ごぼう大福

ごぼう料理
コンクール
レシピ集

JA そお鹿児島
JA そお鹿児島女性部

最優秀賞作品

【材料】
ごぼう・・・・・・・１本
ザラメ糖・・・・・７０ｇ
Ａ 塩・・・・・・ひとつまみ
水・・・・・・２００ｃｃ
市販のあんこ・・１２０ｇ
米粉・・・・・・１２０ｇ
Ｂ 砂糖・・・・・・・６０ｇ
水・・・・・・１２０ｃｃ
もち取り粉 適量
【作り方】
①ごぼうは皮をむいて厚さ３㎜のイチョウ切りにし、お米のとぎ汁で下ゆでする。
②下茹でしたゴボウ、水、塩、ザラメ糖を鍋に入れ中火で５分～１０分煮たら煮
汁につけたまま冷蔵庫に一晩おく。
③Ｂの材料を合わせて電子レンジで６００ｗで４分間加熱し、木しゃもじでしっ
かりこねる。
④汁気をきったごぼうとあんこを合わせておく。
⑤人肌程度に冷ました③で④を包み、もち取り粉をまぶして完成。
＊米のとぎ汁の代わりに重曹でも大丈夫です。

ごぼうドレッシング

優秀賞作品

【材料】
ごぼう・・・・・２００ｇ
ニンニク・・・・・・４片
ゴマ油・・・・１００ｃｃ
酢・・・・・・１００ｃｃ
砂糖・・・・大さじ２．５
濃口醤油・・小さじ２．５
薄口醤油・・小さじ２．５
レタスで巻いたり、から揚げに
唐辛子・・・・・・・少々
かけたり…アレンジいろいろ
【作り方】
①ごぼうはみじん切りし、水にさらしあく抜きし、水切りする。
②ゴマ油を熱し、すりおろしたニンニクと①を炒める。
③砂糖、醤油、酢を入れて煮詰めて出来上がり。

ごぼうの
甘煮ピリ辛炒め

ごぼうの昆布巻き

【材料】４人分
ごぼう・・・・・・・７５０ｇ
こんにゃく・・３５０ｇ×２枚
鷹の爪・・・・・・・・・３本
みりん・・・・・・・８０ｃｃ
上白糖・・・・・・・・５０ｇ
酒・・・・・・・・・５０ｃｃ
濃口醤油・・・・・１００ｃｃ
だしの素・・・・・・・・少々
油・・・・・・・・・大さじ４
【作り方】
①乱切りしたごぼうと、サイの目を入れて手でちぎったこんにゃくを別々に下茹
でしておく。
②フライパンに分量の油を入れ、下茹でしたごぼう、こんにゃくを炒める。
③調味料を入れて弱火で絡めて出来上がり。

ごぼうのうま煮
【材料】４人分
ごぼう・・・・・・・・・２５０ｇ
こんにゃく・・・・・・・３５０ｇ
人参・・・・・・・・・・２４０ｇ
中揚げ豆腐・・・・・・・・・２枚
鶏もも肉（こま切れ）
・・２５０ｇ
里芋（小芋）
・・・・・中２～３個
いんげん豆（飾り用）
・・・・適量
油・・・・・・・・・・・・・適量

【材料】４人分
ごぼう・・・・・・・・１２０ｇ
豚バラ肉・・・・・・・１２５ｇ
野菜昆布・・・・３０㎝×１２枚
濃口醤油・・・・・大さじ１／２
薄口醤油・・・・・・・大さじ３
ザラメ・・・・・・大さじ２，５
みりん・・・・・・・・大さじ１
酒・・・・・・・・・・大さじ１
かつおだし・・・・・・大さじ１
ごはんが進む一品！
水・・・・・・・・・６５０ｃｃ
【作り方】
①ごぼうは１０分程度下茹でし、１０㎝の長さに切る。
②昆布は洗い水気をよく拭き取り、３０㎝の長さに切る。
③ごぼうに豚バラ肉を巻きつけ、その後昆布できつく巻く。
④鍋に巻き終わりを下にして並べ、水をひたひたになるまで入れ、かつおだし
を加える。強火で蓋をし、アクを取りながら、昆布が煮えるまで２０分程煮る。
⑤ザラメと醤油、酒、みりんを加え、弱火で１５分程煮たら落とし蓋をして
１０分程おく。
⑥皿に盛り付けて完成。
＊昆布は３０㎝より短くても良いです。

