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Ⅰ．諸言

　富士山，立山とならび日本三名山に数えら
れる「霊峰白山」は，古代から人々の信仰を
集めてきた。白鳥町の「白山中宮長滝寺」（現，
長滝白山神社・長滝寺）は，三つの馬場に数
えられる東海側の信仰の拠点であり，今でも
多くの文化財が残されている。食文化におい
ても大切に残されてきたものがある。例えば，
白山長滝神社にて執り行われる正月の六日祭
りには，白鳥の山間で育った最高峰の干し柿
「延年蜂屋柿」が納められる。白山文化は白
鳥町において長年受け継がれてきたものであ
り，今後もその文化を絶やすことなく伝承し
ていってほしいと考える。よって，本研究で
は子どもたちへの食育活動を通して，郷土料
理に興味関心を持ってもらうことや，郷土料
理に対する理解度について検討することを目
的とした。

Ⅱ．方法

1．調査対象者
　対象者は，白鳥ジュニアリーダーズクラブ
に所属し，「長鉄で行くミステリーツアー」
に参加した小学校4年生から6年生の児童30

名を対象とした。

2．調査方法
　2012年8月9日，土屋ゼミ学生らによる郷
土料理に関する食育授業を上記対象者に実施
した。その際に，郷土料理についての理解度
や伝承方法について問うアンケート調査を実
施した。アンケート調査は食育前と食育後の
2回実施した。食育前のアンケート調査では，
郷土料理についての知識を問うもの，食育後
のアンケートは学生らの食育を終えた後の理
解度，感想を問うものとした。

3．食育内容
（1）日本各地の郷土料理について
　気候の異なる日本各地の特産物や料理を提
示し，特有の食文化には地域の歴史や風土が
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関わっていることを伝えた。

（2）郡上市の郷土料理について
　郡上市の郷土料理や特産物にはどのような
ものがあるかを伝え，その中の朴葉めし（ず
し）と鮎料理については由来や歴史について
も取り上げた。さらに，朴葉めし（ずし）に
ついては，岐阜県内の異なる地域の朴葉ずし
の紹介をしたり，グループに分かれて大きな
画用紙に自分の家の朴葉めし（ずし）の中身
を描きこむ参加型学習を行った。このような
食育から，同じ料理でも地域によっても家に
よっても少しずつ違いがあるということを学
んでもらった。

Ⅲ．結果

1．食育前のアンケート結果

①白鳥町のどのようなところが好きです
か？（表1）

表1　白鳥町の好きなところ

人数

明るくてきれいなところ 3

自然に囲まれているところ
（川・水・空気がきれい，山・緑がたくさん
ある）

15

食材が美味しいところ
（田畑がたくさんある，鮎がとれる）

3

みんなが優しい，地域の人の仲が良いところ 4

伝統などがいっぱいあるところ 1

②白鳥町で採れる食材で，どのようなも
のを知っていますか？

　お米，ほうれん草，鮎，ちちこ，あまご
　その他，ハム，けいちゃん，野菜，川魚と
いった，採れる食材ではないもの，特定はで
きないものを挙げた者もいたが，有効回答か
らは省くことにした。

③白鳥町の郷土料理で知っているものは
何ですか？

　知っている郷土料理で一番多く挙げられた
ものは鮎の塩焼きであり，続いてけいちゃん，
ピーナッツ和え，朴葉めし（ずし）が多かっ
た。他に食べたことがある郷土料理として，
明宝ハム・ひきづり・にくづけ・じんだ汁が
挙げられた（表2）。

表2　知っている郷土料理（料理別）
複数回答可（n＝30）

料理名 人数 料理名 人数
鮎の塩焼き 29 えごま和え 9

あまごの塩焼き 16 ピーナッツ和え 24

イワナの塩焼き 15 くるみ和え 5

写真1　食育の様子①

写真2　食育の様子②
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鮎の甘露煮 5 小芋の煮っ転がし 12

あまごの煮つけ 10 いとしろかぶのながつけ 4

イワナの煮つけ 7 わしみかぶらのひねづけ 2

鮎飯 11 にしんずし 8

雑魚 5 朴葉めし（ずし） 23

鮎の雑炊 5 蜂の子ごはん（へぼ飯） 10

けいちゃん 27

　また，知っている郷土料理の数では，6品
知っている者が一番多く，平均で7.9品であっ
た。男女別でみると男子の平均が5品である
のに対し，女子の平均が10.1品であり，女子
の方が郷土料理を多く知っているという結果
となった（グラフ1）。

