【令和元年度補正予算オリパラ基本方針推進調査事業】

ガーナ創作料理レシピ

猪

苗

代

町

トマトソース

調理時間 ２0 分, 4-６人前

ガーナ料理の基礎となるトマトソース。
フライドチキン、グリルドチキン、ラム、またはポーク
と一緒に出すと良い。パスタ、ポテト、ライスに添え
る。

材料:
みじん切りまたはブレンドした大きなトマト 6 個
玉ねぎ（中）1 1/2
テーブルスプーン 1 生姜
にんにく テーブルスプーン 1
アニス ティースプーン 1
ローズマリー
ティースプーン 1/2
100 ml の食用油 （オリーブオイル）
トマトピューレ 200g
カレーパウダー デザートスプーン 1
白コショウ テーブルスプーン 1/2
唐辛子（チリペッパー） テーブルスプーン 1/2
調味料キューブ 1/3 個

材料を用意する

1. 鍋に油を入れ、1〜2 分加熱し、スライスした玉ねぎ
を加え、中火で 3 分炒める。

2. トマトのピューレ、ニンニク、生姜を加え、中火で 5 分間炒める

3. 刻んだトマトまたはブレンドしたトマトにアニスとローズマリーを加え、
蓋をして、ソースから水分が蒸発するまで弱火で煮つめます。 時々かき混ぜ
る。
4. スパイスと調味料キューブ、チリペッパー、ホワイトペッパーを加える。必要に応じて塩を加えます。 できあがり。

Tomato Sauce

COOKING TIME: 20 minutes
YIELD: 4-6 serving

Tomato sauce is the basis of Ghanaian cuisine.
It can be served with grilled or fried chicken,
lamb, or pork and can be accompanied with
noodles, potatoes or rice or any.
6 large tomatoes chopped or blended
1 1/2 medium sized onion sliced or chopped
1 tablespoon ginger
1 tablespoon garlic
1 teaspoon aniseed
1/2 teaspoon rosemary
100 ml cooking oil
1/2 tablespoon mixed dry spices
200g tomato purée
1 dessertspoon curry powder
1/2 tablespoon white pepper
1/2 tablespoon chili pepper
Seasoning cube 1/3

1. Pour oil into a saucepan, heat for a minute or two, then add

the sliced onion and fry for 3 minutes on medium-heat.

2. Add the tomato puree, garlic and ginger and fry for 5 minutes on medium heat

Add the chopped or blended tomatoes with the aniseed and rosemary and cover with a lid and allow
to simmer on a low heat until the moisture evaporates from the sauce. Stir occasionally.
4. Add spices and seasoning cube, chili pepper and white pepper to taste and add salt if needed. Then it is ready to serve.
3.

⽜⾁の野菜巻き（３⼈前）
材料：
⽜⾁（⾚⾝）スライス

6枚

タマネギ（中）

1/2 個

エノキダケ

1株

⼈参

1/2 本

レモン

1/2 個

トマトソース

⼤さじ 3

塩・コショウ

少々

オリーブ油

⼤さじ 1

調理⼿順：
1.

タマネギは細めのスライスにしておく。

2.

エノキダケは⾁の幅にあわせて切っておく。⼈参も⾁の幅にあわせた⻑さの細
切りにする。

3.

⾁ 2 枚を少し重なるようにならべ、塩・コショウをする。

4.

3 にエノキダケ・タマネギ・⼈参の各 1/3 の量を⾁の⼿前側に置き、しっかり巻
き付ける。これを 3 本作る。

5.

フライパンにオリーブ油を⼊れて熱し、4 の⾁巻きをならべて焼く。転がしながら
全体を焼き上げる。

6.

焼いた⾁巻きを 3 つに切り分ける。

7.

