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1
第1回検討会（熊倉委員） 歴史的には、幕末から今日170～180年間位の変化が論点。

2
第1回検討会（熊倉委員） 事務局が「和食」保護・継承範囲の5W1Hの整理案を作成しているが、1つ指摘すると、”作法”は狭すぎる。作法

も含めた食べ方とする。

3
第1回検討会（熊倉委員） 「日本の食文化」のテキストに和食とは何か、概念規定を出している。本検討会では現実とのズレを指摘いただ

きたい。

4
第1回検討会（熊倉委員） 和食は地域づくりとの意見がある。広く言えば自然環境保護。

5
第1回検討会（村田委員） 唐揚げ単品は和食ではないが、お浸しと漬物と味噌汁とご飯が付いたら「和定食」となる。

6
第1回検討会（村田委員） 給食や教育で和食を国策として子供に伝えるべき。

7
第1回検討会（笠原委員） 給食で和食の提案をすると、食器の数等を理由に話が進まない。

8
第1回検討会（笠原委員） 「和食」の“凄さ”、“かっこよさ”を若い世代に気づかせていきたい。

9
第1回検討会（東四柳委員） どの世代で和食を継承するのか、対象とするのかが重要。

10
第1回検討会（東四柳委員） 料理屋としての和食と、家庭の和食は別次元。それぞれの世界で方法、手段を考えるべきである。

11
第1回検討会（民輪委員） 給食を食べる子供がプラスチック皿で食べている現状がある。自分たちで作った皿で食べさせてはどうか。
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12
第1回検討会（民輪委員） 保護のためには積極的に攻めないといけない。

13
第1回検討会（山口委員） 和食の4つの特徴を要件とし、どれだけ濃厚に具現化されているか、和食の中核にあるか、周辺にあるか。

14
第1回検討会（山口委員） 食文化を考えるときに、古来伝統的に守られてきたものを保護することと、新たに変容していくものを許容して取

り込むことの両面を視野に入れる。

15
委員ヒアリング（熊倉委員） Whenの欄に記載されている内容は、Whatに書くべき。時代としては、昭和30年代頃までが目安（書籍にも書いて

ある）。

16
委員ヒアリング（熊倉委員） Whatについては、「和食」には“献立”があり、“4つの要素（ご飯、汁、菜、漬物）があり、それを”お箸・お椀“で食

べ、ふさわしい食べ方がある、という整理。

17
委員ヒアリング（熊倉委員） Whereの欄には“郷土・地域・コミュニティ”も加える。

18
委員ヒアリング（熊倉委員） 整理の流れとしては、「和食」の何（What）を誰（Who）に保護・継承させるのか、それはなぜ（Why）必要か、その

ためにどのような場（Where）を設定し、どのように（How）保護・継承すべきか、が適当ではないか。

19
委員ヒアリング（村田委員） 「和食」の保護・継承を考える際、経済的な観点からみれば「和食」を広く捉えたほうがよいので、規制等であまり

範囲を絞らないほうがよい。

20
委員ヒアリング（村田委員） 料理人が作る“日本料理”と家庭の“和食”は別に考えるべき。

21
委員ヒアリング（村田委員） 一言でいうと、“日本人が作り、日本にしかないものが「和食」である”。

22
委員ヒアリング（村田委員） イタリア料理が、“タラコスパゲッティ”等の日本の創作料理で日本に浸透したように、「和食」も裾野を広く捉え、

海外の人達に徐々に慣れ親しんでもらうことが重要。

23
委員ヒアリング（東四柳委員） 家庭料理としての「和食」と料理人の「和食」は別に考えるべき。

24
委員ヒアリング（東四柳委員） 「和食」というと、“江戸時代”がキーワードとなる。料理書が普及したのが江戸時代。



25
委員ヒアリング（東四柳委員） 家庭料理は、諸外国との戦いに備え、明治以降の近代に発展したもの。

26
委員ヒアリング（東四柳委員） 日本人は外国で評価されると自国文化を意識する。「和食」を輸出して外国人に評価してもらい、また輸入すると

考え方が変わるのでは。

27
委員ヒアリング（東四柳委員） 「和食」の料理書を評価する制度があるとよい。よい料理書が増えることが国民の意識につながる。現在料理書

が異常な出版状況となっており、評価する目を充実させないと、ブームで終わってしまう。

28
委員ヒアリング（東四柳委員） 料理の専門学校で料理人を目指す若者の間で「和食」離れが進んでいる。狭い世界で、やめにくく、厳しいイメー

ジを若者に持たれている。フランスのように、料理人の地位を高める制度が必要ではないか。

29

委員ヒアリング（山口委員） 「和食」の4つの特徴が登録されているのだから、その特徴に該当するものを保護・継承すべき。4つの特徴を基
準とし、基準に照らし合わせた濃淡、中心からの距離等で考えてはどうか。その意味では、ラーメン、カレー、ハ
ンバーグ等はフリンジ（周辺）に相当する。

