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ビギナーでもできる！
WISHで始める美味しい自炊生活

はじめに〜新寮生の試練〜

包丁。おたま。フライパン。WISHに入るまでずっと親
元にいた筆者にとってこうした調理器具は下手した
ら家庭科の授業でも触ったことない、そんな未知の
存在でした。新寮生のみなさんも、親元を離れたい
ま、レストランかコンビニ弁当、そして究極の選択と
して、おのずと自炊を強いられます。私はWISHに
入ったからには自炊を続けるのが一番だと強く主張
します。確かに中野や高田馬場には名物の定食屋
がたくさんあります。「武道家」のラーメンは革命的で
一生忘れられませんよね。大学近くの炭焼き丼専門
店「どんぴしゃり」のメニューもとてもいい腹ごしらえ
になります。しかし、大学生の腹を満たすには一食
約700円以上かかり、毎日外食となるとお金がかさ
みます。ではコンビニ弁当はどうでしょうか。食品添
加物が心配ですし、栄養も偏りがちになってしまい
ます。そこで私はWISHで自炊をオススメします！食
費を極力抑えることができ、頑張ればノー食品添加
物も可能、そしてコミュニティキッチンで他の寮生と交
流する機会も増えます！サークルの食事会やテスト
期間の調理や洗い物は面倒臭く、毎日自炊するの
は大変ですが、それでも自炊はあらゆる側面から自
分を成長させてくれます。包丁やフライパンを恐れ
ている寮生も、今日はぜひスーパーに買い物に行っ
てみましょう！（万が一怪我した時は隣に病院がある
ので心配いりません！）
本記事では自炊初心者向けの簡単ですぐできるレ
シピのほか、少し手の込んだ（私にとって）チャレンジ
ャー向けの料理のレシピも紹介していきます。なお
いくつかのレシピは、はらぺこグリズリー著『世界一
美味しい手抜きごはん』を参考にしております。

記事/写真: 了英
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手間が少なくてビギナーでもできるレシピ

かんたん酢で作る
鶏のさっぱり照り焼き

材料はもも肉とかんたん酢だけ！自
分の好きな調味料でアレンジするの
も可能です。

1.	 もも肉を一口サイズに切ります。
2.	 フライパンで焼き目がつくまで加

熱します。皮の方から焼くと油が
にじみ出るのでサラダ油などは
必要ありません。

3.	 焼き目がついたらかんたん酢を
入れ、かんたん酢が飴色になる
まで煮つめます。

4.	 照り照りになったら完成です！

材料
•	 鶏のもも肉
•	 かんたん酢	(ミツカン製）

大さじ五杯

レシピ

和風ツナスパゲッティ

1.	 鍋に水１から２L（パスタが浸かる程度）ぐらいの沸騰し
たお湯にスパゲッティを入れ、吹きこぼれないように火
を弱めてパッケージの表記時間より少なめにゆでます。
コツ：塩35g入れて茹でると下味が良くなります。

2.	 茹でたらざるにあけ、お湯を切ります。
3.	 フライパンにツナと大根や玉ねぎを入れて炒めたとこ

ろにスパゲッティをいれ、お好みの量の麺つゆと塩胡
椒で味付けし、さっと火を通したら完成です。
コツ：厚底フライパンを茹でるのに使い、そのまま炒め、
そのまま皿として使うと、洗い物が減ります。

スパゲッティも比較的手間
が少なく頻繁に作られてい
るのを台所で見かけます。
何かと便利な麺つゆと手
軽に使えるツナ缶のお助
けレシピです。

材料
•	 スパゲッティ100g
•	 ツナ缶一つ（汁も入れます）
•	 スライスした玉ねぎや短冊切りまたはすりおろした大根

（大根はすりおろした方が美味しいですが）
•	 塩胡椒
•	 麺つゆ（お好みの量）

レシピ

キムチーズトースト

1.	 パンの上にスライスチーズを乗せ、さらにキムチをかける。
2.	 オーブントースターで5分ほど焼く。
3.	 完成！チーズとキムチの発酵食品コンビは相性がいいです	。

材料 •	 食パン一枚

レシピ

食パンはとても安上がりですし、WISHのオーブントースターだけでできちゃい
ます。料理をしたことない人でもすぐ作れます。

•	 スライスチーズ一枚 •	 キムチ
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料 理 に 少し慣 れ た
人 の た め の レシピ

