
●ミニトマト・・・・・・・・・・・・・・・10個
●ママみそ・・・・・・・・・・・・・・・・大さじ2
●みりん・・・・・・・・・・・・・・・・・・大さじ1
●砂糖・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・小さじ1

●キャベツ・・・1～2枚
●ベーコン・・・2枚
●かぼちゃ・・・1/8個
●水・・・・・・・・・100cc

●豆乳・・・・・・・・・・150cc
●コンソメ顆粒・・・小さじ2
●塩・・・・・・・・・・・・少々
●ママみそ・・・・・・小さじ1

タッパー／保存袋
必要な道具

必要な材料（1人前）①ミニトマトを洗って皮をむくorおしりに十字の切り込
みを入れる。
②調味料を混ぜ、トマトと合わせタッパーor保存袋入れ
冷蔵庫へ入れる。
③トマトから汁が出てきたら食べ頃です。

所要時間

2～3時間
材料費

150円

ミニトマトのママみそ漬けレシピ

Ａ 作り方
面倒でも皮をむいたほ
うが、漬け込み時間も
短く、味も染み込みやす
いです。

コツ・ポイント

●厚揚げ・・・・・・・・・・・・・・・・・1枚
●しらす干し・・・・・・・・・・・・・・30ｇ
●ネギ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・少々
●スライスチーズ・・・・・・・・・・2枚
●ママみそ・・・・・・・・・・・・・・・小さじ1

まな板／スプーン／アルミホイル／包丁／オーブントースター
必要な道具

必要な材料（2人前）
①厚揚げは厚みを半分に切る。
②断面を上にしてママみそを塗り、しらす、スライスチーズ、
ネギをのせる。

③アルミホイルにのせてオーブントースターで3分焼く。

所要時間

15分
材料費

100円

厚揚げのしらすママみそチーズ焼きレシピ

B

カルシウムたっぷり、みそとチーズの優しい味になって
います。

作り方
焼きたてがおいしいの
でできたてを食べて下
さいね！

コツ・ポイント

包丁／まな板／鍋／おたま
必要な道具

必要な材料（2人前）①キャベツとベーコンを鍋に入れます。
②①に水、コンソメ顆粒を加え蓋をして中火で煮込み、
塩少々を入れます。

③かぼちゃを②に入れ、豆乳を入れ沸騰してきたら弱火
にしてママみそを入れます。

④さらに10～15分煮込み出来上がりです。

所要時間

30分
材料費

2０0円

かぼちゃとキャベツの豆乳スープレシピ

C 作り方
ママみそを入れるとき
にかぼちゃを崩さない
ように気を付ける。

コツ・ポイント

●白菜・・・・・・・２枚
●ベーコン・・・２枚
●しめじ・・・・・４分の１　　　　　
●いんげん・・・３本
●ママみそ・・・小さじ2分の１

●顆粒シチュー・・・・大さじ1
●水・・・・・・・・・・・・・１２０ｍｌ
●牛乳・・・・・・・・・・・１２０ｍｌ
●オリーブオイル・・適量

まな板／包丁／鍋／菜箸
必要な道具

必要な材料（1人前）①オリーブオイルでカットしたベーコン、野菜を炒める。
②水を入れ野菜に火を通す。
③牛乳、顆粒シチューを入れ、最後に味噌を入れる。

所要時間

9分
材料費

150円

ママみそ簡単シチューレシピ

D

ママみそが入った和風なシンプルシチューです。顆粒の
ルーを使い簡単に出来ます。

作り方
すぐに火が通るので、お
手軽です♪

コツ・ポイント

炊飯器
必要な道具

必要な材料（1人前）①お米を洗っておく。
②材料を好きな大きさに切る。調味料を合わせておく。
③炊飯器に①のお米を入れ上に材料と調味料を入れ少し混ぜる。
④水を２合の目盛りより少し下まで入れる。和風だしの素を入れ、炊
飯器のスイッチをＯＮ。

⑤１０分蒸らして出来上がり。下からざっくり混ぜればお焦げも本格的です。
☆にんじんや油揚げを入れたり、いりごまや、三つ葉をトッピングして
アレンジしてね！

所要時間

60分
材料費

100円

ママみそときのこの炊き込みご飯レシピ

E 作り方
きのこから水分が
出るので、お水の量
を少なめに入れる
ようにしましょう。

コツ・ポイント

●お米・・・・・・2合
●しめじ・・・・1/2袋
●しいたけ・・2個　
●生姜・・・・・・少量

●ママみそ・・・・・・大1と1/2
●酒・・・・・・・・・・・大1と1/2 
●醤油・・・・・・・・・大1/2
●和風だしの素・・大1

●サツマイモ・・・20ｇ
●カボチャ・・・・・20ｇ
●人参・・・・・・・・20ｇ
●つぶあん・・・・大さじ１

●粉ゼラチン・・・・・小さじ1/2
●ママみそ・・・・・・・小さじ1/2
●グラニュー糖・・・10g

●生クリーム・・・50㏄
●水・・・・・・・・・・大さじ1/2
●バニラエッセンス・・1滴

鍋／おたま
必要な道具

必要な材料（1人前）①サツマイモとカボチャと人参を一口大に
切り、柔らかくゆでる。

②お鍋に水を入れて火にかけ、粒あんと砂
糖、ママみそを入れる。

③お汁粉が出来たら、柔らかくゆでたサツ
マイモ、カボチャ、人参を加え、少し煮詰
めたら、出来上がりです。

所要時間

10分

材料費

30円

ママみそしるこ in ベジタボォ～レシピ

イ

寒い時期に身体を温めてくれる、ママみそ風味の小豆と
トロリと柔らかなお野菜。０歳児のお子さまから召し上
がる事が出来る優しいおやつです♡

作り方
ママみそを加える量によっては、スイー
ツにも、おかずにもなりますよ！入れるお
野菜もお好みで入れても楽しいかも！
体を温めるにはとても良い、おやつだと
思います。野菜は柔らかい方が美味し
いですよ！

