
ポッフェルチュス  (オランダ風ミニホットケーキ)
Poffertjes  ( Dutch mini pancakes)

材料　Ingredients:
小麦粉　500g (flour)
卵（大）2個 (large eggs )
牛乳 800ml (milk)　
バニラエッセンス　小さじ1杯 teaspoon (vanilla extract)
ベーキングパウダー　小さじ3杯 teaspoons (baking powder)

作り方 Method:
1. 大きめのボールに小麦粉を入れます
Put flour in a large bowl.

2. 牛乳、卵、バニラエッセンスを1とは別のボールに入れ軽く混ぜ合わせます
Combine milk, eggs and vanilla extract in a bowl and mix lightly.

3. 2で混ぜ合わせた材料を1の小麦粉に加え、生地が軽くフワフワに成るまで
約3̃5分泡立てます
Add the wet mixture to the flour and beat well for 3-5 minutes till
the batter is light and fluffy.

4. 3に蓋をかぶせ、生地を1時間ほど寝かせます
Cover and stand batter for an hour.

5. 生地を絞り出しボトルに入れます。たこ焼き機を暖め始めます。
Pour batter into a squeeze bottle Turn on the Takoyaki pan.

6. たこ焼き機の鉄板が熱くなったら、たこ焼き穴の半分まで生地を入れます
When the pan is hot, squeeze the batter into each hole, filling it

halfway.
7. 生地にプツプツと泡が出始めたら、つまようじを使ってホットケーキをゆっ
くりと裏返します
When bubbles start appearing in the batter, flip over each pancake
gently in their holes with a toothpick .

8. 裏返して2̃3分程焼き、お皿にパンケーキを移します
Cook this side for 2-3 minutes and slide the pancakes onto a plate.

粉砂糖とバターを加えます
Add icing sugar and butter



ヨーグルト・オレンジジュース・スムージー
(Yoghurt Orange juice Smoothie)

材料　Ingredients：
ヨーグルト1カップ (yoghurt)
オレンジジュース1リットル(orange juice)

作り方　Method：
1. 紙パックから1カップ分のオレンジジュースを取り出します
Pour 1 cup of orange juice out of the pack.

2. 紙パックに1カップ分のヨーグルトを入れ、しっかりと蓋を閉めて振
ります！シェイク！シェイク！シェイク！
Put one cup of yoghurt in to the pack, close WELL and shake,
shake shake !

3. はい！出来上がり！
Ready!



オランダ風野菜スープ(Dutch vegetable soup)

にんじん　Carrot 長ネギ　Leek カリフラワー　Cauliflower
インゲン豆　Green beans マッシュルーム　Mushrooms
スープの素　Soup stock ひき肉　Minced meat
にんにくペースト　Garlic paste 塩　Salt コショウ　Pepper
スープアルファベット（アルファベット型パスタ）Soup alphabet

作り方　Method：
1. にんじん、長ネギ、カリフラワー、豆、マッシュルームを小さめ（約
1cm）のサイズに切ります。Chop up Carrots/ Leek /
Cauliflower/ Beans/ Mushrooms in to small pieces.

2. ミートボール＊Meat balls*:
ひき肉に塩、コショウ、にんにくペーストを加え、混ぜ合わせます。
Add some salt pepper and garlic paste to the minced meat.

3. 2を約1cmサイズに丸め、ミートボールを作ります。
Make small balls out of this o about 1 cm diameter.

4. お鍋に、1の野菜とスープの素を入れ、ひたひたの水（約1リットル
）をそそぎます。Put all the vegetables into a pan with soup
stock.  1 litre water……. blocks.

5. お鍋を火にかけ、沸騰してきたらミートボールとスープアルファベッ
トを加えます。Heat it up and add the meatballs and soup
alphabet.

6. 弱火で約20分煮ます。Keep it on low fire for about 20 minutes.

ミートボールMeat balls*:
お肉を食べる量を減らすことは環境に良いことです。このミートボールは私を本当
に懐かしい気持ちにさせてくれます。それで、ミートボールを加えることにしまし
た。もちろん、お肉を入れずに作ることもできます。
Eating less meat is a good thing to do for the environment.  The meatballs gave me a real
nostalgic feeling and I choose to add them, of course the soup can also be served without.



サンドイッチ　Sandwiches

パン　Bread
バター　Butter
チーズ　Cheese
きゅうり　Cucumber
トマト　Tomato
チョコレートチップ　Chocolate chips
イチゴ　Strawberries
砂糖　Sugar

作り方　Method;
パン（厚さ約1cm）、チーズ、きゅうり、トマト、イチゴを切ります
（薄切り）
Slice the bread (about 1 cm ) / cheese / cucumber /  tomatoes
/ strawberries
スライスした具をお皿や小さなボールなどに移します。
Put ingredients on some plates and little bowls.
皆さん自身でそれぞれのサンドイッチを作ります
Students will make the sandwiches them selves.

例：バター＋チョコレートチップ Ex. Butter + Chocolate chips
例：イチゴ＋砂糖 Ex. Strawberries + sugar
例：バター＋チーズ Ex. Butter + cheese
例：バター＋チーズ＋きゅうり Ex. Butter + cheese + cucumber
例：バター＋チーズ＋トマト Ex. Butter + cheese + tomatoes


