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キムチ コチュ パプリカ エゴマ の り その他

子供の大好きなヤンニョムチキンとじゃがいものちぢみをピザ
のようにデコレーションしてみました。油で揚げたチキンは玉
ねぎと一緒に食べることでしつこくなく、あっさりとした味わい
になります。
じゃがいもは千切りにしたあとは水につけないで片栗粉をまぶ
します。水につけると焼いたときにバラバラになりやすいです。
玉ねぎは30分以上水にさらし、よく水を切っておきます。お好
みでたっぷりと乗せます。カリッと焼いたじゃがいもと揚げたチ
キン、たっぷりと乗せたジューシーな玉ねぎの組み合わせは
びっくりするほど美味しいです。

「韓国食品アレンジレシピコンテスト」へ

応募者数70名、121レシピというたくさんのご応募をいただき

誠にありがとうございました。

厳選なる審査の結果、５名の方を選出させていただき、

決勝戦を12月3日に緑が丘文会館で行いました。

募 集 期 間

募 集 内 容

賞 品

応 募 方 法

審査の流れ

応 募 総 数

審 査 結 果

／

／

／

／

／

／

／

10月20日（火）10時 ～ 11月16日（月）17時まで

韓国産食材や韓国食品を使用したオリジナルレシピの完成写真と簡単な作り方。
※50分以内に作れるレシピ

優　勝 ： １名（ペアで韓国旅行）
準優勝 ： １名（韓国料理店お食事券3万円分 ）
3　位 ： ３名（プレミアム韓国料理セット）
優秀賞 ： ２０名（韓国食品セット）

投稿ページ（URL：http://www.atcenter.or.jp/event/recipe.php）から応募可能。
※何度でも応募が可能

【第1次審査 =決勝戦進出レシピを審査=】11月17日（火）～11月19日（木）
【決勝進出者5名、優秀賞20名への通知】11月20日（金）
【決勝戦】12月3日（木）14時30分～17時 ＠緑が丘文化会館（自由が丘）
※決勝進出者5名は、実際に会場での調理が必要。審査員試食後、優勝者を決定
【結果発表】12月3日（木）　

70名、121レシピ

http://www.atcenter.or.jp/event/recipe_result.php

韓国食品アレンジレシピコンテスト 開催概要

決勝戦の様子

決勝戦の
ようす

LINE投票数
258件！

東京支社運営 ＬＩＮＥ＠ にて事前投票を実施し、一般消費者の投票結果を審査に反映。

※121レシピ中、韓国食品を使用していないものを除く、113レシピを掲載

LINE@
はじめました！
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彩りの良いパプリカとエゴマの葉を使ってヘル
シー野菜寿司を作りました。寿司酢にはゆず茶
を使い、ゆず独特の香りとほろ苦さが野菜に
ぴったり合うようになっています。韓国のパプリ
カは肉厚で形も大きく均一なので寿司ネタにす
るにはぴったりです。また、仕上げに寿司ネタの
表面に今話題のエゴマ油を塗ることで光沢を出
し、目にも、体にも美味しくなるようにしました。
パプリカの皮を焼いてむくことで、口当たりがよ
くなり、短時間で味が染み込みやすくなる。
寿司飯を握る時、ラップを使うとごはんが手に
張り付かず、形も綺麗にできる。
グリルが無い時は直火に焼き網を乗せパプリカ
を切らずに丸のまま焼くと良い。
ごまとエゴマは事前にフライパンで煎っておくと
香ばしくなる。

野菜寿司韓国風 
～パプリカ＆エゴマをゆず茶の寿司酢で～

作り方

パプリカ エゴマ その他 調理時間 50分

❶ パプリカは半分に切り種を取り、グリルで真っ黒に焦
げるまで10分位焼く。

❷ パプリカを冷水にとり、焦げた皮を取り除き、寿司ネ
タの大きさに切る。

❸ パプリカとエゴマの葉をダシ醤油に10分漬ける。
❹ ボウルにゆず茶（刻んでおく）・酢・ダシダを加え良く
混ぜ、暖かいごはんにかけ、切るように混ぜたあと、
扇いで冷ます。

❺ 寿司飯を3つのボールに分け、ａ.鮭のほぐし＋ゴマ、ｂ.
エゴマの実＋塩、c.塩を各寿司飯に加えまぜる。

❻ 寿司飯を握りずしの形に握り、ａ.赤パプリカ，ｂ.黄パ
プリカは上に乗せ、C.エゴマの葉は寿司飯を包む。

❼ 仕上げに寿司ネタの表面に薄くエゴマ油を塗る。
❽ チャンアチを箸休めとして一緒に盛り付ける。

＜4人分＞
パプリカ赤 2個　パプリカ黄 2個　エゴマの葉 8枚　
ダシ醤油 100cc　ゆず茶 大さじ2　　米酢 60cc　
ダシダ（イワシ） 小さじ1　
ご飯 事前に大さじ1のお酒加え2.5合炊く 800ｇ　
鮭フレーク 大さじ4　エゴマの実 大さじ1　
チャンア 適量　いりごま（白） 大さじ2　
エゴマ油 大さじ1

優勝優勝

・彩りの良いパプリカとエゴマ
の葉を使ってヘルシー野菜
寿司を作りました。寿司酢に
はゆず茶を使い、ゆず独特
の香りとほろ苦さが野菜に
ぴったり合うようになってい
ます。韓国のパプリカは肉厚
で形も大きく均一なので寿
司ネタにするにはぴったりで
す。また、仕上げに寿司ネタ
の表面に今話題のエゴマ油
を塗ることで光沢を出し、目
にも、体にも美味しくなるよ
うにしました。
・パプリカの皮を焼いてむくこ
とで、口当たりがよくなり、
短時間で味が染み込みやす
くなる。
・寿司飯を握る時、ラップを使
うとごはんが手に張り付か
ず、形も綺麗にできる。
・グリルが無い時は直火に焼
き網を乗せパプリカを切らず
に丸のまま焼くと良い。
・ごまとエゴマは事前にフライ
パンで煎っておくと香ばしく
なる。

彩りの良いパプリカとエゴマの葉を使ってヘルシー野菜寿司を作りまし
た。
寿司酢にはゆず茶を使い、ゆず独特の香りとほろ苦さが野菜にぴったり
合うようになっています。
韓国のパプリカは肉厚で形も大きく均一なので寿司ネタにするにはぴっ
たりです。
また、仕上げに寿司ネタの表面に今話題のエゴマ油を塗ることで光沢を
出し、目にも、体にも美味しくなるようにしました。
パプリカの皮を焼いてむくことで、口当たりがよくなり、短時間で味が染
み込みやすくなる。
寿司飯を握る時、ラップを使うとごはんが手に張り付かず、形も綺麗に
できる。
グリルが無い時は直火に焼き網を乗せパプリカを切らずに丸のまま焼く
と良い。
ごまとエゴマは事前にフライパンで煎っておくと香ばしくなる。

・彩りの良いパプリカとエゴマ
の葉を使ってヘルシー野菜
寿司を作りました。寿司酢に
はゆず茶を使い、ゆず独特
の香りとほろ苦さが野菜に
ぴったり合うようになってい
ます。韓国のパプリカは肉厚
で形も大きく均一なので寿
司ネタにするにはぴったりで
す。また、仕上げに寿司ネタ
の表面に今話題のエゴマ油
を塗ることで光沢を出し、目
にも、体にも美味しくなるよ
うにしました。
・パプリカの皮を焼いてむくこ
とで、口当たりがよくなり、
短時間で味が染み込みやす
くなる。
・寿司飯を握る時、ラップを使
うとごはんが手に張り付か
ず、形も綺麗にできる。
・グリルが無い時は直火に焼
き網を乗せパプリカを切らず
に丸のまま焼くと良い。
・ごまとエゴマは事前にフライ
パンで煎っておくと香ばしく
なる。

材　料
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＜4人分＞
ごま油 小さじ1/2　豚肉切り落とし（余り脂身が多くないところ） 150g　
キムチ 75g　塩（海水塩） 小さじ1/3　胡椒 少々　醤油 小さじ1/2　ごま
油　マッコリ 小さじ1　砂糖 少々　すりおろし生姜 小さじ1/4　赤パプリ
カ 1/2個　エゴマの葉（きれいで大きさがそろっている葉） 12枚　ごま油
6g　薄力粉 150g　強力粉 150g　ベーキングパウダー 5g　イースト 3g
砂糖(三温糖) 15g　塩（海水塩） 5g　生マッコリ（炭酸） 70g　水(30℃) 
120g　クッキングシート等の肉まんの敷紙 12枚　手粉用強力粉 適量

野菜たっぷりキムチミートドリア

作り方

準優勝準優勝

調理時間 15分

キムチと豚挽肉で作ったキムチミートソースのドリアです。も
ちろんチーズとの相性は抜群です。ごま油の香ばしい香りが
漂い、野菜もたっぷり入った嬉しい美味しいドリアです。
ピリッと辛いキムチがチーズでまろやかになるので子どもから
お年寄りまで食べていただけると思います。

スンデは苦手な日本人が多いですが、生春巻きの皮で作った
スンデなら子供から大人まで食べやすいです。肉料理だけで
はこってりするので、ナムルなどの野菜も生春巻きの皮で巻
いてみました。材料が多いので一つ一つ調理するのは大変で
すが調理してしまえば、あとは巻くだけです。具がバラバラに
ならないようにしっかりと包むのがポイントです。パーティ料
理などにも向いていますし、お弁当にも入れられます。

パプリカ エゴマ

コチュジャン エゴマキムチ コチュジャン パプリカ 韓国海苔キムチ

オッパのエゴマの葉ハンバーグ

作り方

調理時間 40分

にっこりマッコリキムチ肉まん

作り方

調理時間 50分

マッコリ風味のしっとりと、でも歯ごたえのあるしっかりした
皮の肉まんです。
イーストとベーキングパウダーを入れますので、余りこねず
に短時間で、思い立ったらすぐ出来ます。
餡の肉はひき肉を使わず、薄切り肉を包丁でたたく事で、肉
汁が染み出す、より美味しい肉まんになります。
更に発酵食品の王様『白菜キムチ』を入れることで、味に深
みと奥行きが出ました。

鉄分豊富なエゴマの葉に、動脈硬化や認知症の予防、そして
お肌にいいエゴマ油をダブルで使い、健康的な料理になって
いると思います。
焼くことにより、香りが苦手な方にも食べやすくなっていると
思います。

生春巻きのスンデとナムルロール

作り方

調理時間 50分

＜4人分＞
キムチ 1パック　韓国海苔 適量　豚ひき肉 300gくらい　長ねぎ 1/2本
コチュジャン 大さじ1　雑穀米 4杯分　ミックスビーンズ 1缶　おくら 8本
パプリカ赤、黄 各1/2　トマト 1個　ナス 1個　ピザチーズ 適量　
ごま油 適量　白ごま 適量　塩コショウ 適量

＜4人分＞
豚ひき肉 ２８０ｇ　エゴマの葉 １２枚　玉ねぎ 中１個　醤油 1.5　
味噌 大さじ２　塩コショウ 少々　片栗粉 大さじ２　エゴマ油 少々　
卵黄 2個　しょうが 小さじ２　酒 大さじ１　ポン酢 適量　
マヨネーズ 大さじ１　ケチャップ 大さじ１　パプリカ赤 １個　
パプリカ黄 １個

❶ フライパンにごま油をしいたら輪切りにした長ネギと塩コショウしたひ
き肉を炒めキムチの汁とコチュジャンを加える。

❷ ひき肉に火が通ったら火を止めてみじん切りにしたキムチを加える。こ
れでキムチミートソースの完成。

❸ グラタン皿にごま油をぬり、炊いた雑穀米を入れその上にキムチミート
ソースをのせる。その上にミックスビーンズと適当な大きさに切りレン
ジ加熱した野菜とチーズをのせトースターで焼き色をつける。

❹ 切った韓国海苔と白ごまをのせて完成。

❶ ボールに薄力粉、強力粉、ベーキングパウダー、砂糖、 塩を入れる。
❷ 別のボールに生マッコリと水、インスタントドライイーストを入れ、イー
ストを溶かす。

❸ ❶の粉に❷の液体を加えながら混ぜ、ひとまとめにする。
❹ ボールの中に生地をたたきつけ、丸めを100回程繰り返す。
❺ ごま油を生地に混ぜ、また、たたきつけと丸めを100回ほど繰り返す。
❻ ラップをし、温かいところで15分ほど発酵させる。
❼ パプリカを飾り用に1cm角ダイヤ型に切り、白菜キムチは粗みじん切り
にする。

❽ 豚切り落とし肉を千切りにし、更に包丁でたたく。
❾ 塩、醤油、マッコリ、砂糖、胡椒、生姜すりおろしをボールに入れて混ぜ合
わせる。8の肉を加え混ぜ、粘りが出たら白菜キムチを混ぜる。

10 発酵させた生地を12等分し、麺棒で5cm大に伸ばし、9を1/12を包み、
しっかり閉じてクッキングシートに乗せる。

11 包んだ肉まんにパプリカを飾り、湯が沸騰し、蒸気が回った蒸し器で10分
～12分蒸す。(蒸気がまわるまで強火→中火)

❶ 玉ねぎをみじん切りにする。
❷ ボールに豚ひき肉、玉ねぎ、塩こしょう、玉子、しょうが、片栗粉、酒、醤
油、味噌を入れて、粘りがでるまで混ぜる。

❸ 混ぜ終わったら、エゴマの葉に包める大きさに形を整え、エゴマの葉に
包む。

❹ フライパンに火をかけ、エゴマ油を少々ひく。そこに重ならないように
並べる。

❺ 中火で２分、焼き色がつくまで焼き、ひっくり返しふたをして、６分間弱
火で焼いたら出来上がり。
そのままでも味がついていますが、お好みでポン酢やマヨネーズケ
チャップ（１：１）をどうぞ。

【ナムルロール】❶卵はといでからフライパンで薄く焼く。四角く切ってお
く。❷もやしは茹でて、熱いうちにごま油と塩で和える。❸にんじんは細く
切って、フライパンにごま油をひき炒める。軽く塩を振っておく。❹ほうれん
草はサッと湯がき、塩を振っておく。❺鶏肉は茹でて冷めたら細かくする。
❻ビーフンは茹でて冷ましておく。❼ライスペーパーを水に濡らし、そこに
卵とエゴマの葉を順に乗せる（逆パターンも作る）。❽さらにもやし、にんじ
ん、ビーフン、ほうれん草、鶏ささみ、四角く切った卵の残りを乗せ、ライス
ペーパーで春巻きのように巻いて出来上がり。
【スンデ】❾人参、玉ねぎ、ニラはみじん切りにする。10春雨は軟らかくなる
まで茹でて、細かく切っておく。11牛豚合いひき肉に切った野菜と春雨を入
れ、さらに調味料を入れてよくこねる。1211を細長い形に整え、エゴマの葉
を巻き、鍋で蒸らす。13蒸らしあがり、少し冷めたらライスペーパーで春巻
きのように巻いて出来上がり。
【ソース】14材料をすべて混ぜ合わせる。

＜4人分＞ライスペーパー 6枚　【ナムルロール】卵 1個　エゴマの葉 3枚
もやし 1/2袋　ビーフン 50g　にんじん 1本　ほうれん草 1/2袋　鶏ささ
み 1枚　塩 適量　ゴマ油 適量　【スンデ】牛豚合いひき肉 200g　春雨
（韓国） 50g　にんじん 1/4本　玉ねぎ 1/4個　ニラ 1/2束　エゴマの葉 
8枚（小さい場合は16枚）　小麦粉 1/2カップ　醤油 大さじ3　砂糖 大さ
じ2　酒 大さじ4　ニンニク 2かけ　ごま油 大さじ5　塩 大さじ1　胡椒
【ソース】コチュジャン 大さじ2　トマトケチャップ 大さじ2　マヨネーズ 大
さじ1　ニンニク 2かけ　酒 大さじ4

3位3位 3位3位

3位3位

キムチ パプリカ エゴマ その他
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キムチとアボカドのコリアンキッシュ

作り方

調理時間 50分

キムチとアボカドとチーズはすごく相性がいい組み合わせな
ので、うちではよくサラダにしたりもしています。
今回ぜひキッシュ仕立てにしてみたいと思い、工夫して作って
みました。短時間で焼くために、重しを使わずに空焼きをする
ので、焼き時間はそのままにしておかないで、オーブンをこま
めに覗いて様子をよく見て作るとうまくできると思います。

コチュジャンを使った甘辛い味付けのタッカルビをトルティー
ヤで巻いて頂きます。(韓国の食文化のサムです)
鶏のささみ、豆乳で作ったサワークリームでヘルシーに♪

コチュジャン

キムチ コチュジャンコチュジャン パプリカ その他

その他

キムチコチュジャン パプリカ

キムチ その他

コリアンチャンプルー

作り方

調理時間 30分

肉巻トッポギ カラフル炒め

作り方

調理時間 35分

ポイントは豚ばら肉でトッポギを巻くところです。
豚ばらの旨味がピリ辛味とで美味しいトッポギです。
昨年、初めて韓国に行った時、トッポキが大好きになりました。
こんなトッポギがあったらいいな!と作ってみました。 

卵を加えるときは強火で。
コチュジャンとコリアンダーでチャンプルーに迫力が出ます。

タコス風タッカルビ

作り方

調理時間 40分

キムチ 150g　アボカド 1/2個　トック 8枚　冷凍パイ皮 3枚　卵 2個
生クリーム 50ｇ　ダシダ 小さじ1/2　クレイジーソルト 少々
シュレッドチーズ 50g　韓国唐辛子 少々　パセリ 少々

<2人分>　
豚ばら薄切り肉 10枚　トッポギ 10本　パプリカ赤・黄 各1/4個　
長ねぎ 1本　胡麻油 適量　塩・黒胡椒 少々　トッピング用松の実 少々
A
コチュジャン 30g　ケチャップ 15g　酒 大さじ2　本みりん 大さじ1
水 大さじ2　三温糖 小さじ1/2～　すりおろしにんにく 1かけ
すりおろししょうが 1かけ

