今年は家で鍋！
冬の夜長の楽しい団欒

寒い季節の定番料理と言えばやっぱり「鍋」
。今年は特に、
“家鍋”
が人気だ。
健康的で経済的。団欒は家族の絆を深めるし、
気の置けない仲間と囲めばそれだけで楽しい。
この冬、
「鍋」三昧で過ごしませんか！
撮影（人物、料理ともに）／長尾迪

取材／ JQR 編集部

材料
エビ、ハマグリ、白身魚（タラ）
、鶏もも肉、豚薄切り
ロース肉、ハクサイ、シイタケ、長ネギ、ニンジン、ゆず、
豆腐、春菊

作り方
①エビは背わたを取り除き、塩と酒を加えた熱湯で下茹でする。
シイタケは軸を取り除き、少し炙るとよい。その他、アクが強
い素材はアク抜きをする。
②土鍋にだしを張り、ゆずの皮を浮かべる。だしは一番だしと
二番だしを合わせたものだが、市販のだしの素でも可。もしく
は水でもよい。
③ハマグリを入れ、殻が開いたら鶏を入れ、続けて固いものか
ら順に野菜を入れる。火が通ったら取り分ける。豚ロース、エ
ビを入れ、白身魚を入れる。
④全ての具を取り分けたら最後はご飯を入れ、沸いたら溶き卵
を入れて蒸らし、雑炊に。

寄せ鍋

寄せ鍋は、山海の幸をふんだんに味
わう贅沢な鍋。写真は豪華で食欲を
そそるが、いっぺんに具材を入れる
と火が通り過ぎ、美味しさが失われ
ることもある。なので、それぞれの
味を楽しむなら、具は少しずつ入れ
てタイミングよく頂くといい。

「美味しい鍋を巡る冒険」

［JQR 美食対談］
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江上料理学院主幹。食育インストラクター。
食品会社勤務後、食のプロデュースを手がけ
る。食空間コーディネート協会理事。フード
コーディネーター協会理事。

フード・アドバイザー
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郷 「鍋」アイテムがとても増え
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夜はハイカロリーのお弁
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「ひと

郷

郷

江上種英（えがみたねひで）

×

日本の伝統的な料理である
「鍋」
が、
最近驚くほど様変わりしているとか。そんな進化著しい
「鍋」
の最前線を、
ふたりの専門家に語っ
ていただいた。さてさて、
「進化形鍋」のお味は如何に。

「カレー鍋」。
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江上種英

ワガママ鍋が増殖中です！

江上
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江上料理学院主幹

江上 「仮面鍋」？

JQR

みんな「美味しい！」っ

て 一 緒 に 食 べ て い る ん だ け ど、
実は一人ひとりが違った味を楽
しんでいるんでしょ。
違った味？

それもちょっ

ふ ふ ふ。 お 好 み の 味 で、

郷知詠子（ごうちえこ）
フード・アドバイザー。幼少の頃より食べる
ことが好きで、西洋料理から日本料理、中国
料理。お菓子を学ぶ。熊谷喜八氏に師事し、
独立後は料理提案、
商品開発などを手掛ける。
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定番の鍋を作る

魚介か肉か、それとも魚と肉を両方か。いくつもある鍋の定番の中から、扉の寄せ鍋を含めて３つの鍋
を紹介。手間をかけて作るか否かは食べる人次第。鍋は応用が利く料理だ。

味噌ちゃんこ鍋

水炊き

相撲部屋で力士たちが食べるちゃんこ

煮込めば煮込むほど白濁するスープ。

鍋は栄養満点、ボリュームたっぷり。

手間をかけるほどコクが出て味わい深い。

シメの雑炊には
コクのある卵を。
半熟加減が
ベストです。

江上

山芋のとろろを
入れて他の具材と
一緒に食べると
マイルドな味に。

郷

最後にバターを
一片入れると
コクが増して
美味です。

時間がないときは、
鶏肉に熱湯を
かけてから鍋に
入れて炊きましょう。

江上

郷

材料
鶏 肉、 白 菜、 長 ねぎ、
椎茸、豆腐、ポン酢
※分量は好みに応じて適宜
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作り方
①深めの鍋に湯を沸かし、骨付きの鶏肉を入れて焚く。
②白濁するまで煮込んだらスープを漉し、冷ます。時
間がなければ③からのスタートで可。
③土鍋に②のスープ、鶏肉を入れ、好みの野菜や豆腐
を入れる。
④たれはポン酢で。薬味を加えるとよい。
⑤シメは雑炊で。

