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〒930-0856　富山市牛島新町5-5
インテックビル4F（タワー111） 
TEL（076）444-2500
FAX（076）444-2600
E-mail：tic@tic-toyama.or.jp
URL：http://www.tic-toyama.or.jp

国際交流ウィーク in TOYAMA
　2月27日～3月4日にわたり、とやま市民交流館にて、富山市民国際交流協会との共催により

“国際交流ウィーク in TOYAMA”を開催しました。



国際交流ウィーク in TOYAMA国際交流ウィーク in TOYAMA

国際交流人材バンク通訳者セミナー国際交流人材バンク通訳者セミナー

日　時：令和4年2月27日（日）～3月4日（金）
場　所：富山駅前CiCビル内（1, 3F）
共　催：富山市民国際交流協会、（公財）とやま国際センター
協　力：JICA北陸

日　時：令和４年２月５日（土）13：00～16：00
　　　　医療通訳の実践～通訳技術から通訳者をとりまく環境まで～

講　師：森田　直美 氏（一般社団法人全国医療通訳者協会 代表理事）

　コロナ禍のもと、例年の１日のみの国際交流フェスティバルに代え、実施方法を見直したうえで国際交流ウィー
クとして６日間にわたり開催しました。
　オープニングの記念講演では、モーリー　ロバートソン氏を講師に迎え「モーリー流　変わりゆく時代との調和」
をテーマとして、日々変化を続ける海外情勢についての解説のほか、日本や世界の多様性にいかに調和していくべ
きか、独自の視点からご講演いただきました。
　そのほか、外国の方々を対象とした茶道や華道体験、ベトナムのランタン作り、韓国・ブラジルとのオンライン
交流会、インドのヨガ紹介コーナー、ボードゲームによる韓国旅行体験やアメリカ文化の紹介など、各国様々な文
化に触れる体験コーナーも６日間にわたって開催されました。茶道・華道体験は、県内在住の外国の方々に日本の
文化やおもてなしの心に触れていただく貴重な機会となったようでした。
　期間中は、のべ約170人の方々に来場いただきました。

　今回で20回目を迎える通訳者セミナーですが、本年度もコロナ禍をうけてオンラインにて実施しました。講師
には自身も医療通訳者、会議通訳者として活躍しておられる森田直美氏をお迎えし、医療通訳の現状や通訳技術の
向上など、幅広くお話をいただきました。
　第１部ではすべての言語の通訳者を対象とし、日本における医療通訳の現状や医療通訳を行うにあたっての通訳
倫理や注意点等について講演いただきました。また、あわせて、各臓器の名称や日本語特有の痛みの表現（しくし
く・ずきずき等）、シャドーイングやリプロダクションといった通訳技術向上のための練習法等を紹介いただきま
した。
　第２部では、英語のロールプレイ演習として、２つのグループに分かれ、ネイティブ講師もお招きし、実際に耳
鼻科を受診するという想定で練習を行いました。耳鼻咽喉科、中耳炎、鼓膜等、なかなか普段は使わない単語も多
く、また、医師と患者の訴えを“正確に”通訳することの難しさを体験した参加者からは「難しかったが非常にた
めになった」「医療の通訳はやはり一般の通訳と違い間違ってはいけないというプレッシャーが強かったが、その
分その意義深さを体験できた」など、大変好評でした。
　また、オンラインでのロールプレイ演習は初めての方が多く、今回、対面での練習はかないませんでしたが、実
際に今はコロナ禍でオンライン診療等も増えている状況もあることから、遠隔医療通訳を経験する良い機会にも
なった、とのお声もいただきました。
　参加者からは次回は、「他の言語でもロールプレイ演習を実施してほしい」また、「司法通訳の講座を開催してほ
しい」といった要望もあり、実りあるセミナーとなりました。



令和3年度 第2回 日本語支援ボランティアスキルアップ研修会令和3年度 第2回 日本語支援ボランティアスキルアップ研修会

外国人のための防災講習会外国人のための防災講習会

日　時：令和4年3月13日（日）13：30～16：30
場　所：環日本海交流会館 大会議室
内　容：ワークショップ
　　　　「地域日本語教育の“あるある”シュミレーションゲーム『ANADO～あなたならどうする～』」

