枚におろし、チリコンカンの上にのせてみたら、予
想外の美味しさになりました。

齋藤　町子さん
（静岡県おさかな普及協議会推薦／公務員）

◦アジ　◦サクラエビ

超・簡単！アジ・コンカン丼
桜エビスープ

■お魚チャレンジ部門（おうちで食べたいお魚の一汁一丼）
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主な魚介類

(JF全漁連　第17回シーフード料理コンクール)

◦エビ　◦イカ　◦ノリ

丼の材料
いか………………………………3杯
えび（殻つき）………………… 16尾
＜のりごはん＞
　米………………………………3合
　水……………………… 米と同量
　焼きのり…………………… 30g
　ごま油…………………… 大さじ1
　塩………………………小さじ1/3
Aにんにくのみじん切り
　 ……………………小さじ1・1/2
長ねぎのみじん切り……大さじ6

　油 ………………………大さじ4
　鶏ガラスープの素（顆粒）
　 …………………………小さじ2
塩、こしょう …………… 各少々
ラー油 ……………小さじ1・1/2
　酢 ………………………小さじ2
黒すりごま…………………大さじ6
ごま油…………………大さじ1・1/2
＜もやしとニラのナムル＞
　もやし…………………………1袋
　にら……………………………1束
B塩 ……………………小さじ1/3
白すりごま………………大さじ2

　ごま油 ………………… 大さじ1
にんにくのすりおろし…… 少々

＜トッピング＞
　長ねぎ…………………… 1/2本
　一味唐辛子、ラー油 …… 各適量
　キムチ……………………… 適量
汁の材料
いかの耳と足…………………3杯分
いかのわた……………………3杯分
玉ねぎのみじん切り………大さじ4
米粉…………………………大さじ2
みそ…………………………大さじ3
しょうゆ…………………… 小さじ1
かつお節…………………ひとつまみ
青ねぎ………………………… 適量

＊下準備：いかはわたを取り、胴と耳、足に分ける。胴は皮をむいて開く。耳、足、わたは汁用に取っ
ておく。

■丼の作り方
1   のりごはんの材料を炊飯器に入れ（焼きのりはちぎって加える）、炊いておく。下準備した
いかの胴の内側に斜め格子状に切り目を入れて、食べやすい大きさに切る。えびは殻をむ
いて、背わたを取る。

2   もやしとにらのナムルを作る。もやしを洗ってビニール袋に入れて、電子レンジで2分～2分
半加熱する。にらは長さ4cmくらいに切って、ビニール袋に入れて電子レンジで1分加熱する。

3   それぞれ水けをよく絞ってボウルに入れ、ナムルの調味料Bを加えてあえる。
4   長ねぎで白髪ねぎを作り、水にさらし水けをきり、一味唐辛子とラー油であえる。
5   フライパンにごま油を入れてAのにんにくとねぎを加え、火にかけて炒める。香りがたって
きたら、水400ml と残りのAの調味料を加えて少し煮る。

6   黒すりごまを加えて、いかとえびを加えて再び煮る。
7   器にのりご飯を盛って、いか、えびを盛り付け、煮汁をかける。3のナムルと4の白髪ねぎ
をのせ、キムチを添える。

■汁の作り方
1   いかの耳と足はフードプロセッサーでミンチにする。いかのわたはトースターで 5 ～7分
焼いておく。

2   1のいかミンチをボウルに入れて、玉ねぎのみじん切りと米粉を加え、よく混ぜ合わせて4
等分して丸めておく。

3   鍋に水600mlを入れて火にかけ、沸騰したら一度火を止め、いかのわたとみそを溶き入れる。
4   3にいか団子を加えて火にかけ、沸騰したら火を弱めて3～ 4分煮る。
5   しょうゆとかつお節を加え、味を調えて火を止める。
6   器に汁と団子を盛り付け、斜め切りにした青ねぎをのせる。

❖料理のポイント　ご飯にもインパクトをつけるため、磯の香いっぱいの海苔ごはん
にしました。いかとえびは火を通しすぎないようにするのがポイントです。汁はムダの
ないようにいかのワタ・耳・足でいかだしのきいた汁です。
❖レシピ考案者より　娘たちが成人した今、家族揃って食事をする回数が減ってしまい
ました。4人揃ったときは、みんなが大好きな丼を食べながら、賑やかな食卓を囲みたい
と思っています。見た目にも味にもインパクトのある丼で盛り上がり、楽しく食べたいです。

水谷　早百合さん
（保育士／三重県）

海鮮坦々丼
いか団子汁

■お魚チャレンジ部門（おうちで食べたいお魚の一汁一丼）
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