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日本全国こども郷土料理サミット 運営事務局

電話番号：03-6450-1257

住所：〒105-0003 東京都港区西新橋2-33-4プレイアデ虎ノ門9階

（ロケーションリサーチ内）

日本全国こども郷土料理サミット 発表 ふるさと＆わが家の郷土料理！第２回



開催概要

平成26年11月24日（月・振替休日）、東京都渋谷区の国連大学で「第2回 日本全国こども郷土料理サミット」（主催：農林水産省）が開催されました。

平成26年7月中旬から10月初旬の応募期間に日本全国の小学校4年生～6年生より寄せられた多数の応募作品より、書類審査による1次選考を経て、北海

道・東北・関東・北陸・東海・近畿・中国四国・九州・沖縄の9ブロック選抜者を決定。各ブロックの代表プレゼンターが国連大学へ集結し、それぞ

れのふるさとや家庭の郷土料理について発表を行いました。当日は、サミットの理解をより深めるため、全国の郷土料理についてゲーム感覚で楽しめ

る「クイズラリー」コーナーや、子どもたちが発表した9料理の試食体験、そして、各ブロック佳作作品の発表も実施されました。

本サミットは農林水産省「日本食・食文化の世界的普及プロジェクトのうち郷土食継承のための青少年への情報発信事業」の一環として行われました。

開催日時 平成26年 11月24日（月・振替休日）13:30～17:30

会場 国連大学

司会 後藤 繁榮 氏（ＮＨＫ「きょうの料理」）、龍野 優子 氏（元ＮＨＫ新潟放送局キャスター）

審査員 審査員長 熊倉 功夫 氏（静岡文化芸術大学 学長、「和食」 文化の保護・継承 国民会議 会長）

審査員 柳原 尚之 氏（江戸懐石近茶流嗣家、柳原料理教室 副主宰）

ほりえ さわこ 氏（料理研究家、栄養士）

清 絢 氏（食文化研究家）

主催 農林水産省

後援 読売新聞社、ＮＨＫインターナショナル

協力 「和食」文化の保護・継承 国民会議

司会プロフィール、審査員プロフィールに続き、ブロック選抜者９名の発表用紙を紹介いたします。

日本全国こども郷土料理サミット 発表 ふるさと＆わが家の郷土料理！第２回



司会プロフィール

後藤 繁榮 氏（ＮＨＫ「きょうの料理」）

1975年NHK入局。鳥取、富山、札幌、東京アナウンス室で勤務。現在、NHK日本語センター。Eテレ「きょうの料理」を担当して15年目。著書に

『きょうの料理のヒミツ』（平凡社）などがある。

龍野 優子 氏（元ＮＨＫ新潟放送局キャスター）

ニュース番組・情報番組のキャスター、ＦＭラジオ番組のパーソナリティ、音楽会、講習会等公開録画番組司会の他、リポーター、ナレーション等

幅広く行う。新潟県出身。東京都在住。一児の母。筝曲山田流師範。

日本全国こども郷土料理サミット 発表 ふるさと＆わが家の郷土料理！第２回



審査員プロフィール

審査員長 熊倉 功夫 氏（静岡文化芸術大学学長、「和食」文化の保護・継承国民会議 会長）

日本文化史・茶道史を専門とする歴史学者であり、文学博士。

日本食文化のユネスコ無形文化遺産登録の際には検討会会長を務める等、日本の伝統的な食文化の保護・継承に取組む。

審査員 柳原 尚之 氏（江戸懐石近茶流嗣家、柳原料理教室 副主宰）

父・近茶流宗家 柳原一成氏とともに、柳原料理教室にて日本料理や茶懐石の研究指導にあたる。

日本の伝統行事や縁起食への造詣が深く、日本の食文化や伝承料理普及のための活動を続けている。

NHK「今日の料理」等に出演。

ほりえ さわこ 氏（料理研究家、栄養士）

祖母・堀江泰子、母・堀江ひろ子とともに母娘3代料理研究家。

