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LAOS ラオス 
Larp Chicken Salad with Herbs 
－ハーブたっぷりラープチキンサラダ－ 
 
 
 
 
調理時間：30〜45 分 

人数：2〜3 人分 
 
 
 

材料 

 鶏の胸肉（鴨肉、魚、豚肉で代用可） 250g 

 鶏の内臓（肝臓、心臓）       100 g 

 魚醤                大さじ 1 

 発酵魚醤（魚醤で代用可）      大さじ 1 

 レモン/ライムジュース          大さじ 1 

 挽いた赤唐辛子（お好みで！）        大さじ 1 

 赤唐辛子をスライスする       適量 

 うま味調味料「味の素」（オプション）小さじ 1/2  

 粘り米               大さじ 3 

 細かく切ったねぎ          大さじ 2 

 コリアンダー            大さじ 2 

 ミントの葉（お好みで！）      適量 

 コブミカン（カフィアライム）の葉  2-3 枚 

 スライスしたレモングラス      大さじ 2 

 ガランガ              小さじ 1 

 お好きなお野菜（サラダ用）     適量       
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

Total time: 30-45 mins 
For how many people: 2-3 people. 

 

 

Ingredients 

- Chicken breast 250 g (duck meat, fish, pork, …) 
- Chicken inner organ (liver, heart) 100 g 
- 1 tbsp of fish sauce  
- 1 tbsp of fermented fish sauce 

(can use fish sauce instead)  
- 1 tbsp of lemon/lime juice  
- 1 tbsp of ground roasted red chili (adjustable) 
- Slice red chili (optional) 
- ½ tsp of MSG (optional) 
- 3 tbsp of ground roasted rice 
- 2 tbsp of green onion 
- 2 tbsp of coriander leaves 
- Mint leaves (as much as you prefer) 
- 3-5 kaffir lime leaves 
- 2 tbsp sliced lemongrass 
- 1 tsp minced galanga  

 

Ingredient Image 

   

 

 

 

 



 

 

作り方： 
1.   

1.    鶏の胸肉をよく火が通るまで炒めた後、食べやすい大きさに細かく手でほぐします。 

**挽肉で代用することもできます。その場合は少量の水を加えてよく炒めます。 

2.    鶏の内蔵（肝臓や心臓）をよく火が通るまで茹で、細かく切ります。 

3.    すべての調味料（ねぎ、コリアンダー、ミント除く）と上記 1・2 をよく混ぜ合わせてから 

ねぎ、コリアンダー、ミントを加えます。 

4.    きゅうり、レタス等のお好きなお野菜の上に上記 3 をのせます。 

5.    ごはんと一緒に召し上がれ！ 

 
成功の秘訣： 
 
    鶏の胸肉をよく炒めるとより香りが増します。 

 

 

Cooking recipe: 

1. Grill the chicken breast until well cooked, then a tiny slice or tear into small pieces. 
** You can use minced chicken, then stir-fried with a little amount of water until cooked. 
2. Boil chicken heart and liver until cooked and slice into tiny pieces. 
3. Put all the ingredients into a mixing bowl (except mint, coriander, and green onion), mix well,  

then add mint, onion and coriander leaves. 
4. Serve with veggies such as cucumber, lettuce, and eggplant. 
5. Enjoy with rice or sticky rice.  

*** Cooking tip: 

- Grilling the chicken breasts will give it a more aromatic flavor. 

 

Final dish picture:  

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Switzerland スイス 

Birchermüesli 
－定番の朝食ビルヒャーミューズリー 

 
準備時間：約 10 分 
人数：1 人分 
 
 
材料:  

- バナナ        1 本 
- りんご        1/2 個 
- オートミール     1/4 カップ 
- レーズン       お好み 
- シナモン       お好み 
- 牛乳（豆乳も Good!） オートミールが浸かる程 
- ヨーグルト      お好み 

 
PLUS 
 グラノーラ 
 ヒマワリの種 
 タヒ二 
 ピーナッツバター 
 チアシード 
 アマの実 
 乾燥させたココナッツ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Preparation time: approx. 10 minutes 

