
●卵・・・・・・・・1/2個
●だし汁・・・・13cc
●豆乳・・・・・・85cc
●ママみそ・・4g　　　　
●塩・・・・・・・・0.25g
●みりん・・・・小1/2

●卵・・・・・・・・1/2個
●だし汁・・・・13cc
●豆乳・・・・・・85cc
●ママみそ・・4g　　　　
●塩・・・・・・・・0.25g
●みりん・・・・小1/2

●卵・・・・・・・・1/2個
●だし汁・・・・13cc
●豆乳・・・・・・85cc
●ママみそ・・4g　　　　
●塩・・・・・・・・0.25g
●みりん・・・・小1/2

●砂糖・・・・・・・・・・・・小1/4
●トマト（中）・・・・・・1/8個
●じゃが芋・・・・・・・・30ｇ＋分量
●油揚げ・・・・・・・・・10g　　　　
●みつ葉・・・・・・・・・・2～3枚
●人参（星型にくりぬいた物）・・・1枚

●砂糖・・・・・・・・・・・・小1/4
●トマト（中）・・・・・・1/8個
●じゃが芋・・・・・・・・30ｇ＋分量
●油揚げ・・・・・・・・・10g　　　　
●みつ葉・・・・・・・・・・2～3枚
●人参（星型にくりぬいた物）・・・1枚

●砂糖・・・・・・・・・・・・小1/4
●トマト（中）・・・・・・1/8個
●じゃが芋・・・・・・・・30ｇ＋分量
●油揚げ・・・・・・・・・10g　　　　
●みつ葉・・・・・・・・・・2～3枚
●人参（星型にくりぬいた物）・・・1枚

●じゃがいも・・・・・・・・４分の１個
●人参・・・・・・・・・・・・・・・２㎝くらいを千切り
●片栗粉・・・・・・・・・・・・小さじ２くらい
●ママみそ・・・・・・・・・・小さじ２分の１
●マヨネーズ・・・・・・・・少々

●じゃがいも・・・・・・・・４分の１個
●人参・・・・・・・・・・・・・・・２㎝くらいを千切り
●片栗粉・・・・・・・・・・・・小さじ２くらい
●ママみそ・・・・・・・・・・小さじ２分の１
●マヨネーズ・・・・・・・・少々

●じゃがいも・・・・・・・・４分の１個
●人参・・・・・・・・・・・・・・・２㎝くらいを千切り
●片栗粉・・・・・・・・・・・・小さじ２くらい
●ママみそ・・・・・・・・・・小さじ２分の１
●マヨネーズ・・・・・・・・少々

ボウル、茶こし、泡立て器、蒸し器
必要な道具

必要な材料（1人前）①じゃが芋はさいの目に切り、星型にくり抜いた人参と一緒にレンジで加熱し柔らかくする。火を通し
たじゃが芋と油揚げに、分量外のママみそ少々を絡め、薄く下味をつける。トマトはさいの目に切る。
②ボウルに卵を割り入れ良くほぐす。
③だし汁に豆乳、ママみそ、その他の調味料、卵を入れよく混ぜる。
④器にじゃが芋、トマト、油揚げを入れ、その中に③の卵液を茶
こしでこしながら入れる。上にみつ葉、星型の人参をのせる。
⑤蒸し器の湯が沸騰したら中火の弱火で8～10分蒸したら出来上がり。

所要時間

20分
材料費

100円

ふんわりトロトロママみそ茶碗蒸し
レシピ

Ａ 作り方
卵液は薄味なので、具
に下味をつけるのがポ
イント！具はお好みで他
の野菜やお肉、厚揚げ
等楽しめます。豆乳が多
めなので具が少し多め
でも固まります。

