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キャラクター紹介

おじ子（２X歳・女）おじ子（２X歳・女）

すごいマイペースな自称おじさん系女子。大雑把すごいマイペースな自称おじさん系女子。大雑把

でめんどくさがりですが、悪い奴ではないです。でめんどくさがりですが、悪い奴ではないです。

あまり料理もやらないが、食への関心が強く食べあまり料理もやらないが、食への関心が強く食べ

るの大好きお酒飲むのが大好きなので自分好みのるの大好きお酒飲むのが大好きなので自分好みの

ものでよりうまい酒を飲もうとおつまみ探求を始ものでよりうまい酒を飲もうとおつまみ探求を始

めてみた。めてみた。

好きなお酒好きなお酒

缶チューハイ（ぶどうのお酒が特に好き）缶チューハイ（ぶどうのお酒が特に好き）

梅酒梅酒

焼酎焼酎
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おじ子のおうち居酒屋へいらっしゃい

はじめまして、おじ子です！

この本を手に取ってくださったということは

あなたもお酒お好きなんですね！！

うまいお酒を体に流し込んで「ぷはぁ〜」として

これまたうまいおつまみを食べる幸せを知ってる同士だと

勝手ながら思っております。

さて、この料理本は

［食品ロス］×［めんどくさがりさんで料理初心者］

というテーマです。

あなたは食品ロスについてどれくらい知ってますか？

少しだけでもいいんです。

ちょっと大事な食品ロスについて一緒に知りながら

おじ子流美味しいおつまみを作って一杯やしましょう♪

まずは、何から作りましょう！

おじ子より

はじめに
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　材料（　　　）　調理時間（　　　）

　　作り方

１０分５分

１.お好きな固さのゆで卵を作ります。またコンビニのゆで卵でもOK

２.1 にきざみネギをたっぷりのせる。

３.ごま油をゆげが出るまで熱し、２の上にかける。

４.最後に塩を振ったら完成！

ポイント

☆食べ終わった残りをご飯の上にかけたり、卵かけにプラスして余すとこなく美味しく食べられる！！

簡単ネギゆでたま

・ゆで卵　　　　３個

・きざみネギ　　一握り

・ごま油　　　　大さじ３

・塩　　　　　　２つまみ

２人分

黄身はトロトロ、ネギたっぷりが黄身はトロトロ、ネギたっぷりが

おすすめ！！おすすめ！！
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　材料（　　　）　調理時間（　　　）

　作り方

１０分

・サラダチキン　　１パック

・きゅうり　　　　１本

・塩　　　　　　　少々

・ポン酢　　　　　大さじ２

・ごま油　　　　　大さじ１

・砂糖　　　　　　小さじ１

・白いりごま　　　少々

１.ポン酢、ごま油、砂糖、白いりごまをよく混ぜ合わせる

２.きゅうりを縦半分に切ったあと薄く斜め切りにする、塩を振り水分が出てきたらキッチンペーパーで

　　拭き取る

３.サラダチキンを食べやすい大きさに切り、１、２と混ぜ合わせる

４.お皿に盛り付けお好みでさらに白ごまをかけたら完成！

２人分 ５分５分

ポイント

☆スーパーやコンビニで手軽に買えるつサラダチキンはお肉を茹でる手間もかからず、家によく残るきゅう　　　　

　りと合わせるだけのさっぱり簡単おつまみに

きゅうりとサラダチキン
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　材料（　　　）　調理時間（　　　）

　　作り方

パリパリチーズ

・スライスチーズ　　４枚（溶けるタイプ）

・粗挽き黒胡椒　　　少々

２人分 ５分５分５分

１.スライスチーズを二等分にして、オーブンシートにのせる

２.粗挽き黒胡椒を振って、電子レンジで１分〜２分加熱する（電子レンジは６００Wを使用）

３.粗熱をとり、お皿に盛り付けて完成！

ポイント

☆食べやすいサイズにカットして、食べきれる分だけで作りやすいので残らない、簡単おつまみ！
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　材料（　　　）　調理時間（　　　）