For how many people: approx. 1 serving 

 

Ingredients 

- 1 banana, mashed (keep some slices for topping) 
- 1/2 apple, coarsely grated (keep some for topping) 
- 1/4 cup oats (can use oatmeal instead*) 
- raisins, to your liking 
- cinnamon, to your liking 
- milk (or soy milk or 1:1 water-milk-mixture) 
- yogurt, to your liking (Optional) 
 
PLUS 
 granola 
 sunflower seeds 
 tahini 
 peanut butter 
 chia seeds 
 linseeds 
 desiccated coconut 

 

 

 
 



How to Cook: 

1. Mash banana with the fork in the bowl. (Leave some as a topping.) 
2. Add oats, raisins and cinnamon. 
3. Add milk until soak above (2). 
4. Add cut apple, nuts and yogurt. (Leaves some as a topping.) 
5. Add whatever topping you want! For example, bananas, apples, nuts, granola, sunflower seeds, tahini, 

peanut butter and so on! 

Variation: 
• use dried goji berries instead of raisins 
• mix chia seeds and/or linseeds and/or desiccated coconut with oatmeal 
• use seasonal fruit or berries (peaches, plums, blueberries, strawberries, raspberries, ...) 
• fold in some whipped cream in the end 

 
About Birchermüesli: 
Birchermüesli is a traditional Swiss dish developed around 1900 by Dr. Max Bircher-Benner. 
It is a simple, no-cook breakfast with wholesome ingredients like rolled oats, apples, raisins, nuts and yogurt. 
 

  

 
 
作り方： 

1. フォークでバナナをつぶします（トッピング用に少しスライスして残しておきましょう。） 
2. オートミール、レーズン、シナモンを加えます。 
3. 牛乳を２がつかるくらいまで入れます。 
4. 細かく刻んだりんご、ナッツ、ヨーグルトを加えます。（りんごはトッピング用に少し残しておきましょう。） 
5. トッピングでバナナ、りんご、ナッツなど好きなものを乗せれば完成です。 

 

アレンジ： 

• レーズンの代わりに乾燥ゴジベリー（クコの実）。 
• チアシード、アマニ、乾燥ココナッツをオーツ麦（オートミール）と混ぜ合わせる。 
• 季節のフルーツやベリー（桃、プラム、ブルーベリー、イチゴ、ラズベリーなど）を取り入れる。 
• 最後にホイップクリームを入れればベスト！ 
 

Birchermüesli について： 

Birchermüesli は、1900 年頃に MaxBircher-Benner 博士によって開発された伝統的なスイス料理です。ロールドオーツ、 

リンゴ、レーズン、ナッツ、ヨーグルトなどの健康的な食材を使った、シンプルで手間のかからない朝食です。 



 

 

 

 

 

 

 

 

Malaysia マレーシア 

Nasi Lemik 
－ソウルフード・ナシレマー 
 

 
 
材料（２人前） 
 
 米（長粒のものがよい）………1 カップ 
 卵…………………………………2 個 
 きゅうり…………………………1/2 本 
 小魚………………………………10g 
 ピーナッツ………………………10g 
 ココナッツミルク………………80ml 

＜A＞ 
 エシャロット……………………2 個 
 玉ねぎ……………………………1/2 個 
 にんにく…………………………1 片 
 レモングラス……………………少々 
 （フェヌグリーク）……………少々 

＜B＞ 
 玉ねぎ(みじん切り） …………1/4 個 
 唐辛子  ………………………4 本 
 タマリンドジュース……………10ml 
 砂糖またはパームシュガー……少々 
 バナナの葉………………………１枚 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

For how many people: 2 perople 

 

Ingredients: 
 
 1 cup of rice(long grain rice is better) 
 2 eggs 
 1/2  cucumber 
 10g anchovies 
 10g peanuts 
 80ml coconut milk 

＜A＞ 
 2 sharots 
 1/2 onion 
 5g garlics 
 a pinch of lemongrass 
 (a pinch of fenugreek seeds) 

