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　この冊子を手にとって、見ていただきありがとうございます。

この冊子はたくさんの町民の方々からの協力をいただいて完成し

ました。レシピを提供していただいた方々にはとても感謝してお

ります。

　私たちがこの冊子を作ったきっかけは、少年議会で行ったアン

ケートに「遊佐町をもっとPRしてほしい」という若者の声

があり、「遊佐町をPRするにはどうしたらいいか」と話し

合ったことです。そこで、遊佐町の特産品のパプリカを使

ったら面白いのではないかと思いついたからです。

　町外の方にとって、パプリカが遊佐町の特産品であるこ

とは、まだ有名ではありませんし、遊佐町の良い所を利用

して、遊佐町を広めるため、パプリカのレシピを冊子にし

ました。

　この冊子に載っているレシピはどれもおいしいものばかりです。

ぜひ、料理してみてください。

第13期遊佐町少年町長　池　田　泰　基
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材　料

・パプリカ赤色・黄色… ……………………………………各1/2コ
・豚ひき肉… ……………………………………………………200グラム
・ショウガ… ……………………………………………………… 20グラム
・調味料（合わせておく）
　みそ…………………………………………………………………… 大さじ２
　酒… …………………………………………………………………… 大さじ２
　砂糖…………………………………………………………………… 大さじ１
　しょうゆ… ……………………………………………………… 小さじ１

作り方

①パプリカは種を取り除き、３ミリ角のみじん切りに
する。

②ショウガは皮付きのまま、細かくみじん切りにする。
③調味料は全てを合わせておく。

作り方

①パプリカは指位のくし形に切る。舞茸・エノキはほぐしサッと洗う。
②フライパンにオリーブオイルを入れ①を入れ炒める。しんなりしたら、にんにく醤油で味付けする。

④テフロンのフライパン（※油は使わない）を熱して
豚ひき肉を白くなるまで炒める。

⑤④にショウガとパプリカを入れて、２分炒める。
⑥⑤に③の調味料を入れて２～３分妙めて出来上がり。

材　料（4人分）

・パプリカ… …………………………………………………………………２ケ
・舞茸…………………………………………………………………… １パック
・エノキ茸… …………………………………………………… 1/2パック
・にんにく醤油（だし醤油でも良い）
・オリーブオイル

1

2

パプリカ豚味噌

パプリカと茸のソテー

小松　早苗 作

齋藤　初女 作
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作り方

①パプリカは６等分に切り、グリルで焼く（魚焼きで
良い）

　皮が軽くこげる位焼く（すぐ水に入れると皮はむける）
　１口大に切る。

作り方

①さつま芋はレンジでやわらかくする。
②パプリカは焼いて皮をむく（水に入れるとむける）。
③残り全部1.5cm位の角切りにする。

②あえ衣を作る。ごまをすり材料を合わせる。
③②に①を入れてあえる。

④さつま芋、パプリカも同じく切る。
⑤ソースを全て合わせ切ったものとまぜる。

材　料（4人分）

・黄、赤のパプリカ………………………………………………各１個
　色つけに緑のピーマンも可
・あえ衣
　黒、白のいりごま（好みで）… …………………… 大さじ４
　砂糖…………………………………………………………………… 小さじ２
　塩こうじ… ……………………………………………………… 小さじ１
　だし醤油… ……………………………………………………………… 少々
　マヨネーズ……………………………………………………… 大さじ１

材　料（4人分）

・パプリカ… ………………………………………………好みの色２ケ
・りんご………………………………………………………………… １/３ケ
・ミニトマト……………………………………………………… ４～５ケ
・柿… ……………………………………………………………………… １/２ケ
・さつま芋… ……………………………………………………………小１本
・モッツアレラチーズ… ………………………………………適当に
・ソース
　漬け物酢… ……………………………………………………… 大さじ２
　さとう……………………………………………………………… 大さじ１
　塩こうじ… ……………………………………………………… 小さじ１
　マヨネーズ……………… 大さじ１（好みでコショーも良い）

3

4

パプリカのごまあえ

パプリカ入りフルーツサラダ

齋藤　初女 作

齋藤　初女 作
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材　料

・パプリカ　赤… ……………………………………………………… １個
・パプリカ　黄… ……………………………………………………… １個
・簡単酢……………………………………………………………………… 適量

材　料

・パプリカ… ……………………………………………………………… １個
・たまねぎ… ……………………………………………………………… １個
・ソーセージ……………………………………………………… ２～３本
・コンソメ… ……………………………………………………………… １個
・水… …………………………………………………………………………300cc