　日本語教育機関トヤマ・ヤポニカ
　　　　セミナー「地域日本語教育で使えるICTヒント集」

　セントラルジャパン日本語学校主任教員 名古屋外国語大学・日本福祉大学非常勤講師　柏谷　涼介 氏

日　時：令和4年3月13日(日)　14：00～16：00
場　所：四季防災館
内　容：講義　「災害時に自分と家族を守る」　特定非営利活動法人 富山県防災士会　村上　綾子 氏

　今年度第2回目のスキルアップ研修会の前半は、日本語支援者間の
意見交換、親睦を深めることを目的に、北九州国際交流協会が開発し
たシュミレーションゲーム『ANADO～あなたならどうする?～』を
行いました。
　地域日本語教室の“あるあるシチュエーション”に、自分ならこう
対処するという意見をグループ内で交換しました。参加者からは「様々
な立場、考えがあることを知ることができた」「サポーター間で話し
合う材料として使える面白いツール」などの感想が聞かれました。
　後半のセミナーでは、富山市出身の柏谷先生から、地域日本語教育に使えるICTリソース、技術の紹介がありま
した。デジタルホワイトボード“Jamboard”を実際に体験するなど、地域の日本語教室で使えるテクニックに
ついて学びました。柏谷先生からは、「ICTは怖くない。『できない人』はいない。ただ習得が『早い人』と『遅い人』
がいるだけ。やれば絶対できるようになります。」と温かい激励の言葉がありました。参加者からは「オンライン
対話のやり方を模索していたので参考になった」、「いろんなアプリがあることを知った」、「知ることでいろんなア
イディアが生まれると思った」などの感想がありました。

　富山県内に在住する外国人が万が一の災害時に迅速、適切に対応できる
ようになることを目的として防災講習会を開催し、５か国から計11名の参
加がありました。
　講師として富山県防災士会の村上綾子氏をお迎えし、「災害時に自分と家
族を守る」をテーマに、地震や大雪の対処法や非常持ち出し袋の準備など、
具体的な行動をイメージできるよう、ゆっくりとした口調でご講義いただ
きました。参加者がより理解できるよう、通訳を付けて実施しました。
　講義の後は四季防災館にて、地震、洪水、ホ
テル火災（避難）の模擬体験を行いました。実
際に過去に起きた東北地方太平洋沖地震、兵庫
県南部地震などと同じ規模の震度を体験した参
加者からは驚きの声が上がっていました。洪水
体験では、水の中に入り、流水の中を歩く体験
も行いました。



地域日本語教育体制の整備
時期：通年　　対象者：県内在住外国人　　場所：県内数か所
外国人住民を対象に基礎日本語教室を開催。また、県内の日本語教育環境の
強化を目的とした日本語事業全般のコーディネートを行います。

日本語交流サポーター養成講座の開催
時期：5月28日（土）～9月24日（土）全12回　　場所：環日本海交流会館
地域の日本語教室などで、身近な外国人の方々へ日本語支援等のサポートを
していただける方を養成する講座です。

日本語教室アドバイザーの派遣
地域日本語教室に対し日本語教育専門アドバイザーの派遣等を行います。

日本語支援者スキルアップ研修
日本語支援者のスキルアップを目的に研修会を開催します。

異文化理解コミュニケーションワークショップ開催事業
時期：年2回（夏、秋）
富山に在住する外国人と日本人が、スポーツ交流、「やさしい日本語」等を用い
たワークショップなどを通して文化を超えたコミュニケーションスキルの向上
を目指し、交流するイベントを開催します。

多文化共生フォーラムの開催
県民や、在住外国人が多文化共生に理解を深めるよう、講演、パネルディスカッ
ションを実施します。

多文化理解連続講座
富山県に縁のある海外在住者を講師に迎え、各国の歴史や文化、生活習慣等に
ついてのオンライン講座を開催します。

外国語の絵本よみきかせ親子の会
日時：第2土曜日　10：00～11：00　全12回

（＊８月, ２月は第3土曜日）
場所：環日本海交流会館
外国語の絵本の読み聞かせを通して、外国人親
子が母国の文化に親しんだり、日本人親子が異
文化を楽しむ講座です。

ハロー・ベトナム
時期：4月19日（火）・5月31（火）（全２回）18：30～20：00
場所：とやま国際センター研修室A
ベトナム出身の富山県国際交流員と、ベトナムの文化や習慣などに
ついて英語で自由に語り合う講座です。