<Ｂ> 
 1/4 choppedonion 
 4 red chilies 
 10ml tamarind juice 
 a pinch of sugar or palm sugar 
 1 banana leaf 

 



 

作り方： 
1. 鍋に米、A、ココナッツミルクを入れて混ぜ、そのまま炊きます。 
2. ゆで卵を準備します。 
3. B をすべてミキサーに入れて混ぜ、チリソースを作る。 
4. フライパンで小魚を揚げ、皿に移しておきます。 
5. フライパンに上記（３）をいれ、沸騰するまで強火で加熱します。 
6. 沸騰したら中火で 10〜15 分加熱します。 
7. タマリンドジュースを入れて混ぜます。より甘くするなら砂糖またはパームシュガーを加えてください。 
8. バナナの葉を少しあぶり、その上にご飯を乗せ、チリソースをかける。さらに小魚、ピーナッツ、きゅうり、 

ゆで卵を盛り付けて完成！ 

 

How to Cook: 

1. Mix rice, A and coconut milk in a pot or a rice cooker and cook it. 
2. Make some hard boiled eggs. 
3. Make chili sauce. Mix B with a mixer. 
4. Fry the anchovies until it’s brown and then take it out. 
5. Add above (3) into a pan, and heat on a high until it is boiling. 
6. When it is boiling, heat on a medium for 10~15 minutes. 
7. Add tamarind juice and mix. Add some sugar and palm sugar if you like sweeter sauce. 
8. On roasted banana leaf, we take rice and put chili sauce on it. Finally, add anchovies, peanuts, cucumber, and 

boiled egg around the rice.  



 

 

 

 

 

 

 

Pakistan パキスタン 

Biryani 
－国民食・ビリヤニ－ 

 

 

 

 

 

  
 
Ingredients:  
Basmati Rice 500g 
1000ml boiling water as required with Salt 1 tbs  
 
Chicken ½ kg 
Vinegar 2 tbs 
Cooking oil 2 tsp  
Green chilies 5-6  
Ginger 1 inch piece  
Garlic 7-8 cloves 
Cooking oil ½ Cup  
Cumin seeds ½ tbs  
Black cardamom 1  
Star anise 1  
Cinnamon sticks 2  
Cloves 2-3  
Black peppercorns ½ tsp  
Green cardamom3  
Tomatoes sliced 2 medium 
Red chili powder) ½ tbs  
Haldi powder (Turmeric powder) ½ tsp  
Garam masala powder 1 tsp 
 Chicken stock cube 1  
Dahi (Yogurt) whisked ¼ Cup  
Fresh coriander) chopped 1-2 tbs 
 Mint leaves) chopped 1-2 tbs  
 
For Garnishing 
Food color ½ tsp 
Tomato sliced 1 medium  
Green chillies 4-5  
Mint leaves chopped 2 tbs  
Mace powder ¼ tsp  
Cumin seeds roasted & crushed ½ tbs  
Nutmeg powder ¼ tsp 
 

材料：（何人分？） 

• バスマティライス         500g 
• 1000ml の水に塩大さじ１を入れて沸騰させる 

 

• 鶏肉               500g 
• 酢                大さじ 2 
• 食用油              小さじ 2 
• 青唐辛子             5〜6 本 
• 生姜    A        1 インチピース 
• にんにく             7〜８片 
• 食用油              1/2 カップ 
• クミンシード           大さじ 1/2 
• ブラックカルダモン        1（単位） 
• スターアニス           1（単位） 
• シナモンスティック        2 本 
• クローブ             2-3（単位） 
• 黒胡椒              小さじ 1/2 
• グリーンカルダモン        3（単位） 
• トマトスライス          2 個 
• 赤唐辛子粉            大さじ 1/2 
• ハルディパウダー 

（ターメリックパウダー）     小さじ 1/2 
• ガラムマサラパウダー       小さじ 1 
• チキンストックキューブ      1（単位） 
• プレーンヨーグルト        1/4 カップ 
• フレッシュコリアンダー      大さじ 1~2 
• ミントの葉            大さじ 1~2 

