
鹿児島県 Presents 

「鹿児島県食材を使って～新緑の頃～」 

（第376回本部料理講習会）  

日 時 

講 師 

2022年 2月19日 （土） 
10:00～12:00（予定） 

宮田 勇 氏（ホテルニューオータニ東京 日本料理 料理長） 
住所 

交通 

宮田 勇 シェフ考案 

鹿児島県食材 美味レシピ 

supported by 



 

開発シェフ 
 

宮田 勇 氏 
 

   ホテルニューオータニ東京 日本料理 料理長  
 公益社団法人日本料理研究会 師範 

 

<ホテルニューオータニ東京> 
 

 〒102-8578 
 東京都千代田区紀尾井町4-1  

<PROFILE> 
 

1962年3月3日生まれ、福島県出身。1978年4月に割烹ゆかりに調理見習い
として入職。以降、株式会社明治座などを経て、31歳という若さで株式会社
初島クラブ調理長に就任。2007年4月より現職のホテルニューオータニ東京 
日本料理 料理長を務め、歴代の内閣総理大臣をはじめとした政府関係者、天
皇陛下や高円宮家など皇室関係者、海外賓客への料理提供を数多く行っている。
最近では2019年6月に行われた「G20大阪サミット」の日露首脳ワーキング
ディナー、同年10月に行われた「即位礼正殿の儀」の参加国や国際機関の海
外賓客を迎えた「内閣総理大臣夫妻主催晩餐会」でも腕を振るっている。
2021年秋には黄綬褒章を受章。 
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緑茶仕立 

 昆布出汁 50㏄ 

 粉緑茶 適量 

 鮪節 適量 

干鶏笹身 3g 

結び昆布 1g 

❶ 緑茶仕立は、水に昆布を入れておく。出汁が出たら火にかけ、 

  鮪節を入れて出汁を取る。粉緑茶を入れて当りを調え、漉す。 

❷ 干鶏笹身は、鶏笹身に塩をあて、半干しにして焼く。 

1人前 

  

【作り方】  
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【材料】  

先椀 緑茶仕立 干鶏笹身、結び昆布  

       かごしま黒豚スナップ豌豆生姜風味、 

前菜  勘八昆布〆、酢ゼリー、緑茶糝薯串打ち、 

      姫海老、姫栄螺香草、姫鱒砧巻、 

    エシャレット生ハム巻 

❶ かごしま黒豚スナップ豌豆生姜風味は、かごしま黒豚を薄く 

  スライスし、塩茹でしたスナップ豌豆を巻き、生姜焼とする。 

❷ 勘八昆布〆は、勘八に塩をあてて昆布〆とする。干大根は、 

  酢醤油に漬けて押しておき、盛り付けて酢ゼリーを掛ける。 

❸ 緑茶糝薯串打ちは、烏賊を裏漉しし、昆布出汁、玉子の素、 

  粉緑茶を混ぜて糝薯地を作り、知覧茶茶葉を付けて揚げる。 

❹ 姫海老は、串を打ち、唐揚とする。 

❺ 姫栄螺香草は、姫栄螺をボイルしてから掃除して殻に詰め、 

  香草焼とする。 

❻ 姫鱒砧巻は、姫鱒を燻製にしてから胡瓜で巻いておく。 

❼ エシャレット生ハム巻は、エシャレットを掃除し、生ハムで 

  巻く。 

【作り方】  

かごしま黒豚スライス
 30g 

スナップ豌豆 2本 

勘八 16g 

干大根 4g 

緑茶糝薯 

 生身 10g 

 烏賊 5ℊ 

 玉子の素、昆布出汁、塩、 

 粉緑茶 各適量 

姫海老 7本 

姫栄螺香草 

 姫栄螺 80g 

 香草バター 適量 

姫鱒砧巻（6人前） 

 鱒 30g 

 胡瓜 1/2本 

エシャレット1本 

生ハム 6g 

姫鱒以外、1人
前 

【材料】  

・かごしま黒豚は柔らかい肉質でうま味が強いです。甘みの強いスナッ 

 プ豌豆と合わせて、肉のうま味を際立たせました。 

・勘八は程よく脂を備えていますが、しつこすぎないので、昆布〆、刺 

 身、揚物、ヅケなど多様な提供方法が可能です。前菜では勘八に昆布 

 の香りとうま味をまとわせ、より深い味わいに進化させました。  

・知覧茶は上品な香りが特徴なので、まぶして揚げることで爽やかなお 

 茶の風味が糝薯に加わり、サッパリと食べやすくなります。 

コメント ＆ 調理のPoint 

知覧茶は他のお茶とは違った品のある香りが特徴のお茶です。今回は、
食欲を喚起する香りの昆布出汁と組み合わせて、気持ちよく食事に臨む
ための一杯を作りました。上品な香りなので、抹茶輪掛けなどの甘味に
応用しても、お客様に喜んでいただけそうです。 

コメント ＆ 調理のPoint 
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勘八 60g 

黒七味、浅葱、胡麻味噌、 

サワーポメロ 各適量 

❶ 勘八を卸し身にして塩をあて、輪切りにした檸檬を岩塩と合 

  わせ、その檸檬汁を五回くらい塗って炙り、仕上げる。 

1人前 

  

刺身 炙り勘八檸檬風味 サワーポメロ添え 

中皿 揚勘八 黒酢醤油 

❶ 勘八を卸し身にして塩をあてておく。適当な大きさに切り、 

  出汁割醤油で洗い、片栗粉で揚げた後、黒酢醤油を掛ける。 

【作り方】  

勘八 60g 

黒酢醤油 適量 

若布 25g 

蕗 15g 

赤卸し 5ℊ 

木の芽 1枚 

1人前 【材料】  

カリッと揚げた勘八はうま味が増して、香味野菜を加えた黒酢醤油との
相性がよくなります。香り高い黒酢醤油をポン酢感覚でサッと掛けて、
サッパリと召し上がってください。 