コツ・ポイント

●豆乳・・・・・・・100ml
●だし汁・・・・・100ml
●ママみそ・・１０ｇ
●ミックスベジタブル・・・・20ｇ

●豆乳・・・・・・・100ml
●だし汁・・・・・100ml
●ママみそ・・１０ｇ
●ミックスベジタブル・・・・20ｇ

●豆乳・・・・・・・100ml
●だし汁・・・・・100ml
●ママみそ・・１０ｇ
●ミックスベジタブル・・・・20ｇ

●じゃがいも・・・・1/2個
●ウィンナー・・・・・2本
●じゃがいも・・・・1/2個
●ウィンナー・・・・・2本
●じゃがいも・・・・1/2個
●ウィンナー・・・・・2本

鍋、まな板、包丁、計量カップ
必要な道具

必要な材料（2人前）①じゃがいも1/2個はさいの目に切り、ウィンナー2本
は輪切りにする。

②鍋にだし汁100ml、じゃがいもを入れて中火にかける。柔
らかくなったらミックスベジタブルとウィンナーを加える。

③豆乳100mlを加えて、ひと煮たちしたら火を止めて
ママみそ10ｇを溶かし入れる。

④器に盛り付けてできあがり。

所要時間

15分
材料費

100円

豆乳入りママみそスープ
レシピ

B

まろやかな豆乳風味で体もほっこり温かになりますよ。

作り方
豆乳を入れるとまろや
かさが増して、お子さま
好みの優しい味になり
ます。

コツ・ポイント

包丁、まな板、ボウル、フライパン、フライ返し
必要な道具

必要な材料（1人前）①じゃが芋と人参は皮をむき、細かく切る（じゃがいもは水にさらさない方がよい）。
②①と片栗粉、ママみそを加え、よく混ぜる。
③加熱したフライパンで薄く焼く（必要なら油を少し
使ってもOKだが、油っぽくならないようにする）。

④両面、フライ返しでギュウウウウっと押しながらカリカ
リもちもちになるまで焼く。

⑤完成♪

所要時間

10分
材料費

20円

じゃがいもと人参のなかよしガレット
レシピ

C 作り方
じゃが芋、人参はピーラーやスラ
イサーを使ってもいいですが、歯
ごたえを残したい時は包丁で！じゃ
が芋は切ってそのまま混ぜる事で
ネバネバくっついてくれます。
大きめに作ってもペロッと食べれ
るおかずです！

コツ・ポイント

●厚揚げ・・・・・・・・1/4丁
●片栗粉・・・・・・・・少々
●ママみそ・・・・・・大さじ１
●ごまペースト・・大さじ１
●鶏ひき肉・・・・・・30g
●油・・・・・・・・・・・・・少々

●厚揚げ・・・・・・・・1/4丁
●片栗粉・・・・・・・・少々
●ママみそ・・・・・・大さじ１
●ごまペースト・・大さじ１
●鶏ひき肉・・・・・・30g
●油・・・・・・・・・・・・・少々

●厚揚げ・・・・・・・・1/4丁
●片栗粉・・・・・・・・少々
●ママみそ・・・・・・大さじ１
●ごまペースト・・大さじ１
●鶏ひき肉・・・・・・30g
●油・・・・・・・・・・・・・少々

●砂糖・・・・・・大さじ１
●ねぎ・・・・・・みじん切り少し
●みりん・・・・大さじ１
●大葉・・・・・・１枚
●トマト・ブロッコリー・・・・・・・・
　　　盛り付けの際の彩りとして

●砂糖・・・・・・大さじ１
●ねぎ・・・・・・みじん切り少し
●みりん・・・・大さじ１
●大葉・・・・・・１枚
●トマト・ブロッコリー・・・・・・・・
　　　盛り付けの際の彩りとして

●砂糖・・・・・・大さじ１
●ねぎ・・・・・・みじん切り少し
●みりん・・・・大さじ１
●大葉・・・・・・１枚
●トマト・ブロッコリー・・・・・・・・
　　　盛り付けの際の彩りとして