ごぼう入りのあら炊き
上白糖・・・・・２５ｇ
みりん・・・・６５ｃｃ
酒・・・・・５０ｃｃ
濃口醤油・・６５ｃｃ
乾燥椎茸・・４～５枚
椎茸戻し汁・・５０ｃｃ

【作り方】
①こんにゃくを湯通ししておく。鍋にお湯を沸かし、ごぼうと人参を下茹でする。
②フライパンに油をひき、鶏肉を炒め、ごぼう、人参、戻した椎茸、中揚げ、こ
んにゃくを炒め、調味料を加えて中火で煮詰めて出来上がり。
＊必ず、ごぼうは沸騰したお湯で湯がいて下さい。

【材料】４人分
鯛やブリなどのアラ
ごぼう・・・・・・・２本
ザラメ・・・・・大さじ４
醤油・・・・・・大さじ４
白だし・・・・・大さじ２
酒・・・・・・・大さじ２
水・・・・・・かぶる程度
しばらく時間をおくと、
【作り方】
味が染みて美味しさアップ！
①アラは熱湯をかけておく。
②ごぼうは洗って５㎝程度に切り、太いものは縦半分に切る。
③②を水にさらし、下茹でする。
④鍋にアラ、ごぼう、水、調味料を加えごぼうが柔らかくなるまで煮る。
⑤甘辛い味に仕上げて完成。

ごぼうと牛肉で
柳川風どんぶり
【材料】４人分
ごぼう・・・・・・・・・５０ｇ
牛肉・・・・・・・・・・８０ｇ
砂糖・・・・・・・・・大さじ１
エーコープ白だし・・・大さじ２
水・・・・・・・・・２００ｃｃ
卵・・・・・・・・・・・・１個
青ネギ・・・・・・・・・・少々
油・・・・・・・・・・・・少々
【作り方】
①ごぼうを洗いささがきにして水にさらしておく。
②鍋にサラダ油を入れ、ささがきにしたごぼうを炒める。
③軽く炒めた後、水、エーコープ白だし、砂糖を入れしばらく煮る。
④牛肉を入れて肉に火が通ったら溶き卵を回し入れる。
⑤どんぶりにご飯をよそい、ご飯の上に④をかける。
⑥青ネギを散らして出来上がり。

猪肉とごぼうの煮炊き
【材料】
猪肉ブロック・・・・・・４００ｇ
（豚肉でも可）
ごぼう・・・・・・・・・・・２本
生姜・・・・・・１かけ（約２０ｇ）
醤油・・・・・・・・・２００ｃｃ
砂糖・・・・・・・・・・大さじ４
水・・・・・・・・・・・・・１Ｌ
【作り方】
①猪肉（または豚肉）をひとくち大に切る。
②ごぼうは皮をこそいで乱切りし、生姜もこそいで千切りする。
③①と②と醤油、砂糖、水を圧力鍋で１０分煮たら出来上がり。

ごぼうと生姜の佃煮
【材料】
ごぼう・・・・・・５００ｇ
生姜・・・・・・・１００ｇ
醤油・・・・・１５０ｇ
Ａ 酒・・・・・・１５０ｇ
砂糖・・・・・２００ｇ
ゴマ・・・・・・。大さじ２
おにぎりの具やお弁当にも！

【作り方】
①ごぼうはきれいに洗って千切りし、酢水にさらしておく。
②生姜も千切りし、２～３回下茹でする。
③鍋にＡの調味料を合わせて火にかける。沸騰したら①、②を加え、弱火で煮詰
める。
④最後にゴマをふる。

揚げごぼうの
ガーリックオイルかけ
【材料】４人分
ごぼう・・・・・・２本
揚げ油・・・・・・適量
ガーリックオイルの材料
ニンニク・・・２片
Ａ ごま油・・大さじ２
醤油・・・大さじ２
かいわれ菜・・・・少々
パリッとした食感、おやつにもｇｏｏｄ！
【作り方】
①ごぼうは斜めにうす切りし、水に浸しアク抜きする。
②①をざるに上げ、水気をよく拭き取り、油でカリッと揚げる。
③ガーリックオイルを作る。 ごま油とスライスしたニンニクを入れ加熱し、醤
油を加えひと煮立ちする。
④②の揚げごぼうを器に盛り、ごぼうが熱いうちに③のガーリックオイルをかけ、
かいわれ菜を散らす。