＜4人分＞
コリアンダー（フレッシュ） １カップ　卵 5～6個　豆腐又は煮豆 300ｇ
筍水煮（スライス） 250ｇ　車麸 ４枚※水で戻しておく　
細切り人参 大さじ２　パプリカ（中） ２個　干し椎茸　炒め油 適量
トッピング用白ごま・コリアンダー（フレッシュかドライどちらでもOK）
ラー油 適量　
【コリアンソース】　
コチュジャン 大さじ１　ケチャップ 大さじ1/2　醤油 大さじ1/2
砂糖 大さじ1/2弱　ごま油 大さじ1/2　ニンニクすりおろし 大さじ１
生姜すりおろし 小さじ１

鶏のささみ 200g　キャベツ 1/8個　玉ねぎ 1/4個　さつまいも 100g
トック 100g　万能ネギ 3本　サラダ油　
【ヤンニョム】　
コチュジャン 大さじ3　粗唐辛子 小さじ1/2　はちみつ 大さじ2
醤油 小さじ1　酒 大さじ1　ニンニク(すりおろし) 小さじ1/4
生姜(すりおろし) 小さじ1/4
【豆乳サワークリーム】　
豆乳　レモン汁　トルティーヤ

❶ オーブンを予熱し、パイ皮を解凍しておく。
❷ タルト型（18cm）にスプレー油をかけてからパイ皮を敷き詰め、フォー
クで穴を開け、230℃で10分程度生地が型から離れてくるまで、空焼き
する。

❸ 卵、生クリーム、ダシダ、クレイジーソルトをよく混ぜて、卵液を作っておく。
❹ 焼きあがったパイ皮に、切ったキムチ、アボカド、トックを混ぜて並べ、卵
液を注ぎ、上からシュレッドチーズをかける。

❺ 250℃に熱したオーブンで、シュレッドチーズが溶けて焼き色がつくまで
20分程度焼く。

❻ 上から韓国唐辛子とパセリをふる。

❶ 豆乳にレモン汁を入れ軽くかき混ぜる、タンパク質が凝固してきたらコー
ヒーフィルターで水分を切り、軽く塩をしておく。

❷ キャベツは食べやすい大きさに、玉ねぎは1センチ幅くらいの回し切りに
しておく。万能ネギは小口切りにしておく。

❸ さつまいもは食べやすい大きさに切り、軽く蒸しておく。
❹ トックは水につけておく。
❺ 鶏のささみは一口大に切り、ヤンニョムに漬けておく。
❻ フライパンにサラダ油をしき、キャベツと玉ねぎを炒める。
❼ キャベツと玉ねぎがしんなりしてきたら、ヤンニョムに漬けておいた鶏の
ささみ、蒸したさつまいも、水気を拭いたトックを加えてさらに炒める。

❽ 食べる際にはトルティーヤの上にタッカルビと豆乳サワークリームを乗
せて巻いて頂く。

❶ トッポギを茹でる。
❷ パプリカを短冊に切り、長ねぎは斜め薄切りに切る。
❸ トッポギの粗熱が取れたら、豚ばら肉を広げ軽く塩・胡椒をしクルクルと
巻く。

❹ フライパンにごま油を熱して❸のお肉の巻き終わりを下にして焼き、一
旦取り出す。

❺ ❹のフライパンで長ねぎを炒め、パプリカも加える。
❻ ❺に❹を戻し入れ、Aを加えて馴染むように炒める。
※辛いのがお好みの方はコチュジャンの量は増やす。

❶ 卵を溶き、別の器にコリアンソースの材料を混ぜる。
❷ 油を熱したフライパンで筍と麸に焼き色をつけ、豆・椎茸・人参を加え温
まったら卵を強火で混ぜる。

❸ 火を止める直前にパプリカ・コリアンダーを混ぜ、器に盛り白胡麻・コリア
ンダー・ラー油を回しかける。
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ジューシー＆ヘルシー　キムチいなり

作り方

調理時間 30分

この料理は、キムチと豚肉を炒め油揚げで巻いた日本の「い
なり」をイメージし、韓国キムチの味で作ってみました。はんぺ
んの白、キムチの赤で美味しくおめでたいイメージも出して
います。北海道釧路の名産である「昆布」も入り、キムチとの
相性もバッチリで、栄養バランスも良く、豚肉のジューシーさと
キムチや昆布のヘルシーさも加わりました。さらに油揚げで
巻くことによって美味しさも栄養もアップです。キムチの美味
しさを損なうことなく、ジューシーでヘルシーな一品です。

栄養もバランスよく彩りがきれい！
キムチの辛すっぱさがサクサクのパイとまったりチーズクリー
ム、ほくほくポテトにあいます

キムチ パプリカキムチ

キムチ

キムチ

キムチ

スタミナ満点☆キムチ納豆&鯖の蕎麦

作り方

調理時間 20分

KOREAN南蛮～コチュジャンソース～

作り方一見豪華に見えますが、ほとんど混ぜ合わせるだけの簡単
レシピです♪韓国食材を豊富に使った一品に仕上げました☆
コチュジャンソースのチキンと、シャキシャキとした食感のあ
るタルタルソースとの相性がバッチリです。付け合わせのサ
ラダのドレッシングも韓国風にアレンジしました。

日本食と韓国食の融合と、身体が元気になる！フードです。
食欲のない夏などに、キムチと納豆、そして食べ応えのある鯖
を和えてお蕎麦にかけました。
私は辛いものが苦手なのですが、苦手な人でもこのレシピの
蕎麦なら食べれると思い考案しました。

キムチとポテトのクリームキッシュ

作り方

調理時間 50分

＜4人分＞
油揚げ 4枚　キムチ 80g　刻み昆布 40g　はんぺん 40g
豚肉（もも薄切り） 80g　油 大さじ1

＜1人分＞
鶏もも肉(100～120g) 1枚　塩コショウ 少々　片栗粉 適量　揚げ油 適量
レタス 適量　パプリカ(赤、黄) 適量　韓国海苔 適量
【コチュジャンソース】　
コチュジャン 小さじ1　砂糖 大さじ1　醤油 大さじ2　酢 大さじ2
ニンニク 小さじ1
【タルタルソース】　
マヨネーズ 大さじ3　酢 小さじ1　キムチ 大さじ2杯分
パプリカ(赤) 20g　パプリカ(黄) 20g
【ドレッシング】
ごま油 大さじ2　醤油 大さじ2　酢 大さじ1　ニンニク 小さじ1/3
ごま 小さじ2

＜1人分＞
蕎麦 100g　キムチ 60g　卵 1/2個　納豆 1パック　鯖の水煮缶 50g
わけぎ 適量　麺つゆ お好みの濃さで※薄めの方がオススメ

1パイシート(18×18) 1枚　卵 1個　生クリーム 100cc　生ハム 4枚
白菜キムチ(2cmに刻む） 100g　パプリカ（1cm角切り） 1/2個
クリームチーズ（1cm角切り） 100g　ピザ用チーズ 60g
じゃがいも 中2個分　牛乳 40cc　生クリーム 大さじ1　バター 10g
塩コショウ 少々

❶ 油揚げは半分に開き、三角に切る。
❷ きざみ昆布は、水でもどしておく。
❸ フライパンに油を熱し、豚肉を炒める。肉の色が変わったら、キムチを入れ
炒める。

❹ 開いた油揚げの上に薄切りはんぺんをのせ、その上に炒めた豚肉とキム
チをのせる。

❺ 最後にきざみ昆布を上にのせる。
❻ 油揚げを三角のはじを折り、いなりの形に整える。
❼ フライパンに巻いた油揚げをのせ、こんがり焼き色がつくまで焼く。
❽ お皿に盛りつける。

❶ じゃがいもを皮ごとレンジでゆで、皮をむ　　混ぜバターと塩コショウ
を加え、クリームチーズ50gを1cm角切りにしたものも混ぜ合わせる。

❷ 冷凍パイシートを型に引きその上に残りのクリームチーズを半量散らし
❶を入れ、生ハム4枚を引き、❶と❷をのせ、卵と生クリームを混ぜたもの
を流し込み、とろけるチーズ、刻んだパプリカをのせる。

❸ 200度に余熱しておいたオーブンで20分焼く。

❶ コチュジャンソースの分量を全てボウルに入れ、よく混ぜ合わせる。
❷ タルタルソースの分量のキムチとパプリカをみじん切りにし、マヨネーズ、
酢と混ぜ合わせる。

❸ ドレッシングの分量をボウルに入れよく混ぜる。
❹ レタスと輪切りにしたパプリカ、細かくした韓国のりをお皿に盛る。
❺ 鶏もも肉の両面に塩コショウを振り片栗粉を付けて、180℃の油できつ
ね色になるまで揚げる。揚げあがったら❶を全体に絡めて切り、❹と一緒
に盛り付け、❷のタルタルソースをかけたら完成。

❶ 薄焼き卵を焼き、冷めたら刻んでおく。
❷ キムチを刻み、よく混ぜた納豆とサバをボールで混ぜ合わせる。
❸ 蕎麦を茹でる。
❹ 茹でている間に蕎麦つゆと、ネギを刻む。
❺ そばつゆを器に入れ、蕎麦、錦糸卵、❷の順番で盛り付ける。最後にネギ
をかけたら完成！辛いのがお好きな方はキムチの量を増やす。

コチュジャン パプリカ 韓国海苔キムチ 調理時間 30～40分
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韓国風手巻き寿司

作り方

調理時間 40分

韓国料理のクジョルパンを参考にみんなで集まって楽しめる
手巻き寿司のレシピを考えました。
三種のナムルで、野菜を食べ、焼肉風のタレを絡めた牛肉の
そぼろ風で食欲をそそる一品です。
定番の韓国海苔、サラダ菜、韓国でよく食べられる、エゴマ
の葉の変わりのシソの葉で包んでも美味しいです。

☆粗く切ったキムチはじゃがいもの中でも食感が楽しめます。
☆ピリ辛キムチとまろやかチーズ、韓国海苔のコクで、おや
つ、お酒のおつまみにぴったりです。
☆手軽にササッと作れます。
☆弱火～中火でゆっくりこんがり焼くのがポイントです。 

キムチ

キムチ

キムチ

韓国海苔

キムチパプリカ

韓国海苔

簡単パプリカケーキ

作り方

調理時間 50分

キムチとアスパラのポテトグラタン

作り方

調理時間 50分

緑のアスパラと黄のチーズ、そして赤のキムチが食卓を彩り
よくしてくれとても美味しくお薦めです。
ポイントとしては材料を茹でる際、じゃがいもはできるだけ柔
らかく、そしてアスパラは少し歯ごたえがある位が良いので
はないかと思います。塩を入れてグリーンの色を引き立たせ
る事もポイントの1つかも知れませんね。それとキムチはチー
ズと合うことに気がつきました。全て私の好きな材料ですの
でいろいろと試してトライしてみました。

ケーキの型は、パウンド型、カップケーキ型でも可能。

キムチじゃがもっちーず

作り方

調理時間 20分

ご飯　鶏ガラだし　胡麻油　酢　いりごま
【人参のナムル】　人参　胡麻油　粉唐辛子　ニンニク
【もやしのナムル】　もやし　塩　胡麻油　粉唐辛子　ニンニク　鶏ガラだし
【ほうれん草のナムル】　ほうれん草　塩　胡麻油　唐辛子　炒りごま
【薄焼き卵】　卵　油
【牛肉そぼろの焼肉風】牛ばら肉　油　焼肉のタレ　万能ねぎ　韓国海苔　
しそ　サラダ菜

<1人分>　
キムチ 30ｇ　アスパラ 1本　じゃがいも 2個　ホワイトソース缶詰 1/2缶
チーズ 50ｇ　塩 少々　胡椒 少々

A
パプリカ 1個　上白糖 50g　リンゴ 1個
B
ブラウンシュガー(三温糖、きび砂糖などでも可) 100g　卵 1個　
サラダ油 80g
C
薄力粉 180g　重曹 小さじ1/2杯　シナモン 小さじ1杯　くるみ 30g　
ひまわりの種 10g　かぼちゃの種 10g

キムチ 100g　韓国海苔(出来上がり個数分) 6～8枚
じゃがいも（中） 3個　ピザ用チーズ 50g　片栗粉 大さじ6　ごま油 適量

❶ ご飯を炊く際に水を少し減らし炊く寸前に鶏ガラだし、胡麻油を加えて
炊く。

❷ 人参を千切りにし、沸騰したお湯でむし湯でする。柔らかくなったら、ざる
にあげ、水気をきる。粉唐辛子、胡麻油、ニンニクをあわせ混ぜ合わせる。

❸ もやしを塩を加えさっと茹でる。水気を切ったら、粉唐辛子、胡麻油、ニ
ンニク、塩、鶏ガラだしと合わせる。

❹ お湯を沸かし、ほうれん草を茎から入れさっと茹でる。塩を加える。茹
で上がったら氷水にさらし、よく絞って10cmの長さに切る。塩、胡麻
油、ニンニク、粉唐辛子、いりごまを加えよく混ぜる。

❺ 卵をよくといておく。油をひいたフライパンに薄く引いて焼く。焼いたら
5mm幅程度に切る。

❻ 牛ばら肉を食べやすい大きさに切る。油をひいたフライパンで炒める。焼肉
のタレを絡める。❷～❻を盛り付ける。万能ねぎを上にちらす。炊き上がっ
た米に酢を加え、酢飯をつくる。韓国海苔、しそ、サラダ菜を用意しておく。

❶ じゃがいもは皮をむき、1個ずつぬらしたキッチンペーパーでくるみ、ラッ
プをして電子レンジでチンをする。(600Wで5分30秒くらい)

❷ 竹ぐしがすうっと通るくらいになった❶をマッシャーでつぶし、材料の片
栗粉、ピザ用チーズを混ぜ合わせる。

❸ 材料のキムチを大きめのみじん切りにし、❷に混ぜ合わせる。
❹ 丸く直径5センチぐらい、厚さ1センチぐらいに型をととのえ、フライパンに
ごま油をひき弱火～中火でじっくり焼く。

❺ 焼き上がった❹に韓国海苔を巻き、完成。

❶ じゃがいもは皮をむきお鍋に入れ柔らかくなるまで大体15分位茹でる。
❷ アスパラは別の鍋でお塩を入れて適度に柔らかくなるまで茹でる。
❸ 両方共ざるにあけ水分がとれた段階でフライパンに移す。
❹ 移した具の上に缶詰のホワイトソースを入れ、しゃもじで火を通しながら
混ぜて行き塩、胡椒で味をつける。　　

❺ とろりとなった具をグラタン皿に盛り、その上にキムチをちらし、又その
上にチーズをかけ10分程焼くと出来上がり。

❶ パプリカを5mm角に切る。
❷ リンゴをスライスに切る。
❸ A材料を全部入れて、レンジ500W3分～5分程度加熱。
❹ Bをボールに入れて混ぜる。
❺ くるみを粗みじん切りし、重曹をAを加熱して出た水分でとかしておき、
Aでレンジで加熱したパプリカと、他C材料を全て入れてかき混ぜる。(か
き混ぜすぎない程度)

❻ 型に流し込む。(好みの型)
❼ Aのレンジで加熱したリンゴをバラの花の形に見立て、上部に乗っける。
(飾り付けが面倒な人は、ザク切りにしてCに混ぜ込んでも良い)

❽ 180℃、35分オーブンで焼く。
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ヤンニョムウオン～ごぼう揚げヤンニョムをのせて～

作り方

調理時間 20分

ごぼうはよく水をきり、粉をつけたら、すぐ揚げずに少しおい
ておく
天ぷらよりは、から揚げの要領で、カラっとあげると、ヤン
ニョムとなじんでおいしい
※ヤンニョムチキンで作ったヤンニョムがとてもおいしくて他
のものに使えないか考えました。いろいろ試した結果、ごぼう
のから揚げが一番ヤンニョムになじんでおいしかったです。簡
単にできるので、お酒のおつまみや、やや甘めなので、おや
つ代わりにもいいです。

キムチ コチュジャン

キムチ コチュジャンコチュジャン その他

コチュジャン

キムチキムチ コチュジャン その他

キムチ鶏つくねのマッコリソース煮込み

作り方

調理時間 40分

今日の一品はこれで決まり！トッポギのアボカドソース和え

作り方

調理時間 15分

時間のない時にささっと簡単にできるレシピです。
ちょっとした仕事終わりのお父さんのおつまみにもなります！！

ピリ辛で食べ応えのあるキムチ鶏つくねに、濃厚でほんのり
甘辛のマッコリソースが合う、体もポカポカ温まる美味しい煮
込み料理です。

キムチライスバーガー

作り方

調理時間 20分

ごぼう 1本（100ｇ位）　ピーナッツ 適量（5～10粒位）
【ヤンニョム】
コチュジャン 大さじ2　水 1/2カップ　酒 大さじ2　きび砂糖 大さじ1
はちみつ 大さじ2　にんにくみじん切り 小さじ1
玉ねぎのみじん切り 小さじ1　ごま油 小さじ1
※ヤンニョムの材料の量は、味をみながらなので多少変動する。
【揚げ粉】
片栗粉・小麦粉 合わせて大さじ3程度（ごぼうに軽く粉がつく程度）　塩

トッポギ　アボカド　炒りゴマ　コチュジャン　醤油　砂糖　ゴマ油　酢玉ねぎ 100g　しめじ 100g　盛り付け用パクチー 適量
【つくね】
キムチ 100g　鶏もも肉(皮除く) 200g 　片栗粉 適量　塩・胡椒 少々
サラダ油 大さじ1
【ソース】
マッコリ 200g　コチュジャン 小さじ1
すりおろし生姜 1片分　昆布茶 小さじ1　白味噌 小さじ1

＜2個分＞
キムチ 60g　ご飯 200g　ズッキーニ（厚さ1cmの輪切り） 2枚
エリンギのかさ 2枚　茹でエビ 8個　ごま油 適量　塩・コショウ 少々
【ソース】
コチュジャン・酢・砂糖 各小さじ1を混ぜたもの

❶ ごぼうを斜め切りにして水にさらす。
❷ ヤンニョムの材料を混ぜておく。
❸ ごぼうの水をよく切り、揚げ粉をつけて5～10分程度おく。
❹ ごぼうをから揚げの要領でからりと揚げる。
❺ ヤンニョムの材料をなべに入れ、煮詰める。
❻ 揚げたごぼうを皿にのせ、その上にヤンニョムをかける。
❼ ピーナッツを砕き、❻の上にきれいにのせる。