中学のころより祖母の主催する料理教室に通い、女子栄養大学卒業後はイタリア、韓国へ料理留学し、家庭料理を学ぶ。

現在2児の母。

清 絢 氏（食文化研究家）

学生時代より、郷土の食文化についてのフィールドワークや執筆活動を開始。

地域に伝承される郷土食や農山漁村の食生活を調査、食に関する執筆や講演活動を行っている。

農林水産省 食文化活用創造事業 検討委員などをつとめ、広報誌『aff』にて「味わいふれあい出会い旅」を連載中。

日本全国こども郷土料理サミット 発表 ふるさと＆わが家の郷土料理！第２回



【北海道ブロック代表】

札幌市立円山小学校 ６年生 赤祖父 ゆず香さん

発表した郷土料理「ジンギスカン」

日本全国こども郷土料理サミット 発表 ふるさと＆わが家の郷土料理！第２回











【東北ブロック代表】

仙台市立八幡小学校５年生 岡本 朱里さん

発表した郷土料理「おくずかけ」

日本全国こども郷土料理サミット 発表 ふるさと＆わが家の郷土料理！第２回











【関東ブロック代表】

千葉市立西小中台小学校５年生 遠藤 なゆさん

発表した郷土料理「太巻き祭りずし」

日本全国こども郷土料理サミット 発表 ふるさと＆わが家の郷土料理！第２回











【北陸ブロック代表】

南魚沼市立五日町小学校５年生 五十嵐 渉里さん

発表した郷土料理「あんぼ」

日本全国こども郷土料理サミット 発表 ふるさと＆わが家の郷土料理！第２回











【東海ブロック代表】

大府市立石ヶ瀬小学校６年生 中尾 清敏さん

発表する郷土料理「鬼まんじゅう」

日本全国こども郷土料理サミット 発表 ふるさと＆わが家の郷土料理！第２回











【近畿ブロック代表】

大阪市立扇町小学校５年生 松代 夏子さん

発表した郷土料理「関西風白みそ雑煮」

日本全国こども郷土料理サミット 発表 ふるさと＆わが家の郷土料理！第２回











【中国四国ブロック代表】

松山市立番町小学校５年生 松長 大翔さん

発表した郷土料理「さつま汁」

日本全国こども郷土料理サミット 発表 ふるさと＆わが家の郷土料理！第２回











【九州ブロック代表】

池田学園池田小学校６年生 水口 ひまりさん

発表した郷土料理「がね」

日本全国こども郷土料理サミット 発表 ふるさと＆わが家の郷土料理！第２回











【沖縄ブロック代表】

那覇市立真嘉比小学校６年生 饒平名 知哉さん

発表した郷土料理「ミヌダル」

日本全国こども郷土料理サミット 発表 ふるさと＆わが家の郷土料理！第２回











総合グランプリ（1名） 九州ブロック 選抜者 鹿児島県 池田学園池田小学校6年生、水口 ひまりさん

発表した郷土料理「がね」

調査力賞（1名） 北海道ブロック 選抜者 北海道 札幌市立 円山小学校6年生、赤祖父 ゆず香さん

発表した郷土料理「ジンギスカン」

構成力賞（1名） 中国四国ブロック 選抜者 愛媛県 松山市立番町小学校5年生、松長 大翔さん

発表した郷土料理「さつま汁」

表現力賞（1名） 東北ブロック 選抜者 宮城県 仙台市立八幡小学校5年生、岡本 朱里さん

発表した郷土料理「おくずかけ」

郷土愛賞（1名） 関東ブロック 選抜者 千葉県 千葉市立西小中台小学校5年生、遠藤 なゆさん

発表した郷土料理「太巻き祭りずし」

郷土料理応援賞（5名） 北陸ブロック 選抜者 新潟県 南魚沼市立五日町小学校5年生、五十嵐 渉里さん

発表した郷土料理「あんぼ」

東海ブロック 選抜者 愛知県 大府市立石ヶ瀬小学校6年生、中尾 清敏さん

