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轟轟スはフランス簡薫都‡こ位置する、鬱―ト

ダジュールの中心地 .隣鐵イタリアやスペイ

ンの影響もあり独特 の雰囲気が漂います。

レイチェルはその自機な雰鐵気を満喫 し、

料理のアイデアをもらいます。
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ブ①バンスはフランス南東部の苦い歴史の

ある衛で、暑い夏と暖かい冬が大地 と海に

豊かな恵みを与えてくれます。のんびウと暮

らす地元義人々がつくる気取らない家庭料

理が中象に残りました,
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地 中海 l_面 する浜還、産 にびっしりと立ち

並ぶ家.古 亀から続く美しい風景が特徴鈎

なアマルフィ,こ こは料理人にとって夢のよう

な場所。太陽をいっぱい浴びた野菜や果物

のおいしさを選かした料理に議会います。

5スベイル鬱バルを螂ナ

警 量 =
ナポリは食への情熱↓tあ だ、れる衛 .活動釣

でにぎやかでおいしいものだらけのこの鍾

まま、音から変わらず独特なエネルギー:こ 満

ち溢れています.こ の地で人気のアイスやバ

スタをレイチェル流にア/・ ンジします.
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スベイン第二の都市、バルをロナ。幻想峰

な建築物、色とりどりの食品売場。料理と甍

術を嚢するレイチェ7171こ とって畿しみを感じ

る衛です。伝統料理を取り入れて楽しくア酵

ンジしたレシピを紹介します。
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スベイン妻ヒ薫部、地 中海 ;こ 面 したoス タブ

ラバ。イスラムとスベインの様式の建物が混

なする申量の趣 を残す衛 ぐす。犠 l_す ばら

しいのが海遊の風景。気取らないお藤から

料理のひらめきをもら、ヽます。
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F
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スウ_― 一デンの首都、ストックホルム.伝 統

を大切 l_し ながら、現代鼠 にアレンジされ

た料理が人気。ディーカと呼ばれる砂―し―

タイムは機民釣な習慣で、おやつと機―駐―

でジフレッシ壼しまつ■
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スウェーデン像のどかで美 しもヽ森や湖に議

れまt議 でとれる魚は、この機 !こ とっておな

じみの食材 .地 元の漁師 1■ 釣 ラを教えでも

らい、その土地ならではのランチをいただき

ます。伝統料理スモーガストルタにも鬱L戦 。
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トル議最大の都・i、 イスタンブ早ル.ア ジア

と3-〇 ッパ :1ま たがる唯―の街 は、こキゾ

チックで、神秘 釣。長 い歴史から生まれた

複雑な食文イと、屋台、カフェ文化のとりこに

なり、アイデアをもらいました.
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イスタンブール近難にある繁本卜な轟々、プリ

ン薙み諸轟.独 特なトル機料理が楽し時議

す:様々な料理が少しずつ小皿に盛られて

しヽる儀統料理・メぞや、甘くない揚げバン・

ピシなどl_機 会います。
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※この商 品は NHKEテ レで2017～ 2018年 に放送 された 日本 語吹替版 (英語音声 と切 替可 )です。
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