おかわりきんぴら

ごぼう春巻き 和洋２種

【材料】４人分
ごぼう・・・・・・・１５０ｇ
人参・・・・・・・・・４０ｇ
舞茸・・・・・・・・１パック
ピーマン・・・・・・・・２個
牛肉（こま切れ）
・・・１００ｇ
白ゴマ・・・・・・・・・適宜
砂糖・・・・・・大さじ２
酒・・・・・・・大さじ３
Ａ 濃口醤油・・大さじ１．５
みりん・・・大さじ１．５
サラダ油・・大さじ１／２
七味唐辛子
【作り方】
①ごぼうは良く洗い、皮をこそげて、ささがきし、水にさらす。
②人参は皮をむき、千切りする。
③舞茸、ピーマンは食べやすい大きさに切る。
④サラダ油を熱し、牛肉を炒め、固めの野菜から順に炒めていく。
⑤全体がしんなりしてきたら、砂糖、酒、醤油、みりんを加えて汁気が無くなる
まで味をからませながら炒め煮する。
⑥好みで七味唐辛子を加え、お皿に盛りつけたら白ゴマをふりかける。

【材料】４人分
和風（鶏ごぼう春巻）
ごぼう・・・・・・１本
鶏もも肉・・・１／２枚
椎茸・・・・・・・４枚
ごま油・・大さじ１／２
片栗粉・・小さじ１／２
醤油・・・大さじ１
砂糖・・・大さじ１
Ａ 酒・・・・大さじ１
みりん・・大さじ１
だし汁・・１カップ
洋風（ごぼうサラダ春巻）
ごぼう・・・・・・２本
人参・・・・・１／３本
ツナ缶・・・・・・１缶
マヨネーズ・・大さじ３
ごま・・・・・大さじ１
ごま油・・大さじ１／２
大葉・・・・・・・４枚

ごぼうとお芋のカリカリ
【材料】４人分
ごぼう・・・・・・・・・・２本
さつま芋・・・・・・・１／２本
醤油・・・・・・・大さじ４
Ａ 砂糖・・・・・・・大さじ４
酢・・・・・・・・小さじ２
片栗粉、揚げ油、パセリ・・適量
ゴマ・・・・・・・・・大さじ１
【作り方】
おやつに、おつまみに…
①ごぼうとさつま芋をコロコロに切る。
みんな大好きな味♪
②片栗粉をまぶし、カラリと揚げる。
③ボールに調味料、ゴマを合わせ②が熱いうちに絡ませる。
④皿に盛り、パセリを飾る。

だし汁・・１／２カップ
酒・・・・・・大さじ２
Ｂ みりん・・・・大さじ１
砂糖・・・・・小さじ１
醤油・・・・・小さじ１

春巻きの皮・・・８枚、揚げ油、パセリ、レモン、小麦粉、水・・適量
【作り方】
鶏ごぼう春巻
①ごぼうはきれいに洗ってスティック状に切り、柔らかく下茹でする。
②鶏肉と椎茸もごぼうに合わせて切る。
③鍋にごま油をを熱し、鶏肉を炒め、椎茸、ごぼうを加えて炒め、Ａの調味料を
入れ煮詰め、水溶き片栗粉でとろみをつける。
④③を春巻きの皮で包み、水溶き小麦粉でとめる。
⑤１７０℃～１８０℃の油でカラッと揚げる。
ごぼうサラダ春巻
①ごぼうと人参は千切りし、ごま油を熱したフライパンで炒める。ツナ缶と調味
料Ｂを加え煮詰め、水分をとばしてから冷ます。
②①にマヨネーズとゴマを加え混ぜる。
③②と大葉を春巻きの皮で包み水溶き小麦粉でとめる。
④１７０℃～１８０℃の油でカラッと揚げる。
⑤２種類の春巻きを皿に盛り付け、レモン・パセリを添えて完成。

ごぼうチョコパン
ごぼうスティック
【材料】４人分
ごぼう・・・・２本
焼肉たれ・・・適量
油・・・・・・適量
小麦粉・・・・適量
【作り方】
①ごぼうは洗って皮をむき、１２㎝位の長さに切る。
②切ったごぼうを縦に４等分に切りスティック状にする。
（細いごぼうは２等分で良い）
③ビニール袋に切ったごぼうと焼肉のタレを入れてよく揉み込み、冷蔵庫に入れ、
３０分程味をしみ込ませる。
④③のごぼうの水分を切り、小麦粉を付けて油でカラッと揚げる。

