クロイシ

黒石

いずみ

略

歴

1980年 3月
1982年 3月
1998年 6月
2001年 4月
2008年 4月

東京大学工学部 卒業
東京大学大学院
工学研究科建築学 修了
ペンシルバニア大学
芸術学部博士課程 修了
Ph. D 取得
青山学院女子短期大学
教養学部助教授 就任
青山学院大学総合文化政策学部
教授
現在に至る

現代における「郷土食」の
地域生活基盤・健康な生活の表象としての可能性
【概要】 本研究では、現代の都市と地方の生活文化の交流を考えた時に、各地の「郷土食」と言わ
れる歴史的・地域的な食が、どのように健康概念と結びつき、地域性を表していると考えられているか
を検証し、その現代における可能性と問題を考察する。食文化研究においては、これまで既に長い期
間にわたる多様な研究によって各地の特産品や個性的な食文化に関する各分野での詳細な調査が
行われている。したがって本研究はその地域的な食文化の分布や具体的な製造方法や栄養価、地
域の風俗との関係性に着目するのではなく、むしろ現在の少子高齢化や、観光産業の振興に伴う地
域文化の意味の変化によって、
「郷土食」の意味が変容していることに着目する。そして地域社会の
社会組織、自然環境と結びつき蓄積された食文化の豊かさがどう継承されるのか、都市化する社会で
どのような役割を果たすのか、地域振興にどのような意味を持つのかを探りたいと考えた。
そこで、研究の方法として実際に現地の方々との郷土食に関するワークショップやインタビューを行
い、また都市部の若者や食に関心の高い人々に対するインタビューやアンケートを行って、現在的な
視点からそのイメージ形成の比較研究を行った。その結果明らかになったのは、
「郷土食」は、その
具体的な内容は時代的に大きく変わってきたが、現在もなお日本の食生活を地域文化やコミュニティ
の問題、あるいは食と地域と身体的・心理的な健康の関係を考える上で、それぞれの地域や立場の
特徴を反映する重要な表象概念であることだった。農漁村と都市の両方で人々の年齢や性別、職業
などの特性や立場ごとに、地域の固有性を象徴し文化的に客体化された概念、当たり前の地域の
食に対する無関心を反映する概念、そして経済・環境問題に面する「健康」を象徴する概念という
3 つの表象効果を示していた。しかし一方で「郷土食」の見直しが、被災地の高齢者には失われた
コミュニティの記憶と再生の手がかり、農村の若者にとっては自己アイデンティティの再確認の手がかり
となっている事、また都市部の若者にとってもコロナ禍の中で自己の基盤となる地域性、家族やコミュニ
ティ、自然環境の重要さを再確認する手がかりとなっていた。すなわち「郷土食」概念は、観光ビジネス
だけでなく、地域社会や環境と人々の精神的・肉体的健康がいかに結びついているかを示す重要な表
象概念であり、コロナ禍という危機的な社会状況ではさらにその価値を再確認すべきことがわかった。
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1 。研究の趣旨と方法
本研究では、現代の都市と地方の生活文化の交流を考えた時に、各地の「郷土食」と言われる歴
史的・地域的な食が、どのように健康概念と結びつき、地域性を表していると考えられているかを検証
し、その現代における可能性と問題を考察する。現在の少子高齢化や、観光産業の振興に伴う地域
文化の意味の変化によって「郷土食」の意味が変容していることに着目して、地域社会の社会組織、
自然環境と結びつき蓄積された食文化の豊かさがどう継承されるのか、都市化する社会でどのような
役割を果たすのか、地域振興にどのような意味を持つのかを探りたいと考えた。そこで実際に現地の
方々とワークショップやインタビューを行い、また都市部の若者や食に関心の高い人々に対するインタ
ビューやアンケートを行って、現在的な視点からそのイメージ形成の比較研究を行うことにした。本研
究では、2020 年初頭から全世界で蔓延し現在も進行中である Covid-19 の影響により、応募時に予
定していた 2020 年度初頭の現地調査やワークショップが不可能となり、当初の方向性を変更せざる
を得なかった。しかしかえって問題意識が明確になった部分もあったので、研究助成期間外ではある
がコロナ禍の状況におけるアンケート調査の成果も反映して、研究報告を取りまとめさせていただく。