30

委員ヒアリング（山口委員） 「和食」として伝統的に守るべきものと、ダイナミズムを許容し、変化を受け入れるべきものがある。現在の5W1H
は平面的な整理なので、前者の内容が記載されている印象を受ける。後者のダイナミズムについても重要であ
ることがわかるように、工夫して表して欲しい（熊倉先生が立体的に「和食」を説明している）。

31
委員ヒアリング（山口委員） 「和食」は自然の食材を活かすことが特徴であるが、それは日本人が長年こんぶだしを使い、うま味を利用する

習慣に慣れているから。

32
委員ヒアリング（溝上委員） ユネスコ登録は、「和食」では通らず、「正月料理を中心とした和食」で通っている。その背景や文科省との調整を

考えると、“伝統的な”という要素が重要ではないか。

33
委員ヒアリング（笠原委員） ”継承”は理解できるが、”保護”というのはどうか。ただ、学校給食に「和食」を増やすという活動は保護にあたる

か。

34

委員ヒアリング（笠原委員） 優先順位としては、家庭での「和食」の保護・継承を考えるべき。家庭で「和食」を食べなくなってきている。それ
は、「和食」の作り方がわからないから。一方で、「和食」を食べたいという声は大きい。「和食」を提供する「賛否
両論」にも、30代以下の年齢の若いお客様も多い。

35
委員ヒアリング（笠原委員） 「和食」の特徴は、日本の良質な食材（新鮮、四季がある）に”最低限の”手を加えて提供すること。日本の新鮮

な食材があるからできること。「おいしい」は食材に対する言葉で、「旨い」は料理に対する言葉と言われる。

36
委員ヒアリング（笠原委員） 「和食」は、必要以上に難しく考えられている。もっと手軽に家庭で作れるものとして考えられるようになると良

い。



37

委員ヒアリング（笠原委員） 「和食」料理人の地位向上は望ましいが、過去と比べ、現在決して地位が低いわけではない。ただし、日本料理
の板前を目指す若者が減っていることは確か。和食の世界は厳しいというイメージがあることが影響している
か。

38
委員ヒアリング（笠原委員） 海外における「和食」保護の問題もあるが、まずは国内の「和食」の保護・継承が優先。

39

検討会準備会合（山口委員） 保護・継承を考えたとき、誰が主体か、料理人、母親とあるが、食育でもいろいろな試みがなられているが、一番
問題をもっていて、中々進まないのは家庭。「和食」は単に食べることだけでなく、いただきますと言うとか、暮らし
なり日本の考え方のベースになっている。そういう意味で家庭で和食が保護・継承されることが一番大事。

40
検討会準備会合（山口委員） 和食の裏づけとなる食材の扱い方や技術などハードの部分をはっきりさせておく必要がある。それを継承してい

くために、国としてもそれなりの仕組みを作る必要があるのではないか。

41
検討会準備会合（溝上委員） 熊倉先生と話をすると2世代前が食べていたものを郷土食としようというような話もあった。

42
検討会準備会合（東四柳委員） 「和食」の保護・継承にあたって家庭料理と料理人の世界は別に切り離していくべきだと考えており、それぞれの

継承に関わっていくプロフェッショナルもそれぞれ育成していくべきだと思っている。

43
検討会準備会合（東四柳委員） 給食はよく出てくるキーワードだが、めずらしい、おいしいで終わってしまうので、食の歴史のテキストなどを作っ

て子供たちと共有することが大事。

44

検討会準備会合（東四柳委員） 忙しいお母さんは、スーパーで買ってきたものや、浅漬けの素を使った漬け物や、顆粒だちを使った味噌汁な
ど、形は壊れていないが内実は簡略化が進んでいる。和食の形を結構大事にしているお母さんは、ヒアリングし
た限りでは多いなという印象。ただ、和食文化を学ぶ機会を確保することは難しくなっている。

45

検討会準備会合（民輪委員） 地方の食はなんとか踏みとどまっているという印象。おじいちゃんおばあちゃんの記憶と手法はギリギリ残ってい
るので、それを記憶していく必要はある。一方で、パンとか食べているライフスタイルからすると、和食そのものが
子供たちには異文化になっていたりする。ただ、それに対する仕掛けさせしてあげれば、不思議や驚きをもって
興味を持ってもらうことは可能ではないか。