5

6

パプリカのマリネ

パプリカのポトフ

鈴木麻優子 作

鈴木麻優子 作

作り方

①パプリカを食べやすい大きさに切る。
②簡単酢に漬けて30分位でＯＫ！

作り方

①パプリカと玉ねぎは食べやすい大きさにくし切りにします。
②沸騰したお湯にコンソメと野菜・ソーセージを入れて10分位煮込みます。
③味見をして塩コショウで味を整えます。
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材　料
・こうじ……………………………………………………………………200ｇ
・パプリカ… ……………………………………………………………270ｇ
・赤唐辛子… ……………………………………………………………… ２本
・砂糖…………………………………………………………………………160ｇ
・昆布つゆ… ……………………………………………………………… ３合

材　料

・パプリカ… ……………………………………赤1/2個、黄1/2個
・ピーマン… ……………………………………………………………… １個
・ひき肉……………………………………………………………………… 50ｇ
・焼き肉のたれ… ……………………………………………… 大さじ４
・水… ……………………………………………………………………………50cc
・サラダ油… ……………………………………………………………… 少々
・片栗粉……………………………………………………………… 小さじ１
・絹豆腐……………………小さなパックに入っているもの

7

8

ピリ辛みその作り方

豆腐のパプリカあんかけ

石垣たけ子 作

佐藤　幸子 作

作り方
①パプリカの種を取り計量する。ざく切りにして種を取った赤唐辛子とミキサーにかける。
②①と、こうじ、砂糖、昆布つゆを入れて炊飯器で保温する（５時間）位。
　終わったら鍋に入れて煮詰める。（焦げない様に注意）20分くらい。

作り方

①絹豆腐は水切りをしておく。
②パプリカは大きめのみじん切りにする。
③鍋にサラダ油少々を入れひき肉を炒め、次にみじん

切りしたパプリカと水50ccも入れ、しんなりして

きたら焼き肉のたれを入れて炒め、汁が少しあるく
らいで水溶き片栗粉を少々入れて、トロミをつける。

④水切りした豆腐を皿に入れ、その上にパプリカのあ
んをかける。
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材　料

・パプリカ… ………………………………………… 赤１個、黄１個
・ピーマン… ……………………………………………………………… ２個
・卵… …………………………………………………………………………… １個
・薄力粉……………………………………………………………………揚げ油
・大根…………………………………………………………………………… 少々

作り方

①パプリカは縦８つ切りに、ピーマンは小さいので４つ切り。
②溶き卵と薄力粉をうらごしし、水を加えて衣を作り油で揚げる。
③天つゆを大根おろしを添える。

材　料

・パプリカ… ……………………………………赤1/2個、黄1/2個
・ピーマン… ……………………………………………………………… ２個
・ごま油……………………………………………………………… 大さじ１
・しょうゆ… ……………………………………………………… 大さじ１
・みりん……………………………………………………………… 大さじ１
・酒… …………………………………………………………………… 大さじ１

9

10

パプリカの天ぷら

パプリカのきんぴら

佐藤　幸子 作

佐藤　幸子 作

作り方

①パプリカ、ピーマンは千切りにする。
②鍋にごま油を入れ、パプリカと調味料も入れ、汁気のなくなるまで炒める。
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材　料

・長芋…………………………………………………………………… 約350ｇ
・パプリカ… ………………………… 少量（赤・黄・緑 各1/8個位）

　一種類のパプリカでもＯＫです。

※ ・めんつゆ… …………………………………………………………50cc
　 ・わさび………チューブに入っているもの1～2cm

作り方

①ビニール袋に※めんつゆを入れ、わさびをしぼり入
れたらわさびの固まりがないよう、よく混ぜ合わせ
ておく。

②長芋は１cm位の拍子木切りにし、パプリカはせん
切りにする。

③①の※めんつゆわさび醤油に②を入れ、もまずにや
さしく袋を上下しながら合わせる。

④全体にわさび醤油が合わさるように時々、上下し、
30分位で食べ頃になります。（お好みで、めんつ
ゆ・わさびの量は調節して下さい。）

（

11 長芋とパプリカのわさび醤油漬け 佐藤美香子 作

ナス科トウガラシ属。
南米の熱帯地方が原産。15世紀末に
アメリカ大陸からスペインに伝わり、
ヨーロッパに香辛料として広まりました。

パプリカとは
パプリカ

ひとくちメモ

①
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材　料

・パプリカ… ……………………… １個（丸みのあるものが良い）

・ひき肉…………………………………………………………… 50～70ｇ
・たまねぎ… …………………………………………………………… 1/4個
・たまご……………………………………………………………………… １個
・塩コショウ……………………………………………………………… 適量
・カタクリ粉……………………………………………………………… 適量
・サラダ油… ……………………………………………………………… 適量