 
付け合わせ用 

• 食用色素             小さじ 1/2 
• トマトスライス          1 個 
• 青唐辛子             4〜5 本 
• ミントの葉            大さじ 2 
• メイスパウダー          大さじ 1/4 
• クミンの種子を焙煎して粉砕    大さじ 1/2 
• ナツメグパウダー         大さじ 1/4 

 

B 

C 



Recipe: 

In a bowl, add rice and water and wash thoroughly and soak for 20 minutes then strain soaked rice & set aside. In 
boiling water, add salt, and mix well. Add soaked rice, mix well & boil until 3/4th done (8-10 minutes) then strain 
& set aside. 

In spice mixer, add green chillies, ginger, garlic and 1 cup water, blend well to make paste & set aside. 

In a pot, add cooking oil, cumin seeds, black cardamom, star anise, cinnamon sticks, cloves, black peppercorns, 
green cardamom, tomatoes, ground chilli paste and mix well. Add water, cover & cook on low flame for 4-5 minutes. 
Add salt, red chilli powder, turmeric powder, garam masala powder, chicken stock cube and mix well. Add fresh 
coriander, mint leaves and mix well and add yogurt. Add chicken, mix well and cook on high flame for 8-10 minutes. 
Add food color and mix well. Add tomato, green chillies and mint leaves. In small bowl, add mace powder, cumin 
seeds, nutmeg powder and mix well.In pot, add half quantity of spice mix, boiled rice, remaining spice mix and 
boiled rice, cooking oil, cover and steam cook on low flame for 12-15 minutes. 

Serve with yogurt & salad!  

 

  

作り方： 

お米をよく洗い、20 分ほど水に浸してからこします。沸騰したお湯に塩を加えてよく混ぜます。こしたお米を加え、よ
く混ぜて 3/4 くらいの柔らかさになるまで煮ます（約 8〜10 分）。 

スパイスミキサーに、A （青唐辛子、生姜、にんにく）と水 1 カップを加え、よく混ぜてペーストを作ります。 

鍋に、B（食用油、クミンシード、ブラックカルダモン、スターアニス、シナモンスティック、クローブ、ブラックペ
ッパーコーン、グリーンカルダモン、トマト、すりつぶした唐辛子ペースト）を加えてよく混ぜます。水を（どのくら
い？）加え、蓋をして弱火で 4〜5 分煮込みます。C（塩、赤唐辛子粉、ターメリック粉、ガラムマサラ粉、チキンスト
ックキューブ）を加えてよく混ぜます。新鮮なコリアンダー、ミントの葉を加え、よく混ぜてヨーグルトを加えます。
鶏肉を加えてよく混ぜ、強火で 8〜10 分煮ます。食用色素を加えてよく混ぜます。トマト、グリーンチリ、ミントの葉
を追加します。小さめのボウルに、メイスパウダー、クミンシード、ナツメグパウダーを加えてよく混ぜます。鍋に、
半分の量のスパイスミックス、ボイルドライス、残りのスパイスミックスとボイルドライス、クッキングオイル、カバ
ーを加え、弱火で 12〜蒸気調理します。 15 分。 

 

ヨーグルトとサラダを添えて召し上がれ！ 



 

 

 

 

 

 

 

 

India インド 

Uti Peas 
－煮込み料理・ウルチピーズ－ 
 

 
 

材料： 

1. ひよこ豆  

2. ねぎ 

3. タマネギ 

4. にんにく 

5. 唐辛子  

6. ベーキングソーダ（重曹）    小さじ１ 

7. ご飯 

8. 食用油 

9. ローリエ 

10. （シトラス） 
 
 
 
 

   

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Ingredients: 
1. Chickpeas 
2. Green onion 
3. Onion  
4 Garlic  
5. Red Chili 
6. Baking Soda  
7. Rice  
8. Cooking Oil  
9. Bay Leaf  
10. (Citrus juice) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

     作り方： 

1. 玉ねぎは薄切り、しょうがはみじん切りにします。 

2. 圧力鍋に豆、少量の米、玉ねぎ、ねぎをいれ 15 分加圧します。 

3. ふたを開けて、中身をお玉で軽くつぶします。 

4. お好みでシトラスの果汁を入れ、さらに 10 分煮ます。 

5. フライパンで唐辛子を炒め、一旦取り出します。 

6. 薄切りにした玉ねぎ、にんにく、ローリエを炒め、香りが出てきたら④をいれ 10 分煮る 

 

  PLUS： 

You can eat with rice to have a tastier experience too!  