写真のように、何かを鍋敷きがわりに
してフライパンを食器として使うのを
おすすめします。盛り付けの手間がな
くなり、洗 い物 が減るひと工 夫です。

•	 豚細切れ肉150g
•	 玉ねぎ半分
•	 醤油大さじ一杯
•	 ハチミツ大さじ一杯
•	 生姜チューブ3cm
•	 塩胡椒
•	 サラダ油小さじ一杯

材料

豚の生姜焼き

1.	 玉ねぎを千切りにする。
2.	 フライパンにサラダ油を薄く広げま

す。
3.	 豚肉と玉ねぎを入れ中火で焼きま

す。
コツ：一枚ずつ広げて焼くと特売の
お肉も豪華な感じになります。

4.	 醤油とハチミツを1:1の比（←ポイン
ト）で混ぜ、生姜を加えてソースを作
ります。

5.	 焼きあがった肉にソースを絡めて完
成です。お混みで塩胡椒をかけてく
ださい。

レシピ

麻婆豆腐は材料が多いですが、どれも身近な材料
なのでチャレンジしやすいです。ピリ辛でコクのある
味で一日の疲れを忘れてしまいましょう。(以下『世
界一美味しい手抜きごはん』より抜粋)

•	 水で溶いた片栗粉
(片栗粉小さじ二杯、水小さじ二杯）

•	 ひき肉100g
•	 豆腐一丁
•	 長ネギ1/2本
•	 ごま油大さじ一杯

	※ にんにくチューブ3cm
	※ みりん大さじ一杯
	※ 醤油小さじ二杯
	※ ケチャップ小さじ二杯
	※ ラー油小さじ一杯
	※ 和風だしの素小さじ1/2杯
	※ (あれば）味噌小さじ二杯
	※ 水100mL

材料

麻婆豆腐

1.	 豆腐を一口サイズに切り、長ネギをみじん切り
にします。

2.	 ごま油をひいて長ネギとひき肉を中火で炒め
ます。

3.	 豆腐と調味料全部（※	のもの）加えて混ぜます。
コツ：豆腐が崩れないようにゆっくり混ぜましょう。
4.	 水で溶いた片栗粉を入れ、とろみがついたら

完成。もし花椒があればより本格的な味になり
ます。

レシピ
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昔から弁当の心強い味方だったハンバー
グ。実家から離れた今、自分の手で作るの
はいかがでしょうか。

•	 合挽肉200g
•	 玉ねぎ1/2個
•	 パン粉1/4カップ
•	 卵１個
•	 塩胡椒、ナツメグ適宜
•	 サラダ油大さじ一杯
•	 水１と1/2杯

材料

ハンバーグ

1.	 玉ねぎをみじん切りに切って塩胡椒と共にフライパン
で透けるまで焼きます。

2.	 パン粉と卵を混ぜ合わせます。
コツ：パン粉と卵はハンバーグの身をまとめるのに不
可欠なのでよく混ぜましょう。

3.	 ボールに全部の材料を入れてこねます。
4.	 粘りが出るまでこね、両手でかたまりをキャッチボール

のようにしてかたまりの中の空気を抜きます。
5.	 再び小判の形に整え、真ん中をわずかに凹ませます。

コツ：もし手元にあれば氷一かけを真ん中に挿入しま
しょう。焼いた後ジューシーに仕上がります。

6.	 サラダ油を中火で熱しハンバーグを焼きます。焼き目
がついたらフライ返しでひっくり返し１分から２分焼き
ます。

7.	 両面焼きあがったら水を入れ、蓋をして弱火で概ね
10分蒸す。
コツ：時間に余裕がない場合電子レンジで加熱してく
ださい。

8.	 ハンバーグの中央に串を刺し赤い汁が出なければ火
が通った証拠ですので完成です。

レシピ

料理に絶対的自信がある
人 向 け の レ シ ピ

WISHの強みはキッチンが全てのフロアに配備してあるこ
とです。他の寮ではカフェテリアで食事が提供されること
も多いようです。大学デビューと共に、自炊デビューするの
はいかがでしょうか。余談ですが、私は退寮した先輩から
譲り受けた調理器具や食器があるので、個人的に出費を
おさえられて助かっています。自炊を通して、充実した美
味しい大学生活を送りましょう！

＊レシピはあくまで参考ですので自分の好みに調節して
ください。

終わりに
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ヒッチハイクの目的地、香川県・直島にたどり着いた日の夜、私は
晩ご飯を島の小さなラーメン屋でとることにしました。直島は「ア
ートの島」として有名な場所で、草間彌生や安藤忠雄をはじめと
する世界的なアーティストの美術館・野外作品が島内に点在し、国
内外問わずたくさんの観光客が訪れます。そんな島のラーメン屋
は観光客の方たちでほぼ満席状態で、私は1席だけ空いていた
オーストラリア人の男女2人と中国人の女性1人が座るテーブルに
相席することになりました。私たちは初対面で国籍も全く違いまし
たが、旅の話になるとすぐに盛り上がり、みんなで食後にパーティ
をするほどまでに意気投合しました。パーティではそれぞれが持
ち寄ったお菓子を食べたり、一緒に歌を歌ったりして、とても楽し
い夜を過ごしました。私は直島を1人で旅する計画でしたが、気づ
けば賑やかな4人旅になっていました

