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ベトナムの芽吹き
①ベトナムの地域紹介（ウエン）

② ベトナム料理紹介（ティエット）
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②豚の耳ゆでたもの （材料 ４人分）
豚肉の耳…２００g ゆで汁： （ショウガ、塩）
ソース： ニョクマム 唐辛子（スライス） 砂糖 ニンニク（スライス）
作り方：５ｍｍくらいに切ります。

ショウガと塩をちょっと入れて１５～２０分ゆでます。ゆでた後に氷水に入
れます。ソースの材料を混ぜます。

２

③ 豚肉の唐辛子炒め（材料 ４人分）
豚バラ肉… ４００g レモングラス …２本 長ネギ …１本
唐辛子 油 胡椒 ニョクマム 塩砂糖
作り方：豚肉を２ｃｍくらいの大きさに切ります。

塩と砂糖と胡椒、ニョクマムで味を付けます。１５分くらい時間を置きます。
鍋に油を入れてレモングラスとニンニクを炒めます。その後に肉を入れ
て炒めます。蓋をして弱火にします。１０分たったら出来上がりです。

① 野菜炒め （材料 ４人分）
青梗菜…２株 ニョクマム 油 味の素 胡椒 塩
作り方：フライパンで炒めます。
普段よく作ってます。辛くないです。

毎日コーヒーを飲みますが、コーヒーの木の形やそれがどのように処理されるか
を知っていますか

私はダクラクで生まれ育ちました。その場所はその広大なコーヒー畑で知られて
います。それは私の故郷の農民の主な収入源です。
コーヒーは通常2月に開花します。花が満開になると、まるで白い雪原のようにな

ります。私たちがそれはダクラクの白い雪の季節とよく冗談しています。開花から
果実が赤くなるまで約10ヶ月かかります。
１１月の収穫期は私の故郷で最も忙しい時期です。
みんな朝早く畑に出て夜遅く帰ってきた。
コンオン(車)でコーヒーを家に運ぶ農民のイメージ。それは私たちの人々にとって
見知らぬ人ではありません

レモングラス、ニョクマムなどは
ドン・キホーテで買えます。

＊私たちは目分量で調味料を入れて
ます。だから少しずつ味付けします。

④ 市内等、地域散策等の話（ヌー）

仕事のことだけ考えてばかりはいられなくて、人生では仕事の日だけじゃなくて休みの日もある
次第です。外を出て風の匂いを嗅いで、気持ちがよくになるのではないと思います。

私たちのアパートから出かけて、いろいろな商店街があるので、ショッピングが大好きな私たちにし
たら、とても便利です。休みの日にしょっちゅう4人一緒に業務スーパーやOK スーパーなどへ行きま

す。ベトナムの調味料が欲しい時、ドンキホーテへ買いに行ったこともあります。ときどき、業務スー
パーやドンキホーテなどでベトナム人に会いました。日本でベトナム人に会えて、挨拶だけを交換し
ても心の中は温かい感じます。

スーパー以外は図書館とか海とかアパートの近くの神社とかもたまに行きます。写真はアパートの
近くの神社です。その時、日本でお願いをする時のやり方とベトナムに比べちょっと違いと思います。
ベトナムではお寺の神様の前で跪いて、お願いの言葉を打ち明けたら、手を合わせて拝みます。

日本に来たら、いろいろなことをもう一度勉強しなければならないですが、私たちにとって全部はい
い体験です。次回、神社へ行ったら、うまくできるかどうか心配ですが、是非日本のお願いのやり方
をやってみたいと思っています。
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≫読者の皆さんへお願い≪ ベトナムの仲間たちに激励の言葉をお願いします。 担当の木村までお持ちください。

毎朝最初に小さい菜園を訪問することです。野菜を育てたり、
日々成長するのを見たりしてとても嬉しいです。

何回も植えてみましたが失敗しました。しかし再試行する方法を
見つけます。種が芽を出し始めるのを見ると、私は素晴らしい気
分になると思います。

唐辛子とパクチーと隠元ですが全部失敗してしまいました。胡瓜
とねぎを植えました。
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①野菜炒め…材料：青梗菜２株、ニョクマム、胡椒、塩、油、味の素

作り方：フライパンで炒めます。
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を育てたり、日々成長するのを見たりしてとても嬉
しいです。

何回も植えてみましたが失敗しました。しかし再試
行する方法を見つけます。種が芽を出し始めるの
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アパートから出かけることについて、書きました。

仕事のことだけ考えてばかりはいられなくて、人生では仕事の日だけじゃなくて休み
の日もある次第です。外を出て風の匂いを嗅いで、気持ちがよくになるのではない
と思います。

私たちのアパートから出かけて、いろいろな商店街があるので、ショッピングが大好
きな私たちにしたら、とても便利です。休みの日にしょっちゅう4人一緒に業務スー
パーやOK スーパーなどへ行きます。ベトナムの調味料が欲しい時、ドンキホーテへ
買いに行ったこともあります。ときどき、業務スーパーやドンキホーテなどでベトナム
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スーパー以外は図書館とか海とかアパートの近くの神社とかもたまに行きます。

以上の写真は4人たちは一緒に熊野神社へ行きました。
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