❶ ズッキーニ、エリンギ、茹でエビに塩・コショウをふって、ごま油で炒める。
❷ キムチは水で洗って水気を絞り、ごま油で炒める。
❸ ご飯を4等分にし、バーガーの形に成型したものを4つ作り、大目のごま油
で両面を焼く。

❹ 焼いたご飯の上にズッキーニ、エビ、キムチ、エリンギの順にのせ、ソース
をかけて最後にもう1つご飯をのせると出来上がり。

❶ トッポギを2分ほど茹でる。2分たったらザルにうつし、水をきる。
❷ アボカドを半分に切り、くりぬく。（皮は器として使用）その後食べやすい
大きさにカットする。

❸ ボールに醤油大さじ3、砂糖大さじ3、酢大さじ3、コチュジャン大さじ2、炒
りゴマ大さじ1、ゴマ油大さじ2をいれてよく混ぜ、混ざったら、アボカド、
茹でたトッポギを入れて、和える。

❹ とっておいたアボカドの皮の器に盛りつけて完成。

❶ 鶏もも肉は適当な大きさに切り、キムチ・塩・胡椒と一緒にフードプロセッ
サーにかけミンチ状にする。

❷ 玉ねぎは薄切り、しめじは石突きを取り小房に分ける。
❸ ソースの材料をボウルに入れ、良く混ぜておく。
❹ ❶を食べやすい大きさに丸め、表面に片栗粉を茶こし等で軽くふるう。
❺ ❹を油を熱したフライパンで表面に焼き色が付くまで焼いたら一旦取り
出す。

❻ 同じフライパンに玉ねぎ・しめじを入れ、軽くしんなりする位まで炒めた
ら、❸と❺を入れ、蓋をし中火で5分程蒸し煮する。

❼ ❻を器に盛り、パクチーを飾って完成。
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優秀賞優秀賞

優秀賞優秀賞

優秀賞優秀賞

優秀賞優秀賞

キムチとトッポギの白菜ロール

作り方

調理時間 40分

白菜は外葉のしっかりした部分を選ぶと、煮込んでいる間に
チーズが流れ出ない 

辛さの具合はスープの量で調整してみてください。
火の加減ですが、最初崩れてもそのあとしっかり焼けばリカ
バリーできます。

キムチ コチュジャンキムチ コチュジャン その他

キムチ その他

キムチ

キムチ

パプリカ その他

キムチ その他

テンジャン・バーニャ・カウダ

作り方

調理時間 40分

香ばしコーン茶でいただく キムチのピリ辛焼き鯛茶漬け

作り方

調理時間 30分

炒った桜えび、ゴマ、コーン茶の風味が合わさり、香ばしい風
味がたまらないお茶漬けとなっています。キムチの辛さとコー
ン茶のほっとする優しい味が一緒になっているので、辛さが
苦手な方でも食べやすいです。また、包丁を使う工程をキム
チと白髪ねぎのみにし、簡単で誰でも作りやすくなるようにと
考えました。

スペイン料理のバーニャ・カウダ（熱いソース）のアンチョビの
代わりのテンジャンを使用して、ヴェジタリアンでも食べれる
ソースにしました。テンジャをミルクに加えることにより、まろ
やかな味わいとなります。最後に水を加え、ソースが分離しな
いようにしました。 

ラーメンオムレツ

作り方

調理時間 40分

キムチ（汁気を切ってみじん切り）80g　トッポギ（5～6cmのもの） 4本
水 500ml＋胡麻油 小さじ1　豚ばら肉薄切り（4枚） 80g
チーズ（溶けるタイプ） 40g　白菜の葉（白い部分をV字に切り除く） 100g
水 1リットル＋塩 小さじ1　万能ネギ 4本
【出汁】
水 500ml　昆布（3cm角） 1枚　かつおぶし（お茶パックに入れる） 10g
塩 小さじ1/2　薄口醤油 小さじ2

＜1人分＞
雑穀ごはん 150g　キムチ 70g　桜えび 大さじ1と1/2　ごま油 小さじ1
鯛（刺身用） 3切れ　キムチ 20g　大葉 1枚　コーン茶 150cc
白髪ねぎ 適量　刻み海苔 適量　白いりごま 少々　あられ 少々
A
コチュジャン 小さじ2/3　豆板醤 小さじ1/8
B
すりごま 小さじ2　みりん 小さじ1/2　薄口醤油 小さじ1/2

＜1人分＞
パプリカ（黄・赤） 各1/4個　ホバク 1/3本　トッポギ 9個　小麦粉 少々
食用油 少々　ゴマ油 少々
【バーニャ・カウダ】
ミルク 150cc　ニンニク 2片　テンジャン 大さじ2　水 20cc
ゴマ油 小さじ1　塩 少々

韓国ラーメン（辛ラーメン）　卵 2個　玉ねぎ 半分　キムチ 少々　胡椒

❶ トッポギは、500mlの水を沸騰させ胡麻油を加えた中で3～4分茹で、
ざるにあげる。

❷ 白菜の葉は、1リットルの水を沸騰させて塩を加えた中に入れ、20～30
秒茹でてざるに広げて冷ます。

❸ 白菜を茹でた茹で汁に万能ネギをくぐらせてしんなりさせる。
❹ 鍋に水500mlと昆布を入れて中火にかけ、沸騰したらお茶パックに入
れたかつおぶしを加え、弱火にして10分煮出し、昆布とかつおぶしを取
り出し、調味する。

❺ 白菜の葉を広げ縦に豚肉を乗せ、キムチ、チーズ、トッポギを乗せてしっ
かりと包み、万能ネギで巻く。

❻ 出汁に白菜ロールを並べ、中火～弱火で落としぶたをしながら15分ほど
煮込んで出来上がり。

❶ ラーメンを3分ほど茹でる。
❷ そのあいだに、玉ねぎを・キムチを細かく切る。
❸ 玉ねぎだけざるにいれそこに茹で汁ごとラーメンをいれ水分を切る。
❹ よく水分を切ったあとボールに麺と玉ねぎそしてキムチを入れたところに
ラーメンの具材をスープのもと入れてよくかき混ぜる。

❺ そこにあらかじめ割ってかき混ぜたたまごを混ぜ合わせる。
❻ フライパンを熱し、具材を入れる。
❼ はじめは弱火で5分ほど焼き、ひっくり返しさらに5分焼き、ひっくり返し
てから少し火を強めて焦げ目をつければ完成。お好みで胡椒をどうぞ。

❶ キムチと桜えびの焼きおにぎりを作る。
キムチ70gは1cmくらいのざく切りにする。桜えびはフライパンで香ばし
く乾煎りする。

❷ 雑穀ごはんに❶のキムチ、桜えび、Aを混ぜ、三角形に握る。
❸ フライパンにごま油を熱し、❷のおにぎりを香ばしい焼き目がつくまで両
面焼いて焼きおにぎりにする。

❹ 鯛の切り身を合わせたBで和えておく。
❺ 器に❸の焼きおにぎりを入れ、上に大葉、❹の鯛を盛る。キムチ20gを添
える。

❻ ❺にアツアツのコーン茶を注ぎ、白髪ねぎ、刻み海苔を盛り付ける。白い
りごまとあられを散らし、完成。

【バーニャ・カウダ】
❶ ミルクにニンニクの薄切りを入れ、20分弱火で煮る。
❷ 20分たったらニンニクを潰す。
❸ テンジャンを入れ、ゴマ油を入れ、水を入れて混ぜる。
❹ 塩を入れて味の調整。
【パプリカ】
❶ 細切りにする。
【ホバク】
❶ 輪切りにして、小麦をつけ食用油少々のフライパンで焼く。
【トッポギ】
❶ トッポギを熱湯でゆでる。
❷ トッポギを串に刺し、ロースターで焼き、ゴマ油を塗る。

パプリカ、ホバク、トッポギを皿に盛り、バーニャ・カウダを添える。
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キムチヂミ

❶ ニラ・豚肉を食べやすい大きさに切る。
❷ ボールにAを入れ、ダマにならないように混ぜる。
❸ ゴマ油で❶を炒め、豚肉に火が通ったら❷に入れる。
❹ ❸にキムチと溶けるチーズを入れる。
❺ ゴマ油を入れ熱したフライパンに❹を入れ両面こんがり焼く。
❻ Cを混ぜ合わせたタレを添える。  

作り方

調理時間 15分

チーズを入れるので辛さがマイルドになります。子供も食べら
れます。野菜もたっぷり摂れます。おつまみにも。  

中身が出てこないようにしっかりくっつけ、衣をつける。
中からトロッとしたチーズとキムチが豚肉ととても合います。 

キムチ

パプリカ エゴマ

韓国海苔キムチ コチュジャン パプリカ

鰤のごま揚げ 韓国風レタス包み

作り方

調理時間 40分

クリーミーキムチナーラ

作り方

調理時間 15分

誰でも出来て失敗いらずです。我が家の定番メニュー！

プチプチしたゴマの衣の中は、ふわりと揚がった鰤、シャキ
シャキ甘いパプリカ、爽やかな春菊にピリッとキムチ・・色々な
食感と味を一度に楽しめる料理です。
簡単ですが、見栄えもして作り置きもできるので、おもてなし
にもピッタリ。
野菜がとにかくたっぷり食べられ、好きな具を組み合わせて、
楽しく盛り上がることができる一品です。

キムチ

キムチーズカツ

作り方

調理時間 20分キムチ

A
玉子 1個　片栗粉 30g　薄力粉 120g　ガラスープの素 少々
ゴマ油 少々
Ｂ
ニラ 1束　キムチ お好みの量　豚薄切り肉 100g　
溶けるタイプのチーズ 30g
C
醤油 大さじ1　酢 大さじ1　ラー油 少々　炒りごま 少々

＜２人分＞
パスタ 2人分　ベーコン 60g　キムチ 100g　韓国海苔 お好みで
オリーブオイル
A
卵黄 2個　生クリーム 100cc　粉チーズ 大さじ4　塩　ブラックペッパー

＜４人分＞
鰤（切り身） ３切れ　白ごま・小麦粉・卵白 各適宜
サニーレタスの葉 １２枚　春菊 1/2把　ネギ １５ｃｍ　赤パプリカ 1/2個
黄色パプリカ 1/2個　白菜キムチ １００ｇ
A
塩こしょう 少々　酒 小さじ１　しょうが絞り汁 小さじ1/2
タレ
コチュジャン 大さじ２　白味噌・酢 各大さじ１　きび砂糖 小さじ1/2
ごま油 小さじ1/4　にんにくすりおろし 少々

キムチ 100g　チーズ 4枚　生姜焼き用豚ロース 8枚　ミニトマト 4個　
エゴマの葉 4枚　塩コショウ　小麦粉　卵　パン粉

キムチ

❶ 春菊は葉先をつまみ、千切りにしたネギと一緒に５分ほど氷水にさらして
パリッとさせる。しっかり水気を切る。パプリカは千切りにし、赤と黄と一
緒に５分ほど氷水にさらしてパリッとさせて水気を切る。

❷ 鰤は２ｃｍ幅の棒状に切り、Ａをなじませて下味を付ける。少し置いてか
ら表面の水気をさっと拭き、小麦粉→卵白→白ごまの順につける。フライ
パンに５ｍｍほどサラダ油を入れ、転がしながらこんがりと色づくまで炒
め揚げする。

❸ タレの材料をよく混ぜる。皿にサニーレタス、野菜、鰤のごま揚げ、キム
チを盛り、中央にタレを置く。好みの具をサニーレタスで巻き、タレをつ
けながら食べる。 

❶ キムチは刻む。トマトを四等分にスライスする。
❷ 豚肉に塩コショウをしキムチ、トマト、チーズ、エゴマの葉を挟んで、小麦
粉、卵、パン粉の順につけ、180℃の油で揚げる。

❶ パスタを茹でる。
❷ フライパンにオリーブオイルを入れ、カットしたベーコン、キムチを炒め
パスタも入れる。

❸ 火を止めAを合わせる。
❹ お皿に盛り付け韓国海苔をちらす。
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キムチとチーズのあげピッツァ

作り方

調理時間 20分

南イタリアの家庭でよく作る揚げピッツァの中に、キムチと
チーズを入れてこんがりあげました。
中の具が飛び出さないように、しっかり包むのがポイント。
キムチとチーズは、相性が良いので、とってもおいしいです！

キムチは細かめに刻むとよい  

キムチ

キムチとトマトのイタリアンチゲ

作り方

調理時間 30分

薬膳シュウマイ

作り方

調理時間 30分

にんにくとオリーブ油を炒めますが、にんにくの香りが立って
きてからトマトを加えると一層味が引き立ちます。

コチュキムチ

ほぼ野菜だけなのにユッケ♪ なすとキムチのユッケ風

作り方

調理時間 5分キムチ

キムチ

冷凍ピザ生地 1枚分　白菜キムチ 50g　シュレットチーズ 30g　
揚げ油 適量

えごまの実・クコの実 各少々　サンチュ 4枚　オーブンシート 適量
А
シュウマイの皮 20枚　豚ひき肉 120g　玉葱 60g　キムチ 40g
生椎茸 中1枚　れんこん（すりおろし） 100g　生姜（すりおろし） 20g
塩 少々　薄口醤油 小さじ1
B
米酢 小さじ1　薄口醤油 小さじ1　水 小さじ1　ごま油 小さじ1/2
（Bは混ぜ合わせておく）

キムチ 200ｇ　トマト（中玉） 3個　にんにくみじん切り 大さじ1
ねぎ 1/2本　オリーブ油 大さじ1　水 2カップ

＜2人分＞
なす（大） 1本　キムチ 50g　じゃこ ふたつまみ　醤油 数滴
ごま油 小さじ1強　黄身 1個

❶ 冷凍ピザ生地は冷蔵庫で解凍する。
❷ キムチを一口大に切っておく。
❸ ピザ生地を6等分にして、丸く伸ばし、真ん中にキムチ、シュレットチーズ
を入れて、餃子をつくるように包む。

❹ 180℃の揚げ油で、キツネ色になったら完成！

❶ トマトは湯むきをして4等分に、ねぎは斜め切りにする。
❷ 鍋ににんにくとオリーブ油を入れてから火を付け、焦げないように炒めて
からトマトを加え軽く炒める。

❸ ❷の鍋にキムチと水を加えて20分煮込み、最後にねぎを散らすと出来上
がり。

❶ ナスは細かめに切ってからあく抜きし、シリコンスチーマーに入れてレン
ジでチン。

❷ ナスの水気を取り、冷ましておく間に、キムチを細かく切る。
❸ ナスにキムチとじゃこを加え、醤油少しとごま油を入れて混ぜたら、器に
盛る。

❹ 真ん中をへこませたら、そこに黄身をのせる。

❶ Аの中の玉葱・キムチ・生椎茸はみじん切りにし、他の調味料といっしょ
によく混ぜ合わせる。

❷ ❶を丸め、ショウマイの皮で包む。（包みにくい時は、ラップに皮と具をの
せ包む）

❸ 蒸し器を用意し、オーブンシートを敷きその上にシュウマイを並べ強火
で15分位蒸す。蒸しあがったらえごまの実・湯通ししたクコの実をトッピ
ングする。

❹ 皿にシュウマイ・サンチュを盛り付け、熱いうちにお好みでBのたれを適
量添えていただく。  
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さっぱり甘コク♪ トマトキムチ

❶ 小さ目に切ったトマトと粗みじんに切ったキムチをあえる。
❷ さらに、しらす、こねぎ、すりごま、ごま、ごま油をまぜて出来上がり。  

作り方

調理時間 2分

トマトは完熟が合います。 白菜キムチと白菜の塩漬け　韓国と日本の味をブレンド
ほど良い塩味と酸味がパンにあいます

キムチ

キムチ入りサンドイッチ

作り方

調理時間 15分キムチ

＜2人分＞
完熟トマト 1個　キムチ トマトの半量位　すりごま 大さじ1
いりごま 大さじ1/2　しらす 適量　小ねぎ 適量　ごま油 小さじ1

＜４人分＞
サンドイッチ用食パン 1斤　レタス 4枚　ロースハム 4枚　
白菜キムチ 50ｇ　白菜の塩漬け 50ｇ　バター　マヨネーズ　粉チーズ

❶ 白菜キムチと白菜の塩漬けを軽く絞り、混ぜ合わせる。
❷ 食パンにバターマヨネーズをぬり、レタス、ハム、混ぜ合わせた白菜をはさ
んで完成。

キムチ棒餃子

作り方

調理時間 30分

いつものひだひだに包む餃子と違ってくるくる回して包む簡
単餃子なので手間もありません。
細長く食べやすいピリ辛餃子はお酒のおつまみにもってこい
です。

キムチ

大判餃子の皮 10枚　大葉 5枚　ごま油 大さじ２
【肉だね】
豚ひき肉 100g　にら 1/2束　白菜 1/8個　白菜キムチ 100g　
ごま油 大さじ１　砂糖 小さじ１　塩 小さじ1/2

❶ 肉だねの材料の野菜とキムチをみじん切りにする。この時野菜類の水気
は付近に包みよく絞る。

❷ 肉だねの材料を混ぜあわせる。
❸ 大判餃子に半分に切った大葉を乗せ、肉だねを適量乗せ、はじから巻いて
いく。

❹ ごま油大さじ1を熱したフライパンで棒餃子に焼き色を付け、お湯をフラ
イパンに回しかけふたをして弱火で蒸し焼きにする。

❺ 水分が飛んだらふたを取り、残りのごま油を回しかけ強火で水分を完全に
飛ばす。

エゴマ その他キムチ パプリカ

食パンキッシュ韓国風 ～ゆず茶風味の彩サラダを添えて～

作り方

調理時間 50分

・キッシュは生地から作ると大変なので、手軽に食パンで代用。
・キムチを炒める時は弱火でじっくりと炒め、うま味を閉じ込める。
・食パンは焼くと縮むので、型に入れる時は型から浮かないよ
うしっかりと入れ込む。
・キムチとチーズの相性は抜群。
・大根はビニール袋に入れ塩もみすると時間が短縮できる。
・ドレッシングを作る際は、他の調味料を良く溶かした後、エゴ
マ油は最後に入れる。
・古漬けキムチがない時は、キムチを冷蔵庫から出し室温で2
～3日おくと良い。
・食パンの耳はバターで炒め、グラニュー糖と、シナモンで味
付けをするとおやつになる。