ごはんと一緒に食べるとさらにおいしいですよ！ 

 
 

How to Cook: 

1. Cut thin slices of onions, and chop the ginger into very small pieces. 
2. Put beans, a little bit of rice, onions, and green onions into the pressure cooker, and heat it for 15 minutes. 
3. Open the pressure cooker and press it down slightly with a cooking spoon. 
4. If wanted, you can put citrus juice at this time. Cook for 10 more minutes in the pressure cooker. 
5. Fry the red pepper, and take it out of the pan. 
6. Fry the onions, garlic, bay liefs, and once there is a nice smell to it, add what was inside the pressure cooker. 
7. Add the red pepper 
8. Add baking soda, and leave it on low flame for 10 minutes, and finished! 

 
 

  



 

 

 

 

 

 

 

Sri Lanka スリランカ 

Kottu Roti  
－屋台メシ・コットゥロティ－ 

 

 

材料： 

- ロティ（スリランカでカリーやさまざまなお惣菜
と一緒に食べられるパンのようなもの） 

……………3 枚 

- 卵             ……………3 個 

- ねぎ            ………  約 10cm 

- ミニトマト         ……………6 個 

- ピーマン                                             ……………3 個 

- 玉ねぎ                                                …………大 1 個 

- にんじん                                             ……………1 本 

- 唐辛子               ……………1 本 

- にんにく                                             ……………1 片 

- 生姜                                               ……………1 片 

- 塩                                                          ………小さじ 1 

- 油（あればココナッツオイル）    …………適量 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingredients: 

•  2 tbsp vegetable oil 

• Medium Onion 

• 1tbsp minced garlic about 3 garlic cloves 

• 1 tbsp minced garlic 

• 1 cup sliced leeks washed, white part only 

• 1 cup grated carrots 

• Salt and Pepper 

• 3 eggs 

• Chopped godhamba Roti 

 
  



 

作り方： 

1. 玉ねぎ、ねぎは粗みじん切り、ピーマンとにんじんは細切り、ミニトマトはくし形切り、にんにくと生姜は 

つぶしてペースト状にします。 
2. フライパンに油をしき、にんにくとしょうがを炒めます。 
3. 玉ねぎ、ミニトマト、にんじん、ピーマン、唐辛子、塩、ねぎを加え、しんなりするまで炒めます。 
4. 真ん中を空けてドーナツ状にし、卵を 1/3 入れ、半熟になったら全体と混ぜ合わせます。 
5. 残りの卵を入れ、炒め合わせます。 
6. 細かく切ったロティを加え、よく混ぜ合わせて完成です。 

 

Plus+： 

You can also dip it in chicken curry to have a tastier experience too! 
チキンカレーにつけて食べるとよりおいしいですよ。 

 
 
Steps:- 

1. Chop onions and green onions. Cut green pepper, carrot and cherry tomatoes into small pieces. Crush garlic 
and ginger. 