コツ・ポイント

●ママみそ・・・・・・・・・・・・・小さじ1
●ココア・・・・・・・・・・・・・・・スプーン3杯分
●豆乳（お好みで）・・・・・・・100CC～
●砂糖（お好みで）・・・・・・・適量

マグカップ／電子レンジ／スプーン
必要な道具

必要な材料（1人前）①マグカップにスプーン3杯分のココアの粉・ママみそ
小さじ1を入れ、熱湯少々でよく溶かす。

②豆乳を少しずつ混ぜながら加え、レンジで1分～お好
みの加熱まで温める。

③完成！

所要時間

5分

材料費

50円

ママみそココアレシピ

ロ

甘じょっぱく美味しい飲み物です。温かい飲み物なので心も
温まります。お子さまと一緒に作ることも出来る一品です。

作り方
分量はあくまで目安な
ので、お好みで増減をし
て下さいませ。ココアに
きな粉やあんこなど、お
好みで加えても美味し
いです。

コツ・ポイント

鍋／茶こし／計量カップ／へら
必要な道具

必要な材料（1人前）①水に粉ゼラチンを振り入れてふやかしておく。
②鍋に生クリーム、グラニュー糖を入れ沸騰させずに煮溶
かす。

③②にママみそを加えて溶かし、①を加える。
④粗熱を取り、冷やし固める。

所要時間

10分
材料費

53円

ママみそパンナコッタレシピ

ハ

滑らかな舌触りで小さなお子さまからお年寄りまでお
いしく召し上がれます。

作り方
パンナコッタそのまま
でもママみその味を
楽しめますが、お好み
で黒蜜ときな粉を食
べる前にかけてくださ
い。茶こしでこすとな
めらかな舌触りになり
ます。

コツ・ポイント

ボール／へら／耐熱容器／電子レンジ／カップ
必要な道具

必要な材料（18cm丸型1個分）

①皮をむいてサイコロ状に切ったさつまいもをゆでる。
②豆腐・ママみそ・砂糖・卵を泡だて器でよく混ぜる。
③①にホットケーキミックスを入れてよく混ぜ、ゆでたさ
つまいもを入れる。

④たねをシリコンカップに入れる。
⑤電子レンジで3分チンする。

所要時間

10分
材料費

25円

さつまいも入りママみそ蒸しパンレシピ

ニ

ママみそとさつま芋の甘さを引き立たせる蒸しパンです。

作り方
最初にさつま芋を
加熱して、柔らかく
してから材料を混
ぜて加熱します。

コツ・ポイント

ボール／泡だて器／レンジ／シリコンカップ
必要な道具

必要な材料（1人前）
所要時間

5分
材料費

３０円

豆腐蒸しパンレシピ

ホ

お子さまが大好きな蒸しパンに「ママみそと合う物は何があ
るか」と考え、お豆腐を入れてみました。お子さまたちの中に
はお代りをする子もいて、おいしそうに食べてくれました。

作り方
豆腐、ママみそ、砂糖、
卵をなめらかになるま
でよく混ぜておく。

コツ・ポイント

●ホットケーキミックス・・・20g
●絹ごし豆腐・・・・・・・・・・・20g　
●味噌・・・・・・・・2g
●砂糖・・・・・・・・4g

トマトが苦手な方も食べられるかも♪

かぼちゃとキャベツのあったかスープです。
寒いこの時期にぴったりのスープです。

簡単！炊飯器にお任せ！お焦げもいい感じでーす。

①さつま芋の皮をむいて、耐熱容器に入れ、レンジで加熱し
ておく。

②ボールにママみそ、卵、牛乳、砂糖を入れ、よく混ぜる。
③②の中にホットケーキミックスを入れて混ぜる。
④さつま芋を入れて、更に混ぜる。
⑤④をカップ半分くらいに入れ、レンジで２分半程加熱する。

●ホットケーキミックス・・・20g
●ママみそ・・・・・・・・・・・・・小さじ1/2
●卵・・・・・・・・小さじ１
●さつま芋・・・20g

●砂糖・・・・・・小さじ１
●ママみそ・・・小さじ1

●牛乳・・・10g
●砂糖・・・小さじ1/2

●卵・・・・・・・・・・6g
●さつまいも・・・30g

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33案応募がありました !!なんと33案応募がありました !!
おかず18案+おやつ15案おかず18案+おやつ15案

②『次へ』をクリック

①投票したい
　レシピの写真を
　クリック

②『次へ』をクリック

　クリック

※各部門1人1票ずつでお願いいたします
※パソコンでの投票は1台につき1票となります。
　（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21日(水)朝9時～27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 5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/7779/