46

検討会準備会合（民輪委員） 「和食」の保護・継承のためには、記録してまとまった数できちっと情報発信することと、楽しく、興味を引く方向の
両面から取り組む必要があるのではないか。規制する方向ではない形で、農林水産省が考えて、バックアップし
ていただければありがたい。

47
検討会準備会合（山口委員） 内閣では地方創生が大テーマになっているが、和食で郷土食を位置づけようとすると、すぐに地方創生に結びつ

いてくる。

48
有識者ヒアリング（辻芳樹氏） 農業を守るのか、文化を守るのか、農業政策を守るのか、目的をはっきりとしたほうがよい。輸出を増やすといっ

ても、政府が規制緩和や法改正をしない限り難しい。



49
有識者ヒアリング（塩谷先生） 保護・継承の場としては“家庭”が最も重要だと思う。

50

有識者ヒアリング（塩谷先生） 脅威として“和食の料理学校の減少”を取り上げているが、若い人が料理学校に行く人が減っているかもしれな
いが、高齢者が増えている印象がある。特に、高齢の男性が料理教室に通い、料理への考え方を改めるケース
が目立つ。

51
有識者ヒアリング（江原先生） ユネスコへの申請書に、“自然の尊重”、“健康の増進への貢献”、“絆の強化”が記載されていたので、「和食」

の4つの特徴へ反映が必要。

52
有識者ヒアリング（江原先生） “素材を持続可能な活用のために使い尽くす”知恵等について、「和食」の特徴にも入れたい。

53
有識者ヒアリング（江原先生） 脅威にある17重箱に関する記述はマイナスと言えるのか？正月料理が重箱といえる歴史はそれほど長くなく、

地域により異なる。正月を祝う料理を用意しなくなった家庭の増加を取り上げるべきでは？

54
「和食」のユネスコ無形文化遺産登録申請書 要素の実践者は全ての日本人である。その担い手は以下のとおり。

１）家庭、２）地域コミュニティー、３）草の根グループ、４）学校教員及び料理のインストラクター、５）伝統工芸家

55
「和食」のユネスコ無形文化遺産登録申請書 「和食」は食の生産から加工、準備及び消費に至るまでの技能や知識、実践や伝統に係る包括的な社会的習慣

である。これは、資源の持続的な利用と密接に関係している「自然の尊重」という基本的な精神に因んでいる。

56
「和食」のユネスコ無形文化遺産登録申請書 正月は代々受け継課がれてきた日本の伝統がアイデンティティや継承感を再認識させるものであり、「和食」に

対する基本的な知識や社会的・文化的特徴が典型的に見られる。

57
「和食」のユネスコ無形文化遺産登録申請書 正月の料理は特別な器に盛られ、家族や参加者が共に食することにより、健康を増進したり社会的結びつきを

強めたりする。これは、年長者が子供にこの社会的慣習が持つ意味を教える機会ともなっている。

58
「和食」のユネスコ無形文化遺産登録申請書 日常生活においても同様に、バランスの良い伝統的な食事をとることにより、「和食」はアイデンティティを再認識

させたり、家族や地域の絆を強めたり、健康的な生活に貢献したりする重要な社会的役割を担っている。

59
日本食文化の世界無形遺産登録に向けた検
討会（第１回）（H23.7.5）（服部幸應委員）

日本料理の起源、そして作法も非常に重要になってくる。箸の使い勝手だとか、そういうことも食文化には必要な
要件。

60

日本食文化の世界無形遺産登録に向けた検
討会（第１回）（H23.7.5）（山口範雄委員）

非常に底辺の広がりが広くなった家庭料理から、根っこはそこにあると思うが、それを磨きに磨いて、一番頂点
のところに、その頂点になっている方が今日は何人もいらっしゃるが、磨き抜かれたもう文化の粋のようなものが
頂点にある。

61

日本食文化の世界無形遺産登録に向けた検
討会（第１回）（H23.7.5）（村田吉弘委員）

世界各国の中で大方の国は油脂分を中心に料理を構成しているが、うまみ成分を中心に料理を構成している国
というのは我が国だけ。日本料理を全般として共通項というのは、うま味を中心に料理を構成していることだと思
う。



62

日本食文化の世界無形遺産登録に向けた検
討会（第１回）（H23.7.5）（佐竹力総委員）

2005年に、服部先生と一緒に日本食海外レストラン認証制度というのを農水省で作ろうということで、ここでやっ
たんですが、まず定義が非常に難しかったということで、その時、我々の段階では日本人に日常定着している食
べ物を全て日本食にしようということで、ラーメンまで入れようということになった。