ナマステ・インディア
日時：毎月第2、第4月曜日　18：30～20：00

（＊7月は第1, ２月曜日）
場所：とやま国際センターラウンジ
インド出身の富山県国際交流員と、イ
ンドの文化や習慣などについて英語で
理解を深める講座です。

とやま国際塾
日時：７月（予定）　　場所：インテックビル
高校生を対象に、国際交流員、海外技術研修員、留学生等との交流を通じて
国際協力、多文化共生について考えるセミナーです。

国際交流ひろば
各国からの国際交流員を講師に異文化理解等に関する講座を年4回行います。
第１回：アメリカ料理　日時：5月28日（土）10：00～13：00
場所：富山県民共生センター「サンフォルテ」

国際理解出前講座
地域の国際交流協会や、小中高校、大学などに出向き、国際交流・国際理解・国際協
力等に関する出前講座を行います。

多文化共生講座

外国語・外国文化を学ぶ講座

富山県外国人ワンストップ相談センター
電話番号：076−441−6330
トリオフォン専用電話番号：076-441-5654または 080-5852-2234
場所：（公財）とやま国際センター内（富山市牛島新町5-5）
受付時間：月～金曜日（祝日を除く）9：00～17：00
対応言語： 日本語・英語・中国語・ポルトガル語・ベトナム語・韓国語・
　　　　　ロシア語・テルグ語
　　　　　（上記以外の言語は、タブレット等を使って対応します）

令和４年度の（公財）とやま国際センターの
事業をご紹介します!!
　今年度も、国際理解、国際交流、国際協力及び多文化共生の促進
のため、様々な事業を展開していきます。
　詳しい事業内容については（公財）とやま国際センターのホーム
ページをご覧ください。皆さんのご参加をお待ちしております。

新

新

新



異文化理解コミュニケーションワークショップ開催事業
時期：年2回（夏、秋）
富山に在住する外国人と日本人が、スポーツ交流、「やさしい日本語」等を用い
たワークショップなどを通して文化を超えたコミュニケーションスキルの向上
を目指し、交流するイベントを開催します。

多文化共生フォーラムの開催
県民や、在住外国人が多文化共生に理解を深めるよう、講演、パネルディスカッ
ションを実施します。

多文化理解連続講座
富山県に縁のある海外在住者を講師に迎え、各国の歴史や文化、生活習慣等に
ついてのオンライン講座を開催します。

外国語の絵本よみきかせ親子の会
日時：第2土曜日　10：00～11：00　全12回

（＊８月, ２月は第3土曜日）
場所：環日本海交流会館
外国語の絵本の読み聞かせを通して、外国人親
子が母国の文化に親しんだり、日本人親子が異
文化を楽しむ講座です。

とやま国際塾
日時：７月（予定）　　場所：インテックビル
高校生を対象に、国際交流員、海外技術研修員、留学生等との交流を通じて
国際協力、多文化共生について考えるセミナーです。

国際交流ひろば
各国からの国際交流員を講師に異文化理解等に関する講座を年4回行います。
第１回：アメリカ料理　日時：5月28日（土）10：00～13：00
場所：富山県民共生センター「サンフォルテ」

国際理解出前講座
地域の国際交流協会や、小中高校、大学などに出向き、国際交流・国際理解・国際協
力等に関する出前講座を行います。

富山県外国人ワンストップ相談センター
電話番号：076−441−6330
トリオフォン専用電話番号：076-441-5654または 080-5852-2234
場所：（公財）とやま国際センター内（富山市牛島新町5-5）
受付時間：月～金曜日（祝日を除く）9：00～17：00
対応言語： 日本語・英語・中国語・ポルトガル語・ベトナム語・韓国語・
　　　　　ロシア語・テルグ語
　　　　　（上記以外の言語は、タブレット等を使って対応します）

月 火 水 木 金
英語 9：00～17：00 9：00～17：00 9：00～17：00 9：00～17：00 9：00～17：00
中国語 9：00～17：00 9：00～17：00 9：00～17：00 9：00～17：00 9：00～17：00
ポルトガル語 9：00～17：00 9：00～17：00 9：00～17：00 9：00～17：00 9：00～17：00
ベトナム語 9：00～17：00 9：00～17：00
韓国語 13：00～17：00
ロシア語 13：00～17：00
テルグ語 13：00～17：00
ヒンディー語 13：00～17：00