まな板、包丁、フライパン、ボウル、菜箸、スプーン、皿
必要な道具

必要な材料（1人前）①厚揚げは適当な大きさに切り、切り込みを入れておく。ねぎ
はみじん切りにする。

②鶏ひき肉とねぎを混ぜ合わせる。
③厚揚げに②を適量はさむ。大葉を巻き、片栗粉をつけて揚げ
焼きにする。

④ママみそだれを作る。ママみそ、みりん、砂糖、ゴマペーストを
ボウルに入れ混ぜ合わせる。

⑤お皿に盛り、ママみそだれをかける。最後にゆずの皮を削って散らす。

所要時間

20分
材料費

85円

厚揚げの肉詰め～ママみそで召し上がれ～
レシピ

D

おかずの一品に加えていただける一品を作りました。冷めてもおいしい！！

作り方
具はよく混ぜ合わせてください。
揚げ焼きする際、表面はカリッとす
るくらいがおいしいです。厚揚げ
は大きく切らず、小鉢でいただけ
る大きさがベストです。みそは砂
糖とゴマの風味をプラスし、お子
さま向けの甘さになっています。

コツ・ポイント

鍋、お玉、木べら、グラタン皿、計量カップ
必要な道具

必要な材料（1人前）①材料を切る
②鍋にオリーブオイルを入れ、鶏肉、玉ねぎ、シメジを炒める。
③ブロッコリーを電子レンジにかける。
④ホワイトソース、牛乳、水、ママみそ、マカロニを入れ、とろみが
つくまで、中火で混ぜる。

⑤とろみがついてきたら、ブロッコリーを入れ、弱火にして2～3分煮る。
⑥グラタン皿に移しとろけるチーズを掛け、オーブントースターで約5分程焼く。
⑦焦げ目がついたら完成。

所要時間

３0分
材料費

100円

ママみそグラタン
レシピ

E 作り方
とろみがつくまで、中火
で良く混ぜるのがポイ
ントです。

コツ・ポイント

●市販のグラタンソース
●玉ねぎ・・・・・1/4個
●鶏肉・・・・・・・50ｇ
●シメジ・・・・・1/4
●ブロッコリー・・・・少量

●市販のグラタンソース
●玉ねぎ・・・・・1/4個
●鶏肉・・・・・・・50ｇ
●シメジ・・・・・1/4
●ブロッコリー・・・・少量

●市販のグラタンソース
●玉ねぎ・・・・・1/4個
●鶏肉・・・・・・・50ｇ
●シメジ・・・・・1/4
●ブロッコリー・・・・少量

●牛乳・・・・・・・120ｍｌ
●水・・・・・・・・・70ｍｌ
●とろけるチーズ・・適量
●オリーブオイル・・適量
●ママみそ・・大さじ1/2

●牛乳・・・・・・・120ｍｌ
●水・・・・・・・・・70ｍｌ
●とろけるチーズ・・適量
●オリーブオイル・・適量
●ママみそ・・大さじ1/2

●牛乳・・・・・・・120ｍｌ
●水・・・・・・・・・70ｍｌ
●とろけるチーズ・・適量
●オリーブオイル・・適量
●ママみそ・・大さじ1/2

⑴生地
●薄力粉・・・・200ｇ
●イースト・・・4ｇ
●砂糖・・・・・・・10ｇ
●塩・・・・・・・・・１.6ｇ
●サラダ油・・１0ｇ
●ベーキングパウダー・・3ｇ
●水・・・・・・・・・100ｇ

⑴生地
●薄力粉・・・・200ｇ
●イースト・・・4ｇ
●砂糖・・・・・・・10ｇ
●塩・・・・・・・・・１.6ｇ
●サラダ油・・１0ｇ
●ベーキングパウダー・・3ｇ
●水・・・・・・・・・100ｇ

