
オンライン味噌づくりの手引き 
この度はだいこんや農園の味噌づくりご参加下さり、誠にありがとうございます。当日を迎える前に、下記をご確認

いただき、ご準備くださいますようお願い申し上げます。皆様にお会いできることを楽しみにしております。 

                              だいこんや農園 赤堀香弥 

✔本日のキットの内容 
① 青山在来大豆(乾燥大豆) 600ｇ 

② 塩切麹（米麹+海の精の自然塩）600ｇ+300ｇ=900g 

③ 味噌仕込み用保存袋 １枚 

④ 大豆を潰す用のジップロック袋 2 枚 

⑤ 一年熟成だいこんや農園味噌 

⑥ 試食用野菜（人参、ヤーコン） 

⑦ 資料一式 

 

✔ご自宅で用意してもらうもの 
① ボール２～３つ（大豆の浸水用兼味噌を混ぜる用） 

② 大鍋（大豆を茹でる用） 

③ すくい（大豆をすくったり、灰汁をとったり…） 

④ 油性ペン(黒)※当日、味噌仕込み用保存袋にメッセージや仕込み日時を記載して頂きます 

 

✔味噌づくりまでのスケジュール 

1/25(火) 1/27(木) 1/28(金) 1/29(土) 1/30(日) 
だいこんや農園

からヤマト宅急

便にてキットを

発送 

参加者の皆様の

ご自宅にキット

到着。 

大豆の浸水開始

（10 時間以上。

長すぎる分には

問題ありませ

ん） 

※事前準備①参照 

大豆を茹でる 

（60 分以上） 

※事前準備②参照 

10：00～ 

オンライン 

味噌づくり開始

9：45～入室開始 

※キット一式、煮大

豆、ボール１つ（味

噌材料を混ぜ合わせ

るため）をご用意く

ださい 

 

  

おまけレシピ 

～砂糖なしであま～い♪ 

人参とヤーコンのきんぴら～ 

①人参 1本、ヤーコン１本を皮は剥かずに千切り

する 

②フライパンを熱しごま油を大匙 2～３しいて①を

入れ、強火で炒める 

②しんなりしたら、醤油大匙２を回し入れ、お好み

で塩で味をととのえる 



事前準備① 大豆の浸水 
① 大豆をよく洗う（泡が出なくなるくらい洗うのが理想！煮上がりがいい感じになります） 

② 大豆の３倍量以上の水に 10時間以上浸ける 

③ 大豆が水から上に出ていないか時々確認（水から出ていたら随時水を足す） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事前準備② 大豆を煮る 

① 大鍋に大豆と浸水した水を入れ、強火にかける。沸騰したら中弱火で 60 分以上茹でる。 

② 時々灰汁を取りながら、親指と小指で 1粒持って潰れるくらいの柔らかさになるまで茹で、火を止める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ ざるに上げて粗熱が取れたらキットに同梱してあるジップロックに入れて、冷蔵庫で保存。イベント開始の

1 時間ほど前に冷蔵庫から出しておいてください。 

※煮汁は使用しませんので、ご自宅のお料理(シチュー等)にお使いいただければと思います。 

  



味噌づくりにようこそ！！ 
 

味噌づくりの工程 誰がやる？？ 

① 麹づくり 

蒸したお米に麹菌を混ぜ、一定の温度で 2.5 日程保温。

完成したら、人肌まで冷ます 
⇒だいこんや農園にて事前に仕込みます！ 

② 塩きり 

出来上がった麹に塩を加えよく混ぜる。※こうするこ

とで麹の発酵が止まります 

③ 大豆を浸水&茹でる 

一晩浸水した大豆を茹でる。丁度よい出来上がりは親

指と小指で挟んで簡単につぶれるくらい。 

⇒お客様がチャレンジ！ 

④ 大豆をつぶす 

煮上がった大豆の粗熱を取り、をジップロックに入れ

て冷蔵保存。 

⇒オンラインで皆で同時に仕込みます！ 
⑤ 材料を混ぜる 

塩切り麹と潰した大豆を均等に混ぜ合わせる 

⑥ 味噌仕込み用袋に詰める 

混ぜ合わせた味噌をおにぎり大くらいに丸めて空気

を抜き、袋にしっかりと詰め込む 

  