63
日本食文化の世界無形遺産登録に向けた検
討会（第１回）（H23.7.5）（熊倉功会長）

山口委員から話のあった底辺を別の言葉で言えば和食。家庭料理としての和食である。もちろんその背景には
日本の食文化があるが、料理ということに絞れば和食。

64

日本食文化の世界無形遺産登録に向けた検
討会（第１回）（H23.7.5）（熊倉功会長）

健康ということ、美的な名世界、美しいということ、健康でしかも美的な日本料理と、こういう要素、また、それを支
えているものとして豊富な食材、そしてお米の文化、生魚の処理やそのおいしさを引き出す文化、発酵調味料の
豊かな世界、そういうものを背景に、うまみ、だし文化というものが日本食文化の一つの大きな特徴。

65
日本食文化の世界無形遺産登録に向けた検
討会（第１回）（H23.7.5）（藤野雅彦委員）

昨年の10月に食の甲子園というのが山形でおこなわれた。このような青少年の食に対する運動、それに関わる
団体も是非取り上げていただきたい。

66
日本食文化の世界無形遺産登録に向けた検
討会（第１回）（H23.7.5）（山口範雄委員）

頂点を支えるのはプロでしょうから、プロを育成して、そこに最高の技術と美しさを含めて、そういった文化の粋の
ようなものが完全に最高レベルで保たれるようにする。

67
日本食文化の世界無形遺産登録に向けた検
討会（第１回）（H23.7.5）（熊倉功夫会長）

食文化研究所というようなものも、個々の企業にございますし、そういった成果が十分取り入れられるということ
も必要。

68
日本食文化の世界無形遺産登録に向けた検
討会（第１回）（H23.7.5）（熊倉功夫会長）

日本人の国民の中で、日本食文化を大事にする。これを守るんだという意識が生まれることが大前提。

69
日本食文化の世界無形遺産登録に向けた検
討会（第１回）（H23.7.5）（佐竹力総委員）

幼稚園の子から中高生、大学生まで全部自国の食べ物に対して誇りを持つといいますか、日本の食文化に関す
る啓蒙活動をしながら申請に繋がれば理想的。

70
日本食文化の世界無形遺産登録に向けた検
討会（第２回）（H23.8.19）（熊倉功会長）

麺文化は日本独自の性格がございますので、是非何らかの形で加えていきたい。

71
日本食文化の世界無形遺産登録に向けた検
討会（第２回）（H23.8.19）（辻芳樹委員）

日本文化の源となる年中行事なり、比喩、ならわしを、あるいは精神面も含めて料理で表現できるという料理文
化というのは世界で類を見ないものだ

72

日本食文化の世界無形遺産登録に向けた検
討会（第２回）（H23.8.19）（小泉武夫委員）

日本料理の基本は何かといろいろ聞くと、水という言葉が出てくる。日本の水というのは世界で本当に一流の水
である。その水が中心になって例えば日本酒ができてくるし、お茶の道、茶道ができてきたりする。水が悪かった
らできてこないわけです。

73

日本食文化の世界無形遺産登録に向けた検
討会（第２回）（H23.8.19）（服部幸應委員）

調理師とか栄養士は出てくるが、学校の数がすごく世界でもまれ。250校ですよね。世界にこんなに数多くの学校
がある国は無い。全体でいうと1万5千人が毎年入学して卒業する。こういった組織があることで日本は食事のレ
ベルを維持しており、そういう要因が非常に発展につながるような卵を我々は用意している。



74
日本食文化の世界無形遺産登録に向けた検
討会（第２回）（H23.8.19）（熊倉功夫会長）

フランスの場合だと、伝統料理の目録を作っているが、そういう基礎的なデータベースをどう作っていくかというこ
ともこれから一つの大きな課題。

75

日本食文化の世界無形遺産登録に向けた検
討会（第３回）（H23.9.28）（山口範雄委員）

ハレという言葉が使われると、食だけでなく暮らしの香りも全部入ってきて、先程京都府の方が説明されたよう
に、食なんだけど、食材から出汁から始まって、配膳から精神性まで美学まで入っているということが中身だとい
うのは、皆さんの認識として共通している。

76

日本食文化の世界無形遺産登録に向けた検
討会（第３回）（H23.9.28）（茂木友三郎委員）

日本の食文化、日本料理というのは世界で非常に行き渡っていると言われているが、実態を見ると半分イエス、
半分ノーなんです。確かに昔と比べたらはるかに日本の食文化は世界に普及してきていると思うが、例えばアメ
リカで日本食が普及しているから、アメリカの家庭で日本料理を食べているかと言ったらそれはゼロに近いんで
しょう。

77

日本食文化の世界無形遺産登録に向けた検
討会（第３回）（H23.9.28）（藤野雅彦委員）

フランス調査の報告の中で、フランス料理を定義するのは難しいということがあり、なるほどと、日本料理は何だ
ということになってしまう。海外で日本料理はどうして好まれているのか、これはやはりヘルシーでファッショナブ
ル、この２つなんです。