⑴生地
●薄力粉・・・・200ｇ
●イースト・・・4ｇ
●砂糖・・・・・・・10ｇ
●塩・・・・・・・・・１.6ｇ
●サラダ油・・１0ｇ
●ベーキングパウダー・・3ｇ
●水・・・・・・・・・100ｇ

⑵具材
●豚ひき肉・・100ｇ
●玉ねぎ・・・・・1/2個
●人参・・・・・・・70ｇ
●生姜・・・・・・・少々
●レーズン（目）
・・・・・・・・・・・・・・20個

⑵具材
●豚ひき肉・・100ｇ
●玉ねぎ・・・・・1/2個
●人参・・・・・・・70ｇ
●生姜・・・・・・・少々
●レーズン（目）
・・・・・・・・・・・・・・20個

⑵具材
●豚ひき肉・・100ｇ
●玉ねぎ・・・・・1/2個
●人参・・・・・・・70ｇ
●生姜・・・・・・・少々
●レーズン（目）
・・・・・・・・・・・・・・20個

⑶調味料
●ママみそ・・大1
●砂糖・・・・・・・大1/2
●塩・・・・・・・・・1.5ｇ
●オイスターソース
・・・・・・・・・・・・・・大1/2
●ごま油・・・・・大1/2

⑶調味料
●ママみそ・・大1
●砂糖・・・・・・・大1/2
●塩・・・・・・・・・1.5ｇ
●オイスターソース
・・・・・・・・・・・・・・大1/2
●ごま油・・・・・大1/2

⑶調味料
●ママみそ・・大1
●砂糖・・・・・・・大1/2
●塩・・・・・・・・・1.5ｇ
●オイスターソース
・・・・・・・・・・・・・・大1/2
●ごま油・・・・・大1/2

●米・・・・・・・・・１合
[たれ]
●クルミ・・・・・１5ｇ
●ごま・・・・・・・大１/2
※ごま適宣

●米・・・・・・・・・１合
[たれ]
●クルミ・・・・・１5ｇ
●ごま・・・・・・・大１/2
※ごま適宣

●米・・・・・・・・・１合
[たれ]
●クルミ・・・・・１5ｇ
●ごま・・・・・・・大１/2
※ごま適宣

[A]
●ママみそ・・30ｇ
●みりん・・・・・大１/2
●黒砂糖・・・・大１
●水・・・・・・・・・大１

[A]
●ママみそ・・30ｇ
●みりん・・・・・大１/2
●黒砂糖・・・・大１
●水・・・・・・・・・大１

[A]
●ママみそ・・30ｇ
●みりん・・・・・大１/2
●黒砂糖・・・・大１
●水・・・・・・・・・大１

ボウル、ゴムべら、蒸かし器、クッキングシート、サランラップ
必要な道具

必要な材料（10人前）①⑴の具材をボウルに入れ10分こねる。
②一次発酵20分。
③分割、11等分。
④ベンチタイム20分。
⑤成型。
⑥仕上げ発酵20分（40℃）
⑦蒸し、10～15分。
[事前準備]
⑵の具材、玉ねぎ・人参を7～8㎜角に切り
ごま油で炒め、冷めたらボウルにひき

肉、生姜を入れ、粘りがでるまで混ぜる。
[成型の仕方]
①11等分にした生地の一つにココアを少
し混ぜて耳と鼻用にする。それを10等
分にしたら更に3等分にする。耳で2個、
鼻で1個。
②生地を丸平たく伸ばし、具材をのせ包み
とじ目を下にする。クッキングシート7㎝
角に切った上にのせる。目・耳・鼻をのせ
る。鼻は菜箸で押す。

