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指導教授の劉先生、非物質文化遺産研究センター長の康

界工場」と呼ばれる東莞市も、2012 年までに外来農民

も機能が多様化し、設えも大きく変化してきたのである。

期の台所の近代化には、建築関係者に限らず家政学関係

先生、及びチューターなどのお蔭で、現地調査と文献資

工数が当地人口数の 3 倍余となって、523.46 万人となっ

こうした台所の近代化に関する先行研究は、主として現

者が深く関係したことに注目し、家政書から読み取れる

料の収集もうまくいった。

た都市である。したがって、今回の調査は広東省の広州

象的な観察の中での議論に限られており、変容の要因や

台所改良論を中心として、衛生論や能率論などの理論が
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広州市は珠江デルタにおける最大の都市として、30

市と東莞市を選んだ。
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