2. Add to the pan any oil and stir-fry garlic and ginger. 
3. Add and stir-fry onions, cherry tomatoes, carrot, green pepper, red chili, salt, green onions until softened. 
4. Make a space like a donuts and add 1 egg. When it is still runny , mix it with the whole mixture. 
5. Add the other 2 eggs and mix. 
6. Add roti pieces we prepared slowly and mix more and more in order to have a better taste. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

Timor Leste 東ティモール 
Sweet and Sour Pork Tamarind 
―甘酸っぱい豚肉のタマリンド煮込みー 

 
料理時間：10〜15 分 
人数：4 人分 
 
レシピ 1（日本人向けアレンジ）： 

- 豚バラブロック……500g 
- 玉ねぎ……………大 1 個 
- にんにく…………少々 
- しょうが…………少々 
- 塩…………………小さじ 1 
- 砂糖………………小さじ 1 
- ピーマン……………3 個 
- ケチャップマニス…大さじ 4 
- しょうゆ……………大さじ 1 
- 黒コショウ…………少々 

 
レシピ２（日本人向けアレンジ）： 

- 鶏もも肉……………………1 枚 
- しょうゆ…………………小さじ 1 
- ケチャップマニス………小さじ 2 
- ガーリックパウダー……少々 
- 黒コショウ………………少々 
- トマト………………………1 個 
- きゅうり……………………1 本 
- パプリカ……………………2 個 
- レモン………………………1 個 
- サニーレタス………………4 枚 
- 玉ねぎ………………………小 1 個 

 

A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cooking time: 10-15 minutes 
For how many people: 4 people  
 
 
 
Ingredients:  

 1 kg Pork meat with bones  
 Tamarind  
 Onion 
 Garlic 
 Ginger 
 Sweet soy sauce 
 Black pepper 
 Green paprika 
 Salt 
 Sugar 

 

  

A 



 

How to Cook (Pork ver.) : 

1. Cut pork into bite-sized pieces and stir-fry until it’s not pinkish color in the meat. 
2. Stir-fry A in another pan. 
3. Add (1) to (2) and mix. 
4. Add kecap manis, soy sauce, black pepper and green pepper and mix. 

 

How to Cook (Chicken ver.): 

1. Marinate the chicken in bowl with A for 30 minutes. 
2. Cut tomato and lemon into small pieces. Chop cucumber, paprika and onion. 
3. Grill chicken thoroughly until cooked through. 
4. Place red leaf lettuce and arrange chicken and vegetables. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

作り方（豚肉）： 

1. 豚バラ肉を 1口大に切り、焦げ目がつくまで炒めます。 

2. A を別の鍋で炒めます。 

3. ②に①を入れ混ぜ合わせます。 

4. ケチャップマニス、しょうゆ、黒コショウ、ピーマンを入れ混ぜて完成です。 

 

 作り方（鶏もも肉）： 

1. 鶏もも肉を A に 30 分漬けます。 
2. トマト、レモンはくし形切り、きゅうり、パプリカ、玉ねぎは粗みじん切りにします。 
3. 鶏もも肉をフライパンで裏表返しながらしっかり火を通します。 
4. サニーレタスを皿にしき、盛り付けして完成！刻んだ野菜と一緒にお召し上がりください。 

 

PLUS： 

 You can eat with rice and bread to have a tastier experience too! 
ごはんやパンと一緒に食べるとよりおいしく召し上がれます。 

 



 

 

 

 

 

 

 

Vietnam ベトナム 
Spring Rolls 
－本格・生春巻き－ 
 
事前準備：30 分 
調理時間：20 分 
合計：50 分 
 
材料： 
＜生春巻き＞ （量はお好みで） 
 卵 
 きゅうり 
 ニラ 
 にんじん 
 えび（ボイル） 
 豚肉（ボイル） 
 レタス 
 レモン  
 ライスペーパー 
 ライスヌードル 

 
＜フィッシュソース＞ 
 にんじん細切り       お好み 
 ニンニク          1/2 片 
 唐辛子           お好み 
 レモン汁          適量 
 砂糖            大さじ１ 
 水             大さじ２ 
 鷹の爪           適量 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prep Time: 30 mins 
Cook Time: 20 mins 
Total Time: 50 mins 
 
Ingredients: 
<Spring rolls> 

 egg 
 cucumber  
 Chinese chivess 
 carrot 
 boiled shrimp  
 boild pork  
 lettuce 
  lemon  
 rice paper 
 rice noodles 
 
<Fish sauce> 

 thinly cut carrots (however much) 
 garlic (½ clove) 
 chili (sufficient amount) 
 lemon juice (sufficient amount) 
 1 Tablespoon sugar  
 2 Tablespoon water   
 red hot pepper (sufficient amount) 
  
  



 

作り方： 

1. 薄焼き卵、きゅうり、にんじん、ニラを細切りにします。豚肉は一口サイズに切りましょう。 

レタスは食べやすい大きさにカットしてください。 

2. ライスペーパーを冷水で濡らします。その上にレタス、ライスヌードル、きゅうり、にんじん、にら、 

薄焼き卵、エビ３つ、豚肉 3 つを置き、巻きます。 

3.   フィッシュソースを作る。フィッシュソースの材料をすべてボウルにいれ、混ぜてください。 

4.   フィッシュソースにつけてお召し上がりください。 

 

 
 

How to Cook: 
1. Cut baked egg, cucumber, carrots, and chives into thin strips. Cut pork into bite-sized pieces.  

Cut lettuce into bite-sized pieces. 
2. Wet rice paper with cold water. Place lettuce, rice noodles, cucumber, carrot, chives, omelet, 3 shrimp, 

and 3 pork pieces on it and roll it up. 
3. Making fish sauce. Combine fish sauce ingredients in a bowl and mix well. 
4. Dip the spring rolls in the fish sauce and enjoy! 
 
 
 
 

  



 

 

 

 

 

 

 

Philippines フィリピン 

Adobo 
－伝統的家庭料理・アドボー 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Original Adobo 
 
 
Cook time: 1 hour 
Servings: 5 people 
 
 
Ingredients:  
 500 grams of chicken cut into serving  
 pieces 
 500 grams of pork belly cut into pieces 
 10 cloves of chopped garlic 
 5 pieces dried bay leaves 
 3 pieces chilis sliced into half 
 8 tablespoons of soy sauce 
 4 tablespoons of vinegar 
 1 tablespoon sugar 
 1 teaspoon whole peppercorn 
 3 tablespoons cooking oil 
 1 cup of water  

調理時間：１時間 

人数：５人分 
 

材料： 

• 豚バラブロック…400g 

• 鶏もも肉…………200g 

• にんにく…………2 片 

• 唐辛子……………1 本 

• しょうゆ…………大さじ 4 

• 砂糖………………大さじ 2~3 

• 水…………………大さじ 2~3 

• 酢…………………大さじ 4 

• 黒コショウ………少々 

• ローリエ…………1 枚 



 

作り方： 

1. 豚バラブロック、鶏もも肉を 1 口サイズに切ります。 
2. 油をしき、にんにく、唐辛子を炒めます。 
3. 豚バラブロック、鶏もも肉を焦げ目がつくまで炒めます。 
4. しょうゆ、砂糖、水を加え、蓋をして 10 分蒸します。 
5. 酢、黒コショウ、ローリエを加え、5分煮詰め、その後蓋をして 20~30 分置きます。 
6. ごはんと一緒にお召し上がりください。 

 

 アレンジ： 

 ＜アドボおにぎり＞ 

  アドボを細かくつぶし、温かいごはんと混ぜ合わせます。 
お好みで野菜ピクルスを少々入れ、海苔でまけば完成です。 

 ＜アドボのトルティーヤ巻き＞ 

  キャベツやトマト等お好きなお野菜を食べやすい大きさに切ります。 
  トルティーヤにアドボ、野菜、チーズ、ヨーグルトソースを包み。少し表面を焼きあげれば完成です。 
 

 
How to Cook: 
1. Cut pork and chicken into bite-sized pieces. 
2. Add to the pan any oil and stir-fry garlic and red chili. 
3. Add and stir-fry pork and chicken until it’s not pinkish color in the meat. 
4. Add soy sauce, sugar, water and steam for 10 minutes with lid. 
5. Add vinegar, peppercorns, bay leaf and boil for 5 minutes. After that, simmer around 20-30 

minutes. 
6. Serve over rice. 

 

 

 
  

    

     
 

    

      
     
      
     

   
  
  
  

 

  

 

          

 

 

          

 

 