所要時間

90分
材料費

25円

豚まん
レシピ

イ

これから寒くなる季節にぴったりの
ふかふかあつあつのおやつです。

作り方
目は、丸っぽいレーズン
が可愛らしくできます。
薄力粉200ｇのうち40
ｇを強力粉にすると美味
しくできます。

コツ・ポイント

●うどん・・・・１玉
●豆乳・・・・・・１００㏄
●ママみそ・・小さじ１と1/2～小さじ2
●野菜・・・・・・お好みで（写真は人参と小松菜）

●うどん・・・・１玉
●豆乳・・・・・・１００㏄
●ママみそ・・小さじ１と1/2～小さじ2
●野菜・・・・・・お好みで（写真は人参と小松菜）

●うどん・・・・１玉
●豆乳・・・・・・１００㏄
●ママみそ・・小さじ１と1/2～小さじ2
●野菜・・・・・・お好みで（写真は人参と小松菜）

●サラダ油・適量
●塩・・・・・・・・少々
●サラダ油・適量
●塩・・・・・・・・少々
●サラダ油・適量
●塩・・・・・・・・少々

フライパン、計量スプーン、カップ、まな板、菜箸、包丁
必要な道具

必要な材料（2人前）①熱したフライパンにサラダ油を回し入れる。
②食べやすい大きさにカットした野菜を炒める。
③ある程度火が通ったらうどんを入れる。（ほぐれにくい場合
は水でほぐして下さい。）
④豆乳とママみそを加え、弱火で具材をよく絡ませる。
⑤味をみながら塩で調整する。
⑥お皿に盛り付け完了！

所要時間

20分
材料費

100円お子さま
2名分

ママみそカルボナーラうどん
レシピ

ロ

簡単ヘルシー♥心あたたまる優しいレシピです。

作り方
特にありません（汗）濃
厚にしたい場合は粉
チーズを仕上げに加え
てもＯＫです♡

コツ・ポイント

炊飯器、すりこぎ、串（竹串）又は割箸、へら、
鍋、すりばち、計量スプーン

必要な道具

必要な材料（1人前）①炊飯している間にAの調味料を鍋に入れ火にかけて良く混ぜ合
わせて2～3分煮る。
②すりばちでゴマを良くすり、クルミも加えてすり混ぜＡを入れて混ぜておく。
③ご飯が炊けたら、熱いうちに半つぶしにする。
④すりつぶしたご飯を竹串に竹輪のようになじませながら握り、型を整える。
⑤ママみそダレを塗りオーブンで少し焼いて色を付けて香ばしくさ
せる。ゴマを少々かける。

所要時間

60分
材料費

100円

ママみそきりたんぽ
レシピ

ハ

味噌には良質な蛋白質やミネラル等の栄養が含まれ
るが、それ以上に分析上で解明されていない生命素が
ある。手作り味噌の取り組み本当に素晴らしいことで
す。「食は命なり」東城百合子・秋月辰一郎著 参照

作り方
ご飯を竹串に刺すと
き手に水を少々つけ
てやると握りやすい。
味噌を焦がさないよ
うに。
竹串が焦げないよう
アルミ箔で巻く。

コツ・ポイント

フライパン、フライ返し、ボウル、泡だて器
必要な道具

必要な材料（18cm丸型1個分）

①洗ったさつまいもを濡れたままトースターで１０分、９０度回転さ
せてまた１０分焼く。茹でても、レンジでチンでも大丈夫です！
②焼いたさつまいもをマッシャーまたはすりこ木で潰す。
③ママみそと片栗粉、お水を加えてさっとこねる。
④オーブンを１８０度１５分で予熱。その間に③をひとくちサ
イズに丸め、クッキングシートの上に並べる。
⑤１８０度のオーブンで１５分焼いて出来上がり☆

