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暖をとるための、明かりを得るための、調理をするための火。

生命あるかのごとく常に姿を変える火のそばに、不思議と人は集まります。

火は大変便利である―方、扱いを閏違えれば、

火傷や火事につながる危険も伴います。

近年、すべての熱源を電気に変える「オール電化」が加速しています。

火のない暮らしは、果たして「安全、便利、環境に良し」なのでしょうか。

学校給食、家庭での料理、地震時の避難所生活から、

火のある暮らしについて考えてみました。

担当=中村文美 イラスト=上田隆

屋妻ラャーナjL 1 1



齢
食
各
昼

1921年の開校以来、自由学園では、昼食の献立や調理は父母や子どもたちがつくる。食卓

に上がるキャベツ、キュウリ、ニンジンなどの野菜の―部は、子どもたちが校内の畑で栽培した

ものだ。創立者の「食の営みにかかわることは人間教育には不可欠なもの」という信念を重

んじ、食の学びを深めている。

吟;雪rI及{じ采Ъ乳[手1
自由学園初等部の全学科約270人

が、食堂に集まり、1年 生から6年 生

までが縦割りの「家族」に分かれて食

卓を囲む。初等部の昼食づくりは、全

生徒の親が交替で行い、月1度の割合

で担当する。昼食を担当したお母さん

から献立の説明が終わると、祈りを捧

げて、ランチルームはにわかににぎや

かになった。

東京都東久留米市の住宅地に位置

し、幼稚園から大学までの一貫教育

を行う自由学園。武蔵野の面影を色

濃 く残す 3万 坪のキャンパスには、

幼児生活団 (幼稚園)、初等部 (小学

校)、中等部(中学校)、高等部(高校)、

最高学府 (大学)が揃う。各学年 1ク

東京 池袋にある 「自由学FI明日館J(1997年国の重要文化財)は 、現在、動態保存 (使いなが ら保存)さ れている。7月18日は、

夜間見学特別企画 として、ペペ円代 さんによるギター演奏会が開かれたほか、職員によるガイ ドツアーも実施された。写真右は

食堂。外光を巧みに取 り込み、幾何学的な装節を用いて変化を富 ませた内部空Hlは、ライ ト建築の特徴をよく表している
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自由学園

の学びを続けて87年

部の食堂は学舎の中心

食は父母、生徒がつくる自…薩爾1正 [1ヽ

2事 務室 (受付)

3健 康管理ヽ

4食 糧部

560月 年記念講t

初等部

6第 ―校合

7教 師室

8集 会室

9食 堂 (東京都選定歴史1製 造物)

10第 二校舎

11第 二校舎

12体 育館

13選 動場

14羽 仁両先生記念図書館

15温 室 畑

女子部

16大 芝生

17体 操館 (東京都選定歴史的建造物)

18教 師室

19学 日長室

20委 員室

21講 堂(東京都選定歴史的建造物)

22理 科室

23校 舎

24食 堂(東京都選定歴史17製造物)

25生 活創作館

2660周年記念体育館

27テ ニスコート

男子部

28教 師室

29校 舎

30羽 仁吉 先生記念ホール

31体 育館(束京都選定歴史的建造物)

32本 工室

33理 瀦室 コンビューター室

34委 員室 音楽室

35グ ラウンド

36ク ラブハウス

37施 設管理室

蒸躾
暉

ラス。全校生徒は合わせて千人を少

し超える程度だ。

年々都市化が進む束久留米市だ

が、学園内には、小川が流れ、樹齢100

年に近いケヤキや赤松をはじめ、シ

デ、カシ、ナラ、もみじ、竹など、武蔵

野の自然が残されている。初等部の

校合は現在、束京都にある唯一の木

造小学校校舎。1930年(昭和 5)竣 工

だが、手入れが行き届き、何ら傷みは

見られない。

正面入口には門扉がなく、学校名

も見当たらない。敷地の奥に校舎が

あるため、正面入口から見えるのは

開放的で手入れが行き届いた樹木や

植栽。学園とは知らず、公園と間違え

てキャンパス内に入ってしまう人も

多数いるようだ。

生活が教育である

自由学園は一組の夫婦によって創立

された。羽仁 もと子 ・吉一である。と

もに報知新聞 (読売新 聞の前身)の

出身だが、もと子 (1873-1957)は、日

本初の女性新 聞記者 として知 られ

る。「～であるべ きだ」と記者の目線

で書かれた国家論がジャーナリズム

とされる中、もと子は日本で初めて

のインタビュー記事 を世に発表 し、

新聞界に衝撃を与えた。一方、羽仁吉

一 (1880-1955)は、報知新聞社に入社

後、若 くして編集長に就任。2人 は互

いに惹かれ合 うが、社内結婚が認め

られていなかったため、二人は退社

し、婦人之友社を設立 した。

「生活 を愛する気持ちとよい家庭

がよい社会をつ くる」を信念に、1903

年(明治36)、雑誌『家族之友』(『婦人之

友』の前身)を創刊。翌年には、家計簿

を考案 して、雑誌の中で紹介するな

ど、日本の家庭の合理化や近代化に向

けた啓蒙活動に心血を注いだ。日本が

軍国化するにつれて、自由主義、民主

主義を追求した羽仁夫妻の思想は、知

識層から一般庶民までの圧倒的な支

持を受け、1930年(昭和 5)に は、雑誌

の愛読者たちによって、「全国友の会J

が誕生した。
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暖をとるための、明かりを得るための、調理をするための火。

生命あるかのごとく常に姿を変える火のそばに、不思議と人は集まります。

火は大変便利である―方、扱いを間違えれば、

火傷や火事につながる危険も伴います。

近年、すべての熱源を電気に変える 「オール電化」が加速しています。

火のない暮らしは、果たして 「安全、便利、環境に良し」なのでしょうか。

学校給食、家庭での料理、地震時の避難所生活から、

火のある暮らしについて考えてみました。

担当=中 村文美 イラスト=上 田隆

EヨラャーナリL 1 1



39食 事 ll:究グループ販売室

40東 天寮 (男子)

