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開催概要

平成27年6月下旬から10月上旬の応募期間に、日本全国の小学校より「調査・発表部門」及び「おえかき部門」へ1,000件近くの応募作品が寄せられま

した。

「おえかき部門」は審査会を経て9ブロック※の入賞作品が決定。サミット当日に会場展示をいたしました。「審査・発表部門」は書類審査による1次

選考を経て、9ブロック選抜者を決定。ブロック代表プレゼンターはサミット当日に国連大学へ集結し、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。併せて子どもたちが発表した9料理の試食体験、各ブロック佳作作品の発表も実施されました。

※9ブロック：北海道、東北、関東、北陸、東海、近畿、中国四国、九州、沖縄

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和食・郷土料理情報発信事業」の一環として行われました。

開催日時 平成27年 11月23日（月・祝日）13:30～17:30

会場 国連大学（東京都渋谷区神宮前5-53-70）

司会 後藤 繁榮 氏（NHK「きょうの料理」アナウンサー）、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、一般社団法人和食文化国民会議 会長）

審査員 笠原 将弘 氏（「賛否両論」オーナー、和食給食応援団 東日本団長）

市場 祥子 氏（公益社団法人 全国学校栄養士協議会 相談役）

主催 農林水産省

後援 読売新聞社

全国連合小学校長会

全国市町村教育委員会連合会

全国小学校家庭科教育研究会

一般社団法人和食文化国民会議

協力 全国学校栄養士協議会

司会プロフィール、審査員プロフィールに続き、調査・発表部門ブロック選抜者９名の発表用紙及び佳作者作品、

おえかき部門の審査員プロフィール、各ブロック入賞者作品を紹介いたします。
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司会プロフィール

後藤 繁榮 氏（ＮＨＫ「きょうの料理」）

審査員プロフィール

審査員 市場 祥子 氏（公益社団法人 全国学校栄養士協議会 相談役）

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。

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。

龍野 優子 氏（元ＮＨＫ新潟放送局キャスター）

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。

「正月屋吉兆」にて修業後、実家の焼き鳥店の後を継ぐ。その後東京・恵比寿に日本料理店をオープン。テレビ、雑誌等への

出演やレシピ本の執筆など多数。農林水産省「和食給食応援団」では団長を務め、全国の小学校に赴き、栄養教諭と連携して

和食を継承する献立を開発、学校給食における和食給食実現を応援する活動を展開している

長野県上田市出身。上田市立真田中学校等の勤務を経て、佐久長聖中学・高等学校の食育アドバイザーとして同校の食育活動

を支援。内閣府の食育推進会議委員や社団法人全国学校栄養士協議会会長などを歴任。農水省「和食継承推進協議会」にも参

加。給食は「望ましい食を学ぶ教材」が持論。

審査員長 熊倉 功夫 氏（静岡文化芸術大学 学長、一般社団法人和食文化国民会議 会長）

笠原 将弘 氏（「賛否両論」オーナー、和食給食応援団 東日本団長）
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【北海道ブロック】