～明日からの味噌の取り扱い～ 

■日の当たらない場所に保管！ 

■梅雨時期に表面のチェックを！ 

 梅雨の時期は表面にカビがはえやすいので、確認

してください。袋のふちについた味噌はカビの原因

になるので、きれいにふき取ってください。 

■カビがはえても慌てない！ 

 白いカビ：酵母の一種だから、問題なし。 

 青いカビ：その部分を取り除けば大丈夫。 

→見つけたら、樽のふち等を焼酎できれいに拭く。 

■土用を過ぎたら食べて OK! 

一般的には土用を過ぎた頃（１０月頭くらい）から

食べられます。熟成の観点から言えば、最低 1 夏で

きれば 2夏、寝かせれば寝かせただけ、バクテリア

が繁殖し、腸内細菌を有効に育て、腸の働きを助け

てくれる味噌になります。ただし、麦味噌は発酵が

早いので、保存環境によっては９月頃にはたべられ

ます。 

～味噌の材料～ 

□大豆(青山在来大豆) 

（だいこんや農園 無農薬無肥料栽培） 

 

 

□米麹 

（だいこんや農園農林 48 号 無農薬無

肥料栽培） 

 

□塩(海の精) 

 

～今回の味噌の分量～ 

大豆 ：  麦麹  ： 塩 

１：１：0.5 



★おまけ ～味噌の効果～ 
１． 解毒作用 

有毒金属を吸着し排泄する/悪酔いを防ぐ/たばこの害を打ち消す 

 

２． 放射能防御 

放射性物質を吸着排泄する/放射能で傷ついた小腸粘膜を急速に再生する 

 

３． ガン予防 

抗ガン物質の脂肪酸エチルエステルとメラノイジンを含む発ガン性物質の変異を抑制する 

 

４． 免疫力強化 

免疫細胞活性化作用がある/有用微生物を育成する/アレルゲンや細菌と共存できる体質を作る 

 

５． 動脈硬化防止、高血圧抑制 

血管壁からコレステロールをはがし血流を良くする/血管をしなやかに丈夫にする 

 

６． 老化防止 

脳細胞を活性化する/細胞の代謝能力を高め若さを保つ/アルギニン（天然に存在するアミノ酸

の１つ）による男性ホルモンの活性化/脂肪の酸化を防ぎ過酸化脂質を細かく分解する 

 

７． 消化促進、吸収泄補助 

食べ物の消化を促進する/血糖値の急激な上昇を抑える/余分なナトリウムや糖分や脂肪分の排

出を促す 

 

８． 脱臭効果 

におい成分を吸着する/吸収したにおいを包み込む 

 

【その他】 

・体を温める作用があるので寒い時期や地域では一層必要 

・体を活発に動かす人、成長期の子供、男性にはより必要（味噌炒め、味噌煮など） 

・大豆に含まれるアレルゲン物質は、発酵により分解されるため、味噌や醤油など大豆発酵食品 

 にはアレルゲン物質は含まれません。 

 

※参考資料 「味噌が美味しい。海の精シンプルクッキング（制作：日本食用研究会）」 

 

 

  