41幼 児生活団園舎

42清 風無 女子)

43羽 仁先生記念館 1日事務室

最高学府

44学 部校会

45ロ ッカー室

46理 科室

47実 習棟

48第 二特号じ教ギ (美術室 工芸研究所)

"光
風寮

ジャーナリス トの二人が、なぜ、自

由学園の創立に至ったのか。それは、

娘が通う小学校での画一的な詰め込

み教育が発端とされている。詰め込

まれる知識も実生活には役に立たな

いものだったため、娘が女学校に進

学する際、羽仁夫婦は自分たちで理

想的な学校をつ くろうと決心 した。

校舎の設計は友人の建築家遠藤新に

依頼すると、遠藤は帝国ホテルの設

計監督に来日していた恩師のF・L・

ライ トを引き合わせた。ライ トは羽

仁夫婦の教育理念に賛同し、校舎の

設計を引き受けた。

『婦人之友』で生徒募集をかけると

26名の女生徒が集まり、1921年(大正

10)、東京 ・池袋に開校した。学校名は

新約聖書の「真理は汝らに自由を得

さすべし」から、「自由学園Jと名づけ

られた。生徒は検事、弁護十、学者と

社会的階層の高い子息が多 く、子ど

もたちに理想の学校について尋ねる

と、「用務員のいない学校。自分のこ

とは自分でしたい」と答えたという.

もと子は、普段の生活の中に学ぶ

ことがあると、多くの不便をあえて

取 り入れ、手づくりを大事にした。キ

リスト教を基調とし、自労自治の生活

を通じた少人数教育は、大正デモクラ

シー期における自由教育運動の象徴

となった。

26人の子どもたちは5つ のグルー

プに分けられ「家族」と呼ばれた。今

も学内の行事や掃除などのすべてを

『家族』単位で行い、互いの長所や短

所を知ることで協力しあう。

さらに、生徒たちが持参する弁当

が昼には冷めてしまっていることに

気づいたもと7・は、子どもたちに、温

かい食事を食べさせたいと、開校の翌

日から、昼食を生徒たちが交代でつく

ることを始めた。午前中から食事当番

上 1女 子部食堂 (束京都選定歴 史的建造物).o5ヘ クタールの芝生は高等

T11年 生が、芝メJり、草取 りな どを行 う一方、芝生に集 まる生物の生態に

ついて も学ぶ 下 1初 等部食堂 (東京都選定歴史的建造物).手 入れの行

き届いた木造校舎やll●栽を見て、学図を訪れた人は、|ト トロの世界みたいJ

と感嘆するそうだ

が厨房に立ち、全員の食事を自分たち

でつ くるスタイルは、「家族」市U度同様

に、現在でも引き継がれている。

羽仁夫妻は池袋の校舎ではいず

れ手狭になることを予想し、北多摩郡

久留米村に約10万坪の敷地を買った。

7万 坪を分譲し、その資金で新校舎を

建設。19鈍年、池袋か ら学校を移転さ

せ、翌年には男子部を開校。その後、幼

児生活団 (1939年)、最高学府 (1949年)

と、現在の学園スタイルが完成した。

自由学園の教育の標語は「思想 し

厨房に人る生徒たちは、自衣、帽子、マスクを着用。野菜 を切る係、鮭を油で揚げる係、ご飯 を籠で炊 く係 と手際 よく・lIむ
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つつ 生活 しつつ 祈 りつつ」。学科

の勉強も実生活の運営 も、一 日24時

間の生活すべてが勉強であると「生

活即教育Jを創立以来継承 している。

中でも、生活の基本に位置づけられ

ている「食」か ら、多 くのことを学ぶ

スタイルを持ち続けている。

各部の食堂がいずれもキャンパス

の中央に位置していることも特長だ。

これは日々教師と生徒が食事を共に

する時問と空間を、人間教育の大切な

機会ととらえ、昼食は部ごとに全員が

一同に会してテーブルを囲む。

さらに、「教育は家庭 と学校が協力

して行 うものJと いう考え方にもと

づ き、初等部、男子部の昼食は、東京

近郊に住む父母が交代でつ くる。初

等部では、担当になった 8人 の父母

と栄養± 1人 、計 9名 が朝 8時 に集

合 し、約270食の昼食をつ くり、一緒

に昼食をとる。

「食事当番に懸念を示す父母 も見

られますが、東京都の小学校の半分

はお弁当。毎 日のお弁当づ くりを思

えば、月 1度 の食事づ くりはかえっ

て効率的ではないでしようか。親の

ほとんどが共働 きで、時間調整は難

しいと思いますが、食事当番のすベ

ては学校ではな く、親同士で連絡 ・

調整されています。学校教育への関

4 1 理妻ブ十―ナリL

左上 1初等部。食べ残 しを少なくするために、高 ・中 ・低学

年ごとに器の色が異なり、食事の量を加減 して盛 り付ける

左下 1各 テーブルには 1年 生か ら6年 生 までが縦割 りの

「家族Jに 分かれて食事 をする。家族 をまとめる代表はテー

ブルマス ター と呼ばれ、他の児童が入室 して くる前 に、食

事や牛乳 を連び、箸、コップなどを用意する

上 1器 に盛 られた量 を食べ られないと判断 した千は、食ベ

始める前に、各テーブルに蒲意された 「お残 しIIJに ごはん

を移す。食事が半ばぐらいに進むと、お代わ りしたい子は、

「お残 しJを 再分配 して もらう。食後の片付 け、食器洗い、

食堂の清掃 は生徒が行 う

右 1女 子部食事lnt景。壁には生徒 によるクロッキーが飾 ら

れている。識者の圧倒的な支持 を受けた羽仁夫妻。学困内

には、交友関係のあった河合玉堂、熊谷守一、平直1郁夫、高

村光太郎 らの作:島を所蔵 展示する

心を高めると同時に、学年の違った

親同士のつながりも密になっていき

ますJと同学園広報室長の堀田純一

さんは話す。

一方、女子部は、授業として、中等

科 1年 から高等科 2年 までが、曜日

ごとの学年当番制で生徒が昼食をつ

くる。そのため昼食の献立は半年先

まで決まっている。

中等科 1年 では、料理の手始めと

して、ご飯炊きとやさしい煮物を2

時間でつ くる。基礎的な献立を正 し

く時間までに用意することからはじ

まり、学年に応じた献立で汁物、魚料

理、揚げ物、季節の料理などをつ く

り、高等科 2年 までに一通 りの料理、

菓子類などを手がける。

調理担当は、料理をつ くるAチ ー

ムと後片付けのBチ ームに分かれ

る。各チームとも約20名。昼食でつ く

る食事の量は約350人。魚 さばきか

ら、ルーやマヨネーズまで生徒の手

によるものだ。女子部では、その日の

献立がご飯であれば薪で炊 くことが
′lE例となっている。

「お米は5.3kgを3袋 使います。薪

は大学生が(学園内の)木を斬って用

意してくれます。ご飯の炊き方はま

だ少しわからないところがあるけれ

ど、炊き上がるまでの過程がわかっ

ていいなと思 う」(生徒)。

後片付けは約 2時 間。食器、器具類

は消毒保管庫に収納 し、ゴミは細か

く分類 して処理する。各部共通 して、

1回 の昼食で出る残澄は lkgを 超

えることはほとんどない。残沿は学

校中のものを集めて、飼育する豚に

与えた り、畑の肥料に使われる。

男子部でも2001年か ら毎週火曜 日

は高等科 2年 生が調理を担当する。

生徒たちは、21■れた手つ きで調理を

こなす。

自由学園には全国各地か ら生徒が

集まり、男子は240人中約170人、女子

は350人中約200人が寮で過 ごす。中

でも男子部は、家が近 くても、中等科

1年 生と高等科 1年 生全員は寮に入

るのが決まりだ。

寮は一部屋に中一から高 3ま でが

入る縦割 りで構成され、夜 は専任の

調理員がつ くるが、朝 は自炊。日常

の起床は 5時 半だが、朝食を担当す

る日は、4時 半起床だ。洗濯機はある

が、1年 生は下着、靴下、ワイシャツ

は手洗いする。これまで とは一変 し

た厳しい寮生活に泣 き出す新入生も

少なくない。しかし、L級 生が下級生

の面倒を見ることで、自労 自治を身

につけ、上下関係のつなが りも強固

になってい く。



学園外と卒業生の活躍

自由学園でつくられる食事の数は一

日に約 2千 食。その食材をすべて生

徒たちで調達 ・管理する。可能な限

りの無農薬、低農薬の食材確保は、容

易ではない。大型冷蔵庫に保管され

た食材を毎 日、台所までリヤカーで

運ぶのも、生徒 。学生の仕事だ。

キャンパス内には「新天地」と呼ば

れる畑 (7ヘ クタール)が広がる。こ

こでは、各部が畑を持ち、それぞれの

担当教師の指導にもとづいて、野莱

や花を栽培する。学園や寮で使う野

菜すべての自給はできないが、自分

たちが口にするだけに、農薬や化学

肥料は一切使わない。

さらに、キャンパス外にも畑と酪

農場を持っている。太平洋戦争突入

後、深刻化する国内の食糧事情をか

んがみ、羽仁吉一は、「男子部の生徒

たちに大自然の中で『晴耕雨読』の生

活をさせたい」と1941年、那須野が

原で土地を入手した。食糧確保を目

的に、広大な荒地を男子学生の手に

よって開墾した。

現在、約田ヘクタールの敷地には、

酪農を主休に卒業生らを中心に運営 ・

管理されている。百頭の牛を飼い、毎

日約螂∞kgの牛乳を生産し、地元の農

業協同組合に出荷されている。この牛

乳でつくった農場産のアイスクリー

ムがお誕生日会など特別の昼食に出

されることもある。那須農場は、田植

えや牛の世話、農作物の収穫など生徒

たちの体験学習にも使われる。学園内

で消費するコメを那須農場と近隣の

提携農家で生産し、自給率を高めよう

という計画は3年前から始まり、学園

で消費されるコメの3分の1にあたる6

トンのコメが一昨年からつくられる

ようになった。

毎日の昼食づくりから建物のメン

テナンスまでプロの手を借 りなけれ

ばならない場合を除いて、キャンパ

ス整備はすべて生徒や父兄たちが分

担して行う。

男子は、中等科 1年 に入学すると、

これから6年 間使う机といすを自分

中 LI「 ご飯、わかめ じゃがいもの味噌汁、さけの南蛮漬

け、インゲ ンのごまあえ、ウーロン茶J。食器はHll日館のマー

クがついた陶器。女子部では各食卓に刺繍 をあ しらった自

地のテーブルセ ンターが置かれている。 これは高等科 2年

生が製作 し、アイロ ン掛 け まで行 う。教師、来賓の席 には

箸置 きも用意される。箸置 きも生徒がつ くったものだ

中下 1食 事のは じまりには、各iЬともに礼拝を行 う。女子

部では料理 リーダーが料理の手順や費用、栄養 などについ

て報告する。生徒の委員や係 りか らの報告、新聞記事の解

説、音楽鑑賞などもある

上 1男 子部の食事風景。食堂、食器の準備、後片付 けは生

徒が行 う。毎週一度は習字の講評が行われる。習字は毎週

1枚 全員が 自分で言葉を選んで書いたものを提出する

でつくる。女子はブラウス、スカート、

卒業式に着るワンピースを自分でつ

くる。初等部では、都内で唯一、英語教

育もIT教育も行っていない。モノも

情報も何でも手に入る便利な時代。で

も、便利は自分でつ くり出すものと、

生活即教育を今なお継承し続ける。

校舎内には、ボランティアで樹木

や草花の手入れを行う卒業生の姿が

見られた。また、学園内の一角には卒

業生による自由学園食事研究グルー

プの製菓工場がある。60年にわたっ

て「食」に関する研究活動を続ける

一方、手作 りのクッキーやケーキも

販売している。その美味しさには定

評があ り、雑誌などで著名人が推薦

していることもしばしば。学園を巣

立っても、食の学びは継承されてい

るようだ。

最高学部 2年 の農芸 グループが中心 となって、野菜、革花の栽培の指・●にあたる.無 農薬だか ら葉は虫食いが多いが、安心 し

て食べ られる.校 内の枯葉を集めて堆肥づ くりも行 う。 より良い堆llLをつ くるために、「枝、石、イチ ョウ、松葉、まつぼっ く

り、ごみ、種つ きilL草Jは 入れないようにしている

建楽ラャーナリL 1 5



食篇 住まいと学校給食

キッチンから学校給
子どもも大人も
楽しめる『食』のあ
吉 原 ひ ろ こ さ ん 1料 理研究家・食育(給食育)研究家 に

吉原さんのテーマカラーは「赤」。普段着や自宅のキッチンも「赤」が多い。親子で楽しむクッ

キングセラピーを提唱し、2003年から全国給食食べ歩きをスタート、回つた学校は300校あま

り。家庭から学校まで、暮らしに密着した幸せな食とは?

味ξ求9閲聾蜆鍵雌
い。水が飲みたいからと突然授業中

に教室から飛び出す子。あんこが小

豆からできることを知らない子ども

たち一―。

長年、横浜市内で小学校教師を務

めていた吉原さんは、子どもの体力

の低下、思考回路の短絡化、食に対す

る意識の低下に強い危機感をもって

いた。ポリープを患い教師を退職。

1998年三重県伊賀市に移住し、料

理研究家として本格的に活動を開始

した。「家庭づ くり、暮らしづくりを

伝える料理Jにこだわり、古民家を再

生した自宅では、子どもから大人の

男性までの料理教室を開くほか、地

元テレビ局で、暮らしに結びついた

料理番組を担当する。

「私が赤色を好むのは、赤は炎や

情熱の色だから。人間は火を扱いな

がら進化してきた生き物。火のある

ところに人は自然に集まります。ま

た、私のモットーは現場主義。料理研

究家として、IH電磁調理器の是非も

知っておこうと、キッチンにはIHも

置いています。でも、ガスに比べて、

炎は見えないし、中華料理には使い

にくいなど、用途が限られています

ね。

6 1 建栞プャーナリL

火は、いつのまにかその周 りに人

を集わせたり、暖かいコミュニケー

ションをもたらす素晴らしいパワー

を持っています。

便利で安全だからと暮らしから火

を見えなくし、出来合いものを電子

レンジでチ ンするばか りの毎 日で

あれば、炎の見えるキッチンの持つ

力をまだ認識できていないというこ

と。もったいない気がします」

吉原さんは、①食べることを意識

する。②つ くるプロセスを大事にす

る。③家族が一緒に食べること、を食

育三か条にあげて、親子のクッキン

グセラピーを提唱する。

「朝ごはんの様子を子 どもたちに

尋ねると、『食べてない』『覚えてな

い』と答える子どもが多い。テレビを

見ながらの食事は、食べるという意

識がどこかへ飛んでしまいます。さ

らに、朝食にパンと清涼飲料水、メロ

ンパンのみ、牛乳ぶっかけご飯だけ

など、その内容にも、心配なことが多

セヽ。

でも、『ママはパー トで忙 しいか

ら』『お母さんは夜遅 くまで起 きて

いるから、パンが置いてあればいい』

と子どもたちは実にけなげに、親を

かばうことも。それだけお母さんが

大好きなんです。女性の社会進出に

キ ッチ ンは調理 食事だけでな く、家族が集 まるもっとも

大事な場所。吉原さんは、キッチ ンを住 まいの中心に置 き、

その周囲に居室を配置した間取 りが理想と提唱する。「一

人になりたければ、キッチンに面 した個室の扉を閉めれば

0 0` J`

伴い、料理 に費やす時間は、どん ど

ん短 くな りました。キ ッチ ンが母親

の居場所ではな くなると、子 どもた

ちもキッチ ンか ら離れ、親子間のコ

ミュニケーションの場が住まいから

失われていきます。でも、子 どもたち

は、学校や友達のことなど今 日の出

来事 をお母 さんに話 したがってい

る。それを気軽に話すのに最適な場

所が、キ ッチ ンなんです。一緒 に料

理をつ くった り、食卓にランチ ョン

マットが用意された楽 しい食事の時

間に、子 どもは親か ら愛されている

と実感 します。親子間のコミニケー

ションが弾み、子育てに悩むお母さ

んも、気持ちが ぐっと楽にな ります

よ」

全国学校給食を食べ歩く

「世界の料理を取り入れた学校給食

を教えてほしい」。

料理研究家 として活動をはじめた

矢先、吉原さんの元に、学校給食の栄

養士か らの依頼が舞い込んだ。

給食の時間は、つくるほうも、食ベ

るほうも楽しくあってほしい。教員

生活で感じていた給食への思いを形

にできると、依頼を快諾。

給食室の回転釜でつ くる「イタリ



長野県木曾郡楢川村小学校.柱 、壁、テーブル、椅千、すべてが木でつ くられたランチルーム
`

調理長さんは、安心で良質な食材選びか ら、lT菜の切 り方まで、徹底的に手作 りにこだわる.

楢川村では、小 中学校で使 う食器はすべて地場産業の漆器.こ の |の給食は餃 チ。栄養士 さん

餃子もひとつひとつ手で包む。

アのマンマのラザーニャ」、食べると

きに混ぜ合わせる「セルフ ドライカ

レーJな ど、栄養バランスも良 く、見

た目も食欲をそそる、鮮やかな 6品

を提案 した。

料理研究家 として学校給食に新風

をもた らしたい。これが転機 となっ

て、2003年、仕事の合 間を縫 いなが

ら、全 国の学校給食食べ歩 きをス

ター トさせた。

食べ歩きの交通費、宿泊費などの一

切は自己負担。しかし、食文化、教育、

産業、地方財政に至るまで、日本が抱

える諸問題が学校給食から透けて見

え、貴重な経験を積み重ねている。

新潟県関川村は、人口約7千人の農

業村。平成の市町村合併に参加せず、

自立した村づ くりを進めようと、学

校給食は地元の食材を多用し、郷土

料理にも力を入れる。村の予算の 2

割を学校給食にあて、村の存亡を子

どもたちに託す。

「私は学校を訪ねるとすぐ、給食費

を手渡 しますが、長野県は、月額約

4,514円(一食約320円)と全国でも高

い方。『教育は投資なり』と明治から

続 く信濃教育が浸透する長野県の姿

勢が給食費に現れていますJ

しかし、近年、全国的には経済性、衛

生上を理由に、学校で給食を作る自

校給食方式から、センター(共同調理

場)方式への移行も増している。大量

の食数の給食に対応するセンターは、

まるで工場のよう。野莱は機械でカッ

卜すれば、早 くて均一になるが、繊維

の関係で、手切りより水っぽくなる。

ご飯もガス釜で炊くと、おコメがふっ

くらして断然おいしい。ただ、調理場

に人ってみると、真夏はガスの熱気で

調理場はかなり暑く、調理員さんに厳

しい環境だ。しかし、排気ダクトの設

置をしたりして、このF.l題を解決する

など、さまざまな工夫がなされること

で、更に快適な給食室へと変わりつつ

ある。

「給食の時間はつ くる人、食べる人

共に心の和む時間であってほしい。

ランチルームや調理場 をつ くる際

は、学校給食の現場を見てください。

そうすれば、もっとすばらしい給食

のシーンが増えていきます」。

よしはら ひろこ 1料]lHF究家 食育研究家.長 崎県生まれ。

お洒落な暮 らし方 と料理の提案、ll理で′さやす らぐクッキン

グセラピーを提唱。教師経験を生か した食育の講演多数.「吉

原ひろこの学校給食食べ歩き記Jを朝日新聞(大阪版 伊賀版)

に連載中.著 書にl千育てがラクになるクッキングセラビー』

:吉原ひろこの学校給食食べ歩き記 1、2Jが ある

左 1北海道置戸町勝山小学校では、飯碗、汁碗、平皿、箸、そ して トレイまでもが 「オケクラフ トJと 呼ばれる木製のT芸 品を

使 う。一人分の食器は 1万 3800円。町の 予算がかかっても、町の産業を次世代 につなぎたいという思いが伝わって くる 右

|三重県伊賀市長TIt小学校。今は統廃合されて廃校になって しまったが、給食に‖|されたllD「2匹は近所の人が釣ってきたもの。

地元の食材を使った郷上料理給食は、意味深い

運iiラャーナjL 1 7



食畿扁 マクロビオテイツク

火と水と自然素材を生かし
常にキッチンをキレイにすれ

／
饉
燿
ヾ

女性はますます美しくなれる
中 美 恵 さ ん |カ ラダと心を癒す料理研究家に 聞 く

野菜の持つ生命力を最大限に活かせるよう、優しく調理することが大事。中美恵さんの料理

をつくる所作は「静かで美しい」。料理教室では、その姿に「食」の尊さを再認識し、涙を流す

人もいるという。近年、日本でも多くの人が実践している「マクロビオティック」は、玄米菜食

を基本とする食事法。中美恵さんは、もつと簡単で気軽に始めてもらいたいと、心とカラダが

キレイになれるマクロビを提案している。

マ 各島 鳥 象 量亀

`1龍

禽 i

トレス 。コントロールをしていまし

たが、心理カウンセリングの限界を

感 じ、悶々とした日々を過 ごしてい

ました。私 自身、生理痛に悩 まされ、

鎮痛剤は欠かさず、ひどいときは救

急車で運ばれるほど。さらに、中学生

の頃から、アレルギー性鼻炎も抱え、

約20年間通院しましたが、まったく

治らない。「体質」だとあきらめ、健

康に自信がもてず、未来を見出せな

いでいました。

カラダは不調で、心は常に不安定な

状況の中、転機が訪れました。1"5年、

のちに結婚した夫、中広行が経営する

‡苺薔‡薔‡奪書‡‡‡‡‡‡‡|‡‡‡‡‡‡‡‡‡

マクロビオテックレス トランとの出

会いです。玄米を回にしたとたん、身

体中が喜ぶことを実感しました。「暑

さでほてった体を冷やすために、キュ

ウリやナス、トマ トを食べたり、顔や

足の裏にキュウリを貼って熱をとる。

魚料理の付け合せの大根おろしは、魚

や肉の臭みを中和するほか、料理の消

化を助ける働 きをもつ」。夫が説明す

る陰陽に基づいたマクロビオティッ

クの理論は、日本の伝統食をベースに

した自然食。実にシンプルで分か りや

す く、「これだ」とひらめき、即座に弟

子入 りしました。

「食がカラダに与える影響を早 く

知 りたいJと伝えると、玄米を中心 と

審

した食事を1カ 月続けるように言わ

れました。これまでの食事は、朝はミ

スター ドーナッツ。昼はおむすび2

個。間食にチ ョコレー ト、夜は居酒屋

で………。

玄米はビタミン、ミネラル食物繊

維を含み、水につけると発芽する生

命力をもつ食材。さらに、玄米の胚芽

や表皮には、フイチ ン酸などの排泄

作用を持つ物質を多 く含み、毒素を

出して病気を改善に導 きます。

これまでとは一変 した簡素な食事

でしたが、一カ月後、鼻炎はピタリと

止 まり、薬が欠かせなかった生理痛

は、まったく痛みがない。食によって

別人に生 まれ変わったのです。弟子

入 りか ら7年 後、2001年日本で初め

てのクシマクロビオティック公式プ

ログラムを使った認定校 として、料

理教室を開講しました。

スクールの最初には決まって、『大

切な自分を何でつくりたいですか』と

問いかけます。お米だったら無農薬と

農薬使用のもの。お惣菜は手作 りと機

械で加工されたもののどちらがいい

かと尋ねると、全員が高くても安全で

手づくりのものと答えます。

料理は素材、ガヽ 調味料のほかに鍋や

包丁などの道具類も大きな意味を持ち

ます。素材を生かした料理をつくるに

中美恵さんの自宅。天然木、自然素材に徹底 したこだわ りの住 まい。玄関を開 くと土間―台所― リビングにつながる開放的な

聞取 りは、利理教室やパーテイで大勢の来客を招 くため。上間の片lFlに深紅のかまどをつ くり、ご飯は薪で炊 く。調理道具は必

要最低限に抑えて、台所は常にシンプルで美 しい。台所の天板は天然木、シンクは備前焼だ。
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マクロビクッキングのポイント

●素材を感じる            調味料は精製されたものより自然の力

素材の持っているエネルギーを感じる  でつくられたものを使い、素材の味を
こと。素材のリビングエナジー (気) 引き出す程度に使う。

を感じることができれば素材のおいし  ● 自然に任せる

さをヴ|き‖lせるようになる。野菜の工  必要以上にかき混ぜたり、手を加えた

ネルギーを弱らせない切り方は野莱に  りせず、素材の味が自然に出てくるの

よって違う。レンコンなど縦にすじが  を手伝う気持ちでお鍋の中を見る。

人っているものは、いきなり横に切る  ● 立ち姿

と「気」がきれてじまう。最初に包丁  自然のエネルギーを取り入れることがで

を人れる時は、なるべく育った道筋を  きるように自分自身の姿勢を良くする。

残して切る工夫をしよう。        そうすると不必要な力を入れずに料理が

● 味の中心は野菜と穀物の甘さ     できて素材にストレスをかけない。

編集部オススメの中さんの著書

は、すり鉢、木しゃもじ、ざる、おひつ、

土鍋など、野莱とお米の相性のよい自

然素材がよく、せいろがあれば、蒸した

り、温めることができますから、電子レ

ンジは要らなくなります。

次に調理に使う火にこだわってほ

しいですね。理想は薪の火です。薪火

は力強いだけでなく平和的なエネル

ギーをもっています。ただ、普通の家

庭で薪を使 うのは難しいですから、

それに近いガスの火を使います。

電気炊飯器はスイッチを押すだけ

で便利ですが、玄米を炊 く場合約 2

時間かかりますし、料理の楽しさも

感じられません。一方、ガスは40分。

火加減によって固さの調節ができる

ほか、匂いやお米の艶、うまみすべて

において、ガスの方が勝 ります。

これは火の細かい振動が食材のグ

ルタミン酸、アミノ酸などのうまみ

成分を分解するからです。IH調 理器

はガツン、ガッンと食物を破壊する

大きな振動ですが、薪や炭は振動が

細かく、じっくりとうまみ成分を引

き出します。

ガスを使う場合は、弱火でじっくり

と素材に火を通すと、野菜や穀物から

驚くほど甘味が引き出され、調味料は

少量加えるだけで十分です。この際、

火加減は炎の大きさだけでなく、お鍋

の中の振動を確認することが料理を

おいしくつくる秘訣です。

料理道具や調味料は本当に気に

入ったものを必要最低限揃えれば、

キッチンは常にすっきりして、掃除も

しやすくなります。また、人間の体内

の70%は 水からでき、女性は子宮に羊

水をためています。羊水は人間が子宮

のなかで育つために大事な命の水。水

の質で体内環境が変わるように、キッ

チン、トイレ、お風呂場、洗面所などの

水周りは、女性の波動と共鳴し合うの

です。水周 りを常にきれいに保つと、

その場の波動が上がると同時に、女性

も美しくなれるのです。

専業主婦の方が、専業主婦である

ことに劣等感や焦 りを持たれている

とはよく伺いますが、まったくの誤

解です。ヨーロッパ、中国、韓国、日本

の食の文化には、宮廷に料理人が存

在し、大変高い位置にありました。一

方、アメリカでは料理人は奴隷の仕

事とされ、そのためにマニュアルや

ルールが用意された。それが世界中

に広がるハンバーガーやピザなどの

フランチャイズです。

しかし、アメリカでは、顧問弁護

士、ホームドクターに加えて、ホーム

クッカーを持つことがステイタスの

象徴になっているのです。

足を細 くしたい、冷え性、乳

がん予防、自信が持てない、

集中力を高めたい 。女性の

心とカラダの悩みに応 じた

食べ方や、女性のカラダと関

係のある月のリズムに合わ

せたレシピを紹介。キレイに

なれる食べるノウハゥが詰

まっている.最新刊「かんた

んマクロビ野菜レシピJ(ぴ

あ)を間もなく発売。

右Fキレイになるマクロビ教

室 食べるエステ」左『キレ

イになるマクロビレシピ

月のリズムに合わせた食ベ

方』.いずれも講談社。

料理をつ くることは、最高のヒーリ

ングの時間です。料理を続けると、自

分のカラダが自然界と調和でき、心と

カラダの中か らキレイのオーラが出

始めます。あきらめていた子どもを授

かった人、ア トピーが治った人、家族

不和が解消された人 ………。

自分や家族を健康で大事にする秘

訣は、日常生活の中でできる食べ物

の選び方 と食べ方の工夫、ただそれ

だけでいいのです。 (談)

*マ クロビオティックの語源は、古代ギリシャ語の「マクロ

ビオス (偉人な生命)J。戦後、思想家の桜沢如一氏が食事療

法 を提唱 し、弟子の久司道夫氏が理論 を現代の環境 に合わ

せて発展 させ、米同で普及させた。

近年、日本に逆輸入 される形でひろまっている。 自然 と

の調和 をはか り、自然の恵みを大 切にする。句の素材 を丸

ごと食べ ることで高いエネルギーや調和 を摂 り入れる.男

性 は 「陽J、女性 は 「陰J、火は 「陽J、水 は 「陰Jと 東洋思想

に基づ き、すべてのものを「陰陽Jに 分けてバランスのと

れた食事を提唱する。

なか ・みえ |カラダと′さを癒す料理研究家。1961年兵庫県

生まれ。大阪を拠点 とするマクロビオティックのスクー

ル 「マクロビQク ッキングスクールJ校長。クッキングサ

ロン「miざs roomJ(南青山)主宰。食で女性がキレイに

なるレシピ 手法を提唱する。公式サイ トhttp://www

nakamic nct

，
∫

〓

“

摯
●
■
―

゛
え
・
鷲
゛
．

二
'イ

塵業ラャーナリL 1 9



防災篇 阪神淡路大震災と直火文化

火を扱えてこそ「人間」
寺慮籍l⇒t

日本の直火文化を
現代社会と南国の
松 村 賢 治 さ ん 1松 村建築研究所代表 に 聞 く

蛯
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懺鞍移

バプアニューギニア ソワム村の酋長 とのツーショッ ト。

右が松村 さん

12 1 理業ラ十―ナlL

「砂タンポ」がつくられた。それは、火

にかけた トタン板の上で砂場の砂を

熱し、救援物資のシャツとスボンを袋

状に砂を詰めた。毎晩160個が用意さ

れ、体育館の被災者に配られた。

食生活では「七輪」が意外なほど役

立った。震災で神戸全体が薪の山と

化し、燃料には事欠かなかった。ボラ

ンティアが七輪を使い、冷たい弁当

を温かいオジヤにして振舞った。火

は、幾日も冷たい板の上に寝起きす

る被災者を心身ともに温めた。

そんなある日、事故が起 きた。7歳

の男の子が七輪の燃料にしていた

松ぼっくりを手でつかみ、やけどを

負ったのだ。火の使用禁止に発展 し

かねない事態だが、母親が立派だっ

た。「この子に火の扱いを教えてこ

なかったのは私たち家族の責任。子

どもはこの経験で火の大切さと怖さ

を学んだと思いますJ。周 りから拍手

が巻き起こった。

「火を使 うことが人間の生活の基

本であることを、被災者こそ強 く実

感していると思います。その扱いに

習熟することは、個人のサバイバル

能力、防災能力の向上を計ることに

もなります。

しかし現在、火は『危険なもの』と

して、生活から消つつあります。田舎

イラス ト‐杉本征

でさえ、落ち葉で焚き火をすれば『地

球温暖化を助長する』と、誤解 も混

じって非難される始末です」。

マンション、ロッジで使える
「七輪」「囲炉裏」を考案

ニカ月の避難所支援において、改め

て「七輪Jや「囲炉裏」といった日本の

直火文化を見直す機会となった。こ

れらを現代の生活に蘇らせたいとい

う思いが沸き、松村さんは、「七輪内

蔵炭火テーブル ・姫ちゃぶ」を考案

した。都市のマンションでも安心 し

て炭火が使えるスグレモノだ。珪藻

土の七輪は軽量で耐久性がある。こ

れを木のボックスに収めるので、部

屋に置いても倒れにくい。

「七輪をマンションで使 うと一酸

化炭素中毒で死ぬJという偏見に反

論するため、松村さんは実験を行っ

た。「子どもを含めて7人が、目張 り

をした四畳半の部屋に入 り、火を入

れた七輪を囲んだ。1時間半後に火は

ひとりでに消え、一酸化炭素は危険

な濃度に至 らなかった。炭を足 して

さらに使用するときは、換気を行え

ばまった く問題ない。ただ練炭は18

時間近 く燃え続けるので、要注意。

余談ですが、七輪に対しては ドイ

ラLし

「日本人の生活から火が消えようとしている」。世界を旅したヨットマンであり建築家である

松村さんは強い危機感を抱く。日本の直火文化である「七輪」や「□炉裏」を、現代の生活

に合つた魅力ある道具に設計し、提案している。こうした活動の原点には、人と火のつなが

りの大切さを改めて実感した阪神。淡路大震災時での体験があつた。

阪T漁浩豫兼屏復7警笛舞違象
所でボランティア活動を始めようと

した時だ。消防署から学校側に「火は

使用禁止Jとの通達があった。厳冬の

最中、暖房手段のない体育館では、お

年寄 りや子どもは眠れず、十分な栄

養を摂れない過酷な環境となる。

被災者の心身を温めた「火」

松村さんは、当時を振 り返る。「統括

責任者の校長先生に 『私たちが火の

傍 らにテントを張って、<火 の人質

>に なるので、焚き火の継続を』と直

談判。校長先生も『私が責任を取 りま

しょう』と、許可してくれました」。

それから「火」は、被災地で八面六腎

の大活躍をする。まず即席の暖房器具

碧`珍
伝くκ重実



姫ちゃぶ(七輪内蔵炭火テーブル)の構造.天板の高さ35cm

に設定すれば、座卓やソファーテーブルとしても使える。

● ミニ プティ姫ちゃぶ(写真 L)。45.000円(税 送料別)。

● まが玉姫 ちゃぶ (写真下 )。取 り外 し可能な まが玉型の

テーブルが特徴。75000円(税 送本1別)。

ツ人の友人が驚嘆していました。『暖

炉』より熱の調整機能が優れ、しかも

炭には消臭効果があると」

松村さんは、田舎でスローライフ

を楽しむためのロッジ「方丈庵21」も

考案しているが、そこに卓状囲炉裏

をセットしている。「火を囲んで食

事をすれば、人は心を開きますから、

ロッジには最適ですJ。兵庫県の都市

農村交流施設の企画設計でも「床下

収納式囲炉裏」のある宿泊ロッジを

提案。「直火は危険だとする保健所

や消防と2年間、粘 り強く交渉して、

ついに囲炉裏は認可されました」。

「方丈庵21Jは個人用の組み立て

式 ミニロッジだ。広さは建築許可不

要の最大99轟。1.3m角の卓状囲炉裏

が付き、キッチン、トイレ、シャヮー

ブースなどがあり、ロフトを含めて5

人が泊まれる。ヨットキャビンの合

理性 ・機能性を取 り入れた無駄のな

い空間が特徴。松村さん自身も、広島

県安芸太田町に「方丈庵21」を建て、

週末はそこで過ごす。

直火文化を、
パプアニューギニアで改良

大阪南太平洋協会理事長でもある松

村さん。卓状「囲炉裏」を、ついにパプ

アニーギニアまで広めてしまった。

ヨットの世界周航の旅以降交流

を続け、1998年には津波被害の東セ

ピック州ソワム村で集会所建設を支

援した。そのつながりで2007年、外務

省の支援金を得て、松村さんの指導

で風力 ・太陽光発電装置を設置する

ことになった。さらにジャングルの

木で、日本の建築工法を併用 した集

会所を2棟建設。そこに卓状囲炉裏を

導入した。

「最初、ソヮム村の人々は、卓状囲

炉裏を見て目を丸 くするばか りで

したが、す ぐに気に入ってくれまし

た。畑仕事で腰を悪 くする女性が多

く、ヤシの木の切 り株に座って調理

でき、食事できることが好評でした。

『自在鉤』にも関心を示 し、自分たち

で複製して地元の『ふるさと産品』に

なりました」。

松村さんは、地球全体を見渡して考

える。「人類の7割の人々は、電気 ・水

道のない地域に暮らします。そこでは

火のある生活が当たり前にあります。

火を扱えてこそ『人間』なんですJ。

「七輪」「囲炉裏」は、世界に誇れ

る日本文化かもしれない。台所をク

リーンにしたいか らといって、あ

ぶって食べる文化をなくしてしまっ

ていいのだろうか。

「方丈庵21J 非電化であって もランタンが畑 りとな り、流

しはヨッ ト用足踏みポ ンプを使えば、ポ リタンクの水 を水

道のように使うことができる。シャヮーはゃかんなどで湯

を沸かし、適温にしてから手動の加圧タンクに人れて使用。

トイレはヨット用の携帯 トイレを使用し、凝固剤を兼ねた

消臭液で排泄物ほ無臭の固形物にし、,'外のコンポス トに

捨てることができる。

「方丈庵21Jはできるだけ住まい手側に建設を体験 しても

らいたいが、以下の3種類から選べる。
(]セフルビル ド型、図而、自作キット、囲炉裏、ヨット用 トイ

レ 水洗を含めて190万円

② インストラクターに依頼型。Oの 資材に自己調達材 +イ

ンス トラクターの指導刑を含めて240万円。

aお まかせ型 すべてプロに任せれば340万円

まつむ ら けん じ 11942年広島市出身。大I14人学大学院建

築学科1夕Jl課程終了後、竹中工務店設計部人社。1974年同社

退社後、ヨットで世界一周へ。現在、設言1事務所 を主宰する

傍 ら、1981年にNGO団 体  大阪南太平洋協会を設立、運営。

著書にll日暦と幕らす一スローライフの知恵暦』、1庵を結
び、炭をおこす』、『続々と、1日暦と暮らすJ
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『建築ジャーナル』は、1980年に名古屋で創刊された月刊建築専門誌です。

創刊された当時はバブルヘと向かう時期で、口本列島は急速な都市化が進みました。

自然や風情あるまち並みは壊され、全国各地に無用なハコモノや画一的な住宅がたくさん建設されました。

他のメディアでは土建国家に追随し、建築家の作品主義を称讃 していましたが、建築ジャーナルでは、い

ち早 く地域主義に着 日し、住む人、使う人に愛される建築、まちづ くりを提唱 し、専門家の果たす役割に

ついて、常に問いかけてきました。

1989年より地域誌から全国誌へと展開し今日に至 りますが、創刊以来、ヒューマンスケールのまちづ くり、

安心 ・安全な建築 ・住まい、地球環境を大切にする建築や都市のあり方を追求しています。

2005年6月 には、乱開発への反省から景観法がようや く施行されました。また、同年 11月に発覚した耐震

偽装事件では、利潤追求型の建築業界の実態が明るみになり、建築界の変革が求められています。

閉塞 した状況であるからこそ、弊社ではよりよい住まいやまちをつ くるために、建築専門家 と生活者の架

け橋 となる建築雑誌をめざしていきます。批評精神をよりどころとする弊社にとって、スポンサーは読者

の皆さまに他あ りません。一人でも多 くの方に弊誌を読んでいただくことを切に願い、定期購読にお申し

込みいただきますよう心よりお願い中し上げます。

建築ジャーナル

健康に配慮して自熱灯の生産継続を !

[;11:,:〔i`il上::」リギ亀よ     ・lH調 理器と電気式床暖房のリスク

月刊誌 『建築ジャニナル』では、

毎号、電磁波問題を運載中!

「反電磁波講座」

文=加 藤 や す こ 1環境ジャーナリスト、VOC電 磁波対策研究会代表

過去に掲載した連載例

・携帯電話の電磁波を防ぐシールドクロス

。逃げ場を残し、高周波電磁波をシールド

・悪影響のある蛍光灯より安全な白熱灯を

・業界寄りのWHOと 健康重視の巨∪

・電磁波測定器の選び方と測定時の注意

かとう・やすこ1電磁波過敏症と化学物質過敏症を併発。本連載では患者としての経験

と各地の取材を通して執筆。著書に Fttin波・化学物質過敏症対策J、「危ないオール

電化住宅』Fユビキタス社会と電磁波』(緑風出版)

発行 建築ジャーナル

東 京 事 務 所  〒 101‐0032

大 阪 事 務 所  〒 541‐0047

名古屋事務所  〒 461‐0001
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