きんぴらごぼうピザ
【材料】４人分
ごぼう・・・・・・２本
人参・・・・・１／２本
牛肉・・・・・１パック
ゴマ油・・・・大さじ１
酒・・・・大さじ３
みりん・・大さじ２
Ａ 砂糖・・・大さじ２
醤油・・・大さじ３
だし汁・・１カップ
残り物のきんぴら
と食パンでも美味しい
ぬるま湯・・１００ｃｃ
マヨネーズ・・大さじ３
薄力粉・・・・・・・・２００ｇ
ケチャップ・・大さじ２
Ｂ ベーキングパウダー・・小さじ１／２
チーズ・・・・・・適量
砂糖・・・・・・・小さじ１／２
ねぎ・・・・・・・適量
サラダ油・・・・・大さじ１／２
【作り方】
①ごぼうと人参、牛肉は細切りする。
②フライパンにゴマ油を熱し①を炒め、Ａの調味料を加え煮詰める。
③Ｂをボウルに合わせてぬるま湯を加え５～１０分こねる。
④③の生地を丸く延ばして、マヨネーズとケチャップを塗る。
⑤②を④の生地にのせ、２５０度のオーブンで１０分位焦げ目が付くまで焼く。

【材料】８個分
ごぼう・・・・・・・・１本
ザラメ糖・・・・・・７０ｇ
Ａ 塩・・・・・・・ひとつまみ
水・・・・・・・２００ｃｃ
強力粉・・・・・・３００ｇ
ドライイースト・・・・６ｇ
森永ミルクココア・・２５ｇ
Ｂ 砂糖・・・・・・・・２５ｇ
塩・・・・・・・・・・６ｇ
無塩バター・・・・・２５ｇ
牛乳・・・・・・２００ｃｃ
サラダゴボウ・・・・１５㎝
板チョコ・・・・・・・１／２枚
【作り方】
①ごぼうは皮をむいて厚さ３㎜のイチョウ切りにし、米のとぎ汁で下茹でする。
②下茹でしたごぼう、水、塩、ザラメ糖を鍋に入れ中火で５分～１０分煮たら煮
汁につけたまま冷蔵庫に一晩おく。
③サラダゴボウはすりおろしておく。（風味悪いので水にさらさない）
④材料Ｂをボールに入れ、ひとまとまりになるまで、良く混ぜる。
⑤台に軽く打粉をし、③の生地を１５分以上こねる。
⑥生地を２等分し、オーブン（４０分）で約３０分発酵させる。
（一次発酵）
⑦発酵した生地を軽くガス抜きし、８等分し乾燥しないように濡れ布巾をかけて
３０分休ませる。（ベンチタイム）
⑧ごぼうを煮汁から出し水気を切り、板チョコをあら刻みする。
⑦休ませた生地をめん棒等を使って直径１０㎝の円形に伸ばし、ごぼうとチョコ
を生地に押し付けるようになじませて、端からロールして合わせ目を下に天板に
並べる。
⑧軽く霧吹きし、オーブン（４０℃）で約３０分発酵させる。（２次発酵）
⑨予熱しておいたオーブン２００℃で約１５分焼いたら完成。
＊米のとぎ汁の代わりに重曹でも大丈夫です。

ヘルシーごぼう三昧ドッグ

みそマヨ風味の
ごぼう蒸しパン

【材料】４人分
コッペパン・・・・・・・・４個
レタス（千切り）
・・５～６枚分
かいわれ大根・・・・・１パック
ごぼうサラダ
ごぼう・・・・・・・・・７０ｇ
マヨネーズ・・・・大さじ２
すりごま・・・・・大さじ１
Ａ からし・・・・・・・・少々
醤油・・・・・・・・・少々
ごぼうきんぴら
ごぼう・・・・・・・・・７０ｇ
人参・・・・・・・・・・・適量
砂糖・・・・・・・小さじ１
みりん・・・・・・小さじ１
Ｂ 醤油・・・・・・・小さじ２
酒・・・・・・・・小さじ２
ごま・・・・・・・・・適量
サラダ油・・・・・・・・・適量

ごぼうバーグ
ごぼう・・・・・・・３５ｇ
豚ひき肉・・・１５０ｇ
卵・・・・・・・・１個
パン粉・・１／４カップ
Ｃ 味噌・・・大さじ１／２
砂糖・・・大さじ１／２
醤油・・・・・小さじ１
酒・・・・・・大さじ１／２
サラダ油・・・・・大さじ１

【作り方】
①ごぼうサラダの具を作る。ごぼうは千切りにし、湯がいて冷ましたら、Ａの調
味料で味付けする。
②ごぼうきんぴらの具を作る。ごぼうはささがきし、熱したフライパンにサラダ
油をひきしんなりするまで炒め、人参を加えて炒める。Ｂの調味料を加えゴマを
ふる。
③ごぼうバーグを作る。ごぼうはささがきし、さっと水にさらし水気をとったら、
Ｃの材料を加え粘り気が出るまで混ぜる。４等分し小判形に丸めたら、サラダ油
を熱したフライパンに並べて焼く。焼き色が付いたら酒を加え、蓋をして弱火で
１０分蒸し焼きする。
④コッペパンに切れ目を入れ、①②③の具、レタス、かいわれ大根を彩りよく
はさむ。

