
す東京でもあの形のまま売っている

のを見かけますが、けっこう高いで

すよね。家でも簡単につくれます。

一番簡単なのは温かいゴハンをつぶ

して割り箸に巻きつけ、水を加えて

レンジでチン。それ以外にも白米に

もち米を混ぜたり、片栗粉を混ぜた

り、いろいろな作り方があります。

今の時期ならぜひ新米でつくりたい

ものですね。

もみじの天ぷら、
ご存知ですか？
（兵庫県　ちいちゃん　48歳）

関西の秋の味覚を代表するもみじ

郷土料理
LOVEです
（東京都　むっちゃん　39歳）

秋はわが故郷の郷土料理、キリタ

ンポ鍋がおいしい季節です。できれ

ば土鍋（普通の鍋では雰囲気が出ま

せんから）に鶏肉、きのこにゴボウ、

白菜、シラタキと好きな野菜を適当

に入れて醤油、味醂、お酒で味を整

えます。最後にキリタンポを入れて

ひと煮立ちさせたら完成です。コツ

はキリタンポを煮すぎないこと。す

ぐに崩れてしまうので注意が必要で

す。

ところで、キリタンポは私が暮ら

の天ぷら。これが私にとって秋を感

じる一品です。もみじの葉を菜種油

で揚げた伝統的なお菓子で、衣に砂

糖が入っていて、口の中で甘みがふ

んわり広がります。おみやげに、お

やつにと我が家ではこの時期、おい

しく食べています。

おみやげに持参すると、相手方に

も喜んでいただけます。

身体がホカホカ　
ホットワイン
（奈良県　ドグマチール　47歳）

秋の夜長はやっぱりお酒ですね！

しかし、夜遅くのビールや日本酒は

10月号の
★募集テーマ

から

翌朝お腹をこわしてしまうこともあ

るので、私のイチオシは「ホット赤

ワイン」です。肴はとくにこだわら

ず～♪　

赤ワインは動脈硬化や脳梗塞防止

に効果がるポリフェノールがたくさ

ん含まれていますし、心疾患やアル

ツハイマー病の予防効果もあると

か。身体もホカホカ暖まって言うこ

とありません。

そうそう、私の場合、肴は敬愛す

る宇崎竜童さんの音楽です。しかし、

お酒がすぎると愛用のギターを取り

出しジャカジャカやってしまって、

ヨメに「やかましい！」と怒られま

す。やっぱり飲みすぎはダメですね。

毎日
茄子を食べてます
（神奈川県　秋茄子を食う嫁　45歳）

茄子が好きなので、秋は私にとっ

てうれしい季節です。

茄子ミソ炒め、マーボー茄子、茄

子とチーズのグラタン、茄子のゴマ

和え…。さあ、どれから作りましょ

う。どれもおいしくイチオシなんて

決められません（笑）。ダンナは

「今日もまた茄子～」と不満げです

が、知ったことではありません。毎

日カップラーメンなら文句も当然で

しょうが、毎日茄子で何が悪いんで

しょう。

ところで「 秋茄子は嫁に食わす

な」という言葉をずっと、「こんなお

いしいものは嫁に食わせるものか」

という嫁イビリの言葉だと思ってい

教えます

私のイチオ
シ秋レシピ

！

今月は、みなさんにイチオシ秋レシピを紹介してもらいました。栗、さつまいも、茄子にサンマ…。色とり

どりの秋らしい食材を使ったレシピがそろいましたよ。興味があるものはぜひお試しください。この季節は

思わず食べ過ぎてしまって、あとから恐ろしいことに…

たんですが、最近テレビで、「秋茄

子は身体を冷やすから食べさせちゃ

いけない」という身を案じた意味も

あると知りました。みなさん知って

ました？ けど、どっちの意味でも

秋茄子は嫁の口に入らないんですね

…。私はモリモリ食べてますが。

秋レシピといえば…
（茨城県　山姥　47歳）

やっぱり秋にしか食べられない素

材のものですよね。最近は、季節感

がなくなってしまって、年中出回っ

ているものも多いですが、例えば栗、

銀杏。皮を剥くのが一苦労で忙しい

ときはやりたくないのですが、年に

必ず1回は栗ご飯、銀杏ご飯を作り

ます。

また、梨をすりおろしてミリンの

代わりに使って、お肉の漬け汁やド

レッシングに混ぜる。これも秋しか

できません。

秋に山に出かけたときは、必ずご

当地で採れたキノコを買って帰り、

キノコ鍋を作ります。キノコから良

い出汁が出て、秋ならではの味です

よね。

いもようかんが
お気に入りです
（神奈川県　匿名希望さん　30代）

秋といえばさつまいも！ 秋の行

楽がてら家族で芋掘りに出かけた

り、近所からおすそわけいただいた
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ユーザ名：nrymfk