　作り方

カニカマをたっくさんカニカマをたっくさん

入れると美味しい！入れると美味しい！

しゃり蔵はこれでもか！というしゃり蔵はこれでもか！という

くらい粉々にしてください！くらい粉々にしてください！

カニカマしゃり蔵ポテサラ

・ポテトサラダ　　一袋

・しゃり蔵　　　　１/２本袋くらい

・カニカマ　　　　数本

・かつおぶし　　　少々

・七味　　　　　　少々

１.ポテトサラダを取り出し、カニカマをお好みにさいて入れる

２.しゃり蔵を細かく粉々にしてから１に混ぜる

３.お好みで七味をふりかけて完成！

ポイント

☆出来合いのものを、アレンジしてさらに美味しいおつまみに大変身！簡単に買えるもの、また家に残って

　いそうなものでササッと作れる！

２人分 １０分
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　材料（　　　）　調理時間（　　　）

　　作り方

ごま油をたっぷり使うこと！ごま油をたっぷり使うこと！

３分くらいでさっと温めるくらいが３分くらいでさっと温めるくらいが

美味しいです！！美味しいです！！

ネギ油つけダレスモークチキン

・長ネギ　　　　　　１/２本

・スモークチキン　　１袋

・ゆで卵　　　　　　１個

・ごま油　　　　　　たっぷり

・醤油　　　　　　　適量

・塩　　　　　　　　少々

・七味　　　　　　　少々

２人分 １０分５分５分

１.長ネギを輪切りで細かく切る

２.たっぷりのごま油、醤油、塩を加え混ぜる

３.お好みで七味をかける

４.スモークチキンやゆで卵を別皿に盛り完成！

ポイント

☆メインはつけダレなので、作り置きすることができ、合わせて食べるものを食べきるものにしたら食べ

　残しを減らして、何日か楽しむことができます！
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　材料（　　　）　調理時間（　　　）

　作り方

いかキムチ納豆

２人分 １０分５分５分

ポイント

☆出来合いのものを組み合わせる簡単おつまみなので挑戦しやすい！

☆納豆は発酵させた食品ですが、賞味期限が切れてしまうと保存状態によっては１週間ほどは持ちますが　

　期限内に食べきれるよう気をつけること！　　　　　　　　　　　　　　　　　　（詳しくは P24P24 へ）

・納豆　　　　　１パック

・刺身いか　　　１人前

・キムチ　　　　５０gくらい

・きざみネギ　　少々

・大葉　　　　　適量　

１.納豆を付属のタレと混ぜ合わせる

２.刺身いかキムチを加えて混ぜる

３.お皿に盛り付けてネギと大葉を添えたら完成！
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　材料（　　　）　調理時間（　　　）

　　作り方

おつまみスナックで粉々にしたものはおつまみスナックで粉々にしたものは

たくさん使うと美味しいです！たくさん使うと美味しいです！

５分５分

１.クラッツを細かく粉々にする

２.サラダチキンを取り出し１とよく混ぜる

３.お皿に盛り付けて完成！

ポイント

☆実は余っているスナックを細かくして和えるだけで簡単に美味しい一品が作れるのでお好きなスナックで　

　試してみてください！！

ザクザクサラダチキン

・サラダチキン　　１袋

・クラッツ　　　　１袋

・しゃり蔵　　　　１/２袋

２人分 １０分
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　材料（　　　）　調理時間（　　　）

　作り方

おにぎりに塩分があるので塩や醤油は気持ちおにぎりに塩分があるので塩や醤油は気持ち

少なめでさっぱり仕上げると少なめでさっぱり仕上げると GOOD!GOOD!

１人分 １０分

ポイント

☆おにぎりのお米がやや固いと思った時のアレンジとしてお酒の〆の雑炊にもさっぱり朝ごはんにも！

・おにぎり　　１個

・卵　　　　　１個

・塩　　　　　ひとつまみ

・醤油　　　　少々

・水　　　　　１５０ml

１. フライパンにおにぎり２個並べ、水を加えてから火をつけます

２.おにぎりを水に浸しながら、崩します

３.ある程度柔らかく崩れてきたら、卵を溶いて流し入れます

４.味を見て塩、醤油を加えます、この時水が足りない場合先に加えてください

５、味を整えお皿に移したら完成！

おにぎり〆雑炊



12

毎日お茶碗一杯分廃棄

１年で６１２万トン廃棄

食品ロスを少し知ってみる食品ロスを少し知ってみる

食品ロスって何？

食品ロスとは本来なら食べられるのに捨てられてしまう食品のことです。食品は、大切な資

源なのに、それがうまく有効活用され切れず環境負荷につながっている…。

世界と日本の食品ロス

世界では、１３億トンもの食料が廃棄になっています！！この数字は、世界で生産している

食料の約４０トンのうち、１/３に相当します。

日本では、１年間で約６１２万トンのもの食料が廃棄されています。日本に住む人が、毎日

お茶碗１杯分捨てている…と考えると相当な食料が捨てられていることがわかります。

日本の食品ロスの原因

原因は、スーパーの売れ残りや飲食店の食べ残しなど事業系食品廃棄食物と、家庭内での作

りすぎ、食べ残しや賞味期限内に使い切れなかったりという家庭系食品廃棄物があります。
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買い物チェックリスト 期限のチェック 食べきれる量調節