災害時外国人支援ボランティアの養成
災害時に外国人を支援するボランティアを養成するため、多言語や、やさしい
日本語による情報提供の研修を行います。

市町村担当者向け災害時外国人基礎支援研修
災害多言語支援センターや避難所の設置・運営に係る基礎研修とやさしい日本
語研修を行います。

防災訓練への参加
大規模災害を想定して石川県、福井県と連携した災害ボランティア研修を行う
とともに、富山県総合防災訓練にも参加します。

外国人のための防災講習会
災害時に、県内在住外国人が迅速かつ適切に対応し行動できるよう、外国人を
対象とした防災に関する講義とワークショップを行います。

語学講座
講座名 開催期間 曜日 対象 定員

中国語（入門） 6／3～3／10 金 初心者 20名

韓国語（入門） 6／2～3／9 木 初心者 20名

韓国語（初級） 6／6～6／13 月 １年程度学習された方 10名

英語（初級） 6／1～3／8 水 簡単な日常会話ができる方 20名

ポルトガル語（初級） 6／1～3／8 水 初心者 10名

ベトナム語（入門） 6／6～3／13 月 初心者 20名

日　時：上記の期間の18：30～20：00　年間30回　 
場　所：とやま国際センター研修室
　　　　（感染状況によりZoomに切り替える可能性があります。）
受講料：10,000円（テキスト代別）



JICA海外協力隊からの現地リポート

　アッサラーム・アレイクム！地中海に面した第二の都市、アレキサン

ドリアからお伝えします。私の任地は、市内中心部から40km離れた、

NGOビレッジオブホープ幼稚園ナスレイヤです。日本では当たり前の

ようにある安全な遊具や玩具、絵本等教材は不足し、読み書き中心の授

業が多く、子どもの限られた幼児期の発達のための遊びを取り入れにく

い状況です。しかし今の子どもの発達に合った『遊びを通した学び』、

より良い環境づくりや生活習慣について先生達とその都度考え、日々の

生活に取り入れています。子ども達が夢中になって遊んで学んでいく姿

を見せたり、先生達との他愛もない話から、少しずつ悩みまで共有して

くれたりと毎日発見と希望に溢れています。そして何より優しいエジプ

トの人々に支えられています。引き続き現地で関わる人達のために今自

分には何ができるのかを模索し続けたいと思っています。

お待たせいたしました！約2年ぶりの現地レポートです。
今回はエジプトから届いた
JICA海外協力隊員　東　香澄さんからのお便りをご紹介します。

◆本コンテストは、今年度も6月から9月に作品の募集を予定しております。皆さんのご応募をお待ちしております。

　 2022年度作品募集テーマ：「世界とつながる私たち～未来のための小さな一歩～
◆エッセイコンテストの募集詳細、過去の受賞作品は「JICA地球ひろば」ウェブサイトでもご覧になれます。
　https://www.jica.go.jp/hiroba/program/apply/essay/index.html

富山県では5名が個人賞、5校が学校賞を受賞
北陸センター所長賞　富山市立南部中学校 藤巻ひかりさん（3年）
　　　　　　　　　　富山県立高岡南高等学校 髙野　真未さん（2年）
佳　　　　作　　　　射水市立小杉中学校 川合　駿太さん（2年）
青年海外協力隊富山県OB会会長賞
　　　　　　　　　　富山市立堀川中学校 柳原　斗希さん（1年）
　　　　　　　　　　富山国際大学付属高等学校 池畑　晃生さん（2年）
特 別 学 校 賞　　　　富山県立伏木高等学校
学　 校 　賞　　　　富山市立南部中学校
　　　　　　　　　　富山市立堀川中学校
　　　　　　　　　　射水市立小杉中学校
　　　　　　　　　　富山国際大学付属高等学校

　本コンテストは、次の世代を担う中学生・高校生を対象に、開発途上国の現状や、開発

途上国と日本の関係について理解を深め、国際社会の中で日本、そして自分たち一人ひと

りがどのように行動すべきかを考えることを目的として実施しています。

　今年度で中学生の部は26回目、高校生の部は60回目を迎えた本コンテスト、今年は、「私

たちと地球の新しい未来」をテーマに中学生の部23,170点、高校生の部25,215点、総

数48,385点（うち県内から中学：427点、高校：508点　総数：935点）ものご応募

をいただきました。

「JICA国際協力中学生・高校生エッセイコンテスト2021」受賞者発表!!「JICA国際協力中学生・高校生エッセイコンテスト2021」受賞者発表!!

