
料理部門（中学生の部） グランプリ
蒸雑煮風 
たっぷりきのこの茶碗蒸し



料理部門（高校生の部） グランプリ
博多野菜のミルフィーユ 
～ボロネーゼ仕立て～

①玉ねぎ、人参、セロリをみじん切りにする。 
②鍋にオリーブオイルをひいて、玉ねぎをあめ色に炒める。人参、セロリを入れ、牛ミンチを入れ炒める。 
　赤ワイン、トマト缶を入れ、塩こしょう、タイム、オレガノで味付けをして煮込んでボロネーゼを作る。 
③ズッキーニ、なす、トマトを輪切りにして、オリーブオイルでさっと炒める。 
④型に煮込んだボロネーゼを敷いて、その上にトマト、ズッキーニ、なすを並べていく。 
⑤さらにボロネーゼ、トマト、ズッキーニ、なすを3回繰り返し重ねる。オリーブオイルを塗り、200℃のオーブンで 
　10分ほど焼く。 
⑥型からはずし、ボロネーゼで丸く整え、野菜をはりつけ丸くする。上にミントを飾る。 
!
●ソース 
赤ワインを沸かして、ケチャップを加え、温め、塩こしょう、タイム、オレガノで味をつけ、ソースを周りに飾って完成。 

【材料】 
・牛ミンチ　200ｇ 
・トマト缶　1個 
・ズッキーニ　2本 
・なす　3本 
・トマト　3個 
・人参　1本 
・セロリ　1本 
・玉ねぎ　1個 
・赤ワイン　50ｃｃ 
・塩こしょう　少々 
・オレガノ　少々 
・タイム　少々 
・オリーブオイル　適量 

●ソース 
・ケチャップ　200ｃｃ 
・赤ワイン　100ｃｃ 
・塩こしょう　少々 
・オレガノ　少々 
・タイム　少々 
・ミント（飾り用） 



スイーツ部門（中校生の部） グランプリ
福岡県産 
ヘルシー３色　お豆腐餅



スイーツ部門（高校生の部） グランプリ
amour（アムール）～いちごとなすの初恋～
●なす入りスポンジ（※仕込み済） 
・卵3と1/2個 
・グラニュー糖　100ｇ 
・薄力粉　100ｇ 
・バター　28ｇ 
・なす　90ｇ 
①卵とグラニュー糖を白っぽくなるまで混ぜる。 
（バターは溶かしておく） 
②卵が白っぽくなったら、薄力粉をふるい卵と合わせる 
（ダマがなくなるまで） 
③薄力粉と合わせたら生地の少量をバターと合わせる。 
④バターと合わせたら、元の生地に戻して混ぜ合わせる。 
⑤鉄板に流し、カードで平らにのばす。 
⑥平らにのばしたら茹でたなすを散りばめて、オーブンで焼く。 !
●ビスキュイ（※仕込み済） 
卵白　4個 
グラニュー糖　70ｇ 
卵黄　4個 
グラニュー糖　30ｇ 
薄力粉　80ｇ 
いちごペースト　20ｇ 
色粉（赤）　適量 
①卵黄と卵白に分ける 
②卵黄の中にグラニュー糖を入れ混ぜる。 
③卵白を泡立てる。粉をふるう。 
④メレンゲが立ったら、②に1/3入れ混ぜ合わせる。 
⑤ピンクの生地は卵黄にいちごペーストを入れ混ぜ合わせる。 
⑥混ざったら残りのメレンゲを入れ合わせる。 
⑦鉄板に斜めに交互に記事を絞り、オーブンで12分焼く。 !
●キウイゼリー 
・キウイ80ｇ 
・グラニュー糖　20ｇ 
・アガー　6ｇ 
・水　60ｇ 
①キウイを細かく刻む。 
②砂糖とアガーを合わせ、水を入れキウイと一緒に火にかける。 
③冷やして肩に流し固める。

●牛乳ムース 
・牛乳　100ｇ 
・グラニュー糖　20ｇ 
・生クリーム　50ｇ 
・ゼラチン　3ｇ 
バニラオイル　2ｇ 
①牛乳に砂糖を入れ、火にかける。 
②温まったらゼラチンを入れる。 
③少し冷やし、バニラオイルを入れ混ぜる 
④③に生クリーム1/3を入れる。 
⑤混ざったら残りを入れ、しっかりと混ぜる。 
⑥キウイゼリーが固まったら、流して冷やし固める !
●いちごムース 
・いちごピューレ　150ｇ 
・生クリーム　130ｇ 
・ゼラチン　6ｇ 
・いちごリキュール　8ｇ 
①いちごピューレを火にかけ、生クリームを立てる。 
②温まったらゼラチンを入れ、溶かす。 
③ゼラチンが溶けたら、リキュールを入れる。 
④③に生クリーム1/3を入れ混ぜ合わせ、残りを全部入れ合わせる。 
⑤スポンジを敷いた型に流す。 !!
●なすのコンポート 
・なす　100ｇ 
・グラニュー糖　38ｇ 
・水　250ｇ 
・レモン果汁　8ｇ 
・バニラビーンズ　1/4本 
①小鍋にグラニュー糖、水、なすの皮、レモン果汁を入れ、火にかける。 
②色が出てきたらなすを入れる。 
③初めは強火にかけ、沸騰したら弱火で煮ていく。 
④なすが柔らかくなったらボウルに移し、なすに色がつくまで常温に 
おいておく。