私たちにできそうなこと私たちにできそうなこと

日本の食品ロス対策

フードドライブと呼ばれるものがあり、家庭で余った食品を職場・学校でまとめて回収して

地域のフードバンクに譲り渡す仕組みが実はあった！

また、物流拠点を増やし賞味期限切れを防ぐ取り組みがあり、近距離から配送することで賞

味期限切れを減らす対策。

身近でできることは？

・買い物をするときは、冷蔵庫の中をチェックしてから行くべし！

まだある食材を余分に買ってくることを防止できることや買いすぎを防ぐこともできます

買う食材は食べきれる分だけ、使いきれる分だけに止めるように気をつけよう！

・調理の際は、先口の物や残っているものから使うべし！

期限の近い食材から使うことで食べられたのに捨てられてしまう食品を減らすことにつな

がります。

・食べきれる分だけ作るべし！

買うとき同様、作る時もその日の食べられる分だけを作り、なるべく早く食べきれるように

心がけましょう。

・食材に合わせて長持ちさせる保存方法をするべし！

適切な保存の仕方をすれば食品を長持ちさせることができます。また、賞味期限・消費期限

の近いものから手前に置くようにすることもいいかもしれません！
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　材料（　　　）　調理時間（　　　）

　作り方

１.きゅうりはめん棒で叩き５cm ほどの長さに切り、そこに梅干しの種を取りペースト状にして加える

　　（チューブの場合はそのまま入れる）

２.ボウルに、梅干しごま油、砂糖、醤油を入れ混ぜてから１を加えてさらに混ぜ合わせる

３.お皿に盛り付けて完成！

ポイント

☆きゅうりは手頃に扱える分冷蔵庫の中に残っているため、もう一品さっぱりしたものが食べたい時に！

☆きゅうりは買ってから冷蔵庫で５日ほどが美味しくいただけるいただける期限です！（詳しくは P24P24 へ）

・きゅうり　　　２本

・白いりごま　　適量

・梅干し　　　　２個（チューブ　大さじ１）

・ごま油　　　　小さじ１

・砂糖　　　　　小さじ１

・醤油　　　　　小さじ１

２人分 １０分

きゅうりの梅ナムル
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　材料（　　　）　調理時間（　　　）

　作り方

揉んだり、上下に袋を振って揉んだり、上下に袋を振って

しっかり混ぜること！！しっかり混ぜること！！

５分５分

１.キャベツを食べやすい大きさにちぎる

２.ポリ袋などにごま油、いり白ごま、鶏ガラスープの素、塩、粗挽き黒胡椒、にんにくチューブを入れ

　　上下に振ったり揉んだりして、タレが全体に絡むようにする

３.お皿に盛って、完成！

ポイント

☆包丁いらずの簡単で食べたい分だけ作りやすいため食べ残しも減らせるのでおすすめ！

☆冷蔵庫に丸ごと 1個の保存している場合、2〜 32 〜 3週間がおいしくいただける期限！ 1/41/4 などカットされ

　たものは酸化しやすいので、11週間程度でみてください　　　　　　　　　　　

うま塩キャベツ

２人分 ５分

・キャベツ　　　　　　２００g

・ごま油　　　　　　　大さじ２

・いり白ごま　　　　　大さじ１

・鶏ガラスープの素　　小さじ１

・塩　　　　　　　　　小さじ１/2

・粗挽き黒胡椒　　　　適量

・にんにくチューブ　　２〜３cm
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　材料（　　　）　調理時間（　　　）

　作り方

・きゅうり　　　１/２本

・キャベツ　　　１００g

・塩　　　　　　ひとつまみ

・ツナ缶　　　　１缶

・酢　　　　　　大さじ１

・マヨネーズ　　大さじ２

・塩胡椒　　　　少々

２人分 １０分

１.きゅうりを斜めに薄切りにして、キャベツを１cm 幅に切ります

２.きゅうりとキャベツに塩をまぶして、しんなりするまで５分ほど置いて、水気を絞る

３.ボウルに酢、マヨネーズ、塩胡椒を加えよく混ぜ合わせツナ缶を加えてさらに混ぜます

４.そしてきゅうりとキャベツも入れ混ぜ合わさったら完成

ポイント

☆おつまみやちょっとしたサラダとしても食べることができ、残りは朝ごはんのサラダやサンドイッチなど　

　パンとの相性も良いので様々な食べ方を楽しむことができます

きゅうりとキャベツのツナサラダ

調味料をなじみやすくするため野菜は調味料をなじみやすくするため野菜は

塩もみして水気をしっかり絞ること！塩もみして水気をしっかり絞ること！
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　材料（　　　）　調理時間（　　　）