＜2人分＞
古漬けキムチ 50ｇ　エゴマ油 小さじ2　食パン（8枚切） 4枚　卵 2個
牛乳　50cc　ベーコン（粗みじん） 大さじ2　とろけるチーズ 大さじ2
バター 適量　大根 ８cm　きゅうり 1/2本　パプリカ赤 1/4
パプリカ黄 1/4　塩 適量　ゆず茶 大さじ1　酢 大さじ2　塩 少々
ダシダ 小さじ1/4　エゴマ油 小さじ2　サンチュ 2枚

❶ 古漬けキムチは汁をしぼって粗みじんにし、エゴマ油で炒めバットに広げ
冷ましておく。

❷ 食パンは耳を取り、麺棒で2mになるまで伸ばす。
❸ ボウルに卵を入れ良くほぐし、牛乳・炒めたキムチ大さじ2・ベーコン・チー
ズを加え混ぜ合わせる。

❹ キッシュ型にバターを塗り、伸ばした食パンを型にしっかりと入れ込み、卵
液を流し入れる。

❺ 170℃で予熱したオーブンで20分焼く。
❻ 大根・キュウリを４cmの拍子切りにし、それぞれ塩を振っておく。
❼ パプリカはダイコンの長さに合わせて切り、さっと水にさらす。
❽ ボウルにゆず茶・酢・ダシダ・塩を入れ良く混ぜ、最後にエゴマ油を加えド
レッシングを作る。

❾ 大根・キュウリを水洗いし、水を切り、パプリカと合わせ、ドレッシングで和
える。

10 キッシュが冷めたら型から外し、サンチュを敷いた皿にサラダと共に盛り
付ける。   
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栄養満点！キムチと濃厚クリームソースのスープスパ

作り方

調理時間 30分

濃厚なクリームソースにキムチを入れることで、まろやかにな
り辛いのが苦手な人でも美味しく食べることができます。豆
乳やチーズ、卵を使ったスープスパに仕上げたので、寒い日
でも栄養価が高く、朝食としても家族で食べてほしいと思い
ます。  

牛乳でキムチの辛さをまろやかにすることで、お子様でも美
味しく召し上がることができると思います。

キムチ コチュジャンキムチ コチュジャン

キムチ 韓国海苔

キムチタコライス

作り方

調理時間 10分

チゲ麺

作り方

調理時間 15分

麺を半田麺にしたのは乾麺なので常備しているからです。野
菜もこれ以外に白菜、玉ねぎ、にんじんなど何でもOKです。
寒い時期は最後に片栗粉でとろみをつけると辛さ＆熱さで更
に温まります。  

タコライス風のご飯です。ピリッと辛旨なミートソース、シャキ
シャキレタス、目玉焼き、ご飯を混ぜながら食べたら幸せな気
分になれます。手順もとっても簡単な美味しいレシピです。

キムチ

キムチのライスグラタン

作り方

調理時間 20分キムチ

ショートパスタ 30g　玉ねぎ 半玉　バター 20g　小麦粉 30～40g
牛乳 200ml　豆乳 200ml　生クリーム 適量　こぶ茶 小さじ1
白味噌    大さじ1位　キムチ 80g位 お好みで　塩 少々　卵 3個
とろけるチーズ 適量　刻みねぎ　韓国海苔　キムチ

半田麺 ６５ｇ　豚肉 ４０ｇ　キムチ 好きなだけ　えのきだけ 少々
ネギ 1/2本　コチュジャン　中華スープの素

キムチ　豚ひき肉　長ネギ　コチュジャン　雑穀米　レタス　トマト　卵
シュウマイの皮(餃子の皮、春巻きの皮でも可)　ごま油　白ごま　糸唐辛子

＜2人分＞
キムチ 100g　ご飯 2膳　魚肉ソーセージ 2本　牛乳 1/4カップ　
ピザ用チーズ 適量　ごま油 少々

❶ ショートパスタは表示通りに茹でておく。
❷ 薄切りにした玉ねぎとバターをフライパンで炒めてから、小麦粉を入れ
粉っぽさがなくなるまで混ぜる。

❸ そこへ、牛乳を少しずつ加え混ぜる。
❹ 豆乳も加えとろみがついたら、こぶ茶と刻んだキムチ、味見しながら、白
味噌と塩を加えパスタを加える。

❺ 仕上げに生クリームを少し加え混ぜる。
❻ スープ用の耐熱容器に入れ卵を割りおとし、とろけるチーズをまわりに
のせ、トースターで焦げ目がつくまで焼く。

❼ 刻んだねぎ、キムチ、韓国のりを飾って出来上がり。  

❶ キムチは汁を軽くしぼる。魚肉ソーセージは斜め切りにする。
❷ フライパンにごま油をしいて、❶のキムチとソーセージを加えて中火で
よく炒めてからご飯と牛乳を加えて混ぜる。

❸ ❷のご飯と牛乳が混ざったら、ピザ用チーズをかけ、蓋をして弱火で５分
ほど焼くと出来上がり。

❶ 鍋に250ccのお湯を沸かし中華スープの素で味を調え、豚肉、えのきだ
け、キムチを入れて豚肉に火が通ったら辛さをみながらコチュジャンを
好みの量入れる。

❷ 半田麺は別の鍋で5分ゆでてザルでお湯を切り❶の鍋に入れる。　                                                           
❸ ネギを入れて再び沸騰したら完成。

❶ フライパンにごま油をしいたら輪切りにした長ネギと塩コショウしたひき
肉を炒めキムチの汁とコチュジャンを加える。

❷ ひき肉に火が通ったら火を止め、みじん切りにしたキムチを加えまぜる。
これでキムチミートソースの完成。

❸ 炊いた雑穀米の上にキムチミートソース、千切りにしたレタス、トマト、焼
いたシュウマイの皮を割ってのせる。

❹ 目玉焼き、白ごま、糸唐辛子をのせて完成。
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☆パプリカは食感と色取りを残すため、具材として炒めずに
巻いていきます。
☆白菜キムチ、ピザ用チーズは、具材を巻きながらそれぞれ
の量を調節して子供から大人まで食べやすい春巻にしました。
☆具材と白菜キムチでしっかりした味で、そのまま召し上がれ
ます。お好みでレモンをしぼると、さっぱりといただけます。

キムチ パプリカ その他

その他

冷凍餃子のキムチ鍋

作り方

調理時間 20分キムチ

韓国春巻

作り方

調理時間 40分

＜2人分＞
冷凍餃子 12 個　キムチ 80ｇ　白菜 3枚　小ねぎ 5本　
顆粒だしの素（or韓国ダシダ） 小さじ2　水 2カップ

＜5本分＞
韓国春雨 50g　韓国パプリカ 赤・黄 各1/4個　白菜キムチ 80g
豚ひき肉 50g　しいたけ 1～2個　ピザ用チーズ 50g　春巻の皮 5枚
水溶き小麦粉 適量　ダシダ 小さじ1　醤油 小さじ1　料理酒 大さじ１
ごま油　レモン（お好みで）

❶ 韓国春雨を熱湯で5分茹で冷水に取り、食べやすい長さに切る。
❷ パプリカはやや太めの千切り、白菜キムチはひと口大に切り水分をしぼ
る。

❸ ごま油をひいたフライパンに、豚ひき肉・❶の韓国春雨、ダシダ・しょう油・
日本酒を入れ、水分がなくなるまで炒める。バットに取り出し、冷ます。

❹ 春巻の皮に、冷ました❸、パプリカ、白菜キムチ、ピザ用チーズをのせ巻い
ていき、水溶き小麦粉でのり付けする。

❺ 150℃ぐらいの低温の油でゆっくり揚げ、きつね色になったら出来上がり。
❻ お皿に盛り付け、お好みでレモンを添え完成。  

❶ 白菜は水洗いして食べやすい大きさに切る。小ねぎは3cmの長さに切
る。

❷ 鍋に白菜、冷凍餃子、キムチ、小ねぎを並べる。
❸ 水に顆粒だしの素を加えて、❷の鍋に注ぎ入れ強火で7～8分煮込むと
出来上がり。

豆腐とチーズでまろやか♪ 豚キムチ

作り方

調理時間 5分

とろけるチーズは最後に入れる。  

キムチ

＜2人分＞
豚こま 180g　キムチ 90g　長ねぎ 1本弱　木綿豆腐 半丁（170g）
醤油 少々　とろけるチーズ 軽くひとつかみ

❶ 豚こまを油で炒め、火が通ったら、切った長ねぎをフライパンに入れて炒
める。

❷ 切った木綿豆腐を入れてさらに炒めキムチを投入。
❸ そこに、醤油を入れたら、とろけるチーズを入れ、さっと合なじませたらで
きあがり。  

牛肉のキムチ包み

作り方

調理時間 15分

キムチは常温にもどしておいて、さっと焼いてうまみをとじこめ
るよう焼き過ぎないのがポイントです

コチュキムチ

キムチ 50g　牛肉 50ｇ　青葱 3本　油 少々

❶ キムチと4cmくらいに切った青葱を薄切り牛肉で巻く。
❷ フライパンに油を引いて火が通る程度に焼く。
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キムチブルスケッタ

作り方

調理時間 15分

マヨネーズで具を和え、マイルドなキムチの味と程よい塩加減
を出す。

キムチの汁を入れること。たくさん入れると辛くまた色も濃く
なるのでほどほどに。ホワイトソースとキムチが意外と合いま
す。カキやホタテでもおいしいです。

キムチ

エゴマキムチ

キムチ

キムチとオクラのチキンフライ

作り方

調理時間 45分

おにぎらずコリア２種

作り方

調理時間 15分

豚肉は脂身少なめを選びたい♪ 
ごま油も少なめに。

鶏モモ肉の大きさによって、オクラとキムチを適度に入れて包
まないとはみ出してしまいますので要注意です。
一度失敗してしまいました。
それとサラダオイルで揚げる際、油の温度が重要だと思いまし
た。
キムチとオクラのコンビネーションが以外と合うように感じてい
ます。  

キムチ

キムチソースドリア

作り方

調理時間 40分

フランスパン 6切れ　キムチ 30ｇ　ゆで卵 1個　ブロッコリー 適量
にんにくおろし 少々　マヨネーズ 小さじ2　オリーブオイル 少々

のり ２枚　ご飯 おにぎらず2個分　キムチ 30g　豚バラ 30g　
ごま油 少々　たらこ 30g　えごまのキムチ ２枚　マヨネーズ 少々

＜２人分＞
キムチ 30ｇ　鶏のモモ肉 250ｇ　オクラ ２本　卵 １個　
小麦粉・パン粉 適量

ご飯 軽く1膳分　バター 10g　にんにく 小さじ1/2　ブロッコリー
鶏もも肉 50g　白菜キムチ 50g　ホワイトソース 1/2カップ　
しめじ 1/3株　えごま 小さじ1　塩・胡椒 適量

❶ キムチの水気を固くしぼって、細かく切る。ブロッコリーは茹でて水気を切
り小さく切る。ゆで卵を細かく切る。

❷ ❶の材料をマヨネーズとオリーブオイルで和える。
❸ フランスパンにおろしにんにくを塗りフライパンで軽く焼き、❷の材料を
のせると出来上がり。

❶ ブロッコリーは軽くゆでておく。ちいさく分けて6つくらい用意する。
❷ フライパンにバターを熱し、すりおろしたにんにくをいれて少し炒めた後
にご飯を入れて炒め合わせる。

❸ 耐熱容器に入れておく。
❹ ブロッコリーを周りに飾り付ける。
❺ フライパンに油をいれ小さ目の一口大に切った鶏もも肉を炒める。
❻ しめじも合わせて炒める。
❼ 4cm幅に切った白菜キムチを縦1cmに細かく切ってフライパンに汁をし
ぼりきらずに投入、しっかり炒める。

❽ ホワイトソースを入れて煮立たせて、塩　白コショウで味を調える。
❾ ご飯の上にかけてからエゴマを振り掛けてオーブントースターで焼き色が
つくまで加熱。

❶ ラップ30cmの上に海苔を置き、その上にご飯をひろげておく。
❷ フライパンでごま油を熱したら キムチと豚バラを炒める。
❸ ❶の上に豚キムチを広げ、海苔を四方から中央に集めたら、裏返しして形
を整えておく。

❹ 同じようにラップを広げ海苔を置きご飯をひろげておく。
❺ ボールにたらことマヨネーズを入れ 混ぜ合わせる。
❻ ご飯の上にえごまのキムチを広げ その上に❺のたらこを置く。
❼ ❸と同じくおにぎらずを作る。
❽ それぞれを半分に切って盛り付ける。

❶ 鶏のモモ肉は４等分に切り分けます。切った肉の真ん中に包丁を入れ開
いて行く。

❷ 卵は溶いておく。
❸ キムチとオクラは細かく切り両方を混ぜ合わせる。
❹ 開いたモモ肉に❸の具を入れしっかりとくるみ、小麦粉をまぶす。
❺ ❹を溶いた卵にくぐらせる。
❻ ❺にパン粉をつけてサラダオイルで揚げて出来上がり。 

エゴマ
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キムチ焼きラーメン

作り方

調理時間 15分

炒めた麺とキャベツにコチュジャンとマヨネーズを先に入れて
混ぜるとよく混ざります。

火加減と、水溶き片栗粉の量に気をつける以外は特にありま
せん。  

キムチ コチュジャン韓国海苔

コチュジャン

キムチ

キムチ

キムチトースト

作り方

調理時間 10分

キムチ入りピビム納豆サラダ

作り方

調理時間 15分

食感が異なるものを組み合わせ、しっかりと混ぜてからいた
だく  

パンを焦がさないように、火加減に注意しながら素早くキム
チと豚バラを炒めること  

キムチ

簡単あんかけ キムチたまご焼き

作り方

調理時間 7分キムチ

＜2人分＞
インスタントラーメン 2袋　キムチ 100ｇ　コチュジャン 大さじ1　
キャベツの葉 2枚　卵 2個　マヨネーズ 大さじ2　ごま油 小さじ1　
ごま 少々

キムチ（みじん切り） 50g　納豆（添付のたれ、芥子） 50g
絹ごし豆腐（水気を切って賽の目切り） 100g　ベビーリーフ 50g
たくあん（千切り） 30g　卵黄 1個　韓国海苔 適量
【たれ】
市販胡麻ドレッシング 大さじ1　キムチ汁 大さじ1　ポン酢 大さじ1/2
煎り胡麻 小さじ1

食パン　キムチ　豚バラ　チーズ　たまご　ルッコラ　バター　パセリ

＜1人分＞　
卵 １個　キムチ 65g程度　砂糖 小さじ1程度　サラダ油 大さじ1～2　
中華スープの素（練り状） 小さじ1/2　水 30cc　水溶き片栗粉 適量

❶ キャベツの葉は一口大に切る。卵は目玉焼きにしておく。
❷ 鍋又はフライパンで2カップのお湯を沸かし、麺と❶のキャベツを加えて
中火で3分間炒める。

❸ ❷にキムチとコチュジャン、マヨネーズ、ごま油を入れ、よく混ぜてお皿
に盛り付けて、最後に目玉焼きをのせ、ごまをふると出来上がり。

❶ 卵とキムチ、砂糖を混ぜる。
❷ フライパンに油を入れ、強火で熱する。
❸ 焦がさないように火加減を調節しながら両面がカリっと焼く。お皿に盛り
付ける。

❹ 小さい鍋、ソースパンなどに水を入れ、沸騰したら、中華スープの素を混
ぜる。水溶き片栗粉を入れてあんを作る。

❺ ❸に❹をかけて完成。 

❶ 大皿にベビーリーフを敷き、添付のたれと芥子でよく混ぜた納豆、豆腐、
たくあん、卵黄、韓国海苔をのせる。

❷ たれの材料を合わせておく。
❸ たれをかけて、よく混ぜていただく。 

❶ 食パンをみみの部分だけ残し 包丁でくり抜く(額縁のように)。
❷ フライパンにバターを入れて 額縁のパンを入れる。
❸ パンの空間でキムチと豚バラを素早く炒める。
❹ 豚バラに火が通ったらその上に溶き卵を流し込み、更にチーズを加え、
切り離したパンでふたをする。火は弱火!!