78
日本食文化の世界無形遺産登録に向けた検
討会（第３回）（H23.9.28）（熊倉功夫会長）

義務教育、教育の面で食文化というものをもう少しきちんと伝えていくべき。

79
日本食文化の世界無形遺産登録に向けた検
討会（第３回）（H23.9.28）（熊倉功夫会長）

大学、大学院で日本文化をきちんと学べるような場を作っていく必要がある。

80

日本食文化の世界無形遺産登録に向けた検
討会（第４回）（H23.11.4）（村田吉弘委員）

日本料理と和食の区別がよくわからない。一般的に普通に家庭で食べている日本料理のことを和食というのか、
どのへんまでが和食でどのへんまでが日本料理か。同じ日本の食を表すのに、和食というのと日本料理という
のと２つあるが、幅広く日本料理の中に会席もあって、家庭料理が和食なのか。

81

日本食文化の世界無形遺産登録に向けた検
討会（第４回）（H23.11.4）（熊倉功夫会長）

洋食に対する和食という感覚。会席料理から折衷料理まで含めて和食である。それが日本における普段の家庭
食である。日本の食文化の全体像を和食という言葉でくくって、その中にもてなし料理、フォーマルな料理として
の会席料理が日本料理ということになる。日本料理という風に家庭の料理を言うのはちょっと難しいだろうという
ことで、和食のほうが概念として広いのかなという考え。

82

日本食文化の世界無形遺産登録に向けた検
討会（第４回）（H23.11.4）（藤野雅彦委員）

和食というのは西洋料理に対して和食。家庭料理の中である意味我々が省きたいのはハンバーグ、ラーメンで
あるとか、ちょっと和食とは言えないのではないか、というものは省きたい。そういう意味では和食という概念は
ぴったりという気がする。

83

日本食文化の世界無形遺産登録に向けた検
討会（第４回）（H23.11.4）（佐竹力総委員）

日本食と和食について、日本食というのは会席料理からラーメン、カレー、ギョウザまで言えると思う。和食となる
と常識的なイメージからは、ご飯と一汁三菜のイメージとなり、ローマ字でWASHOKUということで良いのではない
かと思う。

84
日本食文化の世界無形遺産登録に向けた検
討会（第４回）（H23.11.4）（山縣正委員）

本来魚介とは痛みやすい素材。それを長い歴史と経験の上、例えば醤油、味噌もそうだが、そうした調味料を使
いながら、うまみを出しながら最終的には健康に良いということが大事。



85
日本食文化の世界無形遺産登録に向けた検
討会（第４回）（H23.11.4）（佐竹力総委員）

日本食文化を特徴付ける４つの要素の件について、フランスの現地調査で感じた点で、年中行事や人生儀礼等
と発酵食品の活用が非常に特徴的で、あとの２つの要素はどこにでもある。

86

「和食文化"再考"シンポジウム『再発見！「和
食」文化の魅力』」【北海道ブロック】
（H25.10.28）（荒川義人氏）

簡単で便利な社会になっているから、お茶はティーパック、ペットボトルでいいし、急須なんかは消えていく。最近
では包丁、まな板が無いとかいうことも話題になっています。そういうことが進んでしまうと食文化なんて絶対崩
壊するに決まっている。そういう状況かもしれない。

87

「和食文化"再考"シンポジウム『再発見！「和
食」文化の魅力』」【北海道ブロック】
（H25.10.28）（木村光江氏）

子供の頃、お母さんやおばあちゃんに作ってもらったものを嫌々ながらに食べたのは覚えているが、その味を覚
えていてそれが何か懐かしくもあり、また食べたいなと思い出すんです。嫌いながらに食べていたものが食べな
いから作らないのではなく食べなくても食べさせなければいけないのか、ということも感じている。

88

「和食文化"再考"シンポジウム『再発見！「和
食」文化の魅力』」【北海道ブロック】
（H25.10.28）（木村光江氏）

親から教えてもらわなければ、誰かに教えてもらわないといけない。おばあちゃんにでも良いが、それだけでは
間に合わないので、教えてくれる場というのはまだまだ足りていないのではないか。意識の高い人というのは
日々アンテナを張っているから、そういった情報をちゃんとキャッチするが、少し意識のない子育て世代の若いお
母さん方とかは、何かをキャッチしようという意識がまるでありませんから、そういった人たちをどう取り込み、巻
き込んでいくかということもとても大切。子供には食育でしっかり学んでもらい、育てる親の世代もしっかりと、両
方を育てていかないといけない。