2 。研究の対象とした地域と人々
著者は 20 年ほど前から、山形県新庄市の農家の方々や地域の高校生との都市・地域間の文化
交流研究活動を行ってきた。また 2011 年の東日本大震災の後は、宮城県気仙沼市を中心として仮設
住宅や復興公営住宅の方々と交流し、食文化がどのような役割を果たすかを調査研究してきた。そこ
で本研究においても宮城県気仙沼市の南郷復興公営住宅の方々、山形県新庄市（人口 35,000 ）の
東高校の方々と農家の方々、また東京都渋谷区渋谷の青山学院大学の学生たちを対象として調査研
究を行い、協力をいただいた。

3 。郷土食概念の背景の整理
調査研究を始めるにあたり、様々な領域で異なった意味合いで用いられている「郷土食」概念がど
のように形成され変容してきたか、どの側面を対象にするべきかを総合的に把握するため、既往研究
によって概念の形成過程の整理を行った。
（矢野 2007、原田・江原他 2009、桝潟他 2014 ）
既往研究の議論を要約すると、まず「郷土食」と言う概念が一般化したのは 1920 年前後であり、
それ以前は旅行で出会う「名物」がその意味で用いられていた。1930 年代には科学的な日常食の改
善や、地域の独自性を表現する議論の中で「農村の食」概念と共に用いられ、1940 年代になると「国
民食」として節約、栄養改善、生活水準の平準化などを意図した議論の中で、食から地域・国家を
再認識するために「郷土食」概念が用いられた。そして高度成長期になると、地方・食・家庭の再
編が問題になる中で、地域文化の歴史的オーセンティシティを表現するために、各地の名産品として
「郷土食」が再び脚光を浴びる。そして 1970 年代以降の食糧需給・生活様式・市場原理の変化と
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人口移動が進むと、故郷へのノスタルジアの表現に「郷土料理」が扱われた。そして 1990 年代になっ
て、食料の国際化と農政審議会による「日本型食生活」の再評価が行われると、食農不一致問題や
食を取り巻く環境問題が重視され、
「郷土食」はその象徴として再評価された。
つまり「郷土食」は旅や観光の名物と同時に、戦前から戦後にかけて常に都市や国家に対する地
域の独自性、あるいはその生活様式の問題の象徴として用いられた。また70 年代からは、国際化に伴
う農業政策や家族などの社会的・経済的な仕組みの変化に対する批判的意識の拠り所として用いら
れた。そして現在「地域の食」、
「昔ながらの食」と言う類似の表現が普及しているように、
「郷土食」は
「農村の食」、
「国民食」
「日本型食生活」と言う表現など、時代ごとに多様に構成されてきた。ビジネ
スやメディアの変動にも影響を受け、概念そのものが歴史的に多様な表象性を備えてきたと言えよう。
故に、本来であればその多様性が現在持つ意味を具体的に分析し、社会的な問題との対応性を明
らかにするべきだが、本研究では実際に現代の生活において人々がどう地域性や歴史性を食に感じ
ているかに注目するために、
「身近な地域の食」という意味で「郷土食」を用いて調査を行う。