作り方

①パプリカの中心部分を１cm幅の輪切りにし、２つ
用意する。

②①のパプリカの余ったところをみじん切りにする。
たまねぎもみじん切りにする。

③ひき肉に②の材料を混ぜ、塩コショウで味をととの
え、ハンバーグのたねを作る。

④①の輪切りにしたパプリカを、フライパンで上下を
少し火を通しておく。

 （食べた時にパプリカがやわらかくなり、食べやす
くなる。）

⑤１つのパプリカの輪切りの内側にカタクリ粉をぬり、
ハンバーグのたねを入れて型をととのえて、フライ
パンで焼く。

　表が焼けて裏返しにした時、もう一つの輪切りにし
たパプリカをとなりに並べ、その中にたまごを割り
目玉焼きをつくる。

　ふたをして、ふたつ一緒に出来るのをまつ。
 （お好みで同じフライパンを使い、ソースを作る。）
⑥出来上がったら、お皿に並べて、ソースをかけて出

来上がりです。

12 目玉パプバーグ 佐藤美香子 作

平成８年高橋良彰さんが、ハンガリーからパプリカの種を持ち帰り栽
培を続けてから、平成25年10月現在、遊佐町には48名の生産者がパ
プリカの栽培に取り組んでおり、その数は、なんと日本一を誇ります。
生産者は、砂丘地、平地、山麓と遊佐町内全域に広がり、さらに酒田
市まで及びます。

遊佐町のパプリカ生産者数 日本一!
パプリカ

ひとくちメモ

②
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材　料

・パプリカ… ……………………… 少量（赤・黄・緑 各1/8個位）

・ウインナーソーセージ………………………………… ４～５本
・市販の手のひらピザ生地（10枚入）… ……………… １袋
・市販のピザソース（お好みでＯＫ）

・とろけるチーズ……………………………………………………… 適量
・サラダ油… ……………………………………………………………… 適量

作り方

①パプリカはうすくせん切りにする。ウインナーソー
セージは、斜め切りにする。

 （お好みでたまねぎのスライスを準備してもよい。）
②ピザ生地にピザソースをぬり、パプリカ、ウインナ

ーソーセージをお好みで生地の上にのせていく。そ
の上にとろけるチーズをのせる。

③オーブントースターで５分焼いて、生地がこんがり、
チーズがとろ～りしたら出来上がりです。

13 ミニ♥パプリカピザ 佐藤美香子 作

抗酸化物質のカプサイシン（老化防止に効く）を多く
含んでいます。身体の余分なコレステロールを下げ、
動脈硬化や心筋梗塞を防ぎます。
また、パプリカの中で一番甘いのが、赤パプリカです。

赤パプリカの特徴
パプリカ

ひとくちメモ

③
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材　料

・パプリカ… ………………………… 200g 赤半分と黄色半分
・砂糖………………………………………………………………………………50g
・酢… …………………………………………………………………………100cc

材　料

・パプリカ… ………………………… 200g 赤半分と黄色半分
・カブ（白）… …………………………………………………………………1kg

14

15

パプリカの酢つけ

カブとパプリカの漬物

杉山喜和子 作

杉山喜和子 作

作り方

①パプリカ２cm四角に切り、皮のついたまま塩をひとつまみ入れて、30分おいたらザルにあげて水切りにする。
②水切りしたら、砂糖、酢を入れてから、２日～３日で食べごろです。

作り方

①カブ白１kgをイチョウ切りにする。
②パプリカは千切りにする。
③赤半分と黄色半分では200g。塩３g、砂糖５gを入れて、１日おいたら食べごろです。



11

材　料

・パプリカ… …………………………………赤200gと黄色150g
・キュウリ
・玉葱
・エビ………………………………………………………………………… 350g

材　料

・パプリカ… ……………………………………………………………… ２個
・ベーコン
・ツナ缶

16

17

パプリカとキュウリのサラダ

ツナand パプリカサラダ

杉山喜和子 作

菅原　隆広 作

作り方

①パプリカを５cmくらいに切る。
②細かく切ったパプリカを30秒ほどゆでる。
③ベーコンを細かく切って、ゆでたパプリカとまぜる。
④最後にツナ缶を入れて、塩・コショーで味をととのえて出来上がり。

作り方

①キュウリを長さ６cmに切り、玉葱せん切り、パプリカもせん切り。
②玉葱の切ったのは塩水に10分ひたす。
③10分ひたしたらザルにあげて水切りをする。
④大根の長さ６cmで切って、せん切りにする。
⑤赤のパプリカ１コ200g、黄色150gパプリカもせん切りにする。