　作り方

２人分 １０分５分５分

１.もやしは耐熱ボウルに入れ、ふんわりラップをかけて電子レンジで３分ほど加熱する

２.万能ネギは大まかに２cm 幅の斜め切りにする

３.1 のボウルに万能ネギ、にんにくチューブ、鶏ガラスープの素、塩、胡椒を加え混ぜる

４.よく混ざったらお皿に盛り、コチュジャンと白ごまを添えて完成

ポイント

☆もやしは家計にも優しいですが、傷みが早く冷蔵庫でも２〜３日ほどなので、お手軽簡単レンチンレシピ！

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（詳しくは P24P24 へ）

　　　　　　　　

・もやし　　　　　　　１袋

・万能ネギ　　　　　　２本

・にんにくチューブ　　小さじ１/４

・白すりごま　　　　　適量

・鶏ガラスープの素　　少々

・コチュジャン　　　　適量

・塩　　　　　　　　　小さじ１/４

・胡椒　　　　　　　　少々

もやしレンチンナムル
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　材料（　　　）　調理時間（　　　）

　作り方

１.海苔を食べやすい大きさにちぎる、またパックの納豆もタレと混ぜ合わせておく

２.焼き海苔に均等に納豆をのせていく

３.２にピザ用チーズを少し多めにのせる

４.ルミホイルを敷いた天板にのせて、トースターで約５分ほど焼いたら完成！

ポイント

☆納豆１パック食べて、残り２パックを食べ忘れてしまていた…なんて経験がある人のため、お手軽簡単な

　おつまみにして食べ切っちゃいましょう！

・焼き海苔　　　　２〜３枚

・納豆　　　　　　１パック

・ピザ用チーズ　　適量

２人分 １０分

焼き海苔とチーズ納豆のせ

アクセントで七味をかけるとアクセントで七味をかけると

ほんのりピリ辛で美味しい！ほんのりピリ辛で美味しい！
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　材料（　　　）　調理時間（　　　）

　作り方

５分５分

１.ネギ、大葉を細かくきざむ

２.細かくした１とお味噌、砂糖、みりん、酒を混ぜ合わせる

３.最後に、生姜チューブとすりごまも加えて混ざったら完成

ポイント

☆アレンジの仕方が多くあり楽しめることと、食べきり分んで作りやすいので余すことなく食べられる！

激ウマ薬味味噌

２人分 ５分

・お味噌　　　　大さじ２

・砂糖　　　　　小さじ２

・ネギ　　　　　お好みで

・大葉　　　　　２枚

・みりん　　　　大さじ１

・酒　　　　　　大さじ１

・生姜チューブ　ほんの少し

・すりごま　　　ひとつまみ

そのままでも良し！そのままでも良し！

トースターで少し焼くも良し！トースターで少し焼くも良し！

きゅうりやキャベツにつけて食べるも良し！きゅうりやキャベツにつけて食べるも良し！
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　材料（　　　）　調理時間（　　　）

　作り方

２人分 １０分

１.長ネギをみじん切りにして、にんにく、オイスターソース、ごま油、砂糖、塩をよく混ぜ合わせて

　　タレを作る

２.食べる直前で豆腐をさいの目切りにして、（そのままかけても良し）タレと卵黄をかける、お好みで

　　コチュジャンを添えるとなお美味しい

ポイント

☆お豆腐は、賞味期限切れのものは長くても３日をめどにすると良いですがパッケージ方法でも変わります　

　が、お豆腐は賞味期限が消費期限となる食品のので早めに！！　　　　　　　　　　（詳しくは P24P24 へ）

・絹どうふ　　　　　　１/２丁

・卵黄　　　　　　　　１個

・長ネギ　　　　　　　適量

・コチュジャン　　　　適量

・にんにくチューブ　　適量　　

・オイスターソース　　小さじ１

・ごま油　　　　　　　小さじ１

・砂糖　　　　　　　　小さじ１/４

・塩　　　　　　　　　小さじ１/４

豆腐ユッケ

直前にかけることで味がボケずに直前にかけることで味がボケずに

美味しくいただけます！美味しくいただけます！
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　材料（　　　）　調理時間（　　　）