【材料】アルミカップ８個分
ごぼう・・・・・１,５本
エリンギ・・・・・１本
味噌・・・・・小さじ２
マヨネーズ・・小さじ２
朝食にもオススメ
塩、こしょう・・・少々
エーコープ
白ゴマ・・・・大さじ２
むしパンミックス・・２００ｇ
サラダ油・・・大さじ１
Ａ 水・・・・・・・・・８０ｃｃ
青ネギ（小口切り）・・大さじ３
サラダ油・・・・・・小さじ１
【作り方】
①ごぼうは皮付きのままたわしで洗い、ささがきし酢水にさっとさらす。エリン
ギは千切りする。
②フライパンにサラダ油を熱し、①を炒め、味噌とマヨネーズを混ぜ合わせたも
のを加え、塩・こしょうで味を整え、白ゴマを入れる。
③Ａをボウルに入れ混ぜる。（あまり混ぜ過ぎないこと）
④③に②のごぼうを混ぜ、スプーンでアルミカップに８分目程入れる。青ネギの
小口切りを上から散らす。
⑤④を蒸し器で強めの中火で１５分程蒸したら完成。
（竹ぐしを刺して何も付いてこなければＯＫ）

ごぼうチョコ蒸しパン
【材料】アルミカップ８個分
ごぼう・・・・・・・・・１本
Ａ バター・・・・・・・大さじ１
砂糖・・・・・・・・大さじ２
エーコープ
むしパンミックス・・１００ｇ
卵・・・・・・１個
牛乳・・・・大さじ２
むしパンミックス
Ｂ 砂糖・・・大さじ２
サラダ油・・大さじ２
で手軽に簡単！
ココア・・大さじ２
【作り方】
①ごぼうは皮付きのまま、タワシで洗い、みじん切りにして酢水にさっとさらす。
②バターを熱したフライパンで①を炒め、砂糖を絡めて皿にとって冷ます。
③Ｂをボウルに入れ良く混ぜたら、むしパンミックスを加え混ぜる。（あまり混
ぜ過ぎないこと）
④③に②のごぼうを混ぜ、スプーンでアルミカップに６分目程入れる。
⑤蒸し器で強めの中火で１５分程蒸したら完成。
（電子レンジでも可）

２種類のごぼうクッキー
【材料】３０枚分
ごぼう・・・・・・・・・・５０ｇ
卵・・・・・・・・・・・１個
Ａ バター・・・・・・・・５０ｇ
グラニュー糖・・・・・５０ｇ
ホットケーキミックス・・３００ｇ
ココアパウダー・・・・・大さじ１
バニラエッセンス・・・・・・適量
【作り方】
①ごぼうは細かく刻み、さっと水にさらして水気をきっておく。
②大きめのボールに①とＡを入れ、よく混ぜ合わせる。 ２等分に分ける。
③半分にホットケーキミックス１５０ｇとココアパウダーを加え、粉っぽさが無
くなるまで混ぜ、棒状にまとめてラップに包んで３０分以上冷蔵庫に寝かせる。
④半分にホットケーキミックス１５０ｇとバニラエッセンスを加え、粉っぽさが
なくなるまで混ぜ、棒状にまとめてラップで包み、３０分以上冷蔵庫に寝かせる。
⑤③と④をそれぞれ１５等分にし、形を整えてクッキングシートの上にのせる。
⑥１８０度に熱したオーブンで約１５分焼く。

ごぼうのクッキー
【材料】
ごぼう・・・１本（１５０ｇ程度）
砂糖・・・・・・大さじ２
醤油・・・・・・小さじ１
水・・・・・・・大さじ１
ゴマ油・・・大さじ１／２
クッキー生地
薄力粉・・・１カップ
砂糖・・・・大さじ４
Ａ サラダ油・・大さじ２
水・・・・・大さじ３
卵、バター、牛乳を使っていない
醤油・・・・小さじ１
ので、小さな子供にもオススメ
【作り方】
①ごぼうは小さく刻んで、フライパンにごま油を熱し、カリッとするまで炒め、
皿に取り出し冷ましておく。
②同じフライパンに砂糖、醤油、水を入れ弱火にかけ、混ぜながら温める。
フツフツしてきたら少し水分を飛ばし①のごぼう加え火を止める。
③Ａの材料を合わせクッキー生地を作る。まとまりにくければ水を少し加える。
きれいに混ざったら、②のごぼうを加えひとまとめにする。
④好みの形に整え、１７０度のオーブンで２０分～２５分焼く。
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