⑥お湯をふっとうさせて、エビ350gを入れる。すぐ
にあげて、又ザルにあげてお湯切りにする。

⑦さいごに胡麻ドレッシングを入れてもいいし、掛けても
おいしいです。
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材　料（4人分）

・パプリカ各種… …………………………………………………… 1/2個
・えび……………………………………………………………………… 4～8尾
・いか………………………………………………………………………… 1ぱい
・ウィンナー………………………………………………………… 4～8本
・かぶ……………………………………………………………………………… 2個
・ブロッコリー… …………………………………………………… 1/2株
・カリフラワー… …………………………………………………… 1/2株
・にんじん… …………………………………………………………… 1/2本
・じゃがいも………………………………………………………………… 2個
・フランスパン… …………………………………………………… 1/2本
　ナチュラルチーズ……………………………………………… 300g
　牛乳……………………………………………………………………… 200ml
　小麦粉…………………………………………………………… 小さじ2杯
※お手軽に市販品チーズを使用してもよいと思います。

作り方

①パプリカ３種を３㎝ぐらいの角切りにして、レンジ
にかける。

②エビ、イカ、ウインナー、カブ、ブロッコリー、カ
リフラワー、ニンジン、じゃがいもを一口大に切り、

作り方

①パプリカ３種を３㎝ぐらいの角切りにする。
②大根、ニンジン、キャベツ、じゃがいも、ウインナー、玉ねぎをを一口大に切る。
③鍋に①と②、水、コンソメ顆粒を入れ、柔らかくなるまで煮る。
④塩、コショウで味を整えて、出来上がり!!

茹で、ザルにあげておく。
③フランスパンを一口大に切る。
④チーズを小鍋に入れて溶かす。
⑤①～③をフォークにさして、④につけて食べる。

材　料（4人分）

・パプリカ各種… …………………………………………………… 1/2個
・大根………………………………………………………………………… 10cm
・人参……………………………………………………………………………… 1本
・キャベツ… …………………………………………………………… 1/4個
・じゃがいも………………………………………………………………… 2個
・ウィンナー………………………………………………………… 4～8本
・玉ねぎ………………………………………………………………………… 1個
・水… ……………………………………………………………………… 800ml
・コンソメ… …………………………………………………………… 大3杯
・塩・こしょう… ……………………………………………………… 少々

18

19

パプリカ チーズフォンデュ

パプリカ入り野菜スープ煮

齋藤 凌、彩 作

齋藤 凌、彩 作

（
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作り方

①かぼちゃを5㎜ぐらいのくし形に切り、さらに横半
分に切り、素揚げにする。

②水菜を2㎝ぐらいに切り、大根は千切りにする。
③パプリカを薄く輪切りにする。

作り方

①パプリカを茹でて皮を取り酢に漬ける。
②酢飯を作って、酢飯にしらすとハムを混ぜる。
③す巻の上にパプリカを赤と黄色を交互にのせて、その上に酢飯をのせて巻く。

④①～③を盛り、お好みのドレッシングをかけて召し
上がれ。

※ポン酢や青じそドレッシングがおすすめです。

材　料（4人分）

・パプリカ(黄、赤)… ……………………………………… 各1/2個
・かぼちゃ… …………………………………………………………… 300g
・水菜……………………………………………………… 2～3株(1/2袋)
・大根………………………………………………………………………… 10cm

材　料

・パプリカの赤、黄……………………………………………… 各1個
・酢飯…………………………………………………………………………… 適量
・大葉……………………………………………………………………………… 3枚

20

21

かぼちゃと生野菜サラダ パプリカ添え

パプリカすし

齋藤 凌、彩 作

池田　泰基 作
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材　料

・パプリカ（赤と黄）………………………………………… １コずつ
・ハム…………………………………………………………………… ４枚ほど
・はるさめ… ……………………………………………………………… 30ｇ
・ケチャップ……………………………………………………… 大さじ５
・塩コショウ……………………………………………………………… 少々
・さとう……………………………………………………………………… 少々
・レタス（かざりつけ）

23パプリカとはるさめのナポリタン風 今野　麻未 作

材　料

・パプリカ（赤と黄）………………………………………… １コずつ
・にんじん… ………………………………………………………… １/３本
・糸こんにゃく… ……………………………………………………… １袋
・ごま油……………………………………………………………… 大さじ１
・砂糖…………………………………………………………………… 小さじ２
・しょうゆ… ……………………………………………………… 大さじ２
・白ごま…………………………………………………適量（お好みで！）

