
令和２年度郷土料理一覧（計４９２品目）・・・都道府県名を押す（クリックする）と各県の郷土料理一覧のページへ飛びます。
★…調理動画撮影。「★」印を押す（クリックする）と調理動画を視聴することができます。

No. 都道府県 品目 都道府県 品目 都道府県 品目 都道府県 品目 都道府県 品目

1 青森県 けいらん 千葉県 太巻ずし 長野県 すんき漬け 福井県 へしこ 滋賀県 いさざ豆

2 けの汁 せぐろいわしのごま漬け 五平餅 ★ なまぐさ汁 ごりの佃煮

3 ★ せんべい汁 なめろう おやき さばぬた いとこ煮

4 ★ 貝焼き味噌 ★ はば雑煮 野沢菜漬 丸焼き鯖 ふなずし

5 鱈のじゃっぱ汁 かいそう ほう葉巻 ほんこさん／報恩講料理 あめのいおご飯

6 べこもち ★ さんが焼き 小鮒の甘露煮 ★ 呉汁 ★ 小あゆの山椒煮

7 豆しとぎ ゆで落花生 笹ずし 厚揚げの煮たの 丁稚羊羹

8 いちご煮 ★ 落花生味噌 やしょうま 麩の辛し和え じゅんじゅん

9 きんかもち 性学もち いなごの佃煮 すこ 赤こんにゃく煮

10 たらの子和え ふうかし いもなます 古たくあんの煮物 しじみ汁

11 なすの赤しそ巻き くじらのたれ 鯉こく 昆布巻き／棒巻き えび豆

12 煮あえっこ いわしのだんご汁 塩いかの酢の物 里芋のころ煮 ★ 鯖そうめん

13 ねりこみ いわしの卯の花漬け 手打ちそば 長寿なます ★ 丁字麩のからしあえ

14 ひっつみ 瓜の鉄砲漬 こねつけ ごんざ／ごんじなます 日野菜漬け

15 干し餅 かき餅 たけのこ汁 にしんすし 打ち豆汁

16 ミズとホヤの水物 からなます ★ 天寄せ 葉ずし 湖魚の天ぷら

17 鮭の飯ずし チッコ豆腐／牛乳豆腐 ★ にらせんべい 葉っぱずし 幸福豆

18 ★ イカメンチ 金山寺みそ のたもち ほうばめし 鯖の棒ずし

19 いなりずし ごんじゅう やたら おろしそば ぜいたく煮

20 かっけ 重箱入りぼたもち／おはぎ えごの酢味噌あえ 雑煮 豆腐田楽

21 がっぱらもち すみつかれ おしぼりうどん はまなみそ 泥亀汁

22 ごまご飯 高津のとり飯 ★ 具だくさん味噌汁　 ぼっかけ おあえ団子

23 じゅね餅 塩漬けタケノコの天ぷら 鮭の粕煮 茶飯 近江牛の味噌漬

24 しょうが味噌おでん 鉄砲巻き 凍み大根のお田植えの煮物 赤かぶらの酢漬け くるみごぼう

25 すしこ てんもんどう しょうゆ豆／しょうゆの実 ★ せいげ しょいめし

26 赤かぶの千枚漬け ばらっぱまんじゅう 半ごろし とびつき団子 白菜のたたみ漬け

27 キャベツとマスの漬物 ヤンゴメ ひたし豆 でっち羊かん はす魚田

28 鮫のすくめ 鶏雑炊 干しかぼちゃのえごま和え 柏餅 ひとかわすし

29 くじら汁 たなばたほうとう おつぼ ビワマス刺身

30 焼きもろこのどろ酢

1 宮城県 ★ おくずかけ 山梨県 ほうとう 新潟県 のっぺ 三重県 てこねずし 奈良県 ★ 柿の葉寿司

2 仙台雑煮 ★ せいだのたまじ いごねり ★ あらめ巻き ★ 奈良のっぺい

3 ほっきめし みみ しょうゆおこわ 伊勢うどん ★ 大和の雑煮

4 ★ へそ大根のにしめ ★ 甘納豆のお赤飯 笹団子 あいまぜ 茶粥

5 ★ はらこ飯 あわびの煮貝 ★ きりざい ★ こけらずし 奈良茶飯

6 ばっけ味噌 ★ 鳥もつ煮 笹寿司 さんまずし いもぼた

7 なす炒り めまき 鮭の焼漬け ふき俵 かしわのすき焼き

8 ずんだ餅 小豆ほうとう ぜんまいの煮物 盆汁 にゅうめん

9 たけのこご飯 おざら ★ かきあえなます いばら餅 飛鳥鍋

10 仙台白菜の漬物 甲州小梅漬 かんずり さめなます 半夏生餅／小麦餅／さなぶり餅

11 はっと汁 枯露柿 車麩の煮物 魚のじふ/魚のすき焼き 葛餅

12 ナメタガレイの煮つけ 吉田のうどん 煮菜 茶粥 蕨餅

13 しそ巻き さんまめし 干し大根漬け 豆腐でんがく かき氷

14 ふすべ餅 やこめ けんさん焼き なれずし 蛸もみうり

15 サンマのすり身汁 あけぼの大豆の枝豆 佐渡の煮しめ のっぺい さんま寿司

16 ホヤの酢の物 あんびん ★ 三角ちまき あほだき 鮎寿司

17 サンマのきがき いもがら入り太巻き寿司 ずいきの酢漬け いわしずし 奈良和え

18 エビ餅 うすやき タレかつ丼 かきまぜ 柿なます

19 笹かまぼこの磯部揚げ おしゃかこごり くじら汁 ガラガラおろし でんがら

20 呉汁 おばく なまぐさこうこ きゅうりの冷や汁 ふき俵

21 どんこ汁 うらじろまんじゅう 冷やし汁みそ仕立て こうなごのくぎ煮 まなめはり

22 きしゃず炒り かつ丼 ふぐの子の粕漬け 雑煮 色ご飯

23 がんづき 茂倉瓜の冷や汁 ふかしなす たこ飯 ずいきの煮もの

24 みょうがの葉焼き じゃがいもとひじきの煮物 へぎそば ★ ないしょ餅／なべ餅 七色お和え

25 柿なます 月の雫 身欠きにしんの糀漬け 野菜の漬物 しきしき

26 あざら 馬刺し あんぼ まんぼう酢味噌あえ 大和まなと薄揚げの煮もの

27 いわなの塩焼き 夕顔のみそ汁 竹の子汁 魚のたたき／なめろう いたどりの煮もの

28 油麩丼 生湯葉 いもみそ ちゃつ あまごの甘露煮

29 いちじくの甘露煮 しょうゆの実 飯ずし 魚の漬物（塩辛） 生節とネギの煮もの

30 いのぶた鍋 赤かぶ漬け 落花生の煮豆 エイの煮こごり

https://www.maff.go.jp/j/keikaku/syokubunka/k_ryouri/search_menu/area/aomori.html
https://www.maff.go.jp/j/keikaku/syokubunka/k_ryouri/search_menu/area/chiba.html
https://www.maff.go.jp/j/keikaku/syokubunka/k_ryouri/search_menu/area/nagano.html
https://www.maff.go.jp/j/keikaku/syokubunka/k_ryouri/search_menu/area/fukui.html
https://www.maff.go.jp/j/keikaku/syokubunka/k_ryouri/search_menu/area/shiga.html
https://www.youtube.com/watch?v=vI1DTiUCVN0
https://www.youtube.com/watch?v=jn6H2QPpRZ0
https://www.youtube.com/watch?v=_ab7FiSC6Ns
https://www.youtube.com/watch?v=fMEmh1Lyj4Y
https://www.youtube.com/watch?v=D7Lh5a-dh1Y
https://www.youtube.com/watch?v=USoLj4DOUD0
https://www.youtube.com/watch?v=gk19bGPsN7A
https://www.youtube.com/watch?v=CISfvMT3QPo
https://www.youtube.com/watch?v=-p381tU0E4M
https://www.youtube.com/watch?v=_3CiIqPYRZU
https://www.youtube.com/watch?v=ayyA_-m4sk4
https://www.youtube.com/watch?v=PJJaa2aCrl4&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=IWHDHJfdKGQ
https://www.youtube.com/watch?v=xW9_MBWSNlg
https://www.youtube.com/watch?v=1nVai5wJFLc
https://www.maff.go.jp/j/keikaku/syokubunka/k_ryouri/search_menu/area/miyagi.html
https://www.youtube.com/watch?v=TcLlV6ekXGM
https://www.maff.go.jp/j/keikaku/syokubunka/k_ryouri/search_menu/area/yamanasi.html
https://www.maff.go.jp/j/keikaku/syokubunka/k_ryouri/search_menu/area/niigata.html
https://www.maff.go.jp/j/keikaku/syokubunka/k_ryouri/search_menu/area/mie.html
https://www.maff.go.jp/j/keikaku/syokubunka/k_ryouri/search_menu/area/nara.html
https://www.youtube.com/watch?v=x2-z2bnKml4
https://www.youtube.com/watch?v=2naHZTxxfl8
https://www.youtube.com/watch?v=9OPY21S9HpY
https://www.youtube.com/watch?v=SXjC6QUVXH4
https://www.youtube.com/watch?v=CCED8xUj1ok
https://www.youtube.com/watch?v=riZNqm5dJOw
https://www.youtube.com/watch?v=gs6JW73J4bc
https://www.youtube.com/watch?v=yc9btOqNtEo
https://www.youtube.com/watch?v=8t9IUVe-xlw
https://www.youtube.com/watch?v=-9P-PzUXSig
https://www.youtube.com/watch?v=aJxH6hlzaCg
https://www.youtube.com/watch?v=S3TD4KF2_tw
https://www.youtube.com/watch?v=ktgf9bcYxNg
https://www.youtube.com/watch?v=NO_ftLQUPKY


令和２年度郷土料理一覧（計４９２品目）・・・都道府県名を押す（クリックする）と各県の郷土料理一覧のページへ飛びます。
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No. 都道府県 品目 都道府県 品目 都道府県 品目 都道府県 品目 都道府県 品目

1 和歌山県 ★ おかいさん／茶がゆ 香川県 ★ あんもち雑煮 福岡県 ぬかみそ炊き 宮崎県 煮しめ

2 ★ めはりずし しょうゆ豆 ★ がめ煮 ★ チキン南蛮

3 金山寺味噌 しっぽくうどん ★ 博多雑煮 魚ずし

4 尾の身の刺身 押し抜きずし 若鶏の水炊き ふたたびだんご

5 さんまずし なすそうめん おきゅうと めひかりの唐揚げ

6 ごま豆腐 ★ まんばのけんちゃん かしわめし 歳とり膳／年取り膳／年越し料理

7 なれずし いりこ飯 あちゃら漬け 菜豆腐

8 いがみの煮付け てっぱい 博多の胡麻鯖 かっぽ鶏

9 うつぼ料理／うつぼの佃煮 アジの三杯 にぐい そまげ

10 梅干し いもたこ ふなやき 稗ずーしー／稗がゆ	

11 柿の葉寿司 ばらずし ★ かぼちゃのだんご汁 とうきびめし

12 かきまでご飯 打ち込み汁 あぶってかも ★ 冷や汁

13 ★ かきまぶり カンカンずし がめの葉饅頭 ★ 千切り大根（切り干し大根）のまだか漬け

14 こけら寿司 はげ団子 いも饅頭 ぬた芋

15 しらす丼 うずまきもち 酢もち お茶の葉天ぷら

16 みかん餅 えびみそ汁 せんぶきまげ ざぶ汁

17 いのこ餅 かきまぜ 鶏肉のすき焼き とりめし

18 いももち こんにゃくの白和え 瀬高の高菜漬け 日向黒皮かぼちゃの煮物

19 うずみ こんにゃくのはちはい とうへい鍋 れんこんのすり流し汁／れんこんのごりごり汁

20 豆ごはん さわさわ のうさば がね

21 ゴンバチの油炒め 島の茶粥 みとり饅頭 いりこもち

22 しょうが飯 鯛そうめん ゆずごしょう 地鶏の味噌ころばかし

23 太刀魚料理／太刀魚寿司 たくあんのきんぴら あまぎのかわたけ 酢のしゅい

24 はたごんぼずし わりご弁当 くつぞこの煮つけ せりのよごし

25 ぼうり 年明けうどん えびざっこ 七とこずし

26 わかめずし どじょう汁 べたもち めの餅あられ

27 わさびずし ★ おちらしあめ 柳川なべ おび天

28 わけぎあえ やまごんにゃくの刺身 かに巻き汁

29 さつま エツの南蛮漬け ねりくり／ねったぼ／芋もち

30 もっそうめし かます寿司 つわぶきの油炒め

1 鳥取県 ★ いぎす 愛媛県 ★ 鯛めし 熊本県 ★ からし蓮根

2 ★ いただき ★ さつま だご汁　　

3 小豆雑煮 いもたき 焼鮎の甘露煮

4 大山おこわ いぎす豆腐 いきなり団子

5 柿の葉寿司 せんざんき がね揚げ

6 ★ どんどろけ飯 法楽焼 南関あげ巻き寿司

7 らっきょう漬け 緋の蕪漬／緋のかぶ漬 ★ つぼん汁

8 とうふちくわ いずみや 阿蘇高菜漬け

9 いもぼた 鯛そうめん 赤ど漬け

10 こも豆腐 たこ飯 寒漬け

11 栃餅 ふかの湯ざらし このしろの姿寿司

12 親ガニのみそ汁 ふくめん 豆腐の味噌漬け

13 アカガレイの子まぶり ★ 松山鮓 馬刺し

14 あごちくわ 石花汁 ぶたあえ

15 いがい飯 今治焼き鳥 巻柿

16 スルメの麹漬け 味噌汁（麦味噌） まぜ飯

17 板わかめ えび天 たこ飯

18 いわし団子 かんころ かすよせ

19 おいり きじ肉と切り干し大根の混ぜご飯 こっぱもち

20 がんちゃ汁 じゃこ天 シャクの天ぷら

21 じゃぶ しょうゆめし 鯛そうめん

22 そら豆の粉吹き 太刀魚巻／太刀巻 山するめのきんぴら

23 ハタハタ寿司／しろはた寿司 タルト 太平燕

24 もさえびの刺身 ぼて茶 とじこ豆／豆菓子

25 焼き鯖の煮付け みかんずし 馬肉蕎麦

26 呉和え／なすのずんだ和え ★ 一文字のぐるぐる

27 若桜のおやき 蛇腹大根（房切り大根）の煮物

28 骨かじり

29 柚餅子

30

https://www.maff.go.jp/j/keikaku/syokubunka/k_ryouri/search_menu/area/wakayama.html
https://www.youtube.com/watch?v=0wzarVQ9pQ4
https://www.maff.go.jp/j/keikaku/syokubunka/k_ryouri/search_menu/area/kagawa.html
https://www.youtube.com/watch?v=7lg68eWN-ug&t=1s
https://www.maff.go.jp/j/keikaku/syokubunka/k_ryouri/search_menu/area/fukuoka.html
https://www.maff.go.jp/j/keikaku/syokubunka/k_ryouri/search_menu/area/miyazaki.html
https://www.youtube.com/watch?v=NJ1bUJ2NZB0
https://www.youtube.com/watch?v=WNK9ZuCHUow
https://www.youtube.com/watch?v=-h3Jfh8-bbU&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=Xxb_nWE9y5o&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=kbdLOdtXZ_M
https://www.youtube.com/watch?v=CXnPykQEUpo
https://www.youtube.com/watch?v=eNMX-NTfSPo
https://www.youtube.com/watch?v=yYnASI6_WGg
https://www.youtube.com/watch?v=4ko5_PSkAY0
https://www.youtube.com/watch?v=ALiLL4fdMNY
https://www.maff.go.jp/j/keikaku/syokubunka/k_ryouri/search_menu/area/tottori.html
https://www.youtube.com/watch?v=U5rHUzS-DVE
https://www.maff.go.jp/j/keikaku/syokubunka/k_ryouri/search_menu/area/ehime.html
https://www.youtube.com/watch?v=UoP4y5aCQ3U
https://www.maff.go.jp/j/keikaku/syokubunka/k_ryouri/search_menu/area/kumamoto.html
https://www.youtube.com/watch?v=5nafT1c8Ew8
https://www.youtube.com/watch?v=p64qL2Mtss4
https://www.youtube.com/watch?v=CNH8VQkUXUw
https://www.youtube.com/watch?v=JU4Mbgl-pEY
https://www.youtube.com/watch?v=Zt3__m62nBA
https://www.youtube.com/watch?v=rVhpUksADAo
https://www.youtube.com/watch?v=Kc994O3vuqY