　作り方

２人分

ヨーグルトと人参マヨネーズサラダ

・人参　　　　　１/２本

・塩　　　　　　小さじ１/２

・マヨネーズ　　大さじ１

・からし　　　　３cm くらい

・酢　　　　　　小さじ１

・醤油　　　　　数滴

・オリーブ油　　小さじ１

・ヨーグルト　　大さじ１

１０分

１.人参をスライサーで薄切りにしてから、千切りにする

２.１をボールに入れ塩を振って混ぜ、５分置き水気をとる

３.２にマヨネーズ、からし、酢、醤油を加えまぜてから、ラップで覆い冷蔵庫で冷やす

４.３を器に移しオリーブ油、ヨーグルトをかける

ポイント

☆賞味期限切れヨーグルトは、未開封なら１０日前後、開封後は２〜３日には食べきるようにしましょう！

☆人参は買ってから、冷蔵庫で１週間ほど美味しくいただけます！
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　材料（　　　）　調理時間（　　　）

　作り方

トマト納豆

・トマト　　　　　　１個

・納豆　　　　　　　２パック

・玉ねぎ　　　　　　１/４個

・大葉　　　　　　　２枚

・オリーブオイル　　小さじ１

２人分 １０分

１.玉ねぎをみじん切りにしトマトを１cm 角に切る、玉ねぎの辛みが気になる場合は水にさらす

２.ボウルに１と納豆きざんだ大葉、オリーブオイルを加えて軽く混ぜ合わせる

３.味が薄い場合は、めんつゆや塩で味を整える

４.お皿に盛りつけたら完成！

ポイント

☆玉ねぎは冷蔵庫で買ってから 11ヶ月程度はおいしくいただけます、新玉ねぎは水分が多いので早めに！

☆トマトは買ってから冷蔵庫で 11週間程度がおいしくいただける期限です！

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（詳しくは P24P24 へ）

トマトは大きさによって」味が薄く感じるトマトは大きさによって」味が薄く感じる

ことがあるので味を足すとよし！ことがあるので味を足すとよし！
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　材料（　　　）　調理時間（　　　）

　作り方

１.ごはんと牛乳、水、コンソメ、めんつゆを入れ混ぜ合わせてふんわりラップをかけてレンジで６００W

　 ２分で加熱する

２.１をレンジから取り出したら、ベーコンを刻んで入れ、とろけるチーズも加えてもう一度ラップをかけ　

　　レンジで 600W １分で加熱します

３.最後に卵と粗びき黒こしょうをかけて完成！

カルボナーラリゾット

・ごはん　　　　　　５０g

・ベーコン　　　　　１枚

・とろけるチーズ　　１５g

・牛乳　　　　　　　大さじ３

・水　　　　　　　　大さじ２

・コンソメ　　　　　小さじ２/１

・めんつゆ　　　　　小さじ１

・卵　　　　　　　　１個

・粗びき黒胡椒　　　適量

１人分 １０分
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賞味期限・消費期限って何？

賞味期限について

袋や容器を開けないままで、書かれている保存方法を守っている場合に「年月日」までは

「品質が変わらず美味しく食べられる期限」のことであり、すぐに食べられなくなるわけ

ではありません。賞味期限は傷みにくい食品に表示されています。

消費期限について

袋や容器を開けないままで、書かれている保存方法を守っている場合に「年月日」までは

「安全に食べられる期限」のことであり、期限が過ぎたものを食べると食中毒など危険性

があります。傷みやすい食品に表示されています。

共通していること

保存方法を守っており、袋や容器を開けていない場合に安全性や美味しさを約束した期限

であるため、開けた食品は品質が悪くなり始めるため、どちらの期限も関係なく早めに食

べるように心がけてください。

賞味期限・消費期限について賞味期限・消費期限について
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品名 食べられない目安 長持ち保存方法
ネギ ・異臭がしてくる