上川町立上川小学校６年生 髙橋 夢月さん

発表する郷土料理「よもぎもち」

発表 私のまち＆わが家の郷土料理！第３回

北海道
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宮城県

【東北ブロック】

仙台市立八幡小学校６年生 岡本 朱里さん

発表する郷土料理「はらこ飯」
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千葉県

【関東ブロック】

千葉市立西小中台小学校６年生 遠藤 なゆさん

発表する郷土料理「なめろう」
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福井県

【北陸ブロック】

福井市立松本小学校４年生 松尾 菜那さん

発表する郷土料理「たくあんの煮たの」
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愛知県

【東海ブロック】

一宮市立木曽川東小学校５年生 樋口 眞優さん

発表する郷土料理「豆腐みそ田楽」
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奈良県

【近畿ブロック】

奈良市立伏見小学校６年生 奥垣 知那美さん

発表する郷土料理「大和の茶がゆ」
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愛媛県

【中国四国ブロック】

松山市立番町小学校６年生 松長 大翔さん

発表する郷土料理「鯛めし」
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鹿児島県

【九州ブロック】

鹿児島市立星峯西小学校４年生 倉ケ﨑 弘祐さん

発表する郷土料理「しゅんかん」
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沖縄県

【沖縄ブロック】

八重瀬町立東風平小学校５年生 金城 舞桜さん

発表する郷土料理「なかみ汁」













総合グランプリ（1名） 近畿ブロック 選抜者 奈良県 奈良市立伏見小学校 6年生 奥垣 知那美さん

発表した郷土料理「大和の茶がゆ」

調査力賞（1名） 近畿ブロック 選抜者 奈良県 奈良市立伏見小学校 6年生 奥垣 知那美さん

発表した郷土料理「大和の茶がゆ」

構成力賞（1名） 東北ブロック 選抜者 宮城県 仙台市立八幡小学校 6年生 岡本 朱里さん

発表した郷土料理「はらこ飯」

表現力賞（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 6年生 遠藤 なゆさん

発表した郷土料理「なめろう」

郷土愛賞（1名） 沖縄ブロック 選抜者 沖縄県 八重瀬町立東風平小学校 5年生 金城 舞桜さん

発表する郷土料理「なかみ汁」

郷土料理応援賞（5名） 北海道ブロック 選抜者 上川町立上川小学校 6年生 髙橋 夢月さん

発表した郷土料理「よもぎもち」

北陸ブロック 選抜者 福井県 福井市立松本小学校 4年生 松尾 菜那さん

発表した郷土料理「たくあんの煮たの」

東海ブロック 選抜者 愛知県 一宮市立木曽川東小学校 5年生 樋口 眞優さん

発表した郷土料理「豆腐みそ田楽」

中国四国ブロック 選抜者 愛媛県 松山市立番町小学校 6年生 松長 大翔さん

発表した郷土料理「鯛めし」

九州ブロック 選抜者 鹿児島県 鹿児島市立星峯西小学校 4年生 倉ケ﨑 弘祐さん

発表した郷土料理「しゅんかん」

審査結果
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「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
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北海道ブロック 北海道 札幌市立山の手小学校 6年生 姉﨑 晴未さん

応募作品「おせち料理」

東北ブロック 秋田県 秋田大学教育文化学部附属小学校 5年生 煤賀 優弥さん

応募作品「じゅんさい鍋」

関東ブロック 長野県 長野市立大豆島小学校 6年生 徳嵩 紅葉さん

応募作品「おやき、すいとん」

佳作作品
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北陸ブロック 富山県 高岡市立二塚小学校 6年生 前原 陽香里さん