所要時間

10分
材料費

150円

ママみそパンケーキ
レシピ

ニ

おみそ味のパンケーキです。

作り方
ママみそが入っている
ので焦げない様に注意
して焼く。

コツ・ポイント

トースターまたは鍋、ボウル、クッキングシート、
マッシャ―またはすりこ木、オーブン

必要な道具

必要な材料（1人前）
所要時間

50分
材料費

250円

ママみそボーロ
レシピ

ホ

材料を潰してこねて丸める工程はお子さまでも簡単に
出来るので楽しく作れます♪また、離乳食のお子さまや
アレルギーのお子さまでも安心して食べられます！

作り方
お水は様子を見ながら
少しずつ入れて下さい。
少し足りないくらいが
丁度いいです！

コツ・ポイント

●サツマイモ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１本
●ママみそ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・大さじ１
●片栗粉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10g
●お水・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10ml

●サツマイモ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１本
●ママみそ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・大さじ１
●片栗粉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10g
●お水・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10ml

●サツマイモ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１本
●ママみそ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・大さじ１
●片栗粉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10g
●お水・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10ml

豆乳とママみそが良く合い、やさしい味ながらみその
風味を感じられます。豆乳を使用して栄養もUP!

ママみそもお野菜もたっぷり楽しんで食べて欲しい！
という思いで作りました。ポイントはマヨみそです！

グラタンにママみそを入れることでコクが出て美味しくなりました。

①豆乳にママみそを溶かす。
②ママみそを溶かした豆乳、卵、粉を混ぜ合わせる。
③フライパンを中火で熱し、少しさましたら油をうすく
ひく。

④生地を流し込み焼きます。
⑤完成！

・ケーキミックス・・・・・・・・・・・・・・50ｇ
・たまご・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・M1個
・豆乳・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・50ml
・ママみそ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・小さじ1/2

・ケーキミックス・・・・・・・・・・・・・・50ｇ
・たまご・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・M1個
・豆乳・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・50ml
・ママみそ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・小さじ1/2

・ケーキミックス・・・・・・・・・・・・・・50ｇ
・たまご・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・M1個
・豆乳・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・50ml
・ママみそ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・小さじ1/2

A

B

C

ネットで簡単投票♪

ママコン投票方法ママコン投票方法ママコン投票方法
投
票
サ
イ
ト
の

ア
ク
セ
ス
方
法

投
票
方
法

なんと36案応募がありました !!なんと36案応募がありました !!
おかず11案+おやつ25案おかず11案+おやつ25案

②『投票する』をクリック

①投票したい
　　レシピを
　　クリック

※各部門 1人 1票ずつでお願いいたします
※1台のパソコンで何名も投票する場合は
　次の投票は 1時間を経過してからの投票になります。
　（二重投稿禁止機能がついています）

≪投票についての注意事項≫

12月15日(火)朝9時～22日(火)昼12時
投 票 期 間審査員は

あなたです !!

携
帯
か
ら

簡
単
投
票

②レシピを選び投票

投票完了!!

▼

▼

①投票サイトにアクセス

大豆から作った

レシピのテーマ

園のお預かりしているお子さま用のママみそを使った料理のレシピ

副社長が作った
手作りおみそです!
副社長が作った
手作りおみそです!

とは…？とは…？

ママみそレシピコンテストの投票はどなたでも投票できますのでご協力お願いいたします!!　ママみそレシピコンテストの投票はどなたでも投票できますのでご協力お願いいたします!!　

副社長が作られたママみそが今年も完成いたしました♪
保育園でどのようにママみそを調理して食べて頂いているのかを

各保育園の先生方に知って頂くために
ママみそを使ったレシピを募集いたしました !!

本社で選考を通過したレシピを発表 !!本社で選考を通過したレシピを発表 !! 第 4回

おかず部門おかず部門 ※順不同※順不同 ※順不同※順不同 おやつ部門おやつ部門

キッズHPから（パソコン＆携帯）
キッズコーポレーションHPのTOPページの
インフォメーションの中の『☆ママみそレシピ
コンテスト投票開催中☆』をクリック

QRコードからアクセス（携帯のみ）
左記のQRコードを読み取りアクセスして下さい→

アドレスで直接アクセス（パソコン＆携帯）
http://www.kids-21.co.jp/notice/5469/