・全体から水分が出てきてどろっとしてくる

・飲み込めないくらい不味さ

新聞紙に包んで、冷暗所に立てて保存。みじん切り

にして冷凍すれば、１か月ほど保存が可能です

きゅうり ・全体的にフニャッと柔らかくなる

・カビが生えている

・中身の水分が抜けてスカスカしてきたら

冷蔵庫で保存する場合は温度の低すぎない野菜室で、

乾燥しないようにポリ袋に入れて保存

大葉 ・カラカラに乾燥して縮んでくる

・少しキツイ匂いがしてくる

・カビが生えてきている

水で濡らしたキッチンペーパーに大葉を１枚ずつ挟

み、ラップをしてタッパーやジッパー付きの保存袋

などに入れる
キャベツ ・黒く変色

・ヌメりやドロドロが発生

芯をくり抜き、水を含ませたキッチンペーパーを詰

めたあとにビニール袋などに入れて冷蔵庫に入れる

と万全

半分のものは切り口を濡らしたキッチンペーパーで

覆いポリ袋などに入れる
もやし ・ぬめりや汁気が出てくる

・茶色く変色してくる

・酸っぱいような匂いがする

保存容器などに移し水をひたひたに入れもやしをつ

けておく、できれば水はマメに変えるとシャキシャ

キ感が長持ち

大根 ・表面が柔らかくる

・表面や内側が茶色に変色

・皮を剥いて粘り気があったら

葉付きの大根は葉の部分を切り落とすこと

切り落としてあるものは新聞しかキッチンペーパー

で包みさらにラップで包みなるべく立てて保存する

トマト ・ぐちゅぐちゅして潰れる、潰れやすくなる

・中の水分が出てくる

・ゼリー部分が固まっておらずサラサラ

トマトのヘタを下にして置き、水分がついていたら

乾いた布できちんと拭き取ること

玉ねぎ ・異臭がする

・触るとブヨブヨしている

・汁気が出てくる

買ってきたときのネットなどに入れて吊るし風通し

の良い日陰で保存するのが基本

湿度の高い時期は、一個ずつ新聞で包んで野菜室で

保存すると長持ちします
人参 ・乾燥してしわしわになる

・中身が溶けてくる

・酸っぱい匂いがしてくる

一個ずつ新聞で包み、さらにビニール袋に入れしっ

かりと閉じ、なるべく立てて保存する

納豆 ・強烈な刺激臭

・水っぽくドロっとしている

・混ぜても糸を引かなくなる

１０度以下の保存が前提

また、納豆は冷凍保存できるため冷蔵保存より長期

間の保存も可能です
豆腐 ・黄色っぽく変色、パック内の水が白く濁る

・青臭い匂いや切ってから異臭がしてくる

・ネバネバと糸を引く

豆腐をパックから出し、密閉できる容器に移して新

しい水に入れかえる

できるだけ毎日水はかえるようにする
牛乳 ・ドロっとして分離したり、固まったりする

・プツプツと気泡ができてくる

・酸っぱい匂いがするようになる

牛乳パックの口はクリップなどでしっかり閉じて冷

蔵庫の開け閉めは短時間にすること

チーズ ・アンモニア臭がしてくる

・ピリピリとした酸味がする

・水分が出てベタベタする

ラップで丁寧に包んで（柔らかいものはアルミ箔の

上から）密封できる容器に入れとにかく直射日光・

高温にさらさないよう冷蔵保存する

食べられない目安と長持ち保存の仕方食べられない目安と長持ち保存の仕方



26

　材料（　　　）　調理時間（　　　　）

　作り方

１.ボウルに卵を割りほぐして、水、めんつゆ、ほんだし、みりん、醤油を加えてさらに混ぜる

２.フライパン全体に油をなじませ中火で加熱し、混ぜ合わせた卵液を１/４ほど流し込む

　　（４回くらい卵を巻けるくらいで流し込むといい！）

３.卵が半熟になりフチが固まってきたら手前に向かって巻き、少し形を整えて前に戻す

４.少しだけ油を敷き全体になじませたら、再び卵液を１/３流し込むフチが固まれば４と同じように手前

　　に巻く（流しこんでから巻く作業を卵液の残りをみて繰り返す）

５.卵液を全て巻き終えたら、形を整えお皿に移し粗熱が取れたら食べやすく切り、完成！

ポイント

☆おつまみの王道だし巻き卵は、一つ作るのに卵を多く使うので大量消費にはもってこい！

２人分 ２０分

だし巻き卵

・卵　　　　　　　　　　　　　　３個

・水　　　　　　　　　　　　　　大さじ４

・めんつゆ　　　　　　　　　　　小さじ２/３

・ほんだし　　　　　　　　　　　小さじ１/２

・みりん　　　　　　　　　　　　小さじ２

・薄口醤油（普通の醤油でも○）　　小さじ１
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　材料（　　　）　調理時間（　　　　）