④郷土料理は誰から教えてもらいました
か？

　郷土料理はお母さんから教わったと答えた
者が一番多かった。続いて，おばあちゃん，
学校であった（表3）。

表3　郷土料理を教わった人
複数回答可（n＝30）

人数
お母さん 29

おばあちゃん 16

学校 15

地域の人 5

その他 10

⑤白鳥町の郷土料理を食べたことはあり
ますか？

　30人全員が郷土料理を食べたことがある
と答えた。

⑥白鳥町の郷土料理は好きですか？
　好きと答えた者が29名，好きではないと
答えた者が1名いた。

⑦家庭では郷土料理が食卓に並びます
か？

　食卓に郷土料理が並ぶと答えた者が20名，
並ばないと答えた者が7名，無回答が3名で
あった。

⑧郷土料理を実際に自分で作ったことは
ありますか？

　作ったことがあると答えた者が10名，作っ
たことがない者が20名であった。男女別に
みると，女子の方が郷土料理を作ったことが
ある者が多かった（グラフ2）。
　また，どんな郷土料理を作りましたか？と
いう問いに対し，鮎の塩焼き，朴葉めし（ず
し）と答えた者が多かった（表4）。

グラフ1　知っている郷土料理（品数）

グラフ2　作ったことのある郷土料理（品数）
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表4　作ったことのある郷土料理

料理名 人数
鮎の塩焼き 4

あまごの塩焼き 1

あまごの煮つけ 1

朴葉めし（ずし） 4

けいちゃん 3

じんだ汁 3

ふきの煮つけ 1

⑨郷土料理を学校給食で食べたことはあ
りますか？

　学校給食で食べたことがあると答えた者は
26名，食べたことがないと答えた者が3名，
無回答が1名であった。
　また，どんな郷土料理が出ましたか？とい
う問いに対し，けいちゃん・朴葉ずし・じん
だ汁・鮎の塩焼き・ピーナッツ和え・鮎の甘
露煮・川魚の郡上味噌焼きが挙げられた。

2．食育後のアンケート結果
自分の住んでいる郷土料理の優れた効果を知
ることができましたか？
　できたと答えた者が22名，どちらでもな
いと答えた者が7名，できなかったと答えた
者が1名いた。

感想
・ 郷土料理について家に帰って調べてみたい
と思った。
・ 朴葉ずしは岐阜県でも地域が違うと味が違
うことが分かった。
・ 自分の住んでいる郷土料理のことや他の所
の郷土料理も分かってよかった。
・ 僕の住んでいる郡上市は色々な郷土料理が
あることが分かった。
・ 石徹白の郷土料理以外あまり知らないから
他の所も知ってみたい。

Ⅳ　考察

　食育前アンケート調査の結果より，白鳥町
に伝わる郷土料理を食べたことがあると回答
した者は30名中30名，郷土料理を好きと答
えた者もほとんどであり，郷土の味を好んで
食べていることが分かった。郷土料理や地域
食材の知識について問う質問項目において
は，知っている郷土料理を挙げてもらったと
ころ，特に女子で多くの郷土料理を知ってい
る者がいることが分かった。しかし，白鳥町
で採れる食材を尋ねる問いでは，全員で5つ
の食材のみしか挙がらなかった。知っている
郷土料理数に対し食材数が少なくなった原因
は，アンケートの調査方法にあると考える。
郷土料理については知っている郷土料理に丸
をつける選択方式であったのに対し，食材に
ついては自記式で行ったため，知っている地
域食材を挙げることは難しかったといえる。
このことから，郷土料理についても具体例を
出すと知っていると答えられるが，具体例が
ないと何が郷土料理なのか分からないのでは
ないかと考えられる。
　郷土料理でも地域食材でもいえることは，
どちらも鮎についてよく知られているという
点である。作ったことのある郷土料理でも鮎
の塩焼きが出てくる頻度は高く，地域に浸透
した食材であることがうかがえる。他にも，
朴葉ずしやけいちゃんなど，岐阜県の他の地
域でも浸透している郷土料理はよく知られて
おり，作ったことのある者も多かった。鮎の
塩焼き，けいちゃんに続いて認知度の高かっ
たピーナッツ和えは，実際に自分で作ったこ
とがあると答えた者はいなかったが，家庭で
よく作られる料理であるため，認知度が高く
なったのではないかと考えられる。また，学
校給食の献立にも取り入れられていることも
郷土料理の認知度を高める要因になっている
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と考えられる。学校給食に出ているとの答え
が得られた中の，けいちゃん・朴葉ずし・じ
んだ汁・鮎の塩焼き・ピーナッツ和えは認知
度も，作ったことがある郷土料理としても上
位に挙がった。今回の調査では実際に白鳥町
の学校給食に取り上げられている郷土料理を
調べた上での調査ではないため，断言するこ
とはできないが，学校給食で取り上げられる
ことで，郷土料理としての認識ができるので
はないかと考えられる。
　食後のアンケート結果からは，「郷土料理
について家に帰ってからも調べてみたい」の
ような感想があり，今回の目的の一つである

郷土料理について興味・関心を持ってもらう
ことができた。
　本調査を終えて，白鳥町の子どもたちの郷
土料理に対する理解度には個人差・男女差が
みられることが分かった。しかし，白鳥町や
白鳥町の郷土料理のことが好きな気持ちは皆
同じようにあることがアンケートから読み取
ることができた。よって，今後も受け継いで
ほしいと願う文化を子どもたちにきちんと伝
えることが必要である。そのためには，家庭，
学校，地域が一体となって食育を進める必要
があり，学校給食に郷土料理を取り入れるこ
とが重要になると考えられる。