なんちゃって大学芋。さつ

まいもがおいしい季節ですよ

ね。我が家の第3子、次男は

さつまいもが大好き。さつま

いもを1口大に切り電子レン

ジでチン。硬めにするのがコ

ツ。それをバターでいためて

焦げ目がついたら、蜂蜜イン

でゴマをふりかけ完成。簡単

なんちゃって大学芋でした。

ユーザ名：mokamama

秋刀魚のねぎやきです。秋

刀魚を三枚におろし、骨をと

り、一口大に切る。塩コショ

ウし、片栗粉をまぶす。フラ

イパンに油を引き、秋刀魚を

入れ、細かく切った長ネギを

ぱらぱら押し付けます（秋刀

魚にネギがくっつくように）。

蓋をして中火。裏も焼いて出

来上がり。お好みのたれやし

ょうが醤油を付けながら食べ

る。お弁当にもよいです。

ユーザ名:sunsun

今年の秋口より、事務所の

屋上のプランターで二十日大

根を育てています。先日、収

穫して我が新妻と塩漬けにし

て食べました。この秋イチ押

しのレシピでした。

ユーザ名：nokonuts

最近、ネットのレシピサイ

トで簡単に作れる「アップル

パイ」を知り、早速作ってみ
ました。食べたいなと思って

からあっと言う間に完成。仕

事が忙しくて、なかなか食べ

に行く機会も時間もないし、

「アップルパイくらい自分で作

れるけどめんどくさい！」と
しばらく食べていませんでし

た。今の時期、酸味のあるり

んごが安く出ているのでみな

さんもいかがですか？

ユーザ名：me-kako

北海道民の私はこの時期は

なんといっても鮭です。9月

末になると漁港の直売所に行

って、朝とれたての鮭を一匹

買い求めます。雄と雌があり

ますが、雄のほうが肉厚で、

白子も入っているのでおすす

めです。レシピは、「ちゃんち

ゃん焼き」なんてどうでしょ
う。フライパンに生鮭の切り

身と野菜をのせて、味噌・酒・

砂糖を適量まぜたものをかけ

て蓋をして焼くだけで簡単！

ごはんもすすみますよ～。

ユーザ名：ja1dim

秋といえばなんといっても

秋刀魚です。「やっぱり秋刀

魚は目黒にかぎる！」と豪語
した江戸の将軍がいましたね

（小生が目黒でケアマネをして

るからではありませんが…）。

なんせ安価なこと。焼いても

ソテーにしても刺身にしても、

旨い旨いです。プチアウトド

アで、屋外で炭火で焼いた秋

刀魚なんては絶品ですよ。日

頃のストレスはピチピチサン

マでぶっ飛ばしましょう。

ユーザ名：straker

秋の味覚といえば、やっぱ

り少々塩味を利かせた「栗ご

はん」ですね。子どもの頃、親
に頼んで実家の庭に栗の木を

植えてもらい、イガに包まれ

た栗の実を収穫するのが、こ

の時期の何よりの楽しみでし

た。近所の公園にも何本も栗

の木があり、他の子ども達と

争うように実を拾ったもので

すが、今の子ども達にはそう

いう楽しみもめっきり少なく

なってしまい、可哀相な気が

しますね。

ユーザ名：2872000746

我が家のイチ押しは、バー

ベキュー。秋の食材を秋空の

したで舌鼓。秋刀魚・さつま

芋・きのこ類（あえてマツタケ

とは言いません…国産は手が

届きません）。みんながワイワ

イ・ガヤガヤそれだけでご馳

走です。元気の源はみんなの

美味しい物を食べるときの笑

顔です。

ユーザ名：544538

祖母の家の裏山に栗の木・

柿の木が秋を感じさせて実を

つけています。虫刺されに注

意しながら、収穫を楽しんで

います。祖母の作ってくれる

栗おこわが何よりのご馳走で

す。渋柿は縄でつるして渋を

抜き、甘くなるまで干してい