　作り方

サーモンクリームチーズマリネ

２人分 半日〜１日

ポイント

☆クリームチーズは水分が多いので長期保存には向いていないので、賞味期限切れから１週間以内には食べ

　きるように！　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（詳しくは P24P24 へ）　　　　

・サーモン　１３０g

・クリームチーズ　２個

・酢　　　　　　　小さじ１

・オリーブオイル　大さじ１

・塩　　　　　　　小さじ１/４

・レモン汁　　　　小さじ１

・黒胡椒　　　　　適量

１.クリームチーズを小さくカットする

２.サーモンにクリームチーズ、酢、オリーブオイル、塩、レモン汁を混ぜ合わせて５〜１０分漬ける

３.黒胡椒をかけて完成！

チーズが包丁にくっついてしまうチーズが包丁にくっついてしまう

時は冷蔵庫で１０分ほど冷やして時は冷蔵庫で１０分ほど冷やして

みてください！みてください！
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　材料（　　　）　調理時間（　　　　）

　作り方

ラーメン屋の味玉

・卵　　　　３〜４個

・醤油　　　５５cc

・みりん　　５５cc

・酒　　　　大さじ１

・砂糖　　　大さじ１

・酢　　　　大さじ１〜１.５

２人分 １日１日１日

１.沸騰したお湯に卵をそっと入れゆで卵を作る（半熟卵は７分くらい）

２.その間に醤油、みりん、酒、砂糖、酢を耐熱容器に入れ、レンジでほんのり温めるくらいにする

３.ゆでていた卵をすぐに冷水にとり冷えてきたら殻を剥く、ジップロックなどに２を入れて卵を入れて

　　一晩つけておく

４.ジップロックを器に入れておくと卵が均等に浸かりやすいです、できればたまに卵の向きを変えてあげ　

　　ると色ムラなく仕上がります

ポイント

☆綺麗に卵の殻を剥くには、冷水や氷水に素早くとって少し冷やし手に取れるくらいになったら、スプーン

　で卵の周りを叩きヒビを全体にいれて、周り→上・下の順で剥くとツルッと殻が取れます

☆一度にある程度の数漬けておけばしばらく楽しむことができるし、あと一品の時大変助かります！
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　材料（　　　）　調理時間（　　　　）

　作り方

牛乳ラーメン

・生麺　　　　　　　　　　　１袋

・牛乳　　　　　　　　　　　２００cc くらい

・ラーメンの素（塩・味噌）　　一袋

・味卵　　　　　　　　　　　１個　　

・にんにく　　　　　　　　　ひとかけら（チューブでも可）

・ハム　　　　　　　　　　　２枚　

・めんま　　　　　　　　　　適量

・コーン　　　　　　　　　　適量

・塩故障　　　　　　　　　　適量

・バター　　　　　　　　　　適量

１人分 ２０分

１.生麺を茹でる（硬さはお好みで！）

２.鍋に牛乳、にんにく、ラーメンの素を入れ中火で温めながら少しかき混ぜます

３.麺が茹で上がったらよく湯切りをして器に入れます、２がよく混ざり温まってきたら麺の上からかけ入

　　れます。

４.最後に、ハムやめんま、コーン、味玉、バターをトッピングして軽く黒胡椒をかけたら完成！

ポイント

☆牛乳消費もできるし、普通のラーメンも美味しいけどたまに味変してみるとはまた違った美味しさがあり　

　ハマっちゃうこと間違いなし！
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　材料（　　　）　調理時間（　　　　）