応募作品「いとこ煮」

東海ブロック 愛知県 稲沢市立坂田小学校 6年生 田中 颯人さん

応募作品「もろこ寿司」

近畿ブロック 兵庫県 淡路市立志筑小学校 6年生 柿原 彩華さん

応募作品「いびつ餅」

佳作作品

発表 私のまち＆わが家の郷土料理！第３回



中国四国ブロック 福山暁の星小学校 5年生 黒川 創也さん

応募作品「うずみ」

九州ブロック 鹿児島県 鹿児島市立荒田小学校 6年生 野上 歓和さん

応募作品「豚骨」

沖縄ブロック 沖縄県 うるま市立城前小学校 6年生 大嶺 のぞみさん

応募作品「スーチカー」

佳作作品
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おえかき部門審査員プロフィール

発表 私のまち＆わが家の郷土料理！第３回

審査員 細井 壯一 氏（有限会社 全国学校給食協会 代表取締役）

1954年創刊、月刊「学校給食」編集長。学校給食の普及と発展に寄与したいという思いから子どもの食を見守り続けている。

全国各地の郷土料理にも精通。

結城 昌子 氏（アートディレクター、エッセイスト）

武蔵野美術大学卒業。アートとの新しいコミュニーションを提案する書籍を多数企画、構成、執筆。

子どものためのアートの絵本の企画、制作をきっかけに子どもとアートをつなぐ活動を行っている。

清 絢 氏（食文化研究者、一般社団法人和食文化国民会議調査研究部会幹事、京都光華女子大学真宗文化研究所研究員）

大阪府出身。上智大学文学部史学科、大谷大学大学院文学研究科仏教文化専攻修了。

地域に伝承される郷土食や農山漁村の食生活の調査研究を行うとともに、郷土食に関する執筆や講演などを行っている。

審査基準について

下記を審査基準に、各ブロック毎に「金賞」、「銀賞」、「銅賞」を選出。

表現力： 柔軟で自由な表現で描かれているか

色彩の豊かさ：色使いが豊かでのびのびと描けているか

自由な発想：子どもならではの感性が表現されているか

構図：構図上の工夫があるか

郷土愛：おいしい！もっと食べたい！じまんしたい！私のまち＆わが家の郷土料理への想いが伝わるか



北海道 札幌市立新光小学校 2年生
沢田すずりさん

作品名「ジンギスカンなべをかこんでカンパーイ！！」

料理名：ジンギスカン

おえかき部門 入賞作品

北海道 札幌市立盤渓小学校 2年生
小野寺 怜璃さん

作品名「おいしいスープカレー」
料理名：スープカレー

北海道 札幌市立平岸小学校 1年生
髙橋 一瑳さん

作品名「いくらどんおいしいな」
料理名：いくら丼

【金賞】 【銀賞】 【銅賞】

北海道ブロック

発表 私のまち＆わが家の郷土料理！第３回



山形県 山形市立西小学校 3年生
太田 そまりさん

作品名「いただきます」
料理名：芋煮

おえかき部門 入賞作品

山形県 山形市立第十小学校 2年生
庄司 悠斗さん

作品名「日本一の芋煮会」
料理名：芋煮

山形県 山形市立第四小学校 2年生
金成 千彩さん

作品名「山形の自慢料理」
料理名：芋煮

【金賞】 【銀賞】 【銅賞】

東北ブロック

発表 私のまち＆わが家の郷土料理！第３回



埼玉県 さいたま市立大東小学校 2年生
金森 万采さん

作品名「いがまんじゅう」
料理名：いが饅頭

おえかき部門 入賞作品

東京都 新宿区立愛日小学校 2年生
蓮沼 芳音さん

作品名「たまごのおすし」
料理名：寿司（玉子）

長野県 長野市立昭和小学校 3年生
上野 寧々花さん

作品名「きょうど料理でピクニック」
料理名：おやき、野沢菜の漬物

【金賞】 【銀賞】 【銅賞】

関東ブロック

発表 私のまち＆わが家の郷土料理！第３回



福井県 越前市立王子保小学校 2年生
山田 博丈さん

作品名「大すき、うちまめまん」
料理名：うちまめなます

おえかき部門 入賞作品

富山県 高岡市立二塚小学校 3年生
畠 優太さん

作品名「おばあちゃんが作ってくれるおぞうに」
料理名：お雑煮

福井県 福井市立中藤小学校 3年生
坂口 明日香さん

作品名「大すきなおろしそば」
料理名：おろしそば

【金賞】 【銀賞】 【銅賞】

北陸ブロック

発表 私のまち＆わが家の郷土料理！第３回



愛知県 名古屋市立笹島小学校 1年生
安田 諭ニさん

作品名「みそにこみうどん」
料理名：味噌煮込みうどん

おえかき部門 入賞作品

愛知県 豊橋市立植田小学校 2年生
原 悠真さん

作品名「原家のオリジナル料理」
料理名：豊橋けんちん汁

愛知県 豊橋市立岩田小学校 1年生
水野 さあやさん

作品名「おおきなおにまんじゅう」
料理名：鬼まんじゅう

【金賞】 【銀賞】 【銅賞】

東海ブロック

発表 私のまち＆わが家の郷土料理！第３回



京都府 京都教育大学附属桃山小学校 2年生
山口佳菜さん

作品名「おたべやす」
料理名：にしんそば

おえかき部門 入賞作品

京都府 京都教育大学附属桃山小学校 2年生
大西 瑛万さん

作品名「八つはしづくり」
料理名：八つ橋

京都府 京都教育大学附属桃山小学校 1年生
亥野 陽葵さん

作品名「おいしいちらしずし」
料理名：丹後ずし

【金賞】 【銀賞】 【銅賞】

近畿ブロック

発表 私のまち＆わが家の郷土料理！第３回



岡山県 津山市立成名小学校 3年生
保田 楽々さん

作品名「みんなでわいわい岡山ばらずし」
料理名：ばらずし

おえかき部門 入賞作品

岡山県 真庭市立川東小学校 2年生
田渕 未翔さん

作品名「ジンギスカン」
料理名：ジンギスカン

愛媛県 新居浜市立金子小学校 1年生
篠藤 美佑さん

作品名「大すきおいしいフルーツポンチ」
料理名：オレンジジュースフルーツポンチ

【金賞】 【銀賞】 【銅賞】

中国四国ブロック

発表 私のまち＆わが家の郷土料理！第３回



熊本県 天草市立本渡北小学校 3年生
川嶋 晃さん

作品名「松下のおじさんと。」
料理名：こっぱ餅

おえかき部門 入賞作品

長崎県 大村市立竹松小学校 2年生
菅野谷 れんさん

作品名「大村ずし おいしいバイ！」
料理名：大村寿司

長崎県 大村市立西大村小学校 3年生
佐藤 諒成さん

作品名「長崎チャンポンおいしかバイ！」
料理名：長崎ちゃんぽん

【金賞】 【銀賞】 【銅賞】

九州ブロック

発表 私のまち＆わが家の郷土料理！第３回



沖縄県 沖縄市立安慶田小学校 1年生
岸本 莉央奈さん

作品名「ナーベラー マサイビーン」
料理名：ナーベラーンブサー

おえかき部門 入賞作品

沖縄県 那覇市立天妃小学校 2年生
具志堅 陸桜さん

作品名「沖縄のチャンプルーは、おうちごはん」
料理名：ゴーヤーチャンプルー

沖縄県 うるま市立南原小学校 2年生
友寄 隆雅さん

作品名「感謝の気持ちをつめこんだ沖縄風重箱」
料理名：御三味（ウサンミー）

【金賞】 【銀賞】 【銅賞】

沖縄ブロック

発表 私のまち＆わが家の郷土料理！第３回



第3回を迎えた今年は「調査・発表部門」（4年生～6年生）に加えて「おえかき部門」（1年生～3年生）が新設されました。

家庭や地域に先祖代々伝わる郷土料理を調べ、自慢したいという思いや、食べたいと思う気持ちがあふれた発表や作品の数々は

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、ご家族、関係者の皆様にあらためて感謝申しあげます。

各家庭や地域でより一層、日本の財産である郷土料理について、会話の機会が増えますことを、運営事務局一同期待しています。

運営事務局より

発表 私のまち＆わが家の郷土料理！第３回