4 。「健康な食」概念をめぐる問題
「郷土食」概念と同様に、
「健康な食」概念も多様な解釈を招くことから、本研究の前提として、
「健康な食」をどう捉えるかをあらかじめ定めておく必要がある。まず WHO の指針では「健康とは、
肉体的、精神的及び社会的に完全に良好な状態であり、単に疾病又は病弱の存在しないことでは
ない。」と定められている。また厚生労働省では「健康な食事」のとらえ方を次のように述べる。
「「健康な食事」とは、健康な心身の維持・増進に必要とされる栄養バランスを基本とする食生活
が、無理なく持続している状態を意味する。
・
・
・
「健康な食事」とは、特定の栄養素や特定の成分を指
すものでも、健康に良いとのうたい文句で出回っている特定の食品を指すものでもない。
・
・
・
「健康な食
事」のあり方には、人々の生活の営みやその環境、背景にある食文化などまでを視野に入れる必要
がある。」
（厚生労働省「日本人の長寿を支える「健康な食事」のあり方に関する検討会 報告書（案）」
（ H26 ）
「はじめに」よりhttps : //www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10901000-KenkoukyokuSoumuka/0000060212.pdf ）
これらの前提・定義に対して次のような問題が挙げられる。まず WHO は 1947 年に「健康」とは疾
病がないことだけでなく、人々の生活の営みやその環境、背景にある食文化を視野に入れた社会的・
精神的に良好な状況だと指摘している。そして厚生労働省が 2014 年にまとめた「健康な食」に関する
報告書では WHO の「健康」概念を前提として、
「健康な食」のダイアグラムが示されたが、そこには、
食の場面のあり方を中心に周囲に様々な次元の問題が網羅的に配置されている。つまりこのダイアグラ
ムでは、
「健康な食」を考える時には、食を取り巻く全ての要素に対して総合的な調和をとることが優先
され、その変容によって健康な心身の維持にどのような問題が生じるか、その問題に対処するために
は、何を基準にそれぞれの要素に優先順位をつけていくべきか明確にされていない。それは「長寿社
会の健康」概念を、あらゆる立場の人を対象とした共通解として考察しているためだと思われる。実際
1998 年の WHO の会議では、
「健康」概念に多文化社会の状況や国際的な社会状況の問題を反映
し、精神的な要素やダイナミックな側面を上げるべきではないかが議論されたが、その議論を見送る
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ことが決定された。だがこのような総合的アプローチでは、社会の状況が多様性を増し不安定な場合
や、食の社会的状況に問題を感じる立場からは、あまりに曖昧なように思われる。果たして現在もなお
「健康」あるいは「健康な食」とは、その時の社会状況や解釈する人の立場で実際は意味の異なる
総合的調和概念のままで良いのであろうか。
そこで本研究では、近年一般にも広がった、農産物を取り巻く遺伝子組み換えのような問題への意
識や、2020 年代から社会に大きな被害を与えているCovid-19の問題を鑑みて、むしろ、このダイアグラ
ムの底辺と上端部に書かれている、
「地域力の維持向上」と「健康と生活の質の維持向上」の関係の
変動の問題として考えたい。そしてそれを人々がどう意識しているのかを手掛かりに、そのダイナミックな

『日本人の長寿を支える「健康な食事」を構成している要因例』分析図
出典：厚生労働省、
『日本人の長寿を支える「健康な食事」のあり方に関する検討会』
（座長：中村丁次 神奈川県立保健
福祉大学学長）報告書、2014
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000059935.html （ 2021 年 3月15日アクセス）
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側面に注目する。そしてその手がかりとして、
「郷土食」の意味の検証作業を行う。そのために本研究
では、現代における「郷土食」と地域文化や生活との関係を、そのイメージの中心となるものが何であ
り、どのような要因で変化するかに着目して次のような角度から検討する。
●

地域社会の産業や暮らし方と「郷土食」の関係の現状

●

都市と地域、また世代ごとの「郷土食」
「健康な食」のイメージの比較とその原因

●

食や健康に意識的な都市と地域の人々が「郷土食」や「健康な食」をどう捉えているか

●

Covid-19 感染状況前後の食と地域の暮らしの関係の意識はどう変わったか？

5 。地域社会の産業や暮らし方と「郷土食」の関係の現状
上述の調査対象地において、現在の「郷土食」あるいは「地域特有の食」と農業や漁業、家族や
近隣コミュニティの仕組みの関係がどのようなものかを、宮城県気仙沼市・山形県新庄市でアンケート、
インタビューや訪問調査により検証した。特に、食材の入手方法や調理の仕方、家族関係やおすそ分
けなどの近隣コミュニティと食の関係、
「郷土食」についての考え方の違いや変化を調査した。
＋気仙沼市の南郷復興公営住宅におけるワークショップ調査（ 2019 年 5 月、8 月）
2019 年 5 月に復興公営住宅の住人の方々14 名と青山学院の学生 9 名とで相談会・お茶会を開催
し、地域の伝統的な「郷土食」あるいは「地域特有の食」としてどのようなものがあげられるかを議論
した。そしてその結果を元に 8 月に実際に食材を用意し、協力して調理し、食事会を開催して「郷土
食」を皆さんがどのように考えているかについてヒアリングを行った。