コメント ＆ 調理のPoint 

勘八の程よい脂のうま味が、塩味が利いた爽やかな香りの檸檬汁を塗っ
て炙ることで際立ちます。サッパリした甘みのサワーポメロと一緒に食
べていただくと、美味しさをより感じていただけます。 

コメント ＆ 調理のPoint 

【作り方】  【材料】  
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煮物 南京饅頭葱生姜餡、かごしま黒豚柔らか煮 

❶ 秋かぼちゃは、皮を剥いて蒸してから潰しておく。そして、 

  甘と塩を入れて味を調える。フォアグラ味噌漬は、小角に切 

  る。かごしま黒豚バラ肉は、柔らか煮として甘辛い汁で煮て 

  小角に庖丁し、フォアグラ味噌漬と一緒に南瓜で包み、饅頭 

  とする。後、餅粉、小麦粉を混ぜた粉で揚げる。 

❷ 蕎麦出汁をのばし、微塵の葱生姜を入れて味を調え、張り地 

  とする。 

【作り方】  

南京饅頭（20人前） 

 秋かぼちゃ 1kg 

 上白糖 80g 

 水塩 30㏄ 

 薄力粉 30g 

フォアグラ味噌漬
 10g 

黒豚柔らか煮 15g 

スナップ豌豆 2本 

山葵 適量 

蕎麦出汁 適量 

葱、生姜 各適量 

【材料】  

秋かぼちゃは、しっとり食感のやさしい味わいが特徴です。そのため、
フォアグラ味噌漬、かごしま黒豚柔らか煮といった濃い味つけの具材の
味を引き立てます。かごしま黒豚はうま味が強いので、饅頭のタネに
なっても十分に存在感を感じていただけます。 

コメント ＆ 調理のPoint 

南京饅頭以外は、
1人前 



かごしま黒豚ロース肉
 90g 

知覧茶葉 適量 

桜島大根 適量 

スナップ豌豆 2本 

さらし葱、胡麻ポン酢
 各適量 

❶ かごしま黒豚緑茶ローストは、かごしま黒豚ロース肉に塩胡 

  椒をあて、フライパンで焦げ目を付けてから茶葉をまぶし、 

  袋に詰めて60～65℃で4、5時間煮る。 

❷ 桜島大根カリカリ揚は、桜島大根を蒸してから餅粉を付けて 

  揚げ、胡麻ポン酢を掛ける。 

❸ スナップ豌豆は、塩茹でする。 

1人前 

  

変わり鉢 かごしま黒豚緑茶ロースト 

         桜島大根カリカリ揚、スナップ豌豆 

御飯 黒酢を使ったバラ散し寿司 蒸し薩摩芋 

     漬勘八、スナップ豌豆、海老おぼろ 

❶ 黒酢で寿司酢を作り、寿司飯を作る。薩摩芋は蒸しておく。 

❷ 漬勘八は、勘八を切り身にして漬醤油に20分漬けておく。 

❸ 寿司飯に干瓢、酢漬生姜、蓮根、椎茸を混ぜてから切り海苔 

  をのせ、海老おぼろを敷いて、その他の材料を盛り付ける。 

❹ 吸物を付ける。 

【作り方】  

酢飯 70g 

蒸し薩摩芋 16g 

漬勘八 20g 

干大根 8g 

干瓢 6g 

奈良漬 4g 

蓮根 5ℊ 

スナップ豌豆 1本 

干椎茸 6g 

芽生姜 6g 

海老おぼろ 25g 

才巻海老 30g 

木の芽、黒酢 各適量 

1人前 【材料】  

知覧茶をかごしま黒豚にまぶすと、他のお茶と違った上品な香りがつく
上に肉の臭みも抜けるので、肉のうま味をより強く感じられます。カ
リッと揚げた桜島大根は甘く、かごしま黒豚の美味しさを楽しむ手助け
をしてくれます。スナップ豌豆は甘みが強く、実以外の部分も美味しい
ので、献立各所に採用しています。 

コメント ＆ 調理のPoint 

鹿児島県が誇る代表的食材を組み合わせ、甘みと塩味と酸味、そして、
彩りのバランスが取れた御飯を作りました。勘八はヅケにすることで脂
のうま味に醤油の風味と味が加わり、美味しさがグッと増します。薩摩
芋の紅はるかは糖度が高く、蒸すことでさらに甘くなるので、砂糖の代
用として使用しました。黒酢は香りがよいので、甘みと塩分を少しだけ
加えて全体をまとめる寿司酢として使用しています。 

コメント ＆ 調理のPoint 

【作り方】  【材料】  
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薩摩芋 650g 

水塩 45㏄ 

水 125㏄ 

片栗粉 20g 

薄力粉 50g 

砂糖 適量 

赤紫蘇漬 1枚 

黒蜜 適量 

20人前 

  

甘味 塩薩摩芋かん 

紅はるかは糖度が非常に高いです。今回は少しだけ塩分を加えて、さら
に甘さを引き出しました。塩漬の赤紫蘇で巻いて味のバランスを取って
います。蜜が多くとても甘いので、定番ですがスイートポテトなどの甘
味にすると、素材のよさがより引き立つように思います。 

コメント ＆ 調理のPoint 

❶ 薩摩芋は蒸してから裏漉しし、片栗粉、薄力粉、水塩、水を 

  合わせて蒸し上げる、砂糖は、芋の甘さを見て入れる。 

❷ 塩漬にした赤紫蘇を巻き、カットする。 

【作り方】  【材料】  
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