❺ フライ返しでひっくり返してバターを追加し、カリッと焼き上げる。
❻ パンを2等分し刻みパセリを散らせ、ルッコラを添える。
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きのことホタテのバター炒めwithカクテキ

作り方

調理時間 15分

ホタテを入れてからはあまり長く炒めない。
カクテキのシャキシャキ感を残すため、食べる時にトッピング
して火は通さないようにする。

ただ辛いだけでなく、毎日摂ることで病気知らずと言われる
林檎の甘味と酸味でさっぱり感を出しました。また発酵食品
である味噌を入れることでコクを出し、ミニトマトやほうれん草
の緑黄色野菜を加えることで美容と健康面を意識したおしゃ
れなリゾットにしました。

キムチキムチ

キムチ

油揚げのなんちゃってキムチピザ風

作り方

調理時間 10分

相性抜群 チーズキムチ豆腐

作り方

調理時間 10分

チーズとキムチの相性抜群。電子レンジで加熱するので、ア
ツアツで、寒い季節に体も暖まります。
韓国の絞りたてゴマ油を使うと、香りが良いのでもっとオスス
メです。

忙しい主婦の簡単おつまみ風に作りました。
写真は、3枚ずつ盛り付けた1人分です。（2人分）
ある日、冷蔵庫に油揚げ3枚、スライスチーズ、キムチがあっ
たのでとっさに作ってみたら、これが好評でした。フライパン
でもトースターでも簡単に早く作れる逸品です。油揚げの中
にキムチととろけるチーズを入れちゃうのがコツですね。他、
いろいろ韓国のお餅やパプリカなども入れたら豪華ですね。
またエゴマの葉もいいですね。アレンジできるので楽しいで
す。日本の油揚げと韓国のキムチの融合です。

キムチ

キムチと林檎のリゾット

作り方

調理時間 30分

＜4人分＞
バター 10g　エリンギ 1本　まいたけ 1/4株　ホタテ 4個　カクテキ 8g

スライスチーズ　キムチ　豆腐　ゴマ油油揚げ 3枚（何枚でも可）　キムチ 100ｇ位（好みでＯＫ）
とろけるスライスチーズ 6枚（またはとろけるチーズでも可）
ごま油 少 （々お好みで）　マヨネーズ 少々(お好みで）
七味唐辛子 少 （々お好みで）　醤油 少 （々お好みで）

＜１人分＞
キムチ 30g　林檎 1/8個　豚肉 50g　しいたけ 1個　にんじん 2cm
ほうれん草 1束　ミニトマト 2個　米 1/2合　卵 1個　粉チーズ 適量
ごま油 適量
A
コチュジャン 小さじ1　味噌 小さじ1　水 250cc

❶ ホタテは横に半分に、エリンギは3cmほどの長さでスライス状に切り、ま
いたけは適度な大きさにほぐす。 

❷ フライパンでバターを温め、エリンギとまいたけを炒める。 
❸ ❷にホタテも加えてサッと炒める。 
❹ 各自のお皿に盛ったら、細切りにしたカクテキをトッピングして完成。
❺ 食べる時はカクテキも混ぜていただきます！

❶ 林檎は一口大、しいたけはスライス、にんじんはいちょう切り、ほうれん
草は4等分、ミニトマトは半分にそれぞれカットする。

❷ 熱したフライパンにゴマ油をしき、キムチ、林檎、豚肉、しいたけ、にんじ
ん、ほうれん草の茎の部分を炒める。

❸ 火が通ったら洗った米、水、ミニトマト、Ａの調味料を加え、蓋をして強火
で5分、弱火で10分炊く。

❹ 蓋を開けてほうれん草の葉を入れ、蓋をして5分蒸らす。
❺ 最後に溶き卵を回し入れ混ぜたらお皿に盛り付け、粉チーズをかける。 
 

❶ お豆腐をキッチンペーパーでくるみ、電子レンジで水切りをする。
❷ 水切りしたお豆腐の上にスライスチーズ2枚をのせ、電子レンジで加熱す
る。

❸ 刻んだキムチをのせて、ゴマ油をかけて出来上がり。

❶ 油揚げを半分に切る。
❷ 半分にした袋の中にきざんで、少し搾ったキムチととろけるスライスチー
ズ（またはとろけるチーズ）を平らに詰める。

❸ ごま油を少々入れて熱したフライパン（オーブントースターでも可）で両
面こんがり焼いたら、マヨネーズをかけてさらに焼き、最後に軽く醤油を
まわし入れて、七味（一味でも可）を軽くふって出来上がり。 

キムチ コチュジャン
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キムチ御飯のミルフィーユ仕立て

作り方

調理時間 40分

お米とキムチがミルフィーユのように層になり、楽しいメ
ニューとなる。  

・米粉のホワイトソースで小麦アレルギーの方も食べる事が出
来る。
・普通のグラタンと比べて、油脂がとても少ないので、さっぱ
りと胃もたれしにくい。
・バターが少ない分、キムチでこくを補っている。 

キムチ コチュジャンパプリカ

その他

キムチ

エゴマ 韓国海苔キムチ

アボキム納豆のチヂミ

作り方

調理時間 15分

キムチマフィン

作り方

調理時間 40分

ホットケーキミックスで手軽に作れる。
チーズを混ぜずに別々に使う事で、子供向きと大人向きの2
種類を作れる。

キムチの味をいかしたいので、生地には、味をつけてません。
チヂミがほんのりオレンジ色になって、食欲をそそります。
納豆とアボカドを入れることで、外はかりっ、中はもっちりとふ
たつの食感を楽しめます。  

キムチ

キムチもちグラタン

作り方

調理時間 40分キムチ

お米 2合　大葉またはエゴマ 10枚　韓国海苔 6～8枚　キムチ 大さじ5
鶏スープ 2.5カップ

キムチ 50g　ホットケーキミックス 200g　卵 1個　牛乳 100ml
マヨネーズ 大さじ2　ツナ 1缶　玉ねぎ 50g　クリームチーズ 30g
スライスチーズ 2枚　こしょう 少々　赤パプリカ(飾り用)

＜2人分＞
米粉 100g　片栗粉 20g　水 140cc　キムチ 150g　納豆 80g
アボカド 1個　ごま油 適量　糸唐辛子 適量　ポン酢しょうゆ 適量

キムチ 80g　ベーコンブロック 60g　玉ねぎ 1/4(40g)　しめじ 40g
トッポギ 10本(120g)　シュレッドチーズ 20g　米粉 大1と1/2(18g)
牛乳 225ml(250g)　バター 5g　塩・胡椒・油 少々　パセリ(飾り用)

❶ お米は洗ってざるにあげておく
❷ キムチは1cmぐらいに切る
❸ 炊飯器にお米1/3を入れ、大葉かエゴマを敷き、キムチを1/2ぐらい乗
せ、韓国のりを前面に乗せる。

❹ ❸と同様に、お米、大葉、キムチ、韓国のりを重ねる。
❺ 1番上に、お米を乗せ、スープを静かに入れ、炊飯する。
❻ 炊き上がったら、蒸らし崩さないように、縦に取り分け皿に盛りつける。

❶ キムチ(一口大)、ベーコン(棒状に切る)、玉ねぎ(薄切り)、しめじ(ほぐす)
はフライパンで炒める。

❷ トッポギ(半分に切る)を柔らかく茹でる。
❸ 小鍋に牛乳、米粉と塩を入れ、とろみがつくまで中火で混ぜ、ホワイト
ソースを作る。

❹ ❶のキムチ炒め、❷のトッポギと❸のホワイトソースの一部を混ぜてグラ
タン皿に入れ、残りのをかける。

❺ チーズをのせて、オーブントースターで7～10分焼く。
❻ 好みで刻んだパセリをのせる。  

❶ ボールに卵、牛乳、マヨネーズ、を入れ混ぜる。
❷ ホットケーキミックスを入れる。
❸ キムチ(細かく刻む)、ツナ、玉ねぎ(小さめの薄切り)を入れサックリ混
ぜる。

❹ マフィン型にスプーンで1杯生地を入れ、チーズを入れ、又生地を入れ、
チーズをのせる。※チーズは2種類を混ぜずに、それぞれ型に入れる。

❺ 上に小さく切ったパプリカをのせる。
❻ 180℃に余熱したオーブンで17～20分焼く。 

❶ キムチは、ざく切り。アボカドは、皮と種を取り、つぶす。
❷ ボウルに米粉、片栗粉、水を入れ、ホイッパーで混ぜる。さらに、❶と納豆
を加え、混ぜ合わせる

❸ フライパンにごま油をひき、生地を入れ、中火で両面をこんがり焼く。器
に盛り、糸唐辛子とポン酢しょうゆを添える。
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ご飯がすすむ☆キムチとたらこの和え物

作り方

調理時間 5分

簡単で、尚且つご飯がいくらでも欲しくなるレシピです。
キムチにより食欲を増進させ、ゴマ油で合えることで健康と
香ばしさを出しました。
ご飯だけでなく、お豆腐や、きゅうりなど、お好みで色々なも
のにかけて食べていただけます。

キムチコチュジャンキムチ

キムチ

キムチラザニア

作り方

調理時間 50分

コリアンソースで♪コリアンチキンピザトースト

作り方

調理時間 20分

鶏ささみは酒をまぶしてレンジで温めても良いですが蒸す
とふっくらします。  

バターや小麦粉を使わない豆腐のホワイトソースでカロリー
をカットしてさっぱりと召し上がっていただきます
トマトを使わずにキムチの汁を使うキムチミートソースでキム
チの旨味のある味わいを楽しんでいただきます
手軽に使えるギョウザの皮をラザニアパスタに見たてソース
と皮の層をつくります
大きな耐熱皿にたっぷりと作り、冬場の寒い時期、人の集ま
るパーティにもぴったりの韓国&イタリアンのフュージョンメ
ニューです

キムチ

玉ねぎたっぷり、じゃがいもチヂミとヤンニョムチキンのコンビネーション

作り方

調理時間 40分

キムチ 80g　たらこ 80g　ごま油 小さじ2　炒りごま 小さじ1

＜2人分＞
トッピング用コリアンダー（みじん切り） 小さじ２
トッピング用炒りごま白 小さじ１　食パン 2枚（小さいものなら４枚）
玉葱（スライス） 大さじ３　アボカドスライス 適量
鶏（ささみ酒をまぶし蒸して裂いたもの） 200ｇ
とろけるチーズ 適量　パンに塗るバター・マヨネーズ 適量
【コリアンソース】
コチュジャン 大さじ１　ケチャップ 大さじ1/2　しょうゆ 大さじ1/2
砂糖 大さじ1/2弱　ごま油 大さじ1/2　にんにくすりおろし 小さじ２弱 

A
白菜キムチ（古漬け） 200g　牛豚合挽き肉 200g
玉ねぎ（みじん切り） 1/2個　キムチの汁 150cc　
トマトケチャップ 小さじ3　じゃがいも 1/2個 
B
絹ごし豆腐 200g　無調整豆乳 小さじ2　塩 小さじ1/2
ギョウザの皮 20枚　ピザ用チーズ 100g　
パルミジャーノチーズ 小さじ2　バター 10g　パン粉 小さじ2

じゃがいも 大4個　片栗粉 大さじ2　玉ねぎ 1/2個　ピーナッツ 大さじ1
マヨネーズ お好みで　揚げ油　ごま油
【ヤンニョムチキン】
鶏もも肉 1枚　料理酒 大さじ2　片栗粉 大さじ5　ピーナッツ 大さじ1
【ヤンニョムソース】　
コチュジャン 大さじ1　ケチャップ 大さじ4　ニンニク 2かけ　
水あめ 大さじ3　砂糖 大さじ1　醤油 大さじ1　水 大さじ1　
ピーナッツ 大さじ1

❶ キムチを刻む。
❷ ❶に皮を除いたたらこを入れて混ぜ合わせる。
❸ ごま油と炒りごまをいれ、和えて出来上がり！

❶ 鶏もも肉を一口サイズに切り料理酒につけておく。
❷ 玉ねぎをスライスして30分以上水にさらしておく。
❸ じゃがいもを千切りにする。
❹ ピーナッツは細かく砕いておく。
❺ ヤンニョムソースを作っておく。
❻ 鶏もも肉に片栗粉をまぶし、フライパンに多めの油を入れ揚げる。
❼ 鶏もも肉が揚ったら熱いうちにヤンニョムソースとからめる。
❽ じゃがいもに片栗粉をまぶし、フライパンで形を整えながらチヂミのよう
に両面焼く。焼き上がる前にごま油を流し込むとカリッとなる。

❾ お皿にじゃがいものチヂミを乗せ、その上に残ったヤンニョムソースを薄
く塗る。

10 ヤンニョムチキンを乗せ、さらに水をきった玉ねぎをたっぷりと乗せてマ
ヨネーズとピーナッツをトッピングして出来上がり。

❶ パンにバター・マヨネーズを塗り、コリアンソースを薄く塗る。（ささみと
コリアンダーソースを混ぜたものを乗せるので塗る分は多すぎない様に）

❷ ❶にアボカドを敷きコリアンダーソースと混ぜたささみ、玉葱、チーズ、
白胡麻の順でのせる。

❸ トースターで焼き色がつくまで焼いて、刻みコリアンダーを散らす。 

※オーブンを200度に予熱しておく。
❶ フライパンでAの挽肉、玉ねぎを炒め、肉に火が通ったら食べやすく切っ
たキムチを入れ更に炒め、キムチの汁、トマトケチャップを入れて煮詰め
て水分が飛んできたら、すりおろしじゃがいもを入れとろみをつける。

❷ Bの材料をミキサーにかけて豆腐ホワイトソースを作る(火にかけず冷
たいままで可)。

❸ 耐熱皿に薄くバター(分量外)を塗り、❶のキムチソース、ギョウザの皮、
❷の豆腐ホワイトソース、ギョウザの皮と繰り返す。

❹ 順に重ねたらピザ用チーズとパルミジャーノチーズをかけてパン粉、バ
ターを散らし予熱した200度のオーブンで15分焼く。

❺ 焼きあがりにパセリを散らして出来上がり。
❻ 層が見えるよう取り分けていただく。 

子供の大好きなヤンニョムチキンとじゃがいものちぢみをピザ
のようにデコレーションしてみました。油で揚げたチキンは玉
ねぎと一緒に食べることでしつこくなく、あっさりとした味わい
になります。
じゃがいもは千切りにしたあとは水につけないで片栗粉をまぶ
します。水につけると焼いたときにバラバラになりやすいです。
玉ねぎは30分以上水にさらし、よく水を切っておきます。お好
みでたっぷりと乗せます。カリッと焼いたじゃがいもと揚げたチ
キン、たっぷりと乗せたジューシーな玉ねぎの組み合わせは
びっくりするほど美味しいです。

コチュジャン
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おもちの油揚げつつみ野菜ソテー添え

作り方

調理時間 30分

油揚げの綴目と下にして、お餅が出てこないように素早く焦
げ目をつける。ソテーした野菜は、わかりやすいように横に添
えてあるが、上に乗せて一緒に食べると良い。

エビがはっきりわかるようにのせて焼く。  

キムチコチュジャン

コチュジャン その他コチュジャン

キムチコチュジャン

韓国風おいなりさん

作り方

調理時間 50分

柿のコチュジャン味春巻き

作り方

調理時間 25分

具材を知らされずに食べたとき、春巻きにフルーツが入ってい
ることでの驚きがあります。
コチュジャンとチーズは良い取り合わせですが、さらに柿が加
わることでより深いコクが出ます。柿が調味料の役目もしてい
るので、つけダレはいりません。
キャベツと春巻きの皮がぱりぱりしていて、柿とチーズがとろ
りとしている、その食感のコントラストも楽しめる料理です。
できるだけ油を控えて「揚げ焼く」ことで、食後感も軽くなり
ます。

油揚げに、弱火で味を煮つめること。ナムルは、その時にある
材料でOkです。韓国ではビビンバ弁当でお弁当箱をふって混
ぜて食べる習慣がありますが、日本風のおいなりさんにすると
手軽に食べれ、野菜も一緒にとれてヘルシー。 

4種のチヂミとタレ

作り方

調理時間 30分キムチ

油揚げ（１/６カット） 1枚　おもち 2個　焼く用ごま油 適量
【ソテー用野菜】
人参 60g　ほうれん草 50g　えりんぎ 40g　玉ねぎ 70g
炒め用ごま油 適量
【合わせ調味料】
コチュジャン 30g　酒 7.5g　ニンニク 4.5g　はちみつ 7.5g

＜春巻き4個分＞
コチュジャン 小さじ1　柿 1個　チーズ（2枚） 40ｇ　キャベツ 60ｇ
塩 少々　サラダ油 大さじ4　春巻きの皮 4枚

ご飯（炊いたもの） 400g　油揚げ（１/3カット） 4枚
【油揚げ煮る用調味料】
水 100cc　コチュジャン 15g　酒 5g　しょうゆ 1g　砂糖 2g
【上に乗せるナムル】
もやし 1/4袋　ごま油 小さじ1/2　塩 少々　にんにく 少々
炒りごま 小さじ1/2　ほうれんそう 1p　ごま油 小さじ1　ニンニク 少々
塩 少々　にんじん 1/2　ごま油 小さじ1　塩 少々　白ごま 小さじ1
ぜんまい 80g程度　ごま油 小さじ1　塩 少々　醤油 少々

【生地】
小麦粉　水　卵　粉末だし　キムチ
【具材】
春菊(セリでもOK)　にんじん＋アーモンドスライス　ニラ　アオサ
韓国製干しエビ
【タレ】
ごま油　醤油　酢　刻みネギ　コチュジャン

❶ 油揚げにお湯をかけて油抜きをする。
❷ 油揚げにおもちを包んで、ごま油をひいたフライパンで焦げ目が付く程
度焼く。

❸ ソテー用野菜をごま油で炒める。
❹ 合わせ調味料を入れて混ぜる。
❺ 焼いたお餅に、ソテーした野菜を添える。 

【生地】
❶ ボールに生地の材料を入れて混ぜる。
❷ 各具材を細かく切る。
❸ ❶で作った生地のもとを4つのボールに分けてそれぞれ具材を入れる。
❹ ごま油を引いたフライパンに❸で作った具材が入った生地を焼く。この
ときに干しエビをのせる。

【タレ】
❶ タレの材料を混ぜる。

❶ 千切りにしたキャベツをボウルに入れ塩もみをする。しばらくするとキャ
ベツから水分が出るので、軽く絞り水分を除いておく。

❷ 1枚のチーズを半分にカットし、片面にコチュジャンを薄く塗る。
❸ 柿の厚さは５mmほど、面積は❷のチーズからはみ出さないよう切りそ
ろえる。

❹ 春巻きの皮に❷のチーズ、❸の柿、❶のキャベツの順に敷き詰める。コ
チュジャンを塗った面が柿と接触するように詰める。

❺ 春巻き全面が皮で二重になるように巻く。
❻ 油を入れたフライパンに❺の春巻きの縁の部分から焼き始める。表面が
カラッとなるように中火で揚げ焼く。焦げ目がついたら裏返しにして両
面を焼く。

❼ 半分にカットして盛り付ける。

❶ 油揚げにお湯をかけて油抜きをする
❷ 鍋に油揚げ煮るよう調味料を入れて油抜きした油揚げを加えて煮る
❸ ほうれんそう・にんじん・もやし・ゼンマイのナムルを作る
❹ コチュジャンで煮た油揚げに、炊けたご飯を詰める
❺ 油揚げのとじ目を上にして、ナムルを乗せる  
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❶ トマトソースを作る。冷たいままのフライパンにオリーブオイル、ニンニ
ク、唐辛子を入れ、弱火で香りが出るまで炒め中火にして玉ねぎのみじ
ん切りが透き通るまで炒める。トマトの水煮缶を加え、煮詰める。砂糖ひ
とつまみと塩、コショウで味を整える。

❷ スパゲティは表示より１分少なめに茹でる。
❸ 小エビは背わたを取り、イカはわたを取り胴は輪切り、足は食べやすく２
～３本に分ける。有頭海老の殻は剥かない。ニンニクはつぶしておく。ア
サリとムール貝は砂を吐かせて洗っておく。

❹ 火をつけないフライパンにオリーブオイル、つぶしたニンニク、唐辛子を入れ弱火で熱香りを出す。
❺ 香りが出たら強火にして・の材料を炒め、ワインを加え貝類の殻が開いたら一旦取り出す。
❻ ❹のフライパンにトマトソース、コチュジャン、スパゲティのゆで汁（お玉１～2杯）を加え塩、こしょうで味を整え、バター、取り出した魚介を戻す。
❼ ゆでたスパゲティを５に加え、ソースと絡める。皿によそいパセリのみじん切りを散らして出来上がり。 

