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フィールドワークを得意とし、現在は特に照葉樹林における種多様性調査を行っている。
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「食事する」ということ

　先に土井さんの『一汁一菜でよいという提案』を紹介しましたから、そ

の中に紹介されている「お食事」のことを書きます。

　「事」とはどういうものなのでしょうか。日本には、神事の一環として「事

始」というものがあり、年神と田の神それぞれのコトノカミのための「事始」

を行います。人間生活にまつわる田の神の事始には、「御事汁」という根

菜類に小豆の入ったお澄ましを頂く習慣があり、事納には「針供養」といっ

て、一年間縫い物に使ってきた針を、豆腐や蒟蒻に刺して奉納するという

習慣があります。

　「神事」「仏事」などというように、超越的な精神世界に対して、日本人

は「事」という文字を使うのかもしれませんが、「食事」も「食べること」

だけではなく、日本が古来より信仰してきた自然に対する、そのすべてに

まつわる営みであると理解し、捉えることは重要かもしれません。

　【図１】は土井さんが示したものです。「「食べる」ことは「食事」とい

う営みの中にあることで、単に食べることだけが「食事」」ではなく、「食

エッセイ

君たちはどう食べるか
〜食事と人文学をめぐる思索〜

竹内太郎 九州大学大学院地球社会統合科学府　地球社会統合科学専攻　博士後期課程
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べるための行為のすべてを「食事」」

というのだと土井さんは説明してい

ます。
1

「買い物をする」ということ

は、旬を知り、食材を選ぶ目を育て

ること。「下ごしらえする・調理す

る」は、仕事の手際、効率のよさを

磨くということ。「お料理」は、そ

の美意識を磨き、きれいにすること

を学ぶこと。「食べる」は、食材や

生産者への感謝、食卓を囲むことで

幸福感を得ること。「片付けする」は、

道具への感謝や清潔にすることで次

のお料理への気持ちをつなぐこと。

そのように、人間が生きるためのあ

らゆるエッセンスが詰まっているよ

うに思えます。「食事」を淡々とこ

なすという作業によって得る、気配

りや先見性、効率のよさなど、人間

社会で必要と思われることを学ぶ作

業でもあると思います。

　人をご飯に誘うときに、「食事に

行きませんか」と声をかけるもので

すが、その場合の「食事」は「食べ

る」だけを行っていることになりま

す。普段家では食べられないような

ものを、気のおけない仲間と外で頂

く時間はとても楽しいものですが、

こればかりに頼るのは豊かな生活と

言えないと思います。最近では SNS

1　土井善晴『一汁一菜でよいという提案』p.36

を開けばすぐに、きれいに写真に撮られた、どこかのお店の洒落た料理の

写真が常にアップされてきます。たまに「この人、毎日これを食べて、苦

しくないのかな」と思ってしまうこともしばしばあります。土井さんも書

いていますが、「世の中はまさにオイシイッブーム」で、「大都会のオイシ

イッは、刺激の強い外食の味が基準となった」というように、「おいしい」

が一人歩きして、暴走しているように思えるのです。
2

「人生とは、食べる

ために人と関わり、働き、料理して、食べさせ、伝え（教育）、家族を育て、

命をつなぐことです」。
3

わたくしは土井さんの言葉の通りだと思っていま

す。

「おいしいはなし」

　このように、「おいしい」の暴走は、食べる側の「おいしい」だけが優

先され、「おいしい」のバランス、「食文化」の綻びにも関わる問題だと感

じます。「食通」と呼ばれる人がいますが、ただの食べるだけの専門家で、

おいしいお店を知っている人のことを指すのであれば、その人は「食通」

とは呼べないと思います。たとえ、外で食事を頂くにしても、わたくしは

そのお店や提供されるお料理に、どのようなストーリーや作り手の想いが

詰まっているのか、そういうことに興味があります。

　「おいしい話にはウラがある」というように、おいしいものの「素敵な

裏側」を覗いてみたいという気持ちから、「おいしいはなし」というトー

クイベントを開催することにしました。

　第一回は、地元密着でおいしいものを製造・販売している方々として、

福岡県飯塚市の老舗乾物店「わた惣」の駒山晃さんと北九州市のアイスク

リーム店「雪文」の池田興平さんをお呼びしました。

　「わた惣」は 150 年以上続く老舗で、とても品質のよい乾物だけでなく、

自社のプロデュース商品も合わせると約 7,000 点の全国のおいしいもの

2　土井善晴『おいしいもののまわり』p.3

3　土井善晴『一汁一菜でよいという提案』p.37

図１  土井善晴『一汁一菜でよい

という提案』p.37
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を扱っている食のセレクトショップです。先代が絵の好きな方で、商品パッ

ケージやお店の内装の提灯までデザインされていて、とても居心地のよい

空間になっています。「わた惣」のお店のキャッチコピーが、「どこにでも

ある　どこにでもない」で、わたくしはこの言葉に強く惹かれています。

英語に直すと ‘Normal but Special’ ですが、これは「おいしいはなし」の

副題として使用させて頂いています。土井さんの言う家庭料理の世界は、

まさにこの「どこにでもある　どこにでもない」だと思うのです。例えば、

同じ「煮物」という「どこにでもある」（normal）料理でも、家庭によっ

て作り方、味付け、具材が違っていて、さらにそれが代々受け継がれつつ

も変化していくストーリーを含んでいると考えると、「どこにでもない」

（special）ものだということです。しかし、家庭料理が受け継がれなくなっ

ていくことにより、「どこにでもある」だけが存在し、その中に本来はあ

るはずの、最も尊い「どこにでもない」が失われていくことは、寂しい気

がしてなりません。

　また駒山さんの話のなかには、文学を考えるときにもとても重要な部分

がありました。「おいしいものにはエロス（官能美）がある」と駒山さん

は言います。「艶」という表現もされていました。「つや」、「えん」また「あ

で」と読むことができます。お寿司の艶やかな姿やお肉の脂身など、人々

が「おいしい」と感じるものには、視覚的な官能美がある、というのです。

実はこれは、とても重要な文学的視点を含んでいるのです。人間世界を描

いた文学では、男女の姿が描かれることはよくあることですが、そこには

程度の差こそあれ、印象的な女性や人を惑わす女性の存在があります。こ

れを、「ファム・ファタール」（Femme Fatale）と呼びます。日本の小説

では、谷崎潤一郎『痴人の愛』のナオミなどがよくその例として挙げられ

ます。ヨーロッパ小説ではよく登場する「娼婦」などもその類でしょう。

　何が言いたいのかというと、こういった「ファム・ファタール」的なお

料理は「ハレ」の日のものであって、毎日これを食べるような生活を続け

ると、男女問わず「破滅」に近い状態に陥るということです。自分の帰る

場所としての「家庭料理」と、たまに頂く刺激的な「おいしい」を堪能す

ることのバランスを上手に保って、豊かな食生活を送りたいものです。

　強烈な「おいしい」の中のひとつに甘いものがあります。その中でも、

特に人気があるのがアイスクリームです。その新しい可能性を地元密着で

発信しているのが「雪文」の池田さんです。まだ、できて 10 年ちょっと

のお店ですが、休日にはお店に行列ができ、ネット販売のお取り寄せ数も

かなりの数を誇る人気店です。このお店に出会ったのは、8 年前ぐらいで

すが、これまで食べたこともない、ふわふわの素材の味を活かしたアイス

クリームにびっくりしたことを覚えています。ミルクやラムレーズンなど

の定番品のほかに、わたくしが経験した中では、「レモン山椒」や「じゃ

がバター」など、独特のフレーバーが並んでいます。アイスクリームの味

だけではなく、雪文もまた、商品パッケージやお店に散らばった独特のデ

ザインが人気を集める秘訣だと感じています。

　池田さんは様々な面白い試みをされていて、その中でもわたくしが気に

入っているのが、四葉のクローバーとアイスクリームを交換する試みです。

「僕のやっていることはダサいから、誰も真似しない」と謙遜して池田さ

んは言いますが、その試みの素敵なところは、「四葉を探し始めた時から、

僕の作るアイスがその人のストーリーの中に存在することが嬉しい」とい

うところです。カップアイスにも、それぞれの不思議なかわいいキャラク

ターが描いてあり、わたくしの母親はそれを洗って保存しているのです

が、その話を池田さんにすると、そうやって「絵」をつけることで、食べ

た後もアイスクリームのストーリーが続いていくのは幸せだと仰っていま

した。

　ここで重要なのが、「ストーリー」ということだと思います。先ほど、

家庭料理の「ストーリー」のことを少し書きましたが、それぞれの人が頭

で考え、悩み生み出したもの、またそれを受け継ごうとするときには「ス

トーリー」が必ずしもあるのです。我々が、よいものを購入するときは、

その「ストーリー」にお金を払っていると言っても過言ではないでしょう。

　池田さんの考え方に共鳴している部分は、他にもあります。池田さん

は、アイスクリームよりも手軽に作ることができ、単価も安いアイスキャ

ンデーをハンディキャップをもつ人々と一緒に作りたいというビジョンを

語ってくださいました。現在、ハンディキャップをもつ人々がパンや焼き
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菓子などを作って販売するという福祉施設をよく目にしますが、そういっ

た商品はどれだけ美味しくてもロスが出てしまいます。しかし、アイスク

リームのよいところは、賞味期限がなく、彼らの作ったものが捨てられず

に売られて、さらに「アイス」というとだいたいの人が笑顔になると池田

さんは言います。また、アイスキャンデーの設備はそれほど大変なもので

はないので、ハンディキャップをもつ人々だけではなく、離島や過疎地域

でも、そこの作物などを活かしたものを作っていきたいというビジョンも

持っています。

　第一回「おいしいはなし」は、実験的なもので、学生を対象とした小さ

なものだったのですが、いずれまた多くの人たちにも聞いて頂きたいと

思っています。

　それを引き継ぐかたちで、第二回「おいしいはなし」はとても大規模な

ものを仕掛けてみました。登壇者は、何度も名前が出ていますが、料理研

究家の土井善晴さん、それから比良松准教授も大学生向けに行っている「弁

当の日」の考案者で、元小中学校校長の竹下和男さんです。立場も経歴も

違うお二人が、なぜ対談するのかという疑問が、きっと湧いてくるはずで

すが、「台所に立つ人を育て、日本の食卓を守る」という根底の部分は繋がっ

ているのではないかと思い、対談を組んでみました。

　土井さんのことは前に詳しく書きましたので、ここでは割愛しますが、

竹下さんの子どもが作る「弁当の日」は、香川県の小学校で始まり、現在

では全国で　校までその取り組みが広がっています。「人は置かれた環境

に適応する」と竹下さんは繰り返し説きます。愛のない食事を与え続けら

れた子ども（与えることさえしてもらえなかった子ども）は、同じように

自分の子どもにもそのように接します。そうやって、置かれた環境に適応

した人々は、ずっと同じことを繰り返していくのです。竹下さんの「弁当

の日」は、その「負の連鎖」を断ち切るための、優しい剣であるといえる

でしょう。弁当作りを通して、料理の手際だけでなく、家族とのつながり、

社会の成り立ちも実感することのできる「弁当の日」ですが、わたくしは

これをまっとうな「個性教育」であると考えています。

　どうしても「個性」が伸ばしにくく、また子どもたちがまっすぐに自分

たちの個性を表現することの難しい昨今の公教育において、「弁当」はそ

れを自由に表現するキャンバスであるといえるでしょう。竹下さんのスラ

イドには、鍋ごとパエリアを持ってくる子やござを敷いて仲間と食べる子

など、各々の「弁当の日」を楽しんでいる子どもたちの笑顔で溢れています。

　それから、「弁当の日」デビューの子の隣で一年生の子がその弁当を食

い入るように見て、その子がデビューしたときにさらにまた一年生の子が

それを見る、という定番の写真があるのですが、これこそが料理を次の世

代に伝えていくヒントだと思っています。料理をするという行動は、本来

生きるために必要な行動であり、人間が大昔から行ってきた本能的行動で

す。それを幼い時期に見せつけられた子どもは、きっと作ることに興味を

持ち、少しずつ台所に立ったり、食材を扱ったりすることでしょう。大人

が子どもに愛情たっぷりの料理を作ることと同様に、子どもが自発的に料

理をする環境が整っていることはきっと大切なことだと思います。勉強や

スポーツ、習い事を一生懸命することもよいですが、まずは生きることの

基本である「食」を子どもの頃から身近に感じられるような環境づくりは、

間違いなく大人の使命だと感じています。

　この「おいしいはなし」の来場者は約 250 人、若いお母さん世代から

ご年配の方まで男女問わずたくさんの方にお越しいただきました。土井さ

んの心温まる口調で「一汁一菜」や日本のご飯の美味しさを聞き、自分た

ちもやってみようと勇気づけられたあとに、竹下さんの「弁当の日」と現

在の子どもを取り巻く食環境の話で衝撃を与えられ、最後は九州大学の基

幹教育で行われている比良松准教授の「自炊塾」の話で終わるという、と

