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さといも
原産地は南アジア。日本には稲
作が始まる縄文時代以前にもた
らされ、江戸時代までは「いも」

といえばこの「さといも」を指し
た。土垂(どだれ)、セレベス、八

つ頭(やつかしら)など種類も多

い。ぬめり成分に消化促進や整
腸作用があるほか、体内の余分
な塩分を排出するカリウムを豊
富に含む。

さといも×牛乳で
ホワイトソースのグラタンに
薄くスライスしたさといもを鍋に入
れ、牛乳とコンソメスープの素を加
えてコトコト煮込むと、ぬめり成分の

効果でグノームソース風に仕上がり
ます。これにチーズをのせてオープ
ンで焼けはさといもグラタンの出来
上がり。ホワイトソースや生グノーム

いらずのお手軽メニューです。

やまいも(やまのいも)
-舷に「やまいも」と呼ばれるい

もは世界に6○○種類以上ある
か、大和いも、自然な(じねんじ
ょ)など日本原産の種類も多い。
形状によって、長いも、いちょう

いも、球状のつくねいもなどに
分けられる。細く刻むとトロトロ

フライパンで焼くだけで
外はカリッと中はトロネパ
長いもの皮をむき、了肌m程度の輪切

&シャキシャキな食感が味わえ
る長いもは、青森県を中心に全
国各地で栽培されている。やま
いもには消化酵素のジアスター
ゼ、アミラーゼが豊富に含まれ
ているのか将徴。食欲がないと
きは、やまいもをすりおろした
「とろろとはん」がおすすめだ。

りにしたら、薄く油をひいたフライパ

ンでこんがり焦げ目をつけるように
焼きます。さっとしよう油をかけて香
りを引き出したら皿に取り、上からめ

んたいマヨネーズをのせて出来上
がり。食べ始めはカリッと、中はトロ

トロのクセになる味わいです。

栄養たっぷり!

ネバネパ食材で
元気に

なめこ
台湾や日本などに自生するモエ
ギタケ科のきのこで、天然に育

どとも呼ばれる。スーパーなど
で手に入る栽培ものは、さっと
水洗いし、火に通せばすぐ食べ
られるので大変手軽。煮るとネ
バネバがなくなってしまうので
は、と気にする人もいるが、加熱

するほどとろみが出るのでご心
配なく。

言つヽノ

ったものは、湿度が高いと、表面
におびただしいぬめり(ムチン)
を分泌するため「ヌメリタケ」な

ピーマンでさっと煮。山形地方
の郷土料理、なめこ南蛮
鍋にたし、しょう油、酢少々(好みで

唐辛子も)を入れて煮立てたらなめ
こと小さく刻んだししとう、赤ピーマ

ンなどを投入。全体に火が通ったら
香りつけのごま油を加えて冷ましま
す。簡単にでき、ご飯にのせて食べ
るとおいしい、山形県地方の郷土料
理です。
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炭火とやかんの
蒸気で発酵させる
昔ながらの製法でおいしく

ネギやこんにゃくで有名な群馬

﹁懐か

県下仁田町にある有限会社下仁田

納豆︒﹁大豆がおいしい﹂

しい味がする﹂と評判の納豆を製

その﹁おいしさ﹂のポイントは︑

造しています︒

58円

製造工程の大半を昔ながらの手作

1

りにしてい る こ と ︒

80g

発酵力で生まれ
納豆のネ ヾ
lネ

。添付のたれは群

馬の老舗「有田屋」のしょう油
がペース。からしは合成着色料

全国から厳選した優良な大豆を

地元群馬産の大豆を使った納

大釜で蒸す工程こそ大型の設備を

さであっという間に三角に折りたたんでしまう

不使用のもの。

取り入れていますが︑納豆菌を振

野菜も海藻もネバネバしていると﹁納豆みたい!﹂と言われます︒
﹁納豆﹂はそれほどまで日本人にとってなじみ深いネバネバ︒
原料の大豆に﹁納豆菌﹂を加え発酵させるという先人の知悪の賜物︒
おいしい納豆に仕上げるコツなどを製造メーカーに伺いました︒

長い経木に菌付の大豆を盛ったら慣れた手つ

豆「妙義山」

り掛けた後はすべて手作業︒工場

のように薄い木の板)で豆を三角

では作業員たちが赤松の経木(紙

の形に包み︑発酵室に運びます︒

ここでは七輪で焚く炭火とやかん

から吹き出す蒸気を﹁勘ピュータ

ー﹂制御︒納豆菌がより発酵しや

すい環境を経験や勘で調節するの

です︒

こうして生まれた納豆は︑お鉢

に出して箸でかき混ぜるとしっか

りやわらかいネバネパが出てきま

す︒﹁経木には天然の富み成分︑

グルタミン酸が含まれているので

よりおいしくなります︒それと炭

火の柔らかな熱で菌膜がまんべん

なく張って発酵が行き届く︒この

せん﹂と南都社長は胸を張ります︒

昔ながらの製法は絶対変えられま

二代目社長の南都隆道さん。家業
を引き継いだのち、人気の納豆を
生み出した名プロデューサーだ

経木に包まれた納豆が並ぶ婁(むろ・
発酵室)の中′封こは七輪が1台。この

火かおいしいネバネパを生み出す

群馬県産大豆のほか、北海道産の大粒、小粒
など様々な種類の納豆を食べ比べたい方に

有限会社下仁田納豆
種0274-82-61
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全国各地の伝統&地場産ネバネバ
アカモク
日本中の海岸の浅瀬に生息
するホンダワラ科の海藻で、
秋田県ではギバサ、山形県で
はギンl〈ソウ、新潟県はナカ

モなどと呼ばれます。昔から
ある海藻なのですが、最近の
健康ブームで人気急上昇中。
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クロメ
水深1

0mあたりの岩礁地

帯に生息する海藻で昆布の
仲間。

よくかき混ぜて粘りをたし、
ご飯にかけていただきます。
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盆時事
金沢の伝統野菜。熊本県では
「水調寺菜」と呼ばれていま

2月ごろの冬の海で

獲れるものが九州地方、特
に大分県では大人気。細か
く刻んで味噌汁に入れたり、
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諸芸認諾
ントシア二ンという色素でポ
リフェノールの一種です。
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