ます。いろいろ祖母に教えて

もらっていますが、今は甘え

てご馳走になっています。い

つもありがとうね。

ユーザ名：19640920

ベランダで栽培している、

むかご。それをお米と一緒に

炊くと、「あー、秋だな」って
感じます。少しもっちりして

いて、夏の疲れた胃を優しく

包んでくれます。これが我が

家の家族の元気の源です。

ユーザ名：melissa

栗が好きな私のイチオシは

モンブランケーキ。そんなも

の年中食べられるだろ！とい

うツッコミが入りそうですが、

気分的な問題ですから。「きっ

と採れたばかりの新鮮な栗を

使っているんだわ」と想像し
たら、この時期のモンブラン

はさらにおいしく感じられま

す。食べ過ぎには注意ですが。
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味を生かすコツ。

ごはんばかり食べていると太るん

ですけどね～。

秋刀魚でごはん3杯
（福島県　ノヤさん　39歳）

私にとって秋の食材の王様はやっ

ぱり脂の乗った秋刀魚です。おいし

いうえに安いのがいいですね。料理

本やネットをみると秋刀魚を使った

レシピが星の数ほど紹介されている

ので、楽しみながら作っています。

味や香りが一番引き立つのは塩焼き

だと思いますが、最近作った、秋刀

魚の蒲焼きもオススメです。3枚に

おろして小麦粉をふり、フライパン

を使って醤油とミリンで焼き上げま

す。すると辺り一面に香ばしい香り

が…。これでごはん3杯はいけます

ね。

↓↓↓

教えます

私のイチオ
シ秋レシピ

！

10月号の
★ 募集テーマ

から

ユーザ名：hanshinfan

一年中食欲旺盛な私。また

酒豪でもあります。仕事を終

えて自宅で一杯。何ともいえ

ない気分になります。なので、

秋のイチオシといえば当然酒

のつまみになるモノ。焼いた

秋刀魚に大根おろしとポン酢

で食べるのが最高。ビールと

の相性もぴったりです。ご飯

を食べながら飲むのも好きで、

この時期は新米のコシヒカリ

が出回るのも楽しみです。し

っかり食べて、翌日の仕事の

活力源にしています。

ユーザ名：pigmy99

この時期は、やっぱりきの

こ！ 最近は忙しいのでなかな

か採りにいけませんが一番好

きなのはボリボリです。本州

でなんと呼ぶのかわかりませ

んが味噌汁の具にしてもダシ

が出ておいしいし、豚肉や白

菜などいろいろな具を入れて、

きのこ鍋にすると最高です！

秋を感じると同時に昔作って

くれた今は亡き祖母を思い出

します。

新米もおいしい季節
（東京都　R.K 41歳）

レシピとはいえないかもしれませ

んが、この時期はピカピカの新米が

おいしい季節ですよね。秋ならでは

の食材を使った栗ゴハンやさつまい

もゴハンも好きですが、やっぱりお

いしいお米はそのままいただくのが

一番です。私が米どころの生まれだ

からかしら？　

あとは秋とは関係ありませんが、

シンプルにタマゴかけごはんもいい

ですね。ごはんにタマゴをかけたあ

とに醤油をたらすのが、タマゴの風

り。この時期はいもづくしです。大

量消費のレシピとして手軽なのは、

やっぱり「いもようかん」でしょう

か。

①皮をむいてゆでる。②砂糖を

入れて（いも：砂糖は5：1くらい）

ブレンダーでがーっとつぶす。③保

存容器に流し込んで、粗熱が取れた

ら冷蔵庫へGO。

おやつ以外にも簡単な軽食として

使えるし、小腹が空いたときに重宝

してます。日持ちがしないからとい

う理由で食べ過ぎてしまうのはご愛

敬ですね。


