料 理 初 心 者 が 特 に注 意 す る こ と
〔
料理をは じめる前 の手洗 い〕
・洗剤や消毒液 を使 うと料理に臭 いが移 るおそれ があ るので、手 は流水でよ く洗 うだ けにす る
〔
包丁の扱い〕
・包丁 の置 き場所
柄 を調理台 か らはみ出 させない/刃 を外向きに置 く
・包丁 の (水 気や汚れ の)拭 き方
・ 切 り方 (力 まかせ に切 らない)
→押 さえつ けて切 らない⇔ 手前 か ら奥に向かつて斜 めに滑 らせ るよ うに して切 る
大切
腕 全体で切 る⇔握 り方 (指 の位置)力 ｀
包丁 の真 ん 中あた りで切 る
〔
調理〕
・分量を計量カ ップや スプーンではかるときは、粉体 はす り切れ、液体は山盛 り
0調 理 中は、 日 (味 見)だ けでな く、日 (色 や形 の変化な ど)、 鼻 (匂 い 0臭 い)、 耳 (音 )、 手 輌虫ってみる)
な ど五感を総動員す ると、食材 のほ うか ら教 えて くれ る
〔
調味料〕
・塩は、直接 か けずに、いつたん手に受けてか らか ける。 30cmほ どの高 さか ら全体 に振 りかける
・胡椒 な どのスパイ スは容器 を上向けに振 る
・調味料 の保存 は常温保存 か冷蔵保存 か必ず確 かめて保存す る→ かつお節、削 り節 は開封後は冷蔵庫で保存
・ 賞味期限 と消費期限の違 い を知 って、食材や調 味料 をムダに しない
〔
火加減〕
・ アクをとるときは、 こまめに火力目
減 を調整 して、アクを煮 込まない よ うに気をつ ける
。途中で何度 も味見を して、味の変化を舌で覚 えるよ うにす る
。調理 中もこまめに火加減 を調整 し、煮す ぎ・炒 めす ぎに気 をつ ける
→火加減は思 ったよりもやや弱めに、時間は短 めに
・調理 の最後 で火 を止めるときは、余熱 を考えて早めに止め る
〔ガス〕
・鍋 を火 にかけてい るときに ドアチ ャイ ムが鳴 った り、電話 がかかつて きた り、 トイ レに行 くときな どは、
必ず火 を絞 るか、いつたん火 を止めるくせ をつ ける
・ 上記 において、サ ラダ油は発火 しやす いので、油料理 中は、必ず いったん火 を止 める
・ 油を使 つた調理 中にフライパ ンな どか ら煙 が出た ら、いつたん火 を止めるか、火か ら離す くせ をつ ける
[そ の他〕
・野菜な どの水気 をザルで切 つたあと、そのまま移動 しない⇔ ザルの下にボ ウル 、深皿 、布 巾な どをあてる
洗 い物〕
〔
・ 水道 の水は鉛筆 の太 さにす ると、水 がはね散 らない し、節水 にもなる
0洗 い物 をす るときは、食器 に水 をか けるのではな く、食器 を持 つた手 のほ うにかけると、水 はねを防 ぐこ
とができる
・スポンジだわ し、ス コ ッチ (不 織布 )、 亀 の子 だわ し、金だわ しを上手 に使 い分 ける
(油 汚れ は亀 の子だわ しを使 うと油が落ちやす く、油汚れ がたわ しに付着 しない)
・洗 つたあ と、す ぐに拭 くと、布 巾の水気や汚れ が食器 に付着 して、かえって不衛生
→最後 は熱 めのお湯 で洗斉Jを よく洗 い流 したあと、洗 い物 かごに伏せて、 自然 に乾かす とよい
・布 巾や タワシ類 は水気が残 つてい るとバイ菌 (大 腸菌な ど)が 異常増殖 して不衛生なので、熱湯消毒 した
あと、水気 がよ く切れ る状態 に してお く (布 巾は干す)
勿〕
〔
Eヨ い察
0保 存 性の高い もの (イ ンス タン トコー ヒー、調 味料な ど)は 特売品を多 めに買 うよ うにす る
・ 鶏肉 と魚は 「足が速 い」 ので、特売品は買わない よ うにす る
〔おい しいものをつ くる〕
0同 じ料理 を複数回作 るこ とで、確実 に料理 の腕 は上が り、 よ りおい しい ものが作れ るよ うになる
・外 で 「おい しい もの」 を食べ るときは、い ろんな店 に行 かず に、同 じ店 にある期間継続的 に通 うと、その
吉田清彦
店 の味を体 が覚 え込んで、自分 の味覚 レベル を上 げるこ とができる
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