22ごまあえのパプリカ 今野　麻未 作

作り方

①パプリカとにんじんをせん切りにする。
②糸こんにゃくをからいりする。
③フライパンにごま油を入れ、①、②を入れ、いためる。

④③に砂糖としょうゆを入れ味をつける。
⑤できたものを皿に入れ、自分の好きな量だけ白ごま

をのせたら完成

作り方

①はるさめをゆでる。
②パプリカとハムを千切りにする。
③①と②を一緒にいためる。

④③にケチャップ、塩コショウ、さとうをくわえ、いためる。
⑤できたら、皿にレタスをひき、その上にもりつけを

し、で・き・あ・が・り!!
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材　料

・パプリカ（中）… ……………………………………………………… ３コ
・ひき肉……………………………………………………………………100ｇ
・卵… …………………………………………………………………………… １コ
・玉ねぎ…………………………………………………………………… 1/2コ
・にんじん… …………………………………………………………… 1/3本
・パン粉……………………………………………………………1/3カップ
・塩コショウ……………………………………………………………… 少々
・砂糖…………………………………………………………………………… 少々
・中濃ソース……………………………………………………… 大さじ１
・小麦粉……………………………………………………………………… 少々

材　料

・パプリカ… ……………………………………………………赤・黄など
・ひき肉…………………………………………………………………… 100g
・玉ねぎ………………………………………………… 1/4（みじんぎり）

・にんじん… …………………………………………………………… 1/4本
・卵… …………………………………………………………………………… １個
・パン粉……………………………………………………………… 大さじ１
・塩・コショウ… ……………………………………………………… 少々
・とろけるチーズ……………………………………………………… １枚
・薄力粉……………………………………………………………少々ふるう

作り方

①パプリカを横半分に切って、たねをとる。
②薄力粉をパプリカの内側に少々ふるう。
③ひき肉をいため、玉ねぎ（ハンバーグ）の具を、パ

プリカに詰め、レンジで火が通る様にする。
④取り出して、とろけるチーズをのせ、オーブントー

スターでこげめがつくまで焼く。
⑤皿にもりつけ、お好みでパセリをのせる。完成!!

24

25

パプリカの肉づめ

彩
あ ざ

やかハンバーグ

今野　麻未 作

冨樫　未来 作

作り方

①玉ねぎ、にんじんをみじん切りにして、ひき肉、卵、
パン粉とよくまぜる。

②①に塩コショウ、ソースを入れまぜ合わせる。
③パプリカを半分に切り、小麦粉をつけ、パプリカに

②をつめる。

④フライパンに油をひき、パプリカをやく。（肉の方を
下にする）

　ふたをして弱火で15分くらいやく。うらがえして、
10分くらいやく。

　焼き上がったら、皿にのせてできあがり!!
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材　料

・パプリカ（赤・黄）………………………………………………大２個
・砂糖………………………………………………… 60～100ｇくらい
・レモン汁… ……………………………………………………… 小さじ１

26パプリカのジャム 鈴木麻優子 作

赤と黄パプリカの中間の存在。
βカロチンはなんと、ピーマンの20倍、ビタミンEも
多く含んでいます。
ビタミンCもピーマンの３倍と言われています。

オレンジパプリカの特徴
パプリカ

ひとくちメモ

⑤

ビタミンC（シミ、ソバカスを防ぐ）を特に多く含んでいます。
ルテイン（肌年齢の老化を防ぐ）を
多く含んでいます。

黄パプリカの特徴
パプリカ

ひとくちメモ

④

作り方

①パプリカのへた、わたを取り、１cmくらいに切り
ます。（皮をむいておくと口あたりが優しくなる!!）

　鍋にパプリカと砂糖を入れて混ぜ、そのまま１時間
以上置きます。

②パプリカから水分がたくさん出てきます。時間がた
てばたつほど、たくさん出てくるので、のんびりま
ちましょう♪

③十分に水分が出てきたら、火にかけます。パプリカ
に火が通ったら、いったん火をとめます。

④粗熱を取り、ミキサーかフードプロセッサーでピュ
ーレ状にします。すべてピューレ状にしたら、いっ
たん鍋に戻します。

⑤もう一度火にかけ、火にかけている時は、木べら等
でかきまぜながら、とろみを確認してください。

⑥とろみがついてきたら、レモン汁を加え、混ぜ合わせ、
鍋の底が見えるようになったら火を止めて下さい。

⑦熱いうちに煮沸した瓶に口いっぱいまで入れてふた
をし、逆さまにして完全にさまします。
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