89

「和食文化"再考"シンポジウム『再発見！「和
食」文化の魅力』」【北海道ブロック】
（H25.10.28）　（阿部綾音氏）※大学生

昨年の学校の課題でお節を作るという課題があったが、その時も自分でお節を作ったことがなくて、友達も家で
はお節を食べないとか、オードブルを食べるとかそういう人たちばかりで、和食文化とか和食に触れる機会がもう
全然なくなっている。友達と遊んでご飯にいく時も和食にいくことはほとんど無いですし、和食の調理の仕方とか
を学ぶ機会も家ではあまりなく、祖父母の家に年に何回か行くときには必ず和食が出てくるので、その時に食べ
たり、作り方を教えてもらう、というのはあるが、年に何回かしかないので、和食に触れる機会はどんどん少なく
なっているというふうには思う。

90

「和食文化"再考"シンポジウム『再発見！「和
食」文化の魅力』」【東北ブロック】（H25.8.21）
（平出美穂子氏）

学生たちと一緒に、郷土料理を広めていくか色々模索していたところ、一番良いのは大学祭があり、その場を利
用して学生と教職員との共同で献立を立て、来て下さった市民の方たちに食べていただいたりしてきた。かなり
好評でよかった。

91

「和食文化"再考"シンポジウム『再発見！「和
食」文化の魅力』」【東北ブロック】（H25.8.21）
（平出美穂子氏）

福島の食文化を研究したが、今から20年ぐらい前に始まったもので、その時は皆さん「こんなのは誰でもやって
いることなのに、今さら調べて何をするのか」と言われたのだが、今だんだん失われて、それがまた見直されてき
た時代になった。

92

「和食文化"再考"シンポジウム『再発見！「和
食」文化の魅力』」【東北ブロック】（H25.8.21）
（千葉彩子氏）

和食のベースも結局一番最初は家庭料理のはず。家庭料理を預かるお母さんたちもある程度覚悟を持ってとい
えば変だが、何かのときにはそれを思い出すぐらいの覚悟でやってほしい。お母さんからそういうような姿勢を感
じられると、子供にもちゃんとしみこんでくれるだろうと思う。そういうところが一番の継承の出発点になれば良
い。

93

「和食文化"再考"シンポジウム『再発見！「和
食」文化の魅力』」【東北ブロック】（H25.8.21）
（千葉彩子氏）

郷土料理というものを刷り込んでいかなければ、自分のものにならないということもあるので、小学校の給食のこ
ろから家庭と学校とがお互いに連携し合っていくのが良いのではないか。



94

「和食文化"再考"シンポジウム『再発見！「和
食」文化の魅力』」【東北ブロック】（H25.8.21）
（来場者）

どうして和食を私たちの若い世代に食べてほしいのか、という思いがあまり伝わってこなかった。

95

「和食文化"再考"シンポジウム『再発見！「和
食」文化の魅力』」【東北ブロック】（H25.8.21）
（菅原悦子氏）

食べ物というのは、人と人のつながりとか、食べること、生きることのメッセージを伝えるツールである。そういうこ
とを考えられる大事なものだということが、郷土食の伝えたい一番の本質だと思っている。だから若い人にも是
非、まめぶ汁を食べてもらいたいし、一生懸命作っている方たちがどういう思い出作っているのかも聞いていた
だきたいし、そういうコミュニケーションを通して地域の理解とか、食に対する思いとかを若い人たちにちゃんと分
かっていただければ、日本の農業も食ももっと豊かで良いものになっていくのではないかと思っている。

96

「和食文化"再考"シンポジウム『再発見！「和
食」文化の魅力』」【東北ブロック】（H25.8.21）
（菅原悦子氏）

原点に立ち返って本当にそういうことは必要か、やらなければいけないのか、という若い方の意見は今後、進め
ていくときには非常に重要になる。

97

「和食文化"再考"シンポジウム『再発見！「和
食」文化の魅力』」【東北ブロック】（H25.8.21）
（菅原悦子氏）

若い方たちも食べるチャンスとか料理するチャンスがあればきっと興味を持ってもらえると思う。

98

「和食文化"再考"シンポジウム『再発見！「和
食」文化の魅力』」【東北ブロック】（H25.8.21）
（司会）

なぜ和食を伝えるのか、という質問があったが、たどり着くのは郷土愛じゃないか。物ではなく、見えないことまで
を伝えようとするのが和食なのでは。

99

「和食文化"再考"シンポジウム『再発見！「和
食」文化の魅力』」【北陸ブロック】（H25.9.4）（長
谷川孝徳氏）

和の基本的なものは、当然そうだと思うが米文化があって、先程の麹文化の話もあったが、麹でできたもの、味
噌醤油なんかもそうだが、そういう味付けの元が日本独自のものというのがベースにあったら、やはりこれは和と
いえるのではないか。

