
ベトナム生春巻き 
ダニエル・ハミルトン 

揚げるほうの春巻きよりずっとヘルシーで、暑い夏に大人気。しかもさっと簡単に作れるんです。このレシピで６個の春巻きがで
きます。準備時間は約３０分。おしゃれなディップソースを添えて出しましょう。実をいうと、僕も今から作っちゃおうかなと思っ
てます。 

材料 
ディップソース 
　にんにく　２片（よくつぶす） 
　赤唐辛子…小１（きざむ。辛いものが苦手なかたは種もしくは中身をすっかり抜いてください。） 
　しょうが…大さじ１（すりつぶす） 
　砂糖………大さじ１ 
　魚醤………大さじ３（ヌクマム） 
　ライムの絞り汁…１個分 
春巻き 
　ビーフン　………５０ｇ 
　ライスペーパー…直径20㎝の円形６枚 
ミント、コリアンダー、バジル、エシャロット（スライスしたもの）、レタス…適量 
えび………9尾（ゆでて、半分の厚さに切る） 

　にんじん…１／２本（細切りにする） 
　もやし……２５ｇ 

作り方 
1. ディップソースを作ります。すり鉢、すりこぎでにんにく、とうがらし、しょうが、さとうをすりつぶしてから、ライムの絞

り汁とヌクマムを加えます。 
プロセッサーを使ってもかまいません。 

2. ビーフンを熱湯に１５分間浸し、水をよく切ります。 
すべての具材を手元に用意します。 

3. 巻く用意ができたら、ライスペーパーを熱湯をはったボウルに１０～１５秒または柔らかくなるまで浸し、ふきんにのせて水
気をきります。 

4. ボードのうえに柔らかくなったライスペーパーを置き、端に具材を盛ります。あまり多いと巻きにくくなるので気をつけてく
ださい。 

5. ライスペーパーの端をもちあげて具材にかぶせるよう巻き込んでいきます。具材が動かないよう、指で押さえましょう。 
　　途中まで巻いたら両脇の端を折り込んで、さらに巻いていきます。 
　　きつく巻きたくなっても、あまりきつくし過ぎないように。 
6. 全部巻き終わるまで同じ工程をくりかえします。 

半分に切るか、一本のままでディップソースをわきに添えて出します。 

Vietnamese Summer Rolls 
Daniel Hamilton

Much healthier than their deep fried spring roll counterpart, these tasty rolls go down a treat in the hot summer months and are 
pretty quick and easy to make. This recipe makes 6 rolls and takes around 30mins to prepare. Serve it with a snazzy little dipping 
sauce. In fact, might go make myself some now.
Ingredients                                                                            Method
For the dipping sauce:
2 cloves of crushed garlic 
1 small red chili Þnely diced (you can take the seeds out or 
leave the whole thing out if you don’t like hot stuff)
1 tbsp of ginger crushed
1 tbsp of sugar
3 tbsp of Þsh sauce
Juice of 1 lime
For the rolls:
50g rice noodles
6x 20cm round rice paper wrappers
Some mint, coriander, basil, sliced shallots and some lettuce
9 prawns cooked and halved
1/2 carrot sliced into thin batons 
25g bean sprouts

1. Make the dipping sauce by crushing the garlic,  chili,  ginger,  and 
sugar in a pestle and mortar, then add the lime and Þsh sauce. You 
could also pulse it in your food processor.

2. Soak the rice noodles for 15mins in hot water, strain well. Assemble 
all your ingredients.

3. When you are ready to make the rolls, dip a rice paper in a bowl of 
hot water for 10~15secs, or it’s soft, drain on a tea towel.

4. On a board, place the now soft wrapper and at one end Þll with your 
ingredients. Be careful too many will make it hard to roll.

5. Lift the edge of the rice paper and roll it up over the ingredients. 
Hold the ingredients in place with your Þngers. Roll it halfway, fold 
the edges in and continue to roll. You will want to roll it tightly but 
not too tightly. 

6. Repeat the process until all your rolls are done. Cut them in half or 
leave whole and serve them with the dipping sauce on the side.   
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! Please check URL for the theater information in Imabari! 

http://www.unitedcinemas.jp/imabari/film.php http://e-takeone.com/icinema/index.html

DVD RECOMMENDATION 
Animals (動物)

Chie Akiyama  秋山千絵

Babe (1995) - ベイブ

All kinds of species live on the Hoggett farm. Each animal has a job to do, tries to do it well and knows his or her place 
in the world. They aim to keep their owners happy, but understandably, the pressure to avoid becoming Christmas 
dinner can make an animal do some pretty outlandish things. Babe's approach to barnyard life is different from all the 
others, life can be more challenging, but all the sweeter, for the pig who marches to the tune of a different drummer.

ホゲット農場の動物たちにはそれぞれ仕事があり、一生懸命に、そしてそれぞれが生きる場所を知っている。彼らの目
標は農場主を幸せにすること。しかし当然のことながら、クリスマスのディナーにならないためのプレッシャーは、彼
らにかなり突飛な行動を起こさせる。豚のベイブの裏庭での生活は、他の動物たちとは異なる。違った道を生きる豚と
して、そこでの生活はより挑戦的であり、楽しくもあった。

＜Cast and Credits＞ 
Directed by : Chris Nooman 
Starring :　James Cromwell, Magda Szubanski 
Distributors : Universal Pictures

Marley & Me (2008) - マーリー　世界一おバカな犬が教えてくれたこと 

Newlyweds John and Jenny Grogan (Owen Wilson, Jennifer Aniston) leave behind snowy Michigan and move to 
Florida, where they buy their first home and find jobs at competing newspapers. Soon afterward, the Grogans adopt 
Marley, an adorable yellow Labrador pup. But Marley soon grows up to be a mischievous handful. Still, even while he's 
destroying the furniture and failing obedience school, he always manages to bring out the best in John, Jenny and their 
growing family. 

新婚カップルのジョンとジェニー・グローガン（オーエン・ウィルソンとジェニファー・アニストン）は、雪のミシガ
ンを去り、フロリダに移り住む。マイホームを買い、そしてそれぞれ競合する新聞社に仕事を見つける。その後すぐに、
グローガン夫妻はかわいい黄色のラブラドールレトリバーの子犬を飼う。しかしマーリーはすぐに大きくなり、いたず
らばかりする厄介な子に成長する。家具をめちゃめちゃに壊そうとも、犬の訓練校を追い出されようとも、それでも彼
はいつも、思いがけず、ジョンとジェニーそして彼らの家族の一番いいところを引き出した。

＜Cast and Credits＞ 
Directed by : David Frankel 
Starring : Owen Wilson, Jennifer Aniston 
Distributors : 20th Century Fox
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