⽫にトマトソースを少しのばして敷き、切った⾁巻きを並べ、スライスしたレモン
を添える。できあがり。

Beef Roll Up with Vegetables 3 Servings

Ingredients
 6 slices of lean beef
 half a medium onion
 1 plant of enoki mushroom
 1/2 carrot
 1/2 lemon
 3 tbsp. tomato sauce
 A pinch of salt and pepper
 1 tbsp. olive oil

Directions
1. Slice the onion finely.
2. Cut the enoki mushrooms to the width of a slice of beef.
Cut the carrot into thin strips to match the width of the beef.
3. Place two slices of beef on top of each other vertically, and season
with salt and pepper.
4. Place one-third of the enoki mushroom, onion and carrot on one
side of a slice of beef (near you) and roll tightly. Make three rolls of
this.

5. Heat the oil in a frying pan and place the beef rolls on the pan
and cook. Then turn them over while cooking until browned all
over.
6. Cut the roll into three pieces.
7. Spread a little of the tomato sauce on a plate and arrange the
rolls on top.
Garnish with a slice of lemon and serve.

ガーナチキンとそば粉のクレープ
材料：
【そば粉のクレープ】 ※90cc レードル、26cm フライパンで約 10 枚
そば粉
100ｇ
強⼒粉
100ｇ
塩
3ｇ
⽔
550cc
無塩バター 10ｇ
卵（全卵） 1 個
【ガーナチキン】
鶏⾁もも⾁（むね⾁でも可）
2枚
調味料（塩、ブラックペッパー、
クレイジーソルト、カレーパウダーなど） 適量
トマトソース
適量
ニンニク
1 かけ
ショウガ
⼩さめの 1 かけ
調理⼿順：
【そば粉のクレープ】
1. そば粉、強⼒粉、塩をボールにあわせる。
2. 1 に⽔を少量ずつ加えながらホイッパーで混ぜあわせる。
3. 2 に溶かした無塩バターと全卵を加えよく混ぜあわせる。
4. 1 時間ほど冷蔵庫でねかせる。
5. 熱したフライパンに油を薄くひいて両⾯焼き⽬がつくように焼く。
【ガーナチキン】
1. 鶏⾁を 10 等分にカットする。
2. 1 の鶏⾁にすりおろしたニンニクとショウガ、調味料、トマトソースを
すりこんで下味をつける。
3. オーブンを 180℃に温める。
4. クッキングペーパーを敷いた天板に⾁をならべ、10〜15 分焼く。
そば粉のクレープでまいて、できあがり。

＜そば粉のクレープのポイント＞
・ねかせる時間は、1 ⽇おいた⽅がきれいな焼き⽬になります。
・テフロン加⼯のフライパンの場合は、油はひかなくても⼤丈夫です。
・⽕⼒は 1 枚あたり 3 分程度で焼けるくらい、中⽕よりも弱めくらいがよいです。
・クレープをかえす⽬安は、端が反り返ってくるタイミングで。

Ghanaian Chicken and Buckwheat Flour Crepes
Ingredients
【Buckwheat Flour Crepes】
※Utensils :90cc ladle, 26cm frying pan Yield: About 10 crepes

・100g buckwheat flour
・100g strong flour
・550cc water
・3g salt
・10g unsalted butter
・1 egg
【Ghanaian Chicken】
・2 chicken thighs (or breasts)
・Salt,Black Pepper,Krazy salt,Curry Powder
・Tomato sauce
・1 clove garlic
・1 small piece of ginger
Directions
【Buckwheat Flour Crepes】
1. Combine buckwheat flour, strong flour and salt in a bowl.
2. Add a little water and mix with a whisk.
3. Add melted unsalted butter and an egg to the mixture and mix
well.
4. Let the batter sit in the fridge for an hour.
5. Heat up a pan and add oil thinly. Ladle batter into the pan and
cook for approx.3min until golden brown on both sides.

【Ghanaian Chicken】
1. Cut the chicken thighs into about 10 pieces.
2. Season the chicken thighs with grated garlic, ginger and the rest
of the seasonings.
3. Preheat the oven to 180 degrees Celsius.
4. Line a baking sheet with a baking paper. Place chicken on the
sheet and cook for 10 to 15 minutes, making sure it does not stick.
Wrap it in buckwheat crepe.