100

「和食文化"再考"シンポジウム『再発見！「和
食」文化の魅力』」【北陸ブロック】（H25.9.4）（長
谷川孝徳氏）

家から始まって地域、地方、日本と大きくなるのですが、伝統、行事というものをずっと伝えていくということの１つ
が和食になるし、逆に和食がそれらの行事・伝統を守っているということにもつながっていく。日本の食文化を保
護・継承するということは、日本文化をそのまま残していくということ。

101

「和食文化"再考"シンポジウム『再発見！「和
食」文化の魅力』」【北陸ブロック】（H25.9.4）（長
谷川孝徳氏）

日本の学生が日本料理ができなくて、留学生が自分の国の料理を作れるというのは、言ってみれば継承されて
いるか、いないかは国によって違うが、国家的な問題であると思ってしまう。留学生はほとんど作りますから。

102

「和食文化"再考"シンポジウム『再発見！「和
食」文化の魅力』」【北陸ブロック】（H25.9.4）
（新村義孝氏）

発酵食は1000年以上の歴史があるように、私たち日本人の腸なんかも、農耕民族らしく生まれ育っている。例え
ば塩麹、特に若い方々には古いものも大事にしながら、かつ新しい発想で、もっと和食の魅力を国内のみならず
海外にも発信してほしい。

103

「和食文化"再考"シンポジウム『再発見！「和
食」文化の魅力』」【北陸ブロック】（H25.9.4）
（新村義孝氏）

自分で作ったものを「美味しかったよ」と家族から言ってもらうとまた作ろうという気になる。そういうのを繰り返し
ていかないとその家の伝承の味は作れない。



104

「和食文化"再考"シンポジウム『再発見！「和
食」文化の魅力』」【北陸ブロック】（H25.9.4）
（新村義孝氏）

和食というのは醤油文化であり味噌文化であり麹文化であり、とにかくご飯、米と一緒に尊重しながら歩んでいく
のではないかと思う。

105

「和食文化"再考"シンポジウム『再発見！「和
食」文化の魅力』」【北陸ブロック】（H25.9.4）（出
倉弘子氏）

私は一番初めに出汁のとり方を聞いたら「知らない」と言われたのだが、外国の方、外国の学生、留学生の方に
料理教室をすると、自分の国の料理、毎日食べているような家庭料理は作れるんです。けれども日本の学生は
作れない。

106

「和食文化"再考"シンポジウム『再発見！「和
食」文化の魅力』」【北陸ブロック】（H25.9.4）（又
木実信氏）※大学生

継承というのは日本ではあまり聞かない気がする。特に男の子では残せないと思う。

107

「和食文化"再考"シンポジウム『再発見！「和
食」文化の魅力』」【北陸ブロック】（H25.9.4）（又
木実信氏）※大学生

能登の祭りがあり、その行事食として今まであったが、能登は少子高齢化や過疎化で祭りもできない状態。能登
におもてなしの文化として「よばれ」というのがあるが、祭りがないから、料理も出さないとなり、だんだんとなく
なってきている。

108

「和食文化"再考"シンポジウム『再発見！「和
食」文化の魅力』」【北陸ブロック】（H25.9.4）（又
木実信氏）※大学生

食の保護・継承イコール地域づくりだと思っている。そうした能登のおもてなしが能登の食文化の魅力であり、現
代の私たちに向けて地域の食文化の維持や継承が求められている。

109

「和食文化"再考"シンポジウム『再発見！「和
食」文化の魅力』」【関東ブロック】（H25.10.15）
（江原洵子氏））

日常とハレの話があったが、日常的には特にだしをとらなくて色々な野菜類とか、いろんなものを組み合わせる
ことによって、うま味を出してきた歴史がある。

110

「和食文化"再考"シンポジウム『再発見！「和
食」文化の魅力』」【関東ブロック】（H25.10.15）
（江原洵子氏））

行事食に限定するとちょっと違うが、行事食、今日はお話の報恩講だとか、そういう行事食とはちょっと違います
が、色々な行事、婚礼も含めて儀礼的な食事という意味でのハレというところでは、これは江戸時代の献立を
ずっと見てみると、必ず汁、例えば二の膳付きの食事という。行事の場合にも例えば柏餅だとか、江戸時代もそ
うですが、食事は基本的に本膳料理。