●アングレーズソース 
・牛乳　100ｇ 
・卵黄　1個 
・グラニュー糖　15ｇ 
・バニラビーンズ　1/10本 
①牛乳と少量のグラニュー糖を入れ、バニラビーンズの中身と 
さやを入れ、火にかける。 
②卵黄とグラニュー糖を入れ、白っぽくなるまで混ぜる。 
③①が沸騰したら、②を入れ、かき混ぜて小鍋に戻す。 
④とろみがつくまで炊く。 !
●飾り 
・チョコレート　50ｇ 
・生クリーム　50ｇ 
・グラニュー糖　4ｇ 
・いちご　5個 
・プラチョコ（紫）50ｇ 
・プラチョコ（緑）20ｇ 
・キウイ　1/3個 
ナパージュ　適量 
粉糖　適量 
①チョコレートをテンパリングして、ハートの型で抜く。 
②生クリームにグラニュー糖を入れ、泡立てる。 
③プラチョコに色付けをして、なすの形にしていく。 
④緑はめん棒で伸ばし、星型で抜く。 
⑤いちごとキウイはカットする。 !
●仕上げ 
①皿の周りにアングレーズソースをかける。ケーキにナパージュをぬる。 
②カットしたケーキを皿に置き、その上に生クリームを絞る 
③いちごをのせ、チョコをたてかける。粉糖をかける。 
④ソースの上にカットしたいちごとキウイを置いていく。 
⑤ケーキの前に生クリームを絞り、いちごとなすを置く。 



料理部門（中学生の部） 準グランプリ
博多野菜をつかった 
ふわふわスフレ・サレ



料理部門（高校生の部） 準グランプリ
博多野菜たっぷりばいっ！ 
ナスのミンチ包み

●詰め物 
①茸と玉ねぎをそれぞれ細かく切り、玉ねぎは詰め物とソースの分量に分ける。詰め物用の玉ねぎと茸をバターでソテーし、粗熱をとり、ボウルに入れ、ミンチ、パン粉、パセリ、
卵、塩、胡椒、ナツメグを入れ、混ぜ合わせる。 
②茄子のヘタを落とし、縦半分にし、種側に切れ目を入れ、切れ目を油に面するように色がつくまで揚げ、身をスプーンでこさいでたたいて①に入れる。 
③なすの皮をカップに張り付け、そこに①のミンチを敷き詰め、200℃のオーブンで7～8分焼く。 !
●ソース 
にんにく、玉ねぎをみじん切り、トマトは湯むきし、カットしておく。オリーブオイルで、にんにく、玉ねぎをしんなりするまで炒め、トマト、塩、胡椒、エルブ・ド・プロバンス
を入れ、煮詰める。 !
●仕上げ 
パルメザンチーズをレンジでカリカリに焼く。チーズとねぎを飾り、盛り付けて完成。

【材料】 
・鶏ミンチ　150ｇ 
・玉ねぎ　230ｇ 
・パセリ　適量 
・茸（しめじ、えのき、椎茸、マッシュルーム）合わせて110ｇ 
・バター 
・パン粉　50ｇ 
・なす5本 
・にんにく　少々 
・トマト　8個 
・卵　1個 
・揚げ油　適量 
・塩 
・胡椒 
・ナツメグ 
・エルブ・ド・プロバンス 
・オリーブオイル 
・パルメザンチーズ　適量 
・博多万能ねぎ　適量 



スイーツ部門（中学生の部） 準グランプリ
河童のデザート



スイーツ部門（高校生の部） 準グランプリ
あまおうとな花 
～春のおとずれ～

!
●博多な花のムース 
・な花ピューレ　40ｇ 
・牛乳　32ｇ 
・グラニュー糖　5ｇ 
・板ゼラチン　1ｇ 
・生クリーム　20ｇ 
①牛乳、グラニュー糖、な花ピューレ、ゼラチンを入れ溶かす。 
②立てた生クリームに①を入れ混ぜる。 
＜な花ピューレの作り方※仕込み済＞ 
①な花を塩茹でにする 
②ミキサーにかけ、ペースト状にする 
※水を少し入れるとかけやすい !
●ヨーグルトムース 
・牛乳　105ｇ 
・ヨーグルト　105ｇ 
・グラニュー糖　30ｇ 
・板ゼラチン　3ｇ 
・レモン果汁　3ｇ 
・生クリーム　75ｇ 
①牛乳にグラニュー糖、ゼラチンを加え、溶かす。 
②①の粗熱を取り、ヨーグルト、レモン果汁を加える。 
③立てた生クリームに②を加え混ぜる。 !
－仕上げ－ 
①型にあまおうムース、スポンジ、な花ムースの順で流し入れる。 
②大きい型に土台を詰める。 
③ムースを型から外し、大きい型の中央に乗せる。 
④ヨーグルトムースを流し入れ、固める。 
⑤固まったら型から外す