材料
イワシのつみれ、
もしくは肉団子、
鶏もも肉や豚バラロースなど、
白菜、長ねぎ、
きのこ、にんじん、
だし、味噌、酒
※分量は好みに応じて適宜

作り方
①つみれ、もしくは肉団子を作る。または市販
の肉団子を購入。
②味噌とだし、酒を鍋に入れて炊く。濃い味付
けにする。
③肉を入れ、ハクサイなどの野菜を加え、つみ
れや肉団子を入れる。
④シメは雑炊かうどんで。
2 011 December
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鍋の素を使って

鍋を手軽に作るなら、
「鍋の素」を使うのもいい。最近はラインナップも充実。
「鍋の素」だけでシンプルに作るも良し。ひと手間かけてより美味しくするのも良し。

担々鍋

コラーゲン鍋

豆板醤と甜麺醤をベースに、ピリ辛＆

美味しく食べて美肌になる !?

コクのあるゴマ味が味わえる担々鍋。

女性に人気の付加価値鍋。

豚の挽肉はシイタ
ケのみじん切りと
ショウガを加えると
風味が増します。

江上

にんにくやしょうがを
スライスしたり、
クコの実などを加えると
よりヘルシーに。

郷

刻んだベーコンを
カリカリに炒めて
薬味にすると
パンチが効きます。

辛いのが苦手な人
は、牛乳を少し加
えてマイルドな
味に。

江上

郷

材料
豚ひき肉、白菜、チンゲ
ン菜 、長ねぎ、しいたけ、
春雨、担々鍋用スープ
の素
※分量は好みに応じて適宜
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作り方
①フライパンにごま油を入れ豚のひき肉
を炒める。
②材料を切る。
③鍋に「担々鍋のスープの素」を入れ、
軽く煮立たせてから①を入れる。
④続いて野菜などを入れ、材料に火が通
ったら春雨を加える。
⑤シメは中華麺で担々麺に。

使ったのはコレ！

材料
鶏もも肉、白菜、長ねぎ、
水菜、えのきたけ、豆腐、
コラーゲン鍋の素
※分量は好みに応じて適宜

作り方

使ったのはコレ！

①鶏肉は一口大に。その他の野菜を切る。
②鍋に「コラーゲン鍋の素」を入れて火
にかける。
③水菜以外の材料を加えて煮込む。
④具が煮えてきたら、最後に水菜を加え
る。

15

ひとつ上の美味しさを求めて

「仕込み鍋」
のススメ

ひと手間かけた

具材を入れて焚くだけと簡単な「鍋」だが、味を追求するなると、やはり手間をかけた方がより美味しい。
そんな「仕込み鍋」を郷さんが伝授。ひとつ上の味わいを試して欲しい。

