
FUNABA ENGLISH KITCHEN RECIPES

VEGETABLE SOUP

Ingredients:

Ground beef and pork  250 grams Large onion    1

Brown rice        1/4 cup         Corn kernels   1 cup

Canned Tomatoes      2 cans Soy Beans      1 cup

Potatoes        2 or 3 Carrots        2

Bouillon       2 cubes Bay leaf        1/2

Water  2 liters or as needed Salt and pepper     

Oil      as needed

Directions:

1. Cut the onion and cook in oil in a large pot.

2. Add the ground beef and pork and cook until brown.

3. Add the brown rice and cook.

4. Add the corn kernels, soy beans, water, canned tomatoes, bouillon and bay leaf. Cook

for 10 minutes.

5. Peel and dice the carrots. Add them to the soup. Cook for 5 minutes.

6. Peel and dice the potatoes. Add them to the soup and cook until soft.

7. Add the salt and pepper to taste. Remove the Bay leaf. 



RURUROSSO HOT BISCUITS

Ingredients:

Rururosso flour   130 grams Flour 　　　　120 grams

Sugar  1 Tablespoon Salt 1/4 teaspoon

Baking powder  1 Tablespoon Butter 70 grams

Milk  100 cc Egg 1

Directions: 

1. Mix the Rururosso, Flour, Sugar, Salt and Baking powder.

2. Cut the butter into small pieces and mix into 1. 

This can be easily done in a food processor.

3. In another bowl, mix the egg and milk until foamy.

4. Mix the egg and milk with the other ingredients.

Stir until the dough forms a ball

5. Roll the dough out to 1-2 cm on a floured counter.

6. Cut out the biscuits and bake for 15 minutes at 180 degrees Celcius.

* This recipe makes 10~12 biscuits. 



船場イングリッシュキッチンレシピ

野菜スープ

材料：

合いびき ２５０グラム タマネギ(大) 一個

玄米 ５０ cc 冷凍コーン １カップ

トマトの缶詰　　２個 ゆで大豆 １カップ

ジャガイモ　　　２−３個 人参　　　　　　１−２本

ブイヨン　　　　２個 ベーリーフ　　　１枚

水　　　　　　２リットル 油、塩、コショウ　適量

作り方：

１． タマネギをみじん切りにして、大きめの鍋に油を適量入れて、炒める

２． 肉を入れて、よく炒める

３． 玄米をいれて、さらに炒める

４． コーン、大豆、水、トマトの缶詰、ブイヨンとベーリーフを なべに入れ

て、１０〜１５分煮る

５． 人参の皮をむいて、さいの目に切ります。スープに入れ、５分ぐらい煮

る

６． ジャガイモの皮をむいて、さいの目に切ります。スープに入れ、やわら

かくなるまで煮る

７． 塩とコショウで味を整える、ベーリーフを取り出す



ルルロッソのホットビスケット

材料：

ルルロッソ　１３０グラム 薄力粉　　１２０グラム

砂糖　　　　大さじ　１ 塩　　　　小さじ１／４

ベーキングパウダー　大さじ１ バター　　７０グラム

牛乳 １００ cc 　 卵 　１個

作り方：

１． ルルロッソ、薄力粉、砂糖、塩　とベーキングパウダーをまぜます

２． バターを細かく切って、１。とまぜます

フードプロセッサーでやると楽ですがフォークでもできます

３． 別のボールで牛乳と卵をあわたたきで泡状にします

４． ３。と他の材料をまとまるまでまぜます

５． かるく麦粉をふったカウンターで生地を１−２ cmまでのばします

６． カップなどでビスケットを切って、１８０度で１５分焼きます

＊ビスケット１０〜１２個分