ヒッチハイク旅での出会い①

私たちは島のアートと自然（私の靴がキツネに盗まれるハプニングが起こるほどに豊かな自然）を2日間満喫しました。そして
お別れのとき、私たちは友情の記念にインスタグラムを交換することにしました。インスタグラムのプロフィール画面には相手と
自分の共通の友達が表示されるのですが、オーストラリア人男性のラックランのプロフィールにはなんとWISHの同じフロアに
住んでいるひかりという友人の名前があったのです！その衝撃は別れの寂しさと密かに同居していた泥棒ギツネに対する憎し
みを一瞬で吹き飛ばし、私はあわてて彼にそのことを伝えました。すると彼はただでさえ大きな目を倍に見開いて驚き、私の
スマホの画面を何度も見返しました。私が興奮している彼にひかりとの関係を尋ねると、どうやら二人は高校時代をスウェー
デンで過ごしていて、その留学時代に一番仲良くしていた親友同士だったのです。しかし、日本とオーストラリアでそれぞれの
生活に戻ると、次第に連絡が途絶えていき、いつしか関係が希薄になっていったそうなのです。話を聞いて、私はラックランの
日本旅行の計画に東京観光があることを思い出し、その時にひかりを含めた3人でまた会おうと提案しました。彼は強くうな
ずき、私たちは1週間後に東京で会うことを約束しました。彼はお別れの直前まで何度も”	 It’s	 fate!”	 (「これは運命だ！」)とい
う言葉を繰り返していました。

WISHTimes	2月号で寄稿した「ヒッチハイクの始め方」に続いて、今回からは私がヒッチハイク旅をする中で出会った方たちに
ついて紹介していきたいと思います。ヒッチハイク旅の醍醐味はなんといってもその場所での「出会い」です。この旅特有のラン
ダム性は、私たちに思わぬ角度からの学びやご縁を与えてくれます。さて本記事では題意を少し拡張して（初回から笑）、私が
ヒッチハイクの終着地で出会ったオーストラリア人のラックランという方を取り上げます。彼との出会いはWISHとヒッチハイク旅
がつながった奇跡的な体験でした。

記事：三浦知士

" I t ' s 
f a t e ! "
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直島での別れから1週間後、私とひかりは東京駅で彼の到着を待っていました。集合時間から15分をすぎてようやく、駅の改
札から彼の姿が見えました。彼は私たちを見つけるやいなや、ものすごい勢いでこちらに駆け寄り、まず真っ先にひかりに抱
き付きました。さらに、それだけでは喜びを表現したりなかったのか、そのままひかりを子供のように持ち上げて、ぐるぐる振り
回しました。スウェーデン時代の思い出や、今まで会えなかった寂しさなど様々な感情が溢れ出したのか、彼の顔はすでにくし
ゃくしゃになっていました。

再会した私たち3人は、皇居外苑、中野、渋谷の東京3か所を巡りました。ラックランはどこへ連れて行っても、「君たちはこんな
すごいところに住んでるの	 !?」と驚いくれました。私とひかりにとって2年間住んだ東京はすでに当たり前の風景でしたが、そ
んな彼の新鮮な目線を通して東京の良さを再確認する良い時間になりました。しかしそれ以上に、東京観光は終始、ひかりと
ラックラン2人の時間でした。スウェーデンの思い出や会えなかった数年間何をしていたのかなどの話題が尽きることはなく、
実際行く場所なんてどうでも良いようでした。そんな彼らの思い出話に私が入る隙はほとんどありませんでしたが、友情が戻
った2人を見て幸せな気持ちでした。

今 回 の 一 連 の 出
来 事 から、私は世
界の狭さを身をも
って実感しました。

今ではひかりとラックランはfacebookやskypeで頻繁に
連絡を取り合っていて、私もときどきskypeに参加していま
す。ラックランは今回の日本旅行でもっと日本を好きになっ
てくれたみたいで、今年も東京まで遊びに来てくれるそう
です	。

今回の一連の出来事から、私は世界の狭さを身をもって実
感しました。こういうことがあるからヒッチハイク旅はやめら
れませんね！次号では皆さんがヒッチハイク旅でイメージす
るドライバーさんにしっかり焦点を当てて、紹介していきた
いと思います。最後まで読んでいただきありがとうございま
した。
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