★味噌のおススメ活用方法 

 お味噌があれば、料理のレパートリーがどんどん増えます♪ 

 
ボリューム味噌汁♪ 

《肉じゃが風炒め味噌汁》 

■作り方（３人分） 

①鍋に油を熱し、１口大に切ったジャガイモ

200ｇ、８等分した車麩２個、斜め切りした

インゲン３本をさっと炒める。 

②①に水３カップ、昆布５センチを入れ、ふ

たをして煮たてる。沸騰したら塩小さじ１/

２を入れ、中強火で約 10 分煮る。 

③野菜が煮えたら、味噌 60g を加え、5 分

煮る。 

④食べる時に岩ノリ（わかめでも）を 1 つま

み入れる。 

簡単ふりかけ♪ 

《白ごま味噌ふりかけ》 

■作り方 

①白ごま（大匙山２）を煎り、すり鉢で半ずり

し、その中に味噌（大匙３）を加えてさらにす

る。 

②厚手のフライパンにごま油をひき、①を入れ

てポロポロになるまで弱火で切るように炒る。 

③完全に冷めたら、容器に入れて保存する。 

※焦げないように… 

・フライパンが厚くなる前に具材を入れる 

・焦げてしまったら、焦げをとらずにフライパ

ンの焦げていない部分で炒る。 

 

簡単味噌漬け♪ 

《何でも野菜の味噌漬け》 

■作り方 

①平たいタッパーに味噌を２センチ程入れる。 

②薄切りにした残り物野菜（人参、大根、かぶ、

菊芋、カボチャ、キュウリ、ナスなど）を①に入

れ、上から 1 センチ程度味噌をかぶせる。 

③漬けてから半日後から食べられます。残った味

噌は、味噌汁や炒めものに入れると美味しい！ 

※さらに応用：ニンニクは、香りが味噌に移るの

で他の野菜とは別の小さなタッパーに漬ける。1

週間程するといい香りのニンニク味噌が！味噌

自体が美味しい調味料に！ 

 

簡単味噌ソース♪ 

《肉や魚にぴったり味噌ソース》 

■作り方（3～4 人分） 

①鍋に味噌（大匙２）と自然酒（大匙２）、水

（大匙６）を溶き、弱火で酒を飛ばす。 

②①を強火にして倍量の水で溶いた葛粉（小

さじ 1※なければ片栗粉）を回し入れてとろ

みをつける。 

※葛粉：体を温める作用があります。片栗粉

はジャガイモでできているため、身体を冷や

します。葛粉をご自宅に常備されると、風邪

に効果的な飲み物なども作ることができま

すのでお勧めです！ 

皆大好き味噌煮♪ 

《ジャガイモの丸ごと味噌煮》 

■作り方（４人分） 

①ジャガイモ（1kg）をよく洗い、芽をとっ

たら、鍋にごま油（大匙２）を引き、皮をむ

かずまるごとジャガイモをよく炒める。 

②①に水（１と１/2 カップ）を加え、なべ底

にこんぶ（5 センチ）をいれ、その上に味噌

（大匙５）をのせ、塩（小匙１）をふり、ふ

たをして火にかける。 

③煮立ったら中弱火にしてよく煮る。汁が鍋

底 1 センチくらいになるまで煮たら全体に

混ぜる。途中でかき混ぜないのがコツ！ 

 

簡単味噌パスタ♪ 

《野菜と味噌の濃厚パスタ》 

■作り方（２人分） 

①お好みの野菜（人参、大根、カブ、玉ねぎ、ゴ

ボウなど）やキノコを薄切りにしておく。 

②フライパンにオリーブオイル（大匙３程度）を

熱し、①をよく炒める。 

③味噌（大匙２～３）を水（大匙１）で溶き、 

②に入れて全体にからめる。 

④茹で上がったパスタを③に入れ、塩を少々ふ

りかけ、さっとかき混ぜて完成！ 

※油と味噌をケチらないこと、野菜は火が通り

やすいように薄めに切るのがコツ！ 

★他にも、アイディア満載 

・ご飯やお握りにおともとして、旬の薬味などと一緒に炒めて常備！ 

・ネギ味噌や味噌だれを作っておくとふりかけやソースを買わなくても大丈夫！ 

・小ネタ：唐揚げを作る際の調味料（にんにく、生姜、醤油、ごま油）が余ったら、 

味噌と一緒に炒めておくとご飯が進みます！ 

★おすすめ本『味噌がおいしい。海の精シンプルクッキング』制作：日本食用塩研究会 

      『野菜だけ？目からウロコの野菜まるごと料理術』著：大谷ゆみこ 

 