ても濃密度の高いイベントとなりました。

　昼食では、実際に来場者の皆さんによる、一品持ち寄り「弁当の日」を

行い、おいしい時間を共有しました。この日のために、親しくしている有

機農家さんが野菜を売ってくださったり、前回の「おいしいはなし」のお

二人の繋がりとして、わた惣の「ゆず柿」という高級和菓子を使ったオリ

ジナルアイスクリームを雪文の池田さんが作成してくださったりと、「お

いしいはなし」はこれまでできたご縁でずっと繋がっていくという我々の

想いをかたちにして示すこともできてよかったと思っています。
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　「おいしいはなし」の記述はまだこの後も続くのですが、今回は最後に、

第三回「おいしいはなし」のゲストの一人である竹内太郎さんのことをす

こし書いておきたいと思います。竹内さんは、高知県仁淀川町という、山

の中にある美しい川が流れる町で、「摘み草ブレンドティー」を作ってい

る方です。もとは高知市出身で大学と社会人時代を京都で経験されていま

す。そんな竹内さんが、最初は何をしようと考えたわけでもなく、山あい

の町に移り住んで出会ったのが、一種の「どこにでもある　どこにでもな

い」でした。

　もともと、茶の産地だった、仁淀川周辺でしたが、近年ではお茶の生産

が減り、自分たちで飲むためのお茶を作る程度になりました。この地域に

は綺麗な空気の中、山野草を摘み取りお茶にする習慣が根強く残っていま

した。「道の駅」のような直売所では、地元の人が出品している、どくだ

みやいちょうなどを乾燥させた野草茶は時々見かけますが、この地域に

行って気づくことは、その種類と量の豊富なことです。それほど、山野草

はこの地域の人びとにとってかけがえのないものなのでしょう。

　そこに移り住んだ竹内さんは、その野草茶の美味しさに惹かれ、約１年

かけて、絶妙なバランスのブレンドティーをいくつか生み出しました。そ

して、「tre tre（トレトレ）」という会社を興しました。

　わたくしが竹内さんのお考えに共感し、惹かれたのは、ただそのお茶が

本当に美味しかったというだけではありません。竹内さんは、「ハッパカ

イギ」というものを企画し、昔からその地域に住んでいる人びとの知恵や

アイディアを取り入れることをしています。つまり、竹内さんのお茶は、

彼だけではなく、地域の人びとと作っていくという想いがそこにはあるわ

けです。普段、何気なく口にしていた「当たり前」が、実は多くの人びと

を笑顔にするということに気づき、自分たちもその手助けをしているとい

うことを実感した地域の人びとの喜びは大きいものだと想像します。竹内

さんの考え方や働き方には、小さな町でそこの人びとが自信をもって、元

気に暮らしていけるためのヒントが詰まっていると思うのです。

　竹内さんのお話しで、特に興味深かったのが、「京都のお料理やさんで

は旬を追いかけるけど、仁淀では旬が追いかけてくるんです」というお話

です。同じようなことを、土井さんも言います。「料理屋の仕事というのは、

お客様を喜ばせることです。季節を先取りして、初物があれば献立の中に

忍ばせて、季節の移ろいをお客様に知らせます」。
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たしかに都市の利便性

やものの多様性は、かなり魅力的で、わたくしもその恩恵に与かることは

多々あります。しかし、「田舎には何もないから」とため息をつきがちな

人は、「旬」を探してみることです。これまで気がつかなかったことや素

敵なものは、街と変わらないくらいに自然の中にあるのですから。

（つづきます）
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