　作り方

・卵　　　　　　　２個　　　　　　・お好みソース　　適量

・めんつゆ　　　　小さじ１/２　　・マヨネーズ　　　適量

・サラダ油①　　　小さじ１　　　　　・かつお節　　　　適量

・豚バラ薄切り肉　５０g　　　　　 ・青のり　　　　　適量

・キャベツ　　　　５０g

・揚げ玉　　　　　大さじ２

・塩　　　　　　　少々

・塩胡椒　　　　　少々

・サラダ油②　　　小さじ２

２人分 ２０分２０２０分分

１.キャベツは細切り、豚バラ薄切り肉は１cm 幅に切る

２.フライパンにサラダ油②を入れ、お肉を炒めて色が変わってきたらキャベツ、揚げ玉、塩胡椒を加えて

　　炒めて、火が通ったら取り出す

３.ボウルに卵を溶いて、めんつゆを加える

４.フライパンにサラダ油①を入れ、３を加えて箸で混ぜながら半熟になるくらいまで焼く

５.半熟卵に２の具をのせて包み込む

６.器に盛り付けて完成！

ポイント

☆よく使うものだけで、味良し！ボリューム良し！で食べ飲みにピッタリ一品

とん平焼き
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　材料（　　　）　調理時間（　　　　）

　作り方

５分５分

１.トマトを１cm 角にカット

２.うどんの麺を２分半ほど茹で、冷水にとり汁気をしっかりきります

３.器に、２.１を盛り付けて仕上げにオリーブオイルをかけたら出来上がり！

ポイント

☆夏のさっぱり一品、サラサラっと食べたい時にぜひ！夏場余ったそうめんで作っても美味しいです！

トマトとしらすの出汁うどん

・うどん　　　　　２００g

・トマト　　　　　１個

・しらす　　　　　２５g

・白だし　　　　　大さじ６

・水　　　　　　　５００ml

・オリーブオイル　小さじ２

２人分 １０分
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　材料（　　　）　調理時間（　　　　）

　作り方

・牛乳　　　　　４００ml

・粉ゼラチン　　２０g

・いちごジャム　お好みで

２人分 ２０分２０２０分分

１.牛乳をボウルに移し６００W３分ほどレンジで温める

２.温めた１にゼラチンを加えて混ぜる

３.粗熱が取れたらいちごジャムを好きなだけ入れよく混ぜる

４.混ざった３を型に入れ冷やし固める

５.冷え固まったらお皿に移して完成！

ポイント

☆牛乳の大量消費ができる救済レシピ、ちょっとしたおやつやデザートに早変わり！

☆型がない場合牛乳パックに戻して固めることも可能！

いちごミルクプリン
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　材料（　　　）　調理時間（　　　　）

　作り方

２人分 １日３時間３時間

１.鍋に牛乳、砂糖、卵を入れかき混ぜる（洗い物を減らすのにボールの代わりに鍋で！）

２.弱火にかけながらヘラで混ぜる

３.とろみが出てきたら火を止め、こしながら容器に移します

４.粗熱が取れたらラップをかけ、冷凍庫で半日ほど凍らせる

５.冷え固まったらお皿に盛り付けし完成！

・牛乳　　　　　２５０ml

・砂糖　　　　　５５g

・卵　　　　　　１個

ミルクアイス

沸騰させないように注意！沸騰させないように注意！
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１.お酒×アイス

・チョコレートリキュールとアイスの組み合わせは抜群！程よい甘さでお酒を楽しむこと

もでき、とっても美味しいデザートにもなります

・氷の代わりにアイスを入れ飲むと、冷たさはもちろん味の相性によってより美味しさが、

倍増！フルーティーさが増してさわやかなあじになります！

例）カシス×みかんアイス　梅酒×葡萄アイス　白葡萄×葡萄　苺×葡萄　など

２.お酒×グミ

・お酒を飲む時に入れるのも、見た目がかわいらしく程よく甘くなり美味しいです。

また、グミをお酒につけておくとグミがふっくらとしてとても美味しい！お好きなグミを

お酒につけて、冷蔵庫でしばらく放置しておくだけで簡単にできます！

美味しいお酒アレンジ美味しいお酒アレンジ
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３.チャミスル×午後の紅茶シリーズ

・最近話題のチャミスルティー爽やかでフルーティーな味わいなのでとても飲みやすいで

す！特におすすめが、マスカット×ストレートティーが美味しいのでぜひ！

３.チャミスル×カルピス

・こちらも最近人気があり、お酒に馴染みのない方でも甘くてとても飲みやすいので、とて

もおすすめです！ストロベリー×カルピスが一押し！！

注意！

ご紹介したものは、飲みやすく美味しいので飲み過ぎに気をつけて楽しくお酒を

楽しみましょう！

美味しいお酒アレンジ美味しいお酒アレンジ
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おわりに

読んでくださった方へ

おじ子のおうち居酒屋で

あなたのお気に入りメニューはございましたか？

どれも簡単ですぐ手に入る食材やおうちの冷蔵庫に

眠っている食材、使い切りにくい食材を使用した

食品ロスのことも考えたお手軽レシピをご紹介しました！

身近なことだけど、実感が持ちづらい食品ロスのこと

ちょっとだけでも気に留めてくれたら

おじ子は嬉しいです。もちろん、おじ子も気をつけます！

おじ子の大雑把なおつまみレシピを

あなたの好みでどんどんアレンジして

自分好みのうまいおつまみを探求してみてください！

おじ子も、もう少し料理を頑張りながら

最高のお酒とおつまみに出会いたいと思います！

たまには、この本を開いてやってくだい笑

またのご来店、お待ちしております！

ありがとうございました！

おじ子より