鶏の唐揚げ コチュ味ソース

作り方

調理時間 50分

下味に卵白を入れるとカラリと揚がります。
片栗粉に上新粉をプラスすると軽くカラリとした唐揚げになり
ます！
オリーブオイルで揚げると風味よくカラッと揚がります。 

魚介類は一度取り出すことで固くならない。お好みで青唐辛
子を加えてもいいです！  

コチュジャン

キムチコチュジャン 韓国海苔 その他

コチュジャン

キムチコチュジャン パプリカ その他

とろろがけ♪月見チャプチェ

作り方

調理時間 40分

トックとホタテのピンチョスピカタ コチュジャンソース添え

作り方

調理時間 50分

トックとベビーホタテの形を活かし、ピンチョスにし、またピ
カタにすることで香ばしい美味しさに仕上げました。
大人向けにピリ辛のコチュジャンソースを添えましたが、お子
様にはケチャップ等でお召し上がりいただけます。

※とろろと卵黄を全体に絡めながらいただきます。コリアン
ソースのチャプチェに絡んで2つの食感を楽しめます。
※卵白は焼いて細切りにしてチャプチェに混ぜても良いです。

コチュカトーレ

作り方

調理時間 50分

鶏もも肉 1枚
【下味】
塩 小さじ1　コショウ 少々　酒 大さじ1　卵白 1/2個分
片栗粉：上新粉＝3：1 適量
【コチュ味ソース】
練りごま 大さじ1.5　マヨネーズ 大さじ1　コチュジャン 小さじ1
酢 小さじ1　醤油 小さじ2　砂糖 小さじ1　おろし生姜 小さじ1/2
おろしニンニク 小さじ1/2
【付け合わせの野菜】
レタス、トマトなど
【揚げ油】
オリーブオイル（ピュア）・・・サラダ油でもいい

爪楊枝 １４本　盛り付け用レタス 適量
【ピカタ】
トック ２８枚　ボイル済みベビーホタテ １４個　韓国海苔（３つ切り） ４枚
卵 １個　粉チーズ 大さじ２　ガーリックパウダー・塩・胡椒 少々
サラダ油 大さじ１
【ソース】
すりおろし玉ねぎ ５０ｇ　コチュジャン 小さじ１　日本酒・みりん 各大さじ１
醤油 小さじ１　砂糖 小さじ１/２

＜2人分＞
チャプチェ乾燥 100g　きくらげ 3枚　パプリカ 1個　青ネギ 3本
卵黄 2個※卵白は焼いて細切りにしてチャプチャに混ぜ込んでも良い
山芋すりおろし（冷凍市販でもOK） 80ｇ※好みでわざび少々混ぜる
炒め油 適量
【コリアンソース】
コチュジャン 大さじ1　ケチャップ 大さじ1/2　しょうゆ 大さじ1/2
砂糖 大さじ1/2弱　ごま油 大さじ1/2　にんにくすりおろし 小さじ2
生姜すりおろし 小さじ1
【山芋に混ぜる用】
ごま油・顆粒だし 各適量
【トッピング】
白ごま・青のり・柚子果汁 各適量

＜2人分＞
スパゲティ 300g　小エビ 10匹　イカ（小さめ） 1杯　アサリ 1パック
ムール貝 6個　有頭海老 2匹　ニンニク 1片　パセリのみじん切り 適量
唐辛子（輪切り） 適量　オリーブオイル 大さじ2
【トマトソース】　
トマトの水煮缶 1缶　タマネギ（みじん切り） 1/2個　唐辛子 1本
ニンニク（みじん切り） 2かけ　オリーブオイル 大さじ2　塩 少々
コショウ 少々　砂糖 ひとつまみ　トマトソース 300cc　白ワイン 100cc
コチュジャン（辛口） 大さじ1と1/2　バター 10g

❶ 鶏肉は一口大に切り下味をして、よくもみ込んでしばらくおく。
❷ コチュ味ソースの材料を全て合わせておく。
❸ ❶の鶏肉に片栗粉＆上新粉をまぶし、余分な粉は落としておく。
❹ 170℃の油で鶏肉を揚げる。
❺ 付け合わせの野菜と❹の唐揚げを盛りつけコチュ味ソースを添える。ソー
スを付けて召し上がれ！  

❶ ベビーホタテはキッチンペーパーで水分をふき取り、軽く塩・胡椒をする。
❷ 韓国海苔は1枚を4等分に切る。
❸ 卵・粉チーズ・ガーリックパウダーを良く混ぜておく。
❹ トックは重ならないように耐熱皿に並べ、ラップをかけ、レンジ加熱で柔
かくする。

❺ ❹のトック２枚で❶を1つずつ挟んだあと、❷を1枚ずつ巻き、爪楊枝を刺
し❸をからめて、油を熱したフライパンで焼き色がつく位まで焼く。

❻ 耐熱ボウルにソースの材料を入れ、ラップをかけレンジで3分程加熱し、
ソースを作る。

❼ 皿に❺とレタスを盛り付け、ソースを添えて完成。  

❶ コリアンソースの材料を混ぜる。
❷ チャプチェを熱湯で10分茹でてザルにあげ水を切る。
❸ ❷を茹でる間にパプリカ・きくらげ細切り・青ネギを5ｃｍカットする。　　
❹ ❷と❸を油でさっと炒め❶のソースを混ぜ火を止める。
❺ 器に盛り山芋に胡麻油と顆粒だしを混ぜたものを中央に（縁2/3を残し
て）かけ、卵黄をのせトッピングを散らす。  
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韓国珍味で もう一杯

作り方

調理時間 20分

コチュジャンの量は辛さの好みで♪  コテージパイのミンチを韓国風すき焼きのお味にし、マッシュ
ポテトとの間の味のアクセントにコチュジャンマヨネーズを使
いました。  

キムチ コチュジャン

コチュジャン パプリカ

パプリカ その他キムチコチュジャン

キムチ 韓国海苔コチュジャン その他

豆腐と野菜の寒天寄せ

作り方

調理時間 50分

パプリカでプルコギツナパスタ

作り方

調理時間 25分

缶詰のプルコギツナに味が付いているので、混ぜるだけで簡
単に食べれます。甘目が好きでない場合はキムチツナにする
といいと思います。  

コリアン コテージパイ

作り方

調理時間 40分

サキイカ　チッポ　チーズ　パセリ又はブロッコリー　ミニトマト　ねぎ
コチュジャン

プルコギツナ缶詰　パプリカ　卵　塩コショウ　パスタ木綿豆腐　きゅうり　ハム　コーン缶　梨　マヨネーズ　塩　胡椒　
粉寒天　酢コチュジャン　砂糖　すりごま

じゃがいも 300g　豆乳 100cc　塩 少々　牛ひき肉 200g
ズッキーニ 1/2本　パプリカ（赤・黄） 各1/4個
松の実（炒ったもの） 適量
A
醤油 大さじ2　酒 大さじ1　砂糖 小さじ2　にんにく すりおろし1/2片
ごま 大さじ1　薄力粉 小さじ1
B
マヨネーズ 大さじ1　コチュジャン 小さじ1/2

❶ チッポをサキイカのように細長く切っておく。
❷ ネギも細長く切っておく。
❸ サキイカとチッポとネギをビニール袋に入れて、そこへコチュジャンを入
れて袋ごとモミモミ♪15分そのまま放置～。

❹ ミニトマトは半分に切り、パセリはミニトマトほどの大きさに切っておく。
チーズは１センチほどの帯状に切る。

❺ 耐熱容器に15分経った珍味を入れ、その上にチーズを網の目に飾り、網
の目の中に赤いトマトとグリーンのパセリを交互に置いてデコレーション
する。

❻ ガスレンジのグリルに❺を入れて、弱で3分ほど焼いて出来上がり♪ 
 

❶ じゃがいもは洗って水がついたままラップに包んでレンジで3分上下返し
て3分加熱する。皮をむいて熱いうちにフォークでつぶし、豆乳と塩を加
える。

❷ 牛肉にAで下味をつける。ズッキーニ・パプリカはさいの目切りにする。B
を混ぜておく。

❸ フライパンに牛肉を入れ炒め、野菜も加え炒める。薄力粉を加え軽くま
とめる。

❹ 耐熱容器❸を入れ、Bを所々に散らし❶を敷き詰める。フォークで模様を
つけ、松の実を飾る。

❺ 200℃のオーブンで15分こんがりよい色がつくまで焼く。  

❶ お湯を沸かしパスタを茹でる。
❷ パプリカを2センチ位の輪切りにして、残りは適当な大きさに切る。
❸ 輪切りにしたパプリカに卵を入れて目玉焼きにし、残りのパプリカも炒め
て塩コショウをする。

❹ パスタをお皿に盛り、真ん中に目玉焼きをのせる。缶詰のプルコギツナ
を周りにのせて、炒めたパプリカものせて出来上がり。

❶ 豆腐を水切りし裏ごしする。
❷ きゅうり、ハム、梨を角切りにする。
❸ 寒天を煮溶かす。
❹ 裏ごしした豆腐にマヨネーズ、生クリーム、塩、胡椒を混ぜる。
❺ 角切りしたきゅうり、ハム、梨、コーンを裏ごしした豆腐に混ぜる。
❻ 煮溶かした寒天と混ぜる。
❼ 冷蔵庫で冷やし固める。
❽ 酢コチュジャンソースを添える。
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オッパのパプリカ肉詰め

作り方

調理時間 40分

韓国パプリカは甘くてジューシーなので、お肉と食べてバラ
ンスがいいと思います。
そのままでも味が付いているので食べられますし、我が家で
はポン酢をかけて食べますが、お好みでマヨネーズケチャップ
もおすすめです。

☆甜麺醤で下味をつけた牡蠣と鱈、そしてにんにく風味のご
ま油が韓国風を醸し出します。
☆パプリカにはあまり火をとおさず、シャキシャキの食感を楽
しみます。
☆味付けはややしっかりめに。バケットは具材をのせ、また油
に浸しても美味しいです。
☆えび、ホタテでも美味しく召し上がれます。  

牛肉にしっかり味をつけることと、マリネした野菜は汁気を
切ってからはさむこと。
彩り良く美味しく作りました。

キムチ コチュジャン

コチュジャン パプリカ

パプリカ

エゴマ

キムチパプリカ

パプリカ

韓国風アヒージョ

作り方

調理時間 25分

キムチ焼きうどんを、海苔・春巻きの皮コーンとともに

作り方

調理時間 50分

キムチ風味うどんの、豚キムチ・焼きうどんを、韓国海苔風味
のコーンで食す、フィンガー・フードです。楽しくて食べやすい
レシピです。  

カラフル焼肉バゲットサンド

作り方

調理時間 45分

＜2人分＞
韓国パプリカ 4個　豚挽き肉 200g　玉ねぎ 1個　卵 1個　
片栗粉 大さじ1　醤油 大さじ1　料理酒 大さじ4　味噌 大さじ1        
塩胡椒 少々　しょうが 少々　油 少々 　
お好みでポン酢やマヨネーズ、ケチャップ

パプリカ（赤・オレンジ・黄色）・きゅうり 各適量　キムチの素 適量　
豚ばら肉 １００ｇ　ニンニク 適量　ごま油・揚げ油 各適量　
塩・コショウ、ラー油 各適量
【キムチうどん】
強力粉 １００ｇ　キムチの素 小さじ４　水 大さじ３（生地の硬さにより加減）
【海苔・春巻きの皮コーン・８個分】
海苔 ４枚　春巻きの皮 ４枚　小麦粉 大さじ２を、同量の水で溶いたもの
ごま油・塩 各適量

＜2人分＞
韓国産パプリカ（赤・黄） 各1/2個　牡蠣 100g　鱈 2切れ　
じゃがいも（中） １個　エリンギ １本　しいたけ 2個　甜麺醤 大さじ１
料理酒 大さじ2　にんにく 2片　ごま油・サラダ油 各100cc　塩 適量
バケット 適量　刻みパセリ 適量

バゲット　牛肉（薄切り）　サンチュ（あればエゴマの葉）　ベビーリーフ
パプリカ　玉ねぎ　レンコン　南瓜　コチュジャン　マヨネーズ
【ジャン】
砂糖　醤油　酒　白すりごま　胡麻油　粉唐辛子　ニンニク　生姜
長ねぎ
【マリネ液】
砂糖　塩　酢　レモン汁

❶ パプリカのヘタを切ったら、半分に切り、種を取り除く。
❷ 挽き肉の表面に片栗粉をつけ、詰めた挽き肉がはがれにくくする。
❸ ボウルに挽き肉、玉ねぎ、卵、醤油、料理酒大さじ1、味噌、塩胡椒、しょう
がを入れて粘りが出るまで混ぜ、タネを作る。

❹ タネが出来たらパプリカに詰めていく。
❺ 詰め終わったら熱したフライパンに油をひき、くっつかないようにお肉側
を下にして並べて中火で1～2分焼いていく。

❻ お肉に焼き目が付いたらひっくり返して、料理酒大さじ3を入れて蓋をし
て弱火で5～6分蒸し焼きしたら出来上がり。  

❶ 牛肉をジャンに漬けて焼く。
❷ 玉ねぎとパプリカは薄切りにしてマリネ液に漬けておく。
❸ レンコンと南瓜は薄切りにして焼いておく。
❹ リベイクしたバゲットにサムチュ、あればエゴマの葉をはさみ、残りの具
材をバランス良くはさむ。

❺ 好みでコチュジャンマヨネーズをかける。

【キムチうどん】
❶強力粉に、キムチの素と水を混ぜたものを、ヘラで混ぜながら、２・３回に分け
加える（水を加減）。❷生地がつかなくなったら、打ち粉をした台にのせ、手の
平でよくこねる。打ち粉をしながら、耳たぶの固さにする。❸丸くまとめ、ラッ
プで包み休ませる。
【海苔・春巻きの皮コーン・８個分】
❶海苔・春巻きの皮は、対角に切り三角にする。❷春巻きの皮に刷毛で水溶き
小麦粉を塗り、海苔をはる。❸巻いてコーンの形にし、１８０℃に熱した揚げ油で
色よく揚げる。❹揚げたコーンに、刷毛で、ごま油を薄く塗り、軽く塩をふる。
【キムチうどん】
❶うどんを伸ばし、細く切り茹でる。冷水にとり洗い、水気を切る。❷フライパ
ンに、ごま油・スライスしたニンニクをいれ、中火にかける。香りが出てきたら、
２センチ幅に切った豚バラ肉・キムチを入れ炒める。❸肉の色が変わったら、う
どんを入れ炒め、塩・コショウ、仕上げに少量のラー油で味をととのえる。❹パ
プリカ・きゅうりを切り、盛り付ける。❺コーンに、うどん・野菜を詰め、いただく。

❶ 牡蠣は塩水できれいに洗い、水分を切っておく。鱈は2～3等分に切る。
❷ 材料の甜麺醤を料理酒でのばし、水分を切った❶の牡蠣と鱈を漬け込
む。

❸ じゃがいもは皮をむき、ラップに包み電子レンジで蒸す（600Wで3分く
らい）。竹ぐしが通るくらいになったら、４等分に切っておく。

❹ ごま油、サラダ油を鍋に入れ、粗みじん切りにしたにんにくを入れて火に
かける。

❺ 弱火でゆっくり油を温め、にんにくの香りがたち油がフツフツしてきた
ら、❷と❸を入れる。（❸は水気をふき取る。）

❻ ❺の牡蠣と鱈におおよそ火がとおったら、エリンギ、しいたけを入れ火を
通す。
塩で味をととのえる。

❼ 仕上げにパプリカを入れて、ひと混ぜしたら完成。
❽ きざみパセリ、カリカリに焼いたバケットを添える。 
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野菜とトックのカレー煮

作り方

調理時間 30分

根菜やキノコ類をたっぷり使った栄養が豊富なカレースープ
です。
普通はカレーにはご飯ですが、韓国のトックを使いました。彩
りに、韓国産パプリカで鮮やかにしました。 

別の料理で使ったパプリカのヘタを無駄なく利用する。
水800ccの代わりにお湯800cc入れても良いが、水からサ
ツマイモなど根菜を煮ることで甘味がでる。 

キムチ コチュジャン

パプリカ

パプリカ その他キムチ コチュジャン

キムチ 韓国海苔パプリカ

パプリカ

その他

パプリカとキムチの焼きシュウマイ風

作り方

調理時間 40分

油かけ大根とパプリカの冷麺

作り方

調理時間 40分

熱した食用油をネギなど香菜にかけて調理する中華料理の
手法を応用しました。
大根から出た汁がスープとなります。

ひき肉をスプーンで混ぜる。（お肉の脂で手が汚れない。）
ひき肉は五香粉と塩であらかじめ混ぜてから他の具材、調味
料を入れる。
玉ねぎにあらかじめ電子レンジで火を入れる。（後からの焼き
時間を短くできる。また、冷蔵庫で冷たくなったひき肉に入れ
るため、電子レンジで加熱後玉ねぎが冷め切らなくてもちょう
どお肉を柔らかく混ぜやすい温度にしてくれる。）
キムチは美肌や健康にも良いと言われ、パプリカに含まれる
ビタミンCは熱に強いとされている。ベータカロテンも油と一
緒だと体への吸収を助けてくれるので体にも良い料理と思い
ながら作るとよりおいしくできるので頭の片隅に入れておく。

キムチ

彩りレインボースープ

作り方

調理時間 20分

にんじん　じゃがいも　だいこん　たまねぎ　ほうれん草　ピーマン
パプリカ（赤・黄）　しめじ　エノキ茸　トック ５枚　水　カレー粉（固形）

＜2人分＞
冷麺 2袋　大根 300g　パプリカ（黄・赤） 各20g　ネギ 10g
ニンニク 1片　青唐辛子 1本
食用油（グレープシードオイル、ピーナッツオイルなど軽めの食用油）
カナリエキス 小さじ1　塩 大さじ2/3　ごま油 少々

＜4人分＞　
パプリカ 2個　片栗粉 適量　グリーンピース 24個
【肉だね用材料】　鶏ももひき肉 250g　オイスターソース 大さじ1　
塩 1つまみ位　ごま油 大さじ1　玉ねぎ 1/2玉　キムチ 65g位　
中華スープの素（練り状） 小さじ1/3　水又はお湯 大さじ2　
しょうが 1かけら　五香粉 少々　砂糖 小さじ1/2
【焼き用、仕上げ用材料】　サラダ油 適量（焼き用）　お湯 100cc（焼き用）　
オイスターソース 小さじ1（仕上げ用）　水溶き片栗粉（仕上げ用）
ごま油 大さじ1（盛り付け用）

＜6人分＞
パプリカのヘタ（2個分） およそ60g　大根 およそ5cm
乾燥きくらげ およそ2g　
サツマイモ 小さいもの1本（大きいものだと1/2本）　
太ネギ（葉の部分） 1/2本　しょうが 1かけら　とりもも肉 80～90g
五香粉 少々　塩 少々　中華スープの素（練り状） 大さじ１
水 800cc　水溶き片栗粉 少々

❶ ピーマンとパプリカを細切りし、油で炒めて小皿に上げておく。
❷ 鍋でじゃがいも（8等分）、だいこん（厚めのいちょう切り）を炒めて、そ
の後、玉ねぎ、にんじん（半月切り）、ほうれん草を炒める。5分くらい

❸ 水を鍋に、具材が浸るくらい入れ、具材が柔らかくなるまで煮る。
❹ カレールーを1欠片入れる。
❺ しめじとエノキ茸の石づきを、食材がばらけない程度に落とす。
❻ 別の鍋でトック５枚としめじ、エノキ茸をゆでる（3分くらい）
❼ 器に具だくさんのカレースープをよそい、しめじ、エノキ茸、トックを上か
ら盛り付けし、ピーマンとパプリカの細切りを盛り付ける。

❶ 乾燥きくらげをお湯でもとに戻しておく。
❷ さつまいも、大根を半月切りに（さつまいもは水に少しさらしておく）、パ
プリカを薄く切る。しょうがは千切り、きくらげ、太ネギも５センチくらい
の長さで細く切る。鶏肉は小さめにぶつ切りにする。

❸ テフロン加工したお鍋を使って、鶏肉を焼く。（皮付きの場合は油をひか
ない。）五香粉、塩で味付けし火が通ったら、しょうが、切った野菜を入れ
て水800cc、きくらげの戻し汁を入れて10分ほど煮る。

❹ 大根が透き通ってきたら、中華スープの素を入れて水溶き片栗粉を入れ
てとろみをつけて出来上がり。

❶ 大根をマッチ棒上に切る。
❷ 大根に塩をまぶして、軽くもみ、水気を出す。
❸ 薄切りしたパプリカ、みじん切りのネギ、すりおろしたニンニクを加え、熱
した食用油をネギとニンニクにかける。

❹ ❸をよく混ぜ、カナリエキスとごま油を加える。
❺ 冷麺を茹でて、水気を切り、皿に盛りつける。
❻ ❺に大根などを盛りつけ、薄切りした青唐辛子を飾りつける。 

❶ 中華スープの素をお湯で溶かす。（水の場合は電子レンジで1分程度加熱
して溶かす。）

❷ 玉ねぎをみじん切りにする。（できるだけ細かいみじん切りの方が良い。）
電子レンジでおよそ2分加熱し、冷ましながら他の作業をする。

❸ しょうがをすりおろし、キムチをみじん切りにする。
❹ パプリカを輪切りにする。1個を4等分に。ヘタは周辺に果肉があるので別
の料理用にとっておく。（サラダやスープなどに使うと良い。）

❺ ４等分にしたパプリカ2個を片栗粉にまぶしておく。（ひき肉とパプリカが
くっつきやすくなるため。）

❻ 冷蔵庫から取り出した冷たい鶏のひき肉に、五香粉、塩をスプーンで混ぜ
る。ある程度混ざったら、砂糖、オイスターソース、中華スープ、しょうが、玉
ねぎ（完全に冷めてなくても良い。）、ごま油をスプーンで混ぜる。

❼ テフロン加工のフライパン（直径30センチ位あると良い。）にサラダ油適
量（大さじ1～2）入れてパプリカを並べる。

❽ 並べたパプリカに調味料など混ぜたひき肉をスプーンで入れていく。こん
もりと山型にすると綺麗。グリーンピースを3粒ずつ乗せて彩りを添える。

❾ ❽を弱火で5分程度焼き、お湯を入れて中火から強火で蓋をして5分程度
焼く。火の通りをみて、良ければオイスターソースを加え出てきた肉汁と
混ぜる。水溶き片栗粉でとろみをつける。お皿に盛り付けてごま油を回し
かけたら出来上がり。 
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えごまの実のレバーペースト

作り方

調理時間 40分

エゴマの実とレバーの相性が良く、その組み合わせを活かす
ために調味料も韓国食材を選びました。洋風に作るものとは
違いますがパンにつけておいしく食べられます。炒り卵や野
菜を挟んでサンドイッチにするのもお勧めできます。  

韓国の方にはおなじみのエゴマの葉。
栄養価が高いけれど独特のくせがあり日本人には苦手な方
も多いのですがたくさん食べて頂きたいと思いレシピを作成し
ました。エゴマ油、エゴマの粉（トゥルケカル）も使用してより
一層エゴマの栄養効果を狙いました！！血液サラサラ、若返り、
ダイエット効果などなどたくさんの効果があるエゴマを日本の
方にもっと知ってもらいたいです♪

キムチ

エゴマ

エゴマキムチエゴマ

キムチ 韓国海苔エゴマ その他

アミの塩辛でパパロンチーノ

作り方

調理時間 30分

さばの唐揚げ 香味ソース

作り方

調理時間 50分

さばの下味をして出た水分をよく拭き取ることで臭みが取れ
ます。  

アミの塩辛の塩分を抜きすぎないように2～3回水を換えて洗
う程度に！ 

アンチエイジングマンドゥ

作り方

調理時間 40分キムチ

エゴマの実（擦りおろし） 大さじ4　鶏レバー 200ｇ　
味噌（テンジャン） 大さじ1　醤油（カンジャン） 大さじ1　ゆず茶 大さじ1
にんにく 2片　たまねぎ 1/2個　老酒 大さじ1　サラダ油 少々

生さば 1尾
【下味】
塩 少々　酒 大さじ1　片栗粉：米粉＝3：1　水菜 1/3把
エゴマの葉（千切り） 2枚
【香味ソース】
長ネギ（白い部分をみじん切り） 1/2本　エゴマの葉（みじん切り） 1枚
青唐辛子（お好みで） 1/2本　唐辛子 適量　白ごま 小さじ1/2
醤油 大さじ3　酢 大さじ1　砂糖 小さじ1　エゴマ油 小さじ1/2
揚げ油（サラダ油） 適量

＜2人分＞
スパゲティ 300g　アミの塩辛 大さじ2　アスパラ 2本　
ズッキーニ 1/2本　エゴマの葉 3枚　エゴマ 小さじ1
ニンニクのみじん切り 2かけ　青唐辛子 お好みで　唐辛子 1本
オリーブオイル 大さじ3　塩 少々　コショウ 少々　砂糖 ひとつまみ

豚ひき肉 150g　木綿豆腐 150g　エゴマの葉 10枚　キムチ 80g
万能ねぎ 5本分　餃子の皮 25枚
A
ニンニク（すりおろした物） 小さじ1　生姜 1かけ　長ネギ 10cm
醤油 大さじ1　ゴマ油 大さじ1　エゴマ油 大さじ1　エゴマの粉 大さじ2
塩・こしょう 少々
【付けダレ】
醤油 大さじ2　酢 大さじ2　万能ねぎ（小口切り） 2本分　
荒挽き唐辛子 小さじ1

❶ レバーの血を取り除き、老酒に漬けておく。
❷ 味噌（テンジャン）と醤油（カンジャン）、ゆず茶を混ぜて合わせ調味料を
作る。

❸ フライパンでエゴマの実を乾煎りする。焦げ目が少しついたら火を止

める。

❹ 玉ねぎを薄切りにする。
❺ フライパンにサラダ油を引き❹の玉ねぎとにんにくを弱火で炒める。
玉ねぎが透明になるまで炒めたら、❶のレバーを加える。

❻ レバーに完全に火が通ったら、❷の調味料を絡め火を止める。
❼ 上記の❻と❸のエゴマの実をミキサーにかけて、瓶に詰めて完成。ク
ラッカーやパンにつける。

❶ 木綿豆腐は水切りし、キムチは水気と切ってみじん切り、万能ねぎは小
口切り、長ネギはみじん切り、エゴマの葉は2センチ角くらいに切り、生
姜はすりおろす。

❷ ボウルに豚ひき肉を入れAを入れて粘りが出るまで練る。
❸ ❶と❷を混ぜ合わせて皮に乗せ帽子型に包み蒸し器で蒸す。
❹ 付けダレの材料を混ぜ合わせた物を付けて食べる。

❶ さばは3枚におろし、骨を取って食べやすい大きさにそぎ切りし、下味を
して5分おく。

❷ 香味ソースの材料を全て混ぜておく。
❸ ❶のさばの水気を拭いて片栗粉と米粉をまぶし、余分な粉をはたいて
おく。

❹ 油を170℃に熱しカラリと揚げ、油をよくきっておく。
❺ 皿に水菜を食べやすい大きさ（3～4センチ）に切ってのせその上に揚げ
たさばをのせ香味ソースをかけて、千切りにしたえごまの葉を天盛りに
する。  

❶ アミの塩辛をザルに入れ、塩を洗いよく水気を切る。エゴマの葉は千切
りにして水にさらし、水気を絞っておく。アスパラは斜め切り、ズッキーニ
は半月切りにする。

❷ スパゲティは表示より１分短めに茹でる。
❸ 冷たいままのフライパンにオリーブオイル、ニンニク、唐辛子を入れて弱
火で炒め、香りが出たら火を強めてアスパラ、ズッキーニを炒める。

❹ ❸に❶のアミの塩辛、スパゲティのゆで汁（お玉2～3杯）砂糖ひとつまみ
を加え味を見て、塩、コショウで味を整えて茹でたスパゲティを和える。

❺ 盛りつけてエゴマ、エゴマの葉を天盛りにする。 
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鶏の唐揚げ 香味ソース

作り方

調理時間 50分

鶏もも肉に卵白をもみ込むのでカラリと揚がります。
片栗粉に米粉をブレンドするのもカラリと揚げるポイントです！
揚げ油にオリーブオイルを使うと風味よく揚がります！！

簡単ですが、栄養バランスも良く、お弁当にもぴったりです。
チーズを入れる事によって深い味わいになります。

キムチ

パプリカ 韓国海苔

韓国海苔キムチ コチュジャン

エゴマ

パプリカ エゴマ その他

ホバクのグラタン

作り方

調理時間 30分

きゅうりと韓国海苔と塩昆布のチヂミ

作り方

調理時間 6分

きゅうりは塩もみせず、そのままでよい。

簡単ヘルシーお握らず

作り方

調理時間 10分

鶏もも肉 ３００g　片栗粉：米粉＝３：１の割合で適量
【下味】
塩 小さじ1/2　酒 大さじ１　コショウ 少々　
すりおろしニンニク 小さじ1/3　卵白 1/2個分　
【香味ソース】
万能ネギ（みじん切り） 2本　エゴマの葉（みじん切り） １枚
唐辛子の輪切り 適量　青唐辛子の輪切り お好みで　白ごま 小さじ１
醤油 大さじ３　酢 大さじ１　砂糖 小さじ１　ごま油 小さじ１／２
【揚げ油】
オリーブオイル（ピュア） 適量※サラダ油でもいい

＜1人分＞
きゅうり 1本　韓国海苔 1/2パック　塩昆布 適量　小麦粉 大さじ3
片栗粉 大さじ1　昆布茶 小さじ1/2　水 80cc位　卵 1個　油 小さじ1

ホバク　玉ねぎ　トマト　豚ひき肉　エゴマの葉　人参　パプリカ
ニンニク　オリーブオイル　トマトケチャップ　塩　胡椒　パン粉
溶けるチーズ

ご飯 1膳　チャンジャ 大さじ1　ナムル お好みで　
モッツァレラチーズ 大さじ1　パプリカ 1/4個　韓国海苔 2枚　
ごま油 少々

❶ 鶏もも肉は一口大に切り、下味をしてよくもみ込んで、しばらくおく。
❷ 香味ソースの材料を合わせておく。
❸ ❶の鶏もも肉に片栗粉＆米粉をまぶして、オリーブオイルでからりと揚げ
て油をきる。

❹ ❸を皿にもり、❷の香味ソースを掛ける。

❶ パプリカをみじん切りにして、海苔以外の材料と混ぜ合わせる。
❷ 広げた韓国海苔の上に四角く乗せて包むだけ。

❶ きゅうりを千切りにする。
❷ 韓国海苔を適当な大きさにちぎっておく。
❸ 油以外の材料をすべて合わせたら、油をしいたフライパンに流しいれ、
両面焼く。

❶ ホバクは縦半分に切り中身をくり抜く。
❷ くり抜いたホバク、玉ねぎ、トマト、エゴマの葉、パプリカ、人参、ニンニク
をみじん切りにする。

❸ フライパンにオリーブオイルを引きニンニクを炒める。
❹ 香りが出たら玉ねぎ、トマト、ホバク、エゴマの葉、パプリカ、人参、豚ひき
肉を炒める。

❺ 塩、胡椒、トマトケチャップ、パン粉で味付けして炒める。
❻ 炒めた具を縦に切ったホバクに詰め蕩けるチーズをのせて240℃オーブ
ンで10～15分焼く。

47 48



材　料

材　料 材　料

材　料

韓流版おにぎらず

作り方

調理時間 30分

最近流行している「おにぎらず」をキムチと韓国のりをふん
だんに使って作りました。好みで、キムチの量を加減すると、
子供から高齢者まで食べられると思います。

韓国海苔のパリパリ感を活かしたいので、木綿豆腐の水は
よく切っておくこと。あとは「K（韓国）」と「J（ジャパン）」のヘ
ルシー食材を仲良く並べること！

キムチ コチュジャン

韓国海苔

韓国海苔キムチ

コチュジャンキムチ 韓国海苔

韓国海苔

韓国風カルパッチョのサラダ仕立て

作り方

調理時間 20分

韓国海苔の炊き込み海鮮めし

作り方

調理時間 50分

時間的には50分かかりますが正味、調理する時間は10分
くらいの簡単なほったらかし料理です。
韓国海苔を炊き込むことで磯の香りいっぱいのご飯に仕上
がります。海鮮のだしと合わさって旨味がたっぷりです。炊き
上がり直前の海鮮だしの香りが食欲をそそります。

ごま油に卵黄、甜麺醤を入れてマイルドにしたカルパッチョ
ソースがお刺身とよく合って、美味しく食べることができま
す。またお好みで豆板醤の量は調整してください。
今回はホタテを使いましたが、マグロやカツオ、白身でも合う
と思います。
付け合わせに水菜ともやしのしゃきしゃき感が残るサラダにく
るみを入れいろんな食感が楽しめるよう工夫しました。また、
韓国のり、大葉が、味のアクセントになりさっぱり食べること
ができます。ぜひ、作ってみてください。

ヘルシーKJ巻き

作り方

調理時間 10分キムチ

ご飯 1膳分　キムチ 大さじ2～3　牛そぼろ 大さじ5
韓国海苔 全形1枚 切タイプ4枚
【調味料】
コチュジャン　生姜　醤油　砂糖　酒

米 2合　韓国海苔フレーク 20g　あさり 250g　イカ 1/2杯　エビ 10尾
酒 100cc　しょうが 10g　蒸し汁＋水 360cc　薄口醤油 大さじ1と1/3　
酒 小さじ2　キムチ 適量　長ネギ 適量

水菜 3～4束　もやし 半袋　大葉 8枚位　韓国海苔 1袋
くるみ 20～30g　白ごま 適量　ごま油 お好みで　醤油 ひとまわし
ミニトマト 3個　ほたてのお刺身 適量　
【カルパッチョソース】
卵黄 2個分　ごま油 大さじ2位
豆板醤 小さじ1/2　甜麺醤 小さじ1～2　醤油 小さじ1～2     
お好みではちみつを少量

韓国海苔 2枚　木綿豆腐 1/12丁　ひきわり納豆 小さじ1杯 　
カクテキ 6本

❶ キムチは食べやすく切っておく。
❷ 牛挽肉を酒、しょうゆ、砂糖でほぐし、煮詰める。味見して、コチュジャン
を好みで合わせる。

❸ ラップを韓国のり全形の大きさに敷く。その上に、韓国のり全形を置く。
❹ 真ん中に、ご飯の半量を10センチ四方ぐらいに広げる。
❺ 牛そぼろを上に乗せ、韓国のり切タイプを2枚乗せ、キムチを乗せ、また
韓国のり切タイプを乗せ、残りのご飯を平らに乗せ、韓国のり全形で包み
込み、更にラップで包む。

❻ 落ち着いたら、好みの大きさに切る。

❶ 木綿豆腐の水を切っておく。
❷ 韓国海苔（1枚）の上に１の豆腐を崩して敷きつめる。
❸ ❷の上にカクテキ（3本）も乗せて巻く。
❹ 韓国海苔（1枚）の上にひきわり納豆を敷く。
❺ ❹の上にカクテキ（3本）も乗せて巻く。
❻ お皿に盛って、2本の「ヘルシーKJ巻き」の出来上がり！

❶ 米を洗いザルにあげて水気をきる。生姜は千切りにする。
❷ イカは皮を取り食べやすい大きさに切る。エビは殻を剥き背ワタをとっ
て半分に切る。

❸ あさりは殻を擦り合わせて洗い水気をきる。
❹ 鍋にあさりと酒100ccを加えて火にかける。あさりの口が開いたらイカ
とエビを加え、一煮立ちしたら火を止める。

❺ あさりの殻を取り、蒸し汁と海鮮に分けておく。
❻ 炊飯器に米と蒸し汁＋水、薄口醤油、酒、しょうがを加え全体を混ぜ、韓
国海苔も加えて炊飯する。

❼ 炊き上がったら海鮮を加えて2～3分蒸らしたら出来上がり。
❽ お好みでキムチや白髪ねぎをトッピングする。

❶ 水菜、もやしはさっとゆでボウルに入れる。
❷ そこへ、適当な大きさにちぎった、大葉を入れ、しょうゆとごま油で味を
つける。

❸ 食べる直前に、荒く刻んだくるみとちぎったのり、白ごまを入れて和える。
❹ ミニトマトは洗って半分に切り、ホタテも適当な大きさに切っておく。
❺ カルパッチョソースを作る。ボウルに、すべての材料を入れ味を調える。
❻ お皿に盛り付けて完成です。
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豆乳プリン韓方ソース