●クッキー（※仕込み済） 
・バター　25ｇ 
・粉糖　20ｇ 
・全卵　12ｇ 
・薄力粉　50ｇ 
・塩　ひとつまみ 
①バター、粉糖、塩、液卵を入れ、すり合わせる。 
②薄力粉を加え、混ぜる。 
③成形して焼く。 !
●スポンジ（※仕込み済） 
・卵　2個 
・グラニュー糖　60ｇ 
・薄力粉　60ｇ 
・バター　16ｇ 
①卵とグラニュー糖を入れ、泡立てる。 
②薄力粉、溶かしバターを入れて合わせる。 
③デコカンに生地を入れ、焼く。 !
●土台（※仕込み済） 
・クッキー　59ｇ 
・バター　21ｇ 
①クッキーに溶かしバターを合わせる。 !
●あまおうのムース 
・あまおうのピューレ　60ｇ 
・グラニュー糖　12ｇ 
・板ゼラチン　1.5ｇ 
・生クリーム　36ｇ 
①あまおうピューレ、グラニュー糖、ゼラチンを加え、 
　溶かし混ぜる。 
②生クリームを泡立てて混ぜる。 

－飾り－ 
①あまおうピューレとグラニュー糖を合わせ煮つめる。 
②な花ピューレとグラニュー糖、ハチミツを合わせて煮つめる。 
③粗熱を取り、コルネに入れて絞る。 
④生クリームを絞り、あまおうを乗せる。 
↓材料↓ 
●飾り 
・あまおう　2個 
●あまおうソース 
・あまおうピューレ　15ｇ 
・グラニュー糖　4ｇ 
●な花ソース 
・な花ピューレ　10ｇ 
・ハチミツ　7ｇ



料理部門（中学生の部） 特別賞
イタリアン風ばくだんぎょうざ



料理部門（高校生の部） 特別賞
春の彩り桜ハンバーグ

【材料】 
・豆腐（もめん）　1/2丁 
・ボローネハム　8枚 
・バナナ　1本 
・博多な花　50ｇ 
・博多万能ねぎ　15ｇ 
・博多ぶなしめじ　1/2パック 
・ライスペーパー　4枚 
・博多のトマト　4個 
・塩コショウ　適量 
・油　適量 

●トマトソース 
トマトを湯むきして煮込む。塩こしょうで味を調える。 
!
①豆腐、ハム、しめじ、バナナ（輪切り）、な花、ねぎを細かく切って、生春巻用の皮に包み、油を引いたフライパンで焼く。 
（数分、良い感じになるまで） 
②ボローネハムを桜型に型抜きし、上にちりばめる。 
最後にトマトソースを周りにかけて完成。 



スイーツ部門（中学生の部） 特別賞
おいもとチーズが 
あまおうに出逢った日



スイーツ部門（高校生の部） 特別賞
福岡ギュギュッと青春ロール

①卵を卵白と卵黄に分け、それぞれに砂糖を何回かに分けて加え泡だて器で混ぜる。 
（卵黄・・・もったりなるまで。卵白・・・角が立つまで） 
②博多な花は良く洗い、柔らかくなるまで塩を入れた湯でゆでる。ミキサーにかけて漉す。（ミキサーにかけるのはな花のみ。ゆで汁は
なし）トマトは湯むきをしたら、種を取り出して刻む。（ペースト状にする）ここで色が足りなかったらケチャップを加える。 
③①にふるった粉を加えてゴムベラでさっくり混ぜる。半量にな花を、半量にトマトのペーストを入れる。オーブンは190℃で5分予熱し
ておく。鉄板にシートをしいて、そこに2種類の生地を交互にしぼる。 
④オーブン中段190℃で15～25分焼く。 
⑤泡立てたクリームに大きく乱切りにした苺とキウイを入れて④で巻く。

【材料】 
・卵　2個 
・薄力粉　各30ｇ 
・砂糖　各60ｇ 
・博多あまおう　15個 
・福岡キウイ　2個 
・生クリーム　150ｇ 
・砂糖　30ｇ 
・博多のトマト　1個 
・博多な花　30ｇ