111

「和食文化"再考"シンポジウム『再発見！「和
食」文化の魅力』」【関東ブロック】（H25.10.15）
（神崎宣武氏）

同じ釜の飯を食うということで、私たちの絆を確認する。それと同じように同じ杯の酒を飲む。これも、今はぐい飲
みのようなものがめいめいに出てきますが、かつては、少なくとも行事の時は神様から下ったお神酒というのは、
1つの杯で回す場合が多かった。三々九度だって、お互いに同じ杯を飲む。同じ杯の酒を飲むというのは、世界
でも非常に特色がある。日本的なものだと思いますが、いずれにしても共同で食べて飲む。その日本の祭りの特
色でもあります。

112

「和食文化"再考"シンポジウム『再発見！「和
食」文化の魅力』」【関東ブロック】（H25.10.15）
（神崎宣武氏）

和食というのは実に幅が広い。日本という国は、歴史を通じて政治的に、あるいは宗教的にほとんど強圧的な統
制を受けておりませんから、結果、地方の文化がそれぞれ残っております。戦後にそれが大きく変わった、飽食
の時代から買い食いになって全国が画一化したと言いながらも、行事の中では依然として、先程お話しいただき
ましたように、さまざまな行事に伴った食文化が変化しながらも伝わっている。



113

「和食文化"再考"シンポジウム『再発見！「和
食」文化の魅力』」【関東ブロック】（H25.10.15）
（江原洵子氏）

体験をすることで、自分の知らない世界というのを知るという機会を出来るだけ持つということはすごく大事なん
ですが、それがなるべく小さいうちからの方が食習慣という意味では非常に重要で、学校給食もそうですけれど
も、もっと前の離乳の時、幼児の時、こういう時に和食の味に親しむということをしていくと、繰り返しによってそれ
になじむということがあると思う。

114

「和食文化"再考"シンポジウム『再発見！「和
食」文化の魅力』」【関東ブロック】（H25.10.15）
（神崎宣武氏）

和食、日本の伝統的食文化、これは枠組みを作るのが非常に難しい。今、便宜的にユネスコへ申請の報告書の
中の抜粋を皆さんにもご紹介しておりますが、それぞれの地方でそれをまた基本にして、その地方に合った伝承
の方策を考えてもらわなければいけない。といってめいめいが、「我こそがユネスコの指定の」というわけにもい
きませんので、全体としたら、日本として何が大事か、ということをさらに論じてまとめる必要。

115

「和食文化"再考"シンポジウム『再発見！「和
食」文化の魅力』」【関東ブロック】（H25.10.15）
（齊藤由香里氏）※大学生

今、私たちの世代だと、1年のうちにお正月にお雑煮を食べたり、節分に福豆とか恵方巻きとか、あとは大みそか
に年越し蕎麦を食べる程度。最近は自分を含めて友達を見ても、年越しとかお正月のイベントも友達同士であっ
たり、恋人と過ごす子がすごく多くて、まず、家族と一緒に過ごさないという子が多い。そうすると、行事食もなか
なか食べなかったりするんですよ。けれども、逆に洋もののクリスマスのイベントであったり、バレンタインだと、
必ずケーキを食べたり、チョコレートを食べたりというのはあるので、そこをこれから和食にもみんなが魅力に
思ってもらえるような何か工夫とかがあったりしたら、今後、和食を若者が好むきっかけになるのでは。

116

「和食文化"再考"シンポジウム『再発見！「和
食」文化の魅力』」【関東ブロック】（H25.10.15）
（清絢氏）

自分たちの地域の郷土料理が分からないとか、うちは郷土料理がないんですという声もすごく聞かれるので、ま
ずは、一度おのおの自分たちの暮らしている地域の食文化を正しく掘り起こしてみるということを始めて、そこで
見つかってきたもの。これは、私たちの食文化じゃないかというものをこれからに向けて継承していくという活動
に入っていければ。

117

「和食文化"再考"シンポジウム『再発見！「和
食」文化の魅力』」【東海ブロック】（H25.8.28）
（神出加代子氏）

この食文化というものを調べてみて、現在の和食の食文化と言われるものは、私どもの郷土、周囲、暮らしてい
るところ、そういうところで一生懸命工夫して作り上げてきたその郷土食が基本になっていると思う。それはなぜ
かというと、道具類を見ると、食べられないものを何とか食べられるように工夫した、その道具類がいっぱい残っ
ている。

118

「和食文化"再考"シンポジウム『再発見！「和
食」文化の魅力』」【東海ブロック】（H25.8.28）
（印南敏秀氏）

学生さんや子供さんたちといろいろな活動をしますと、あまりにも現場を知らないということが非常に大きい。や
はり現場に行って、海の冷たさとか、温かさとか、砂のぬめりとか、そういったものを見て、そしてそこにいる生き
物を見て。その生き物をとって名前を調べたり、いろいろなことを調べているうