
スパイシー・タマリンド・プロウン　ｂｙ Gina Lim さん
【材料】☆乾燥唐辛子15g　☆ニンニク4片　☆エシャロット110g 
☆ククイナッツ（Candlenuts）10g　☆ブラチャン10g　☆フレッシュ
ターメリック15g　海老800g　オクラ10本　トマト2個　玉ねぎ1個 
タマリンドの皮8g　★タマリンドの実60g　★水700ml　コリアン
ダーひと掴み　ミントの葉1束　ピーナッツオイル（食用油）大さじ6 
ライト醤油大さじ1　砂糖大さじ1　塩小さじ1 

【作り方】①乾燥唐辛子をお湯に20分浸してから水を切る。ブラチャン
は乾煎りする。②☆をブレンダーでペースト状にする。③★を手で潰
して種を取り除きながら混ぜる。④フライパンに油を熱し、2を焦げな
いように5-10分、濃い赤色になるまで炒める。⑤4にコリアンダーを
加えて香りが立つまで1分ほど炒める。⑥3を5に加えて沸騰させたら、
蓋をして弱火で6分煮る。⑦6にタマリンドの皮、くし型に切った玉ねぎ、
4等分に切ったトマト、オクラ、剥いた海老を入れて、全ての調味料も
加え、蓋をして8分ほど煮込む。⑧器に盛り、ミントの葉を散らす。 
＊炊き立てのご飯にかけて食べるとおいしいですよ！

コーンフリッターのピーナッツソース添え　ｂｙ Ira Chan さん
【材料】（4個分）剥きエビ100g　とうもろこし1本（または缶詰、
冷凍コーン250g）　青ネギのみじん切り1/2カップ　☆ニンニク4片 
☆卵1個　☆小麦粉大さじ2　☆米粉大さじ4　☆チリペースト大さじ1/2 
☆塩小さじ¼　☆白コショウ小さじ1/4　☆ガラムマサラ小さじ1/4　食用
油大さじ2　ピーナッツソース：ピーナッツ300g　食用油大さじ3　水
大さじ10　塩小さじ¼　ABC Sweet Ketchup小さじ2　砂糖大さじ
11/2　チリペースト大さじ1　リンゴ酢小さじ1　ライム適量 

【作り方】①油を熱したフライパンにピーナッツを加えて、香りが立つ
まで5 ～ 6分揚げる。キッチンタオルに広げて冷ます。②ブレンダーに
1と水を入れて攪拌し、ペースト状にする。③2をボウルに移し、ピー
ナツソース用の残りの調味料を加えて混ぜ合わせる。④とうもろこしの
実半量と☆をフードプロセッサーに入れて攪拌する。（フードプロセッ
サーがない場合はとうもろこしの実全量と☆をボウルに入れてよく混ぜ
合わせる） ⑤4をボウルに移し、小さく切った海老、青ネギを加えてス
プーンで混ぜる。⑥フライパンに油を熱し、5を好みの大きさにスプー
ンで落とし、2分ほど焼く。ひっくり返してさらに2分焼く。食べる直
前にピーナッツソースにライムを絞る。

ラク ・ うま ・ ハッピーレシピ大集合！

読者のみなさまからいただいた、 今すぐ役立つおいしいレシ
ピを一挙大公開！　ローカルの食材を使用した料理や残り物で
チャチャッと作れる料理など、 たくさんのご応募ありがとう
ございました。 レシピを採用した19名さまには 「ZENXIN 
ORGANIC」 より、 ヘルシーな食材をお送りいたします！

インドネシア出身の私が大好きな家庭料理の一つ。ポットラックをする時、日本人やマレーシア人の友達にも
喜ばれる、簡単でおいしい料理です。

ペナン出身の私がこどもの頃から大好きな、辛くて、酸っぱくって、ほんのり甘いニョニャ料理です。ベランダ
で育てたフレッシュハーブとスパイスの香りが最高！　辛いのが好きな方は唐辛子の量を増やしてもOK。

特 集
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春雨でフカヒレもどき。好みで黒酢や白胡椒を足す
とおいしいです。

フカヒレ風スープ　ｂｙ ジェニファー さん
【材料】（6-8碗）干し椎茸6 ～ 8個 
干しきくらげ6 ～ 8枚　豚または鶏
肉150g　エビ6 ～ 8尾　春雨50g
卵2個　水1.5ℓ　☆醤油大さじ2 
☆オイスターソース大さじ4　☆中
国たまり醤油大さじ1　☆ごま油大
さじ1　☆砂糖小さじ½　☆白胡椒
適量　☆水大さじ3　☆タピオカま
たは片栗粉大さじ5

【作り方】①乾物は水で戻して薄切
り、春雨は7㎝ぐらいに切る。肉は
薄切り、エビは小さく切っておく。
②水を沸騰させ1を加えて2分たっ
たら、混ぜ合わせた☆を加えて5分
煮る。③弱火にして、溶いた卵を回
し入れて火を止める。

ゴーヤとイカンビリスの佃煮　ｂｙ Yuta さん

保存もきくのでお弁当にも最適。揚げ湯葉は入れ
なくてもいいですが、あると食べごたえがあります。

【材料】ゴーヤ10㎝ぐらい　湯葉適
量　イカンビリス適量　☆醤油大さ
じ1½　☆みりん大さじ1　☆砂糖
大さじ1　☆水大さじ2　☆すりお
ろし生姜適量　☆唐辛子適量　鰹節
適量 

【作り方】①ゴーヤを薄切りにして
塩揉み、15分置く。②1を30秒ぐ
らい茹でて水を切り、ごま油を熱し
たフライパンで、中火で軽く炒め、
イカンビリス、揚げ湯葉を加えてさ
らに炒める。③☆を加えて弱火にし、
蓋をして煮詰める。④器に盛り、か
つおぶしをふりかける。

スンクァンの歯ごたえがとても良いです。鶏ひき肉
とスンクァンの割合は3:1くらいがベスト。

スンクァンのつくねバーグ　ｂｙ Y.A. さん
【材料】（4人分）鶏 ひ き 肉300g 
スンクァン100g　生姜ひとかけ 
みりん大さじ1　醤油大さじ1　大
根おろし適量　ポン酢適量

【作り方】①スンクァンを粗みじん
切り、または小さめの角切りにする。
②鶏ひき肉と1を合わせて、すりお
ろした生姜、みりん、しょうゆを混
ぜ合わせてたねを作る。③適当な大
きさにまとめてフライパンで焼く。
④器に盛り、大根おろしとポン酢で
召し上がれ。

ガルシニア・チキンカレー　ｂｙ パッシュ さん

【材料】乾燥ガルシニア（Asam 
Keping）8個　 水150 ㏄　 鶏
肉500g　 ☆ カ レ ー 粉 小 さ じ2 

☆ターメリック粉小さじ1　☆カ
レ ー リ ー フ10枚　 ☆ 塩 小 さ じ2 
☆黒胡椒5粒（潰す）　☆唐辛子フ
レーク小さじ1　★ココナッツオ
イル大さじ１　★赤玉ねぎ大1個 
★シナモンスティック1本　★ター
メリック粉小さじ1　　◎クローブ
5粒（パウダーなら二振り）　◎お
ろしニンニク小さじ3　◎おろし生
姜小さじ3　水200㏄　ココナッツ
ミルク大さじ1　

【作り方】①乾燥ガルシニアを150
㏄の水に浸し、24時間冷蔵庫に
置く。②1を水ごとブレンダーで
ペースト状にし、2㎝角に切った鶏
肉に揉み込み、☆を加えてさらに
揉んだら1時間室温に置く。③鍋
にココナッツオイルを高温になる
まで熱し、薄切りにした赤玉ねぎ
と★を入れて3分炒めたら◎を加
えて1分炒めたら鶏肉を入れてさ
らに5分炒める。＊湯気に注意！ 
④水を200㏄加えたら蓋をして弱
火で15分以上煮込み、最後にココ
ナッツミルクを混ぜる。 

体脂肪分解効果のある、オランアスリが酸味付け
に使うガルシニアはShopeeで購入できます。低脂
肪カレーですのでダイエット中の方にもおすすめ！
バスマティやジャスミンライス等、ジャバニカ種の
米との相性がいいです。

おかあさんのチキンスープ　ｂｙ ワイ さん

【材料】（4個分）鶏骨付き肉半羽
（ 約600g）　 ★ グ リ ー ン チ リ6本 
★赤玉ねぎ2 ～ 3個　★ニンニク
5 ～ 6片　★生姜4 ～ 5㎝　水1ℓ 
塩適量☆調理油大さじ1½　☆ニ
ンニク 3片　☆黒胡椒12粒　☆ク
ローブ5粒　☆シナモン1本　☆ク
ミンシード小さじ1　☆小麦粉大さ
じ½　牛乳1カップ　ミントの葉適
量　ライム適量 

【作り方】①★をブレンダーでペー
スト状に、鶏肉は食べやすい大きさ
に切る。②鍋に1と水を入れ、肉が
柔らかくなるまで煮込む。③フライ
パンに☆を入れ、弱火でニンニクが
こんがりするまで熱し、火を止めて
小麦粉を加えて混ぜる。④2に3を
混ぜ、牛乳を加えたら、ミントリー
フを入る、塩で味を調える。器に盛
り、ミントとライムを添える。

義母から習った北インドのスープ。我が家ではニンニクと生姜に塩を加えたペーストを使うので、深みのあ
る味に。これが義母の北インドカレーがおいしい秘密なのかもしれません。

ゴーヤと豚バラの豆鼓炒め　ｂｙ シミン さん
【材料】豚バラ200g　ゴーヤ1/2本
ニンニク2片　生姜1かけ　豆鼓大
さじ1　☆塩適量　☆紹興酒小さじ
1　☆ごま油小さじ1　☆醤油小さ
じ1　片栗粉大さじ1　食用油適量 
水1/2カップ

【作り方】①豚バラを0.5センチく
らいに薄切りし☆で下味をつける。
②ゴーヤを縦半分に切り、スプーン
でわたを取り除き、薄切りにし、塩
で揉む。③みじん切りにしたニンニ
クと薄切りにした生姜を油で香りが
出たら、水切りしたゴーヤを加えて
半透明になるまで炒める。④3に1
を加えてよく炒めたら、みじん切り
にした豆鼓、水を入れて煮立てる。
⑤片栗粉でとろみをつける。 ゴーヤは、マレーシアのスーパーでよく売られてい

る大きくて色が薄いゴーヤを使います。
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さば団子　ｂｙ 40代主婦 さん

栄養満点ヘルシー簡単まぜそば　ｂｙ K.K. さん

【材料】（4人分）鯖の切り身 （冷
凍）3枚　豚ミンチ300g　すりお
ろし生姜大さじ1　青ネギ3本　に
んじん½本　インゲン8本　いりご
ま大さじ2　味噌大さじ1/2　パン粉
1/2カップ　片栗粉大さじ1　卵1個 
マヨネーズ大さじ1　醤油大さじ½
酒大さじ1　揚げ油適宜 

【作り方】①にんじんとインゲンと
青ネギは細かく切っておく。②鯖は
解凍して腹骨を削ぎ落とし、中骨に
沿ってスプーンを入れて身をこそ
ぐ。③ボウルに1、2、豚ミンチ、卵、
すべての調味料と粉類を加えてよく
混ぜる。柔らかすぎる場合はパン粉
を足す。④好きな形に成形して、揚
げ焼きにする。

【材料】（2人分）中華麺1袋 (450g)
フィッシュボール 1袋　ミニトマ
ト 10個　卵 2個　テンペ 1袋の1/4
青梗菜 4株　ソース：味噌 大さじ 
2　酢 大さじ6　すりおろし生姜 小
さじ1　すりおろしニンニク 小さじ
2　砂糖 小さじ1 

【作り方】①フッシュボールを1/2に、
ミニトマトは1/4の大きさに、青梗菜
は食べやすい大きさに切る。②錦糸
卵を作る。③テンペを1口大に切り、
フライパンで焼く。④鍋に湯を沸
かし、フィッシュボールを2、3分、
青梗菜を1分ほど茹で、それぞれ引
き揚げたら水気を切る。中華麺を茹
でほぐれたら冷水で洗い水気を切り
器にのせる。⑤ソースの材料を混ぜ
合わせて4にかけ、具を盛り付ける。

さっと簡単！鴨南とり蕎麦　ｂｙ M さん
【材料】（2人分）そば2束　鶏もも
肉150g　長ねぎ1/2本　調理用油大
さじ1　塩・胡椒適量　麺つゆ（濃
縮）80㏄　七味唐辛子適量

【作り方】①鶏もも肉を一口大に切
り、長ねぎは斜め切りにする。そば
は表記通りに茹でた後、水で絞めて
おく。②フライパンに油を引き、1
を炒めて塩・胡椒で味を調える。③
2に茹でたそばと麺つゆを加えて
さっと炒める。④お好みで七味をか
けて完成。

コリアンダーチキン　ｂｙ チリピリ子 さん

スパイシー好きの方はタバスコを振っても。焼いた
時に出る肉汁を使って、フジッリという螺旋状のパ
スタとチキン、炒めたマッシュルームとパプリカを
加えたパスタは、こどもが「世界一おいしい！」と
大絶賛してくれます。

【材料】（4人分）鶏胸肉3 ～ 4枚（600-
800g）　☆重曹小さじ1　☆塩小
さじ1　★塩小さじ1強　★酢大さ
じ1　★黒胡椒適量　★玉ねぎ1/2
個（約40g）　★コリアンダー 20g 
★オリーブオイル大さじ4　ミニト
マト100g 

【作り方】①水400mlに☆を入れて
混ぜ、鶏胸肉を漬け、冷蔵庫で一
晩寝かせる。＊この料理に限らず、
この下処理で胸肉がプリプリに！ 
②玉ねぎをみじん切り、コリアン
ダーの茎は5㎜、葉は1㎝に切り、
★と袋に入れて1を揉み込み半日～
一晩冷蔵庫で寝かせる。③天板にア
ルミホイルを敷いて肉を並べ、マリ
ネ液の玉ねぎとコリアンダーをのせ
る。④200℃のオーブンで15分焼
いたら裏返し、縦半分に切ったミニ
トマトをのせて、さらに10 ～ 15
分焼く。⑤2㎝幅に切ってお皿に盛
り、コリアンダーの葉（分量外）を
飾る。 

カルボナーラ　ｂｙ もりもっちゃん さん
【材料】（1人分）パスタ100g　玉ね
ぎ1/2個ベーコン2枚　卵1個　ニン
ニク1片　☆牛乳100㏄　☆スライ
スチーズ2枚　☆コンソメ小さじ1 
☆塩ひとつまみ　オリーブオイル大
さじ1/2　ブラックペッパー適量

【作り方】①パスタを湯がく。②フ
ライパンにオリーブオイルを入れ、
みじん切りにニンニクを中火で炒め
て香りが出たら玉ねぎ、ベーコンを
加えて炒め、火が通ったら弱火にし
て☆を入れる。③スライスチーズが
溶けたら1を入れて火を止める。④
溶き卵を回し入れ、素早く麺と絡め
る。⑤器に盛りブラックペッパーを
散らす。 

ガーリック風味、レモンとパセリのパスタ　ｂｙ D.N. さん
【材料】（1人分）パスタ100g　レッ
ドチリ1本　ニンニク4片　レモン
半分　パセリ適量　塩・胡椒適量 
オリーブオイル適量

【作り方】①パスタを少し固めに茹
でる。②ニンニクを薄くスライスし、
レッドチリは種を除いて輪切りにす
る。③オリーブオイルを多めに熱し、
2と胡椒を加え、ニンニクがキツネ
色になるまで揚げる。④1を3に入
れて、レモンを絞り、みじん切りに
したパセリを加えるたら、塩で味を
調える。

余熱だけで卵に火を通すことで濃厚な仕上がりに。
卵は「Kodawari Chicken Egg」を使っています。

辛いのが好きな人はレッドチリの種も入れるといい
でしょう。 20分以内で簡単に作れて、とにかくおいしい！

彩りと酢が食欲を誘います。栄養満点なのに、1つ
の鍋で調理でき、短時間で楽ちんに作れます。

焦げやすいので気をつけて、香ばしく焼き上げてく
ださい。お好みで辛子などつけても。あっさり仕上
げるなら鶏ミンチで、レンコンを入れてもおいしで
す。魚が苦手な夫も騙されて食べています。
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自家製ロティ・ボーイ　ｂｙ Wai Wai さん

こどもたちが大好きなロティ・ボーイを再現しました。焼きあがる香りにこどもたちがキッチンへ。あっという
間になくなってしまいます

【材料】（8人分）パ ン 生 地： 強 力 粉215g　 薄 力 粉55g　 砂 糖55g 
ドライイースト3g　卵36g　水135g　無塩バター 30g　塩3g　フィ
リング：有塩バター 5g×8個　コーヒー生地：無塩バター 60g　粉砂
糖60g　卵（大）1個　薄力粉60g　インスタントコーヒー粉小さじ
1½ ～ 2　熱湯小さじ1 

【作り方】①パン生地：パン生地の材料をボウルに入れてしっかりと捏
ね、生地を丸めてボウルに置き、ラップをして1次発酵（室温で約1時
間）。②ガス抜きをして、8等分にして丸め、ラップをかぶせて15分生
地を休ませる。③生地を平らにし、冷えた有塩バターを包みながら丸く
形成し綴じ目を下にして、ラップをかけて2次発酵（室温で約45分）。
④コーヒー生地：インスタントコーヒーを熱湯で練り混ぜる。⑤無塩バ
ターと粉砂糖を滑らかになるまでハンドミキサーで混ぜる。⑥2回に分
けて卵を加え、その都度よく混ぜたら、4を加えてさらに混ぜる。⑦6
に薄力粉を入れ、ヘラでサックリと混ぜ、絞り袋に詰める。⑧3の上に、
7をパン生地の3/4を覆うぐらい、渦を描くように絞り出す。⑨180℃に
余熱したオーブンの中段で、18分焼く。 

鶏粥　ｂｙ えーか・K さん

あるものでできるやさしい味のお粥です。鶏肉の旨
味がお粥にうつるので、味付けは少しで大丈夫です。

【材料】（4人分）鶏肉（お好みの部位・
量）　ご飯2碗　ニンニク2 ～ 3片
生姜ひとかけ　酒大さじ2　塩ひと
つまみ　調理用油適量　胡椒・醤油
適量　トッピング：ゆで卵　フライ
ドオニオン　青ネギ　パクチー　小
魚　ピーナッツ等

【作り方】①鍋にニンニク、生姜、水、
鶏肉、酒を入れて沸かす。②鶏肉が
茹で上がったら取り出して、ご飯を
入れて煮立てる。③フライパンに油
を熱し、手で割いた鶏肉を炒める。
④お粥ができたら味を調え、鶏肉、
その他トッピングをのせる。 マレーシア料理に欠かせない

数々の瓶詰めソース。ほかに使
い道が思いつかなくてもったい
ないと思いミートパイにしまし
た。おやつにぴったりです。

サンバル・ミートパイ　ｂｙ Seina さん
【材料】鶏ひき肉約100g　玉ねぎ
中1/2個　塩・胡椒適量　サンバル
ソース・ジンジャーソース・ラオガ
ンバソース各大さじ1 ～お好みでパ
イシート2枚　卵1個

【作り方】①みじん切りにした玉ね
ぎとひき肉を炒めて塩・胡椒で味
付けする。②サンバルソース、ラ
オガンバソースを加えて炒める。
③パイシートを1/8に切り、2をのせ

て包み、上のシートには切れ
目を入れる。溶き卵を塗っ
て200℃に余熱したオー
ブンで15分以上焼く。 

中華まん　ｂｙ K.T. さん
【材料】小 麦 粉300g　 砂 糖45g 
塩小さじ1　ベーキングパウダー
小さじ1　ドライイースト小さじ1 
ぬるま湯150㏄　サラダ油大さじ1
＊餃子の具の残り、鶏肉とエビのミ
ンチ、豚肉と魚のミンチ、あんこ、
チョコチップなど好みの具。

生地に卵を溶いたもの、ゴマ、青汁パウダーを混
ぜてもOK。余ったら冷凍保存もできます。食べむ
らのあるこどもに、肉や野菜をたくさん食べさせた
くて作りました。

【作り方】①サラダ油以外の材料を
全てボウルの中に入れて混ぜ、ぬる
ま湯を2 ～ 3回に分けて加えながら
よく捏ね、生地がまとまってきたら
サラダ油を加えて捏ねる。②ラップ
をかけ、2倍ぐらいの大きさになる
まで発酵させる。③ガス抜きをして
適当な大きさに分割して具を包む。
④濡れ布巾で覆い10分おく。＊こ
の過程は飛ばしてもよい。⑤中火で
15分蒸す。途中蓋を開けて1度湯
気を逃すと、時間が経ってもふっく
ら感が残る。

パンダン・カヤジャム　ｂｙ  Lee Swee Lan さん

【材料】ココナッツミルク200ml 
卵5個　砂糖200g　パンダンペー
スト大さじ1

【作り方】①大きめのボウルにココ
ナッツミルク、砂糖、パンダンペー
ストを混ぜ合わせる。 ②卵を溶い
て、1に加える。③2をザルで濾す。
④中火～弱火の湯煎でとろみがでる
までゆっくりと混ぜる。好みの固さ
になったら火を止める。 

パンダンペーストがない場合は砂糖の代わりにグラ
マラッカを使用し「グラマラッカ・カヤジャム」に。
甘さはお好みで調節してください。トーストに厚め
のバターを挟んで食べるととても美味しいです。
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