郷知詠子さんのレシピから

“引き出して閉じ込める”と美味しい !
普通の「鍋」は、煮えた「鍋」の

らな蓋の裏側に突起がたくさんつ

中にその場で具を入れて食べると

いています。昇った蒸気がその突

いうもの。ここで紹介するのは仕

起に伝わり雨だれのように落ちて、

込みをした「鍋」です。予め手間

水の循環を促すのです。重い蓋は

をかけて、素材の旨みを最大限利

密閉度を高め、蒸気を逃がしませ

用します。

ん。このような「鍋」を使って蒸

「鍋」は簡単に見えて、実は食

し煮に仕上げた肉はとても柔らか

べるタイミングが難しいんです。

く、滋味を楽しめます。しかも熱

取り皿に取ると身がクタクタ＆ス

が効率よく回わるので、弱火で充

カスカだった、なんて経験ありま

分火が通ります。

せんか？

グツグツ煮えている
「鍋」

の中に肉を投入すると、肉はその
瞬間に縮み、しばらく忘れると、

ながら、身の味を閉じこめるのが、

カチカチです。「鍋」を囲んで会

次のポイントです。その味を作り

話が盛り上がっていても、目は真

出すのが塩と油。塩で旨みを引き

剣に具を追わなければなりません。

出し、油を入れることで味の旨み

私は食いしん坊なので、会話に楽

も増します。

しく参加しながら、何の心配もせ

出来上がった「鍋」を皆で囲み

ずに
「鍋」
を食べたいんです ( 笑 )。

ますが、長時間煮続けると、やは

私が提案する「仕込み鍋」のレ

り素材によっては旨みは消えてし

シピは右ページのふたつ。手順は

まいます。なので、頃合いを見な

それぞれ見て頂くことにして、ま

がら一旦火を止め、あとはシメを

ずは作り方のポイントを。

作るときに再点火しましょう。素

肝心なのは「鍋」です。私が最近

材の旨みを最大限に引き出す「仕

気に入っているのが、フランスの

込み鍋」。ぜひトライして下さい。

「ストウブ鍋」。とても重たく、平

①蓋が重い鍋を使う
②素材の“うまみ”をだしにする
③使う調味料は塩と油
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材料
（ソース）
（A）タマネギ（みじん切り）
長ネギ（みじん切り）
ショウガ（すり下ろす）
にんにく（みじん切り）
（B）ゴマ油
太白ゴマ油
（C）醤油
ナンプラー
塩
白すりゴマ

40ｇ
30ｇ
15ｇ
5ｇ
50ｇ
30ｇ
小さじ 1/3
大さじ 1.5
2ｇ
10ｇ

（鍋）
鶏もも肉（一口大）
白菜（ザク切り）
丹波しめじ
水
ゴマ油
塩
黒胡椒

1枚
1/4 株
1/2 株
適宜
大さじ 2
少々
少々

作り方
①ソースを作る。耐熱ボールに (A) を入れる。(B) をうっすらと
煙が出るまで熱して (A) にかけ、(C) で味を整える。
②鶏もも肉は一口大に切り、塩をしっかりと振っておく。
③鍋にざく切りにした白菜を鍋の半分辺りまで入れる。②の鶏
もも肉を敷き詰めるように入れ、残りの白菜と丹波しめじを入
れる。
④ゴマ油をかけて、鍋の 2/3 位まで水を注ぎ 25 分程煮込む。
⑤食卓に④をそのまま出して食べる。
⑥具材少量と汁を残し、うどんを入れる。

だしは用意しません。肉や野菜
から出る旨みをだしとして利用し

POINT

白菜と鶏鍋
ねぎソース

塩豚とキャベツの
トマト蒸し煮
材料
( 塩豚 )
豚バラ肉
塩
(A)
マッシュルーム（ザク切り）
ひよこ豆
トマト缶
塩、胡椒

300 ～ 350ｇ
10ｇ弱
5ヶ
１缶
１缶
適宜

(鍋)
キャベツ（ザク切り）
にんにく（潰す）
玉ねぎ（粗みじん切り）
マッシュルーム
オリーブ油
ローリエ
水
塩、胡椒

1/2 個
１～２片
１ヶ
２～３ヶ
大さじ 1.5
2枚
200cc
各少々

作り方
①塩豚を前もって作っておく。豚バラ肉に分量の塩をまぶし、ラップなどに
包み冷蔵庫で 3 〜 6 日ほど寝かせる。
②鍋にオリーブ油を入れ、ザク切りにしたキャベツを入れる。にんにく、タ
マネギを加え軽く塩をし、塩豚を塊のままのせて胡椒をする。
③ローリエと水を入れて蓋をしっかりとして蒸し煮にする。野菜から水が出
るまでの間、焦げないように時々水を加える。始めは中火～強火で、湯気が
上がったら弱火にして 30 分ほど蒸し煮にする。
④蒸したら豚肉を出して食べやすくスライスする。
⑤鍋に豚肉を戻し (A) の材料を加え、
塩、
胡椒をし 20 ～ 25 分蓋をして煮る。
⑥食卓に⑤をそのまま出して食べる。
⑦具材少量と汁を残し、ご飯を加えてリゾットにする。残ったら次の日のパ
スタソースに使う。
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