発表した郷土料理「鬼まんじゅう」

近畿ブロック 選抜者 大阪府 大阪市立扇町小学校5年生、松代 夏子さん

発表した郷土料理「関西風白みそ雑煮」

九州ブロック 選抜者 鹿児島県 池田学園池田小学校6年生、水口 ひまりさん

発表した郷土料理「がね」

沖縄ブロック 選抜者 沖縄県 那覇市立真嘉比小学校6年生、饒平名 知哉さん

発表した郷土料理「ミヌダル」

審査結果

日本全国こども郷土料理サミット 発表 ふるさと＆わが家の郷土料理！第２回



「調査力賞」

家族や地域・学校など周囲の声や情報に耳を傾け、自分の郷土料理について聴き取り・リサーチする力が優れた発表に授与

審査基準：調査力点

「構成力賞」

自ら調べた郷土料理に関する情報についてまとめ、発表するための資料を分かりやすく構成する力が優れた発表に授与

審査基準：構成力点

「表現力賞」

自らまとめた郷土料理について、絵、写真、自身の言葉で壇上で気持ちをこめて活き活きと表現する力が優れた発表に授与

審査基準：表現力点

「郷土愛賞」

自らの郷土とその食文化に誇りをもった発表で、全国のみんなの心を動かす、郷土愛の強さが優れた発表に授与

審査基準：郷土愛点

「総合グランプリ」

調査力、構成力、表現力、郷土愛、印象点、総合プレゼンテーション力の合計点から総合的にもっとも評価された作品に授与

審査基準：調査力、構成力、表現力、郷土愛、印象点、総合プレゼンテーション力、すべての合計得点により授与

各賞、及び審査基準について

日本全国こども郷土料理サミット 発表 ふるさと＆わが家の郷土料理！第２回



北海道ブロック 北海道 上川町立上川小学校5年生、髙橋 夢月さん

応募作品「かぼちゃだんご」

東北ブロック 秋田県、秋田大学教育文化学部附属小学校4年生、煤賀 優弥さん

応募作品「しょっつるなべ」

関東ブロック 千葉県、市川市立稲越小学校6年生、村松 麻紗さん

応募作品「太巻き祭りずし」

佳作作品

日本全国こども郷土料理サミット 発表 ふるさと＆わが家の郷土料理！第２回



北陸ブロック 新潟県、南魚沼市立五日町小学校5年生、五十嵐 萌香さん

応募作品「ゆうごうの鯨汁」

東海ブロック 愛知県、一宮市立木曽川東小学校4年生、樋口 眞優さん

応募作品「みそ煮込みうどん」

近畿ブロック 大阪府、大阪市立扇町小学校5年生、平川 花火さん

応募作品「関西風お好み焼き」

佳作作品

日本全国こども郷土料理サミット 発表 ふるさと＆わが家の郷土料理！第２回



中国四国ブロック 広島県、広島市立広瀬小学校6年生、長崎 聖さん

応募作品「カキの土手鍋」

九州ブロック 大分県、大分市立金池小学校5年生、井上 紘志さん

応募作品「あつめし」

沖縄ブロック 沖縄県、八重瀬町立具志頭小学校6年生、仲間 英さん

応募作品「ナーベラーンブシー」

佳作作品

日本全国こども郷土料理サミット 発表 ふるさと＆わが家の郷土料理！第２回



第2回を迎えた今年は昨年に続き力作揃いとなりました。

日本各地の子どもが、それぞれの家庭や地域に先祖代々伝わってきた郷土料理を調べ、自分たちの言葉で発表をする。

その作品、発表はどれも甲乙が付けがたく、優劣があるものではありません。

世代を超えて受け継がれてきた料理には、各家庭、地域の歴史ある物語があります。

日本全国に伝わる食文化、すなわち日本人の心を伝え守っていくためにも、皆様にも食文化について考え続けていただければ幸いです。

参加者の皆様、そのご家族、及び関係者の皆様にあらためて感謝申しあげます。

運営事務局より

日本全国こども郷土料理サミット 発表 ふるさと＆わが家の郷土料理！第２回