画像1、2：気仙沼の復興住宅での相談会と食事会の様子
◆

5 月の相談会では、住民の方々からさんまつみれ汁、メカカレー、めぬけ汁などの紹介があり、それ
らが特別に季節ごとの生活の変化や家族、コミュニティに結びついた懐かしい食だった事が語られ
た。また、ほとんど全員の女性がその調理法を知っていて、かつては家族のために毎日用意していた
こと、それぞれの家に独自の工夫があった事が語られ、地域的な共感を醸成する大事な話題だった
事がわかる。その話題には、食の詳細な材料や調理法だけでなく、具体的な家族や近隣の人々との
思い出深い情景や平穏な日常の記憶が含まれていた。
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◆

◆

また、これらの「郷土食」が、住人の方々にとってお裾分けや共食の大事なツールであり、初物や多
めに調理したものを分け合う関係性が構築されていることがわかった。人々の生活は市場からすぐに
届く魚介類など季節ごとの新鮮な海産物に恵まれており、その味覚はとても繊細だが、同時に野菜な
どが不足しがちなことを意識していた。
「郷土食」は地域の環境や社会的関係性、生活の質に結び
ついたものであった。
しかし一方で、被災によって元の生活の基盤となる地域から離れて公営住宅に居住し、元の家族構
成とは異なる単身居住を強いられている高齢者の方々には、
「郷土食」が地域の昔からの関係性を
思い出させ、既に失われた地域社会の記憶を保存する働きと、新たな場所における共同性の再生
への希望の意味を持っていることが窺われた。その意味で「郷土食」はこの住民の方々にとっては、
地域との絆を表し、精神的な健康と身体的な健康の二つに効果があることがわかる。

＋山形県新庄市における農家と地域の高校生たちとのワークショップ調査（ 2019 年 5 月、8 月）
◆

2019 年 5月のワークショップ：
山形県新庄市の高校生 15 人に対して、家庭ごとの食事のメニューや食材の入手方法調査・家族

への聞き取りを行った結果、次のことがわかった。

◆

●

普段はハンバーグ・カレーなど都市部と変わらない食を食べている

●

料理は母と祖母が半々

●

入手先は半数がお米も野菜も自宅か近隣の親類から、残りの半数はスーパーで購入

●

芋煮・納豆汁・山菜などは季節の変わり目に食べるが、当たり前の食として考えている

学生たちは日常的に食べている野菜やコメの質、それを近隣社会で分け合っていることに無関心
だった。つまり都市部で「失われた」地域共同体の仕組みや家族の関係性が当たり前に残っている
ために、彼らにとっては「郷土」概念はほとんど意味をなさず、またその食材が地域の自然の恵みを
反映している価値にも気付いていない。

画像3、4、5 、6：山形県新庄市での高校生との郷土食づくりのためのワークショップ風景
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◆

◆

聞き取りに加えて、地域の学生たちと東京からの学生たちが農家の様子を見学し、地産地消のマー
ケットで買い物をし、協力して調理実習を行った。そのメニューは、ガッキ（牛すじ煮込み）
、芋煮、山
菜料理、また納豆汁だった。これらの「地域に特有の食」を、高校生たちは普段から調理をしている
ので容易に作ることができたが、その共同作業を通して、改めて自分たちの日常的な食と地域の関
係の独自性を知り、それに関心を持つ現象が発生した。
2019 年 8月のワークショップ：
5月のワークショップの後、新庄市の高校生とオンラインでの対話を続ける中で、高校生たちから「もっ

と農業の実態を学びたい」という問題提起がされた。すなわち、地域の食を見直す活動から、地域の
農業や生活様式を見直そう、その関連性を知ろうとする意識の発展があったことがわかる。
そこで新庄の高校生 5 人と青山学院の学生 3 人が参加して、3日間かけて中規模農業から小規模
有機農業までを訪問しインタビューを行った。
（昭和村の石井さん、芋農家の奥村さん、ラズベリー農家
の藤原さん、鳥越地区の遠藤さん、新庄の高橋さん）参加した地域の学生たちは 5 人のうち 4 人が農
家だったが、彼ら自身は畑で手伝ったことがなく、農家が置かれた状況をよく知らない様子だった。しか
し調査した農家の人々の努力や、その人生観と農業のつながり、環境問題への意識などを聞くことで、
農業の豊かさ、地域の人々の魅力や「農業が天職」と言う人生の豊かさを、再発見する機会となった。

画像 7：山形県新庄市の高校生との農家訪問

6。都市の若者が「郷土食」
「地域に固有の食」に抱くイメージについてアンケート調査を行う
都市と地域、また世代ごとの「郷土食」
「健康な食」のイメージの比較とその原因について考察する
ために、上記の新庄の高校生とのワークショップとの比較として、2019 年の 5 月に青山学院大学学生
食堂（ 14 名）
、10月に青山学院大学 1 年生（ 274 名）にアンケートを行った。
青山学院大学においてアンケート調査を行うにあたり、質問項目の設定で「身近な地域の食」という
意味で「郷土食」概念を用いた。しかし「郷土食」の歴史社会的背景よりも、現代の食ビジネスにおい
て用いられる意味の曖昧さに、調査対象者が混乱を生じていることに気づいた。今回は「郷土食」の
ビジネスにおける問題を対象としていないが、今後の課題にしたい。
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身近な地域の食・郷土食についてのアンケート

A；口ールキャベツ、納豆3、豆腐3、うどん、ちらし寿司、カレー5、ラーメン、お汁粉、山菜、そば3、卵焼き、煮物、野菜3、なし、麺、
けんちん汁、炒め物、焼鮭、おせち、枝豆アイス、オムライス、給食 10 、春雨、干し柿、コロッケ 2 、そぼろご飯、お菓子、もち、ジャ
ガイモ、芋団子、ミートボール、ピーナツバター、ラーメン2、練馬大根、モンジャ2、米、うまかっちゃん、揚げパン、おでん4、野菜3、
ビビンバ、うなぎ、肉じゃが、うどん、カキフライ、まんじゅう、大根、くり、小松菜、餃子、イワナ、おはぎ、カツオ、豚肉ご飯、雷おこし、
肉じゃが、うどん、ニンジンご飯、柴漬け、ホッケ、おにぎり、のり、こんにゃく、大根スパゲッティ、納豆炒飯、納豆うどん、醤油、なまこ、
ちゃんこ鍋、揚げパン、甘酒、サバのみそに、うなぎ3、豚ブ口ッコリー、もち、水炊き、雑煮、焼きまんじゅう、おでん
B；浜梨、沖縄そば、団子、おやき、いかめし、チジミ、雑煮 3 、漬物、焼きそば、味噌カツ 2 、深谷ねぎ、落花生、蟹味噌まんじゅう、
もつ鍋、赤味噌 2 、天王寺蕪、焼売 3 、八戸煎餅、イカニンジン、広島お好み焼き、石狩鍋 2 、鯛の唐揚げ、落花生、蒲鉾 2 、深川飯、
御切り込み、しらす丼 3 、たこ焼き3 、海鮮丼、卵がけ納豆がけご飯、しもつかれ 2 、さくらごはん、あさり飯、ソフトめん、沖縄そば、す
いとん、のっぺ汁、けんちん汁2、牛タン、かぶらずし、ほうとう、クワイご飯、きりたんぽ、ジンギスカン、団子汁2、ムツゴロウ、うど

アンケート結果は次のようだった。
5月の学食における14 名を対象とするアンケートでは、
「郷土食がない・食べない」という人（ 9/14 ）
、
健康と思わない人（ 6/14 ）、
「暖かい・懐かしい」
「家族との交流」のイメージだとあげる学生
（ 13/14 ）が多かった。

◆

また 10 月の 1 年生 274 名を対象とするアンケートでは、全国からの地域食が集まるが、それを「郷
土食」と認識しているとは限らなかった。
「郷土食」概念や「身近な地域の食」とイメージを表現す
る「思い出の食」
「懐かしい食」と混乱する回答が複数あった。
（ 24/274 ）そして「郷土食がない」
という学生が多かった（ 117/274（ 42 ％））一方で、食と健康の関連の深さについての意識はたか
く
（ 239/２７４、未回答 10 ）、栄養素的に「郷土食」が健康かどうかはわからない / 健康と思わない
という子が多かった（ 71/171（ 42 ％））。また「郷土食」のイメージについては、ほとんどの対象者
が、
「家族・祖父母との交流のイメージ、暖かい、懐かしい、昔からあるものと答えている（合計 410
（複数回答））。そして「健康」が栄養素の議論なのか心理的な議論なのかを問う回答もあった。

◆

◆

結局、都市に暮らす若者は「地域の食」を知ってはいても、
「郷土食」概念に馴染みが薄く、自分の
日常的な食生活や健康と結びつける意識は薄い。そしてメディアや観光産業で用いる典型的なノス
タルジックなイメージが定着していた。

8

7。食や健康に意識的な都市と地域の人々が「郷土食」や「健康な食」をどう捉えているか
東京における地方の食材の普及と健康な生活イメージとの関係について、
「有機農業食」の健康の
象徴としてのブランド化が、どのような背景を持つのか、それが地方の食の提供者にとってどのような意
味を持つのかを検討した。対象としたのは、新庄市の有機農業グループであるネットワーク農縁の方々
と、東京でネットワーク農縁の食材を用いるスローフードカフェ、オーガニックカフェを取り上げた。
新庄市のネットワーク農縁
1995 年、新庄の農家の高橋保廣さんが出稼ぎで知り合った環境運動グループの活動を、地元の知
人に紹介し水田トラストを設立したのが始まりだが、新庄市内では少数グループにとどまる（ 10 軒の農
家と1 軒の納豆販売会社）。1998 年には遺伝子組み換え大豆の輸入に反対する大豆畑トラスト運動を
始め、新庄最上有機農業者協会を設立、環境問題に発して都市と地方の農作物を介した関係の問
題に展開した。しかし無農薬農業を行う人々の現実は、制度的な問題で多くの困難に直面し、無農薬
米だけでなく農協基準の米も生産せざるを得ない。
（全国でも無農薬米は面積は 100 分の 1 ）無農薬
米は JAS の有機栽培認証を受けずに首都圏への直接販売を行い、500 軒程度が対象となっている。
そして首都圏での定期的な収穫祭・保育園との協力など、自主努力で販路を開拓している。しかし結
果的に、生産される米は高価で地元では売れないので出していない。
「手間暇がかかるし量も取れな
い、収益性が低いので若い世代に継承が困難。少子高齢化で農地を維持するのは地縁だよりで、米
だけでは生活できないのが現実。しかし農薬の使用量が将来的な健康被害につながる事が問題」な
状況である。だが、メンバーは現在の農協の基準に従う除草剤・除虫剤の仕様を決め、伝票で管理し
ているので安心、安全という前提の慣行栽培に疑問を持つ。それは本当に健康な食を生産しているこ
とになるのだろうか？
ネットワーク農縁関係の首都圏のスローフードカフェ5カ所の調査
上記の高橋さんの紹介で、4カ所（鴨川アースツリー・カフェ、下北沢ステイ・ハッピー・カフェ、小金井
にしまきご飯、北区中十条彩むすびカフェ）を訪問してインタビューを行った。それぞれが独自の社会問
題意識に立ち、ネットワーク農縁の思想に共感して食の提供を行っていた。いずれもが無農薬玄米を
健康な食と生産者を表象する象徴的な存在として扱っており、地域の小さな経済を重視して人間関係
の復活を目指していた。また高橋さんを媒介として特定の卸業者、スローフードカフェ運動の主導者と
そのネットワークに繋がっており、その個人的な繋がりが都市部あるいは郊外で一連の活動となってい
るように見えた。これらのカフェの人々は、ファッションとして有機農業を捉えてはおらず、かつてあった
地域の自然や共同体の関係性を取り戻そうという明確な問題意識から、扱っていた。一方で、地域の
農業や漁業における生活様式と自然環境との関係を理想化し、現代の農業技術や精度の変化が健
康に与える影響に不安を持っていた。つまり彼らは、社会問題と食とまちづくりの関係性の理解の上に
立って、自分にできる範囲で、自分の身体や食を起点としたコミュニティ形成を実践していた。
「地域の
食」
「有機の食」は彼らにとって、環境や農業を取り巻く政治的問題や、生活様式に見られる社会問題
に対して、
「健康」と言う視点から総合的・実感的にアプローチし、都市と地域の連携や、生き方と食
と共同性の総合的な関係を回復する活動の象徴だった。
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画像8、9、10、11、12：
新庄市の無農薬農家の米「さわの花」を使った都市部のスローフードカフェのメニューと主催者達