作り方

調理時間 25分

なつめには１日３個食べれば歳を取らないと言われるほど栄
養価が高く、アンチエイジング・美肌効果にも優れています。
韓国産のなつめに楊貴妃も美しさを維持する為に食べてい
たと言われる白キクラゲの韓方ソースを大豆イソフラボンが
豊富で女性の味方である豆乳のプリンの上に乗せました。

生コンニャクに含まれるヒアルロン酸、大豆に含まれるイソフ
ラボン、キムチの乳酸菌で美肌を目指します。

キムチ

韓国海苔 その他

その他キムチコチュジャン

キムチその他

その他

柚子茶タッカンジョン

作り方

調理時間 50分

なつめ入り葛餅

作り方

調理時間 40分

乾燥黒豆があったのできなこを手作りしましたが、市販のき
なこでもＯＫです。

揚げたての鶏肉に柚子茶ヤンニョムを絡ませると味が良く付
きます。冷めても美味しい一品です。

お粥で美肌

作り方

調理時間 20分キムチ

【豆乳プリン】
豆乳 200cc　てんさい糖 大さじ2　バニラエクストラ 小さじ1
粉寒天 小さじ1
【韓方ソース】
なつめ 2個　白キクラゲ 1かけ　リンゴジュース(ストレート) 100cc

葛粉 30g　黒砂糖 50g　水 150cc　むきくるみ 3～5個
なつめ(刻む) 3個　黒豆きなこ 適量

＜4人分＞
鶏腿肉or胸肉 2枚　片栗粉 適量　　
醤油・葱みじん切り・生姜みじん切り・にんにくみじん切り 各小さじ2
唐辛子油・醤油 各大さじ2　酒・コチュジャン 各大さじ1と1/2
柚子茶 大さじ3　コショウ 少々　ピーナッツ 30g

生コンニャク　カレーがおいしくなる豆　白菜キムチ　韓国海苔　ダシダ
お米　卵

❶ 豆乳、てんさい糖、バニラエクストラを鍋に入れ温める（この時沸騰させ
ない事！）。

❷ 少量の水でしとらせた粉寒天を❶に入れ煮とかす。
❸ ❷のあら熱を取り器に入れ冷蔵庫で冷やす。
❹ 白キクラゲはぬるま湯で戻しから柔らかくなるまでゆでる。なつめは軽
く洗ってから食べやすい大きさに切る(種に注意！)。

❺ ❹とリンゴジュースを鍋に入れて煮てから冷蔵庫で冷やす。
❻ 冷やした韓方ソースをプリンの上にかけて出来上がり。

❶ 炊飯器でお粥を炊き、卵を入れてかき混ぜておきます。
❷ 生コンニャクを水で洗い、食べやすい大きさに切ります。
❸ 生コンニャク、白菜キムチ、カレーがおいしくなる豆と水250ccを入れて
10分位煮ます。

❹ ダシダを入れてよくかき混ぜます。
❺ お粥に❹をかけて、ちぎった韓国海苔をかけて完成です！

❶ 葛粉と黒砂糖を鍋に入れ、水を少しずつ加えまぜる。
❷ 中火にかけ、のり状になるまで練る。
❸ くるみとなつめを加えまぜる。
❹ クッキングシートを引いたバットなどに❸を流し入れ冷やす。
❺ 黒豆きなこを作る。クッキングシートをひいた耐熱皿に、乾燥黒豆を並べ
てレンジ600wで3分～3分30秒加熱。(豆がはじけて良い香りがしてく
るまで)荒熱とれたらミルで粉状にする。

❻ 冷やして固まった❹を食べやすい大きさに切って器に盛りつけ、❺をふり
かける。(まぶしてもよい)。

❶ 鶏肉は食べやすい大きさに切り、下味（醤油、酒、葱・にんにく・生姜のみ
じん切り）と味を馴染ませておく。

❷ ピーナッツは軽く炒って荒めに切っておく。
❸ 唐辛子油・醤油・酒・コチュジャン・柚子茶を混ぜ合わせておく。
❹ 鶏肉に片栗粉をまぶし、低めの温度で揚げ始め（170℃くらい）仕上がり
間際に高温でカリっとさせる。

❺ 合わせておいたヤンニョムを揚げた鶏肉にからませる。この時にピーナッ
ツも入れる。
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唐辛子で角煮

作り方

調理時間 30分

タレは市販でも良いし色んなタレで味が変わるので飽きずに
楽しめてオススメです。

今回は料理時間の関係でカップケーキ型を使いましたが
18cmの型で焼いてもいいです。（180℃40～45分）ミキ
サーが無い場合はチーズと砂糖を泡立て器ですり混ぜてか
ら、残りの材料（ゆず茶はキッチンハサミで切る）を入れてよ
く混ぜて下さい。冷蔵庫で一晩冷やした方がしっとりとして美
味しいです！

キムチ

その他

その他キムチ

キムチその他

その他

ゆず茶でシフォン

作り方

調理時間 50分

ぶりの照り焼き ゆず茶風味

作り方

調理時間 30分

下味を付けたぶりの水気を拭き取ることで臭みが取れます。
タレに漬け込まないので、すぐに出来ますし焦げずに作れます！
小麦粉をまぶして焼いているので、タレに適度のとろみが付き
ます！

今回は時間の関係でマフィン型で作りましたが
この分量で１７センチのシフォン型でも作れます。（焼き時間は
30～35分）
ゆず茶を使うので砂糖は控えめです。

ゆず茶チーズケーキ

作り方

調理時間 50分

豚バラ 500ｇ　焼肉のタレ 適量　韓国唐辛子 適量

ぶり 2切れ
【下味】
塩 1/2　酒 大さじ1　小麦粉 適量　大根おろし 適量
【タレ】
しょう油 大さじ2　酒 大さじ2　ゆず茶 小さじ1

＜マフィン型 8個分＞
小麦粉 80g　三温糖 40g　卵黄 4個　卵白 4個　塩 ひとつまみ
サラダ油 大さじ1　ゆず茶 大さじ4　水 大さじ2

＜カップケーキ型 6個分＞
クリームチーズ ２００g　生クリーム ２００cc　小麦粉 大さじ３　卵 ３個
三温糖 ７０g　塩 ひとつまみ　ゆず茶 大さじ２

❶ 豚肉をゆでて一晩置いておく。
❷ 浮いてきた油を取り除き、焼肉のタレで煮る。
❸ 韓国唐辛子を適量入れて甘辛くなればＯＫ。

❶ クリームチーズは室温に戻しておく。オーブンは180℃に予熱しておく。
❷ ミキサーに全ての材料を入れ2分間混ぜる。
❸ カップケーキ型の8分目まで生地を入れ、軽くトンと落として空気を抜く。
180℃のオーブンの下段で30～35分焼く。

❶ ぶりに塩を振り、酒を掛けて１０分おく。
❷ ぶりの水気をペーパータオルで取り小麦粉をまぶし余分な粉は落とす。
❸ タレを合わせておく。
❹ フライパンにサラダ油を熱し中火で❷のぶりを両面焼く。
❺ ぶりに火が通ったら❸をまわし入れ、タレをスプーンでぶりに掛けて照
りを出す。

❻ 皿に盛り付け大根おろしを添える。

❶ オーブンは170℃に予熱しておく。ゆず茶は水と混ぜてキッチンハサミ
でゆずを刻んでおく。

❷ 小麦粉を振るっておく。
❸ 卵黄に三温糖を分量の半量入れ、白っぽくなるまで混ぜる。サラダ油を
加え乳化させたら❶のゆず茶加える。

❹ 小麦粉も加えてさっくりと混ぜる。
❺ 別のボウルに卵白と塩ひとつまみを入れメレンゲを作る。泡立ったら残
りの三温糖を2回に分けて加え、角が立つまでしっかり泡立てる。

❻ ❺のメレンゲの1/3を❹のボウルに加えてさっくり混ぜる。残りのメレン
ゲを2～3回に分けてゴムベラでさっくり混ぜる。

❼ ❻の生地を型の8分目まで入れ軽くトンと落として空気を抜き、170℃
のオーブンの下段で20～25分焼く。

❽ 焼き上がったら逆さにして冷ます。（焼き縮み防止）
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コリアうまいきのこポックム

作り方

調理時間 35分

きのこを入れたら手早く仕上げます。ローカロリーでちょっと
だけ薬膳。

今回はヘルシーにしたいと思いオーブンで焼きましたが、春
巻きタイプの成型で揚げるのもおすすめです。

キムチ コチュジャン韓国海苔 その他

その他

キムチ

キムチその他

その他

ゆず茶で鶏の唐揚げ

作り方

調理時間 50分

我が家のＮＯ.１！長芋と豚バラのヤンニョム和え

作り方

調理時間 15分

長野県の私の住む町は、長芋の産地。
今が旬のほくほく長芋を贅沢に大きくカットするのがポイン
ト。仕上げのヤンニョムを和える時は、しっかりと揚げた長芋
に万遍なく和える。食べだしたら、もう病みつきになりますよ。

ゆず茶に蜂蜜が入っているので、鶏肉がジューシーで柔らか
くなります。唐揚げを油を切らずにネギに乗せるので、唐揚げ
の熱と油でネギがしんなりとして美味しくなります。盛りつけ
時の注意として、2、3段目の唐揚げはしっかり油を切ってく
ださい。下の唐揚げが油っぽくなってしまします。ちょっと贅沢
ですがオリーブオイルで上げると風味よくカラリと揚がります。

トックアップルパイ

作り方

調理時間 30分

牛肉（薄切りまたは切り落とし）　好みのきのこ3～5種類　なつめ　
松の実　細ねぎ　卵　塩　胡椒　胡麻油
【下味（ジャン）】
醤油　胡麻油　みりん　酒　砂糖　すりおろしニンニク　生姜汁
白すりごま

長芋 600g　豚ばらスライス 200ｇ　しめじ 160ｇ　片栗粉 大さじ４
揚げ油 適量
【調味料】
酒・みりん 各50ｃｃ　醤油 大さじ３　酢・白だし 各大さじ１　
ヤンニョム 大さじ２　ダシダ 小さじ1/2
【飾り】
韓国海苔　白ごま　糸唐辛子 少々

鶏もも肉 2枚　長ネギ 1本　コショウ 少々　醤油 小さじ2
カイワレ菜 1/3パック
【下味】
醤油 大さじ2　酒 大さじ2　オイスターソース 大さじ1　ゆず茶 大さじ1
塩 少々　コショウ 少々　おろし生姜 大さじ1　おろしニンニク 小さじ1/2
ごま油 小さじ1　片栗粉：上新粉＝3：1 適量
【揚げ油】
オリーブオイル（ピュア） 適量

リンゴ（中） 1個　砂糖 大さじ３　バター 10g　レモン汁　春巻きの皮
トック ６０ｇ

❶ 牛肉は細切りにして下味をつけておく。
❷ きのこは大きいもの太いものは手でさいて、軽く塩胡椒しておく。
❸ なつめは種を取り細切り、細ねぎも斜めに切る。
❹ 卵は白身と黄身に分け、薄焼きして飾り切りする。
❺ 胡麻油で牛肉を炒め、色が変わったらきのこを入れる。
❻ なつめ、松の実、細ねぎを入れて火を止める。
❼ 卵を飾る。

❶ リンゴは縦4つのくし型に切り、皮と種を除いて、真ん中で半分に切り
5mmぐらいにスライスする。

❷ ❶のリンゴをフライパンに入れ砂糖をまぶし5分ほどおいてから、火にか
ける。少ししっとりしたらふたをして、リンゴから汁が出てきたら、トック
を入れまたふたをする。トックがやわらかくなったら、ふたをあけ、水分
がなくなったら、バターを加え混ぜて、火を止めたらレモン汁を加える。

❸ パイの型などに、卵液をぬった春巻きの皮を２～３枚重ねておき、❷のリ
ンゴとトックを交互にならべ、上からもう1枚春巻きの皮をのせ、卵液を
上からもぬる。❸のリンゴとトックのあまりは、春巻きのように巻、まわり
に卵液をぬる。

❹ 180℃のオーブンできつね色になるまで、約10分焼く。

【下処理】
● 長芋は大きめの短冊切りに。
● 豚バラは一口大に切る。
● しめじは石づきをとる。
【作り方】
❶ 長芋に片栗粉をまぶして揚げる（しっかり目に）。
❷ フライパンに豚バラ、しめじを入れ炒める。次に調味料を順次入れ、さら
に加熱する。

❸ ❷に❶を加えさっくりと混ぜ合わせれば出来上がり。仕上げに、白ごま、
韓国海苔をちぎり、糸唐辛子を飾る。

❶ 鶏肉は一口大の食べやすい大きさに切る。長ネギは斜め薄切りにして皿
に平に盛りつける。長ネギにコショウ、しょう油をかける。

❷ 鶏肉をビニール袋に入れて下味の調味料全てを入れてよくもみ込む。
❸ ３０分以上置いてから片栗粉＆上新粉をまぶして、１７０℃のオリーブオイ
ルでカラリとあげる。

❹ 揚げた鶏肉はバットなどに上げず、直接ネギの上に上げる。（１段目だけ）
唐揚げが2段、３段と盛りつける場合はバットなどに上げて油をよく切る。

❺ カイワレ菜を周りにちらす。
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ビビンクレープ

作り方

調理時間 50分

中の具、味付けもお好みでアレンジできます。韓国料理のチ
ヂミとビビンバを合わせてみました。包むタイプは食べやすい
のでおすすめです。

サツマイモの火の通りを考え、薄めの乱切りにするのがポイ
ント。

その他

キムチ コチュジャン

キムチ

パプリカ その他

その他

華やかクリーミートッポギ

作り方

調理時間 10分

生クリームをあまり熱し過ぎない事。
2人分にするときは、トッポギの量を倍に増やしたらよい。1人
分のときはスープクリームパスタ風、2人分のときは、クリー
ムソース風になる。

トッポギイモクルミ

作り方

調理時間 15分

チヂミ粉 100ｇ　水 150～200ｃｃ　ほうれん草 2株　人参 1/2本
もやし 100ｇ　お好みの肉 100ｇ　焼き肉のタレ 大さじ1　卵　ごま油　
塩　砂糖

＜1人分＞
トッポギ およそ80g　アボカド 1/2個　オレンジパプリカ 1/3個
ミニトマト 5個　スライスチーズ 1枚　ニンニク 1片　
厚切りベーコン 60g　オリーブオイル 小さじ1　オイスターソース 大さじ1
生クリーム 100ml　黒こしょう 少々　ディル（飾り用）

＜3人分＞
トッポギ（6本） およそ40g　サツマイモ 1本　リンゴ 1/8個　
生クルミ 25g　オリーブオイル 大さじ1　黒砂糖 小さじ2
シナモンシュガー 少々　レモン汁 お好みで

❶ チヂミ粉を水を150cc入れて混ぜ、クレープの生地のようにとろーりと
した固さになるまで残り50ccを少しずつ入れる。

❷ ほうれん草はゆでて2cmぐらいに切る。千切りにした人参ともやしもそ
れぞれ茹でる。それぞれにごま油大さじ1、砂糖小さじ1/3、塩少々で味
付けしナムルを作る。

❸ お好みの肉を炒め焼肉のタレで味付けする。
❹ 卵は、ガレット風は目玉焼きか温泉卵に、包むタイプは、炒り卵や錦糸卵
を作る。

❺ ❶の生地を薄くクレープのように焼く。
❻ ❺のクレープに❷❸❹をのせガレットタイプは真ん中が見えるように4
か所を折りたたむ。包むタイプはそのまま包んでしまう。好みでコチュ
ジャンをつけて食べる。

❶ トッポギはヌメリを洗い、2分ほどゆでる。
❷ サツマイモは薄めの乱切りにし、水でさらし、電子レンジでおよそ2分加
熱。リンゴは、サイコロ大に切っておく。

❸ テフロン加工した鍋に、オリーブオイル、黒砂糖を入れる。弱火にしてお
いてサツマイモを投入。蓋をして、時々かき混ぜながら5分ほど火をい
れる。表面がカリカリになって、中に竹串がすっと入るようになったら、リ
ンゴ、くるみ、トッポギを入れて絡める。

❹ シナモンシュガーを少々入れて、盛り付けて完成。（酸味が好きな方は
シナモンシュガーとともにレモン汁を小さじ1/2ほどふりかける。） 

❶ トッポギはヌメリを洗い、2分ほどゆでる。
❷ ミニトマト以外の野菜を切る。ニンニクはスライス。アボカド、オレンジパ
プリカは1cm角くらいの大きさで切っておく。

❸ 厚切りベーコンは拍子切りにしてあるものを買うか、自分で拍子切りに
しておく。

❹ テフロン加工のフライパンにオリーブオイル、ニンニクを入れ香りがでる
まで弱火で熱する。ベーコン、オレンジパプリカを入れ3分ほど炒める。

❺ 火を止めてアボカド、オイスターソースを入れ混ぜる。生クリームを入れ
て、中火で30秒ほど熱する。

❻ 火を止めてスライスチーズとミニトマトを入れる。スライスチーズが溶け
てきたらトッポギを混ぜて盛り付ける。

その他

秋刀魚のベッカフィーコ

作り方

調理時間 30分

１．秋刀魚の水気を良く取る
２．アミ塩を入れるので塩は使わない

＜4人分＞
秋刀魚 4尾　ニンニク 2片　パン粉 大さじ3　パセリ 1本　
アミ塩 大さじ1　松の実 大さじ1　コショウ 少々　オリーブ油 適量　
※お好みでレモンやグリーンの野菜を盛り付け時に使用

❶ 秋刀魚は3枚に下ろす。
❷ ニンニクはみじん切りしパセリも細かく切り、パン粉、アミ塩、松の実
を合わせておく。

❸ 秋刀魚に軽くコショウをし、アミ塩等を混ぜ合わせたパン粉の腹側に
乗せ、楊枝で留める。

❹ フライパンにオリーブ油を入れ温めてから秋刀魚を入れて焼く。
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