北陸センター所長賞　受賞者

受賞おめでとう
ございます！

東　香澄（あずま かすみ）さん�
派 遣 国：エジプト
職　　種：幼児教育
派遣期間：2021年9月～2023年9月 

藤巻ひかりさん 髙野　真未さん



来日のきっかけ
　もう随分昔のことです。出稼ぎのために日本に来ました。私の家は貧しい農家で、上に兄が２人、姉が２人、
下にもまだ幼い弟たちが３人もいました。街に仕事はなく、行くあてのない若者があふれかえっていた時代で
す。父親は足を悪くしてしたので、兄や幼い弟たちが農作業を手伝っていました。先に日本に行っていた姉２
人からの仕送りだけが我が家の主な収入源だったと思います。
　そんな状態ですから、私も家族を助けるために、姉を頼って日本にやってきました。愛知や三重で仕事をし、
その後富山にやってきました。そして主人と出会ったのがここ、富山です。以来ずっと富山に住んでいます。

富山での生活、仕事について
　来日してからはほとんど飲食店で働いてきました。とにかくがむしゃらに働き、家族のための仕送りを続け
てきました。あの頃は今のようにインターネットもフェイスブックもなかったので、月に１度届く父と母から
の手紙を心待ちにしていたものです。
　最初は日本語が分からず、本当に苦労しました。フィリピンにいた頃は学校の勉強が大嫌いだった私ですが、
日本に来てから図書館に行って勉強していると家族に言ったら、笑われた思い出があります。
　家族が恋しかったですが、それでも日本での生活は私にとって初めての“自由”な生活でした。本を読んだ
り、ショッピングをしたり、姉たちとお茶を飲んでおしゃべりしたり、そんな毎日がすごく楽しかったです。
　主人と出会えたのも、日本に来たからこそでした。富山で仕事を始めて数か月、友人の紹介で食事をしたこ
とがきっかけでした。結婚する時はフィリピンの家族も、日本の家族もみんながお祝いしてくれました。娘も
授かり、富山という温かな環境で子育てができたことは、本当に幸せなことです。
　娘ももう大きくなり、学校も卒業したので、今は週に２回だけ介護の仕事をしています。昨年には孫も生ま
れました。フィリピンの父にとってはなんと12人目のひ孫にあたります。母は残念ながら随分前に他界して
しまったので、結局一度も娘と会わせてあげられなかったことが今でも悔やまれます。

日本での子育てについて
　娘はいわゆるフィリピンと日本の「ハーフ」にあたります。そのことで私に直接言ったことはないですが、
娘自身嫌な経験をしたことがあったと思います。小さい頃は特にそうだったように思います。ただ、私はこの
性格ですから、あまり悲観的になることはなく、日本語があまり分からないながらも学校行事や懇談会、
PTA等積極的に参加してきました。娘は嫌がっていましたけどね（笑）
　そんな私の姿を見ていてくれたからかどうかは分かりませんが、娘は本当にまっすぐに育ってくれました。
もちろん私一人の成果ではなく、本当にいろんな人が娘に関わってくれた結果だと思っています。今では考え
られないことですが、近所の人や職場の人に勉強をみてもらったり、仕事で遅くなる時は夕食まで出していた
だいたり、感謝してもしきれません。富山の人たちの温かさを感じます。

多文化共生社会実現のために、どんなことが大切か、ヒントをいただけますか？
　まずは、外国人であってももっと積極的になることだと思います。そしてぜひ地域の方には温かい気持ちで
受け入れる雰囲気があればありがたいですね。言葉や文化が違っても、困った時は「お互い様」、これは私の
好きな日本語ですが、国籍に関係なく助け合えるような関係を築いていけたら良いですね。困っている人がい
れば手を差し伸べる、たとえ解決できなくても、話を聞いてあげるだけで救われることもたくさんあります。
私もまだまだですが、そんな風になれたらな、と思います。

Jasmine Lopez さん（フィリピン・イロイロ州出身）

共に生きる TOYAMA共に生きる TOYAMA



TICからのお知らせ

令和４年度草の根国際活動助成事業募集中！
県内で国際交流・協力活動及び多文化共生活動を実施する民間の非営利団体・グループに対し助成します。

【助成対象事業】
1．国際交流事業は助成対象経費の2分の1以内で上限は10万円
　○異文化交流、異文化理解の増進に資する事業（例：国際交流フェスティバル、各種異文化交流・紹介事業）
　○ スポーツ・芸術・学術などの国際交流促進に関する事業（例：スポーツ大会、写真展、絵画展、演奏会、映画