8。コロナ禍での食への意識の変化についての新庄と都市部の保護者・学生たちへの2020年5月調査
コロナ禍によって現地でのワークショップが不可能になった代わりに、新庄市の東高校の学生と父母
（ 239 名）青山学院 1 年生（ 217 名）を対象に、日常の食生活と「郷土食」への関心についてのアン
ケート調査を行った。
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◆

新庄で東高校の学生たちが行った調査で印象的だった事は、農村部は Covid-19 感染状況でも
その影響が少ない事だった。親類の集まりは減っているが、季節の食材を入手すること、普段の食
の準備に Covid-19 の影響をほとんど受けていない。また野菜は自宅の畑で育てていることが多く、
米への関心が強く、大量に、しかも親類や近隣から購入していた（ 30 キロ）。また家族構成は三世
代以上同居の大家族が多く、半数以上が家族一緒に食事をとっていて、その関係性も都市部と異
なっていた。食事のメニューは地域の独自性のある食であったが、
「郷土食」としての意識はなく、
都市部と変わらないと考えていた。
2020 年 5月青山学院の学生へのアンケート：217 名回答

◆

新庄における調査と比較して、青山学院の学生たちは、Covid-19 感染状況で生活に大きな影響を
受けていた。そして 2019 年の調査の時の結果と異なって、
「地域の食」への関心が高まり、
「郷土
食」を精神的な健康・地域性の表象として理解する傾向が明らかに強まっていた。それは「郷土
食がある」と答える学生の割合が 185/217と85％に及び、Covid-19 感染状況前の 157/274：57％
から大幅に増えていることからわかる。また「郷土食」に対しても、単なるノスタルジーではなく、
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家族と食べる食、スーパーで買う地域密着型の日常食という具体的な認識を持っていた。そして
「郷土食」の特徴についても、地域性や精神的・身体的な健康に結びついているとポジティブに考え
る学生が136/217：63％となって、Covid-19感染状況前の85/274：31％よりも明らかに増えていた。
◆

「郷土食」を地域の生活や文化、コミュニティなどの人間関係を表象するものとしてとらえ、その再評
価を積極的に行うべきだと述べるコメントが、次のように多く見られた。
●

コロナで地域特有のものが消えつつあるから大事にすべき

●

コロナだから地域を見つめ直すきっかけとなる

●

食は地域の象徴、当たり前だったものを過剰に注目すると良さが失われる

●

その場所だけで食べる地域性が重要、都心と地方を繋ぐ重要な資源

●

精神的な安らぎ、家族とのつながり、地域愛を育む

●

素材を生かして健康な暮らしを可能にする郷土食を若者に普及すべき

●

世界に誇るべき地域食を守るべき

●

変化の多い都市部にないもので、便利な時代にかえって贅沢

結 び
この研究で改めて分かったのは、
「郷土食」は、その具体的な内容は時代的に大きく変わってきても、
現在もなお日本の食生活を地域文化やコミュニティの問題として考えるとき、あるいは食と地域と身体
的・心理的な健康の関係を総合的に考える上で、それぞれの地域や立場の特徴を反映する重要な
表象概念であることだった。農漁村と都市の両方で、観光ビジネスや行政、若者、そして食の問題
に敏感な人々という立場ごとに、
「郷土食」には地域の固有性を象徴し文化的に客体化された概念、
当たり前の地域の食に対する無関心を反映する概念、そして経済・環境問題に面する「健康」を象
徴する概念という、食の社会における位置付けを 3 つの形で表象していた。しかし調査で新たに見え
てきたのは、
「郷土食」の見直しが、被災地の高齢者には失われたコミュニティの記憶と再生の手がか
り、農村の若者にとっては自己アイデンティティの再確認の手がかりとなっている事だった。また都市部
の若者にとっても、コロナ禍の中で自己の基盤となる地域性、家族やコミュニティ、自然環境の重要さを
再確認する手がかりとなっていた。すなわち災害時の生活の基盤を揺るがされる時に、改めて「郷土
食」概念は、観光ビジネスだけでなく、健康や生活の質と地域力の維持向上の連携性が生活の
精神的・肉体的な健康を実現する上で人々にとって具体的で象徴的な役割をはたすことを示してい
た。Covid-19 感染という危機的な社会状況で、その食と地域社会と環境の関係を統合する理念的な
価値を再確認すべきことが明らかになった。
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