
男の食彩　NHK　ごちそう讃歌

2001 6 1 からし明太子 福岡
8 水なすのぬか漬け 大阪 貝塚市
15 ますの寿司 富山市
22 ういろう 山口市
29 うにの貝焼き 福島 いわき市

2001 7 6 ナチュラルチーズ 長野 大鹿村
13 国産紅茶 鹿児島 鹿屋市
20 かつおの生節 三重 尾鷲市

2001 9 7 和三盆 香川 引田町
14 はんぺん 東京 築地
21 エメンタールチーズ 島根 木次町
28 ちんすこう 沖縄 那覇市

2001 10 5 しば漬け 京都 大原
12 あゆのしぶうるか 岐阜 美濃市
19 地ビール 北海道 北見市
26 メンマ 台湾 大埔

2001 11 2 ほいろ昆布 大阪
9 車麩 山形 東根市
16 せんべい汁 青森 八戸
23 浜納豆 静岡 浜松市
30 三徳豆腐 鳥取 三朝町

2001 12 7 XO醤 香港
14 エッグタルト 香港
21 うなぎ茶漬け 福岡 北九州

2002 1 4 ナチュラルチーズ 北海道 大樹町
11 カステラ 長崎市
18 佃煮 茨城 土浦市
25 いしる 石川 奥能登

2002 2 1 焼酎 宮崎 高鍋町
8 駄菓子 盛岡市
15 古代塩 広島 浦刈町
22 かまぼこ 高知 赤岡町

2002 3 1 氷餅 長野 諏訪
8 くず 福井 上中町

2002 4 5 甘酒 東京 神田
12 米酢 京都 宮津市
19 こうなごの天日干し 愛知 南知多町
26 いなりずし 東京 人形町

2002 5 10 しょうゆ 千葉 富津市
17 太平燕 熊本市
24 かつお節 鹿児島 枕崎市
31 桜えび 静岡 由比町

2002 6 7 たたみいわし 神奈川 鎌倉
14 かしわめし 福岡 北九州
21 パン 栃木 日光市
28 アイスクリーム 北海道 小樽市

2002 7 5 ぬか床 福岡市
12 和菓子 金沢市
19 玉露 京都 京田辺市
26 生ハム 長野 安曇村

2002 8 2 チーズ 千葉 睦沢町
9 あごちくわ 鳥取県東部

放送時間　教育テレビ金曜日　午後8：00-8：45
総合テレビ月曜日　午前9：30-9：55（再放送）
教育テレビ金曜日　午前5：35-6：00（再放送）



2002 9 6 須古ずし 佐賀 白石町
13 塩粒うに 北海道 稚内市
20 きじ肉 愛媛 広見町
27 こんにゃく 兵庫 和田山町

2002 10 4 ほやの塩辛 宮城 女川町
11 月餅 横浜 中華街
18 水あめ 岩手 浄法寺町
25 あじめずし 岐阜 小坂町

2002 11 1 餃子 中国 西安
8 羊肉料理 中国 西安
15 きりたんぽ 秋田 大館市
22 備前ばらずし 岡山市
29 かきもち 滋賀県 志賀町

2002 12 6 塩いくら 北海道 標津町
13 とちもち 広島 戸河内町
20 巻柿 大分 耶馬湊町

2003 1 10 しょうゆ豆 香川
17 にしんのさんしょう漬け 福島 会津若松市
24 水炊き 福岡
31 はばのり 三重 尾鷲市

2003 2 7 白みそ 京都 亀岡市
14 こいの甘露煮 長野 佐久市
21 凍みこんにゃく 茨城 水府村
28 島原そうめん 長崎 西有家町

2003 3 7 くちこ 石川 七尾
14 くぢらもち 山形 新庄市