上映会、学術講演会）
2．国際協力事業は助成対象経費の2分の1以内で上限は10万円
　○国際的に緊急かつ深刻な貧困、災害などへの支援事業（例：災害救援チャリティーコンサート）
　○開発途上国への援助・協力支援事業（例：子ども達のための絵本プロジェクト）
　○国際協力に関する県民の理解を深めるための事業（例：国際協力に関する講座など）
3．多文化共生事業は助成対象経費の原則4分の3以内で上限は20万円
　○ 県内在住外国人支援事業（例：日本語教室、外国に

ルーツを持つ子どもの学習支援など）

TICメールマガジンのお知らせ
７か国語（日本語・英語・中国語・ポルトガル語・
ロシア語・韓国語・ベトナム語）で配信中♪
TICホームページから無料で簡単にご登録いただけます。
ぜひご利用ください。

公式Facebookのお知らせ
やさしい日本語で、TICのイベント情報やその他お役立
ち情報を随時更新しています。

（公財）とやま国際センター賛助会員募集
及び寄付のお願い
　公益財団法人とやま国際センターは、民間レベ
ルの国際交流、国際協力を推進するため、様々な
事業に取り組んでいます。TICの事業にご支援いた
だける賛助会員を募集しています。
　　　年会費（1口）　個人会員　 3,000円
　　　　　　　　　　団体会員　30,000円
　また、財政基盤の充実を図るため、ご寄付につ
いてもよろしくお願い申し上げます。ご協力頂け
る方は、是非センターまでご連絡ください。

〜材料〜
＜皮＞ 12～13個分くらい
・米粉（ターメリックを含む） � 400g
・ココナッツミルク �����100ml
・水 ������������800ml 
・万能ねぎ ����������数本
＜具＞１個分
・豚肉（幅3×5、細切れ） �２～３枚
・むきエビ ��������２～３尾
・エシャロット ��������１個
・塩コショウ ���������少量
・モヤシ �����������適量
・油・サラダ油 ��������適量
・サニーレタス、香草 �����適量

＜つけダレ（南部風）＞
・ナンプラー �����大さじ1.5
・ライム・レモン汁 ���大さじ１
・砂糖 ���������大さじ２
・水 ����������大さじ５
・唐辛子（輪切り） ���１/４本分
・ニンニク（みじん切り）�１片分

＜つけダレ（北部風）＞
・ナンプラー ���������大さじ２
・ライム・レモン汁�大さじ１（あるいは２）
・砂糖 ������������大さじ１
・水 �������������大さじ４
・唐辛子（輪切り） ������１/４本分
・ニンニク（みじん切り） �����１片分

　バインセオ（Bánh xèo）はベトナム南部発祥の人気料理です。日本ではベトナム風お好み
焼き、西欧ではベトナム風クレープなどと呼ばれ、海外でも有名な料理の一つです。バインセ
オの生地は美しい黄色が特徴でもあるのですが、この黄色は米粉ではなくターメリックによる
ものです。ちなみに、私は北部出身なので、ベトナム北部風のつけダレも紹介します♪

〜作り方〜
1．豚肉・むきエビに塩コショウを振ってしばらく置いてお

く。＜皮＞の材料はボウルに入れ、混ぜ合わせておく。
2．大きめのフライパンに油を熱し、エシャロット・豚肉・

むきエビを炒め、皿に取り出す。
3．フライパンの汚れをキッチンペーパーで拭き取

り、油を熱し、（1個分の）＜皮＞の生地を入れ、
全体に薄く広げる。

4．うっすらと生地が透明になり始めたら、弱火に
し、全体がパリッとするまで焼く。豚肉、エビ、
モヤシを生地の半分に乗せ、ふたをして２分ほど蒸し焼きにする。

5．生地の縁がはがれてきたら、油をフライパンの縁からまわし入れる。パリッ
としてきたら、2つに折ってできあがり。

6．お好みでレタス、香草を巻き、タレをつけて食べる。

作ってみよう！ベトナム料理
　ベトナム出身　
　ホアン・ティ・チャムさん

おすすめ料理！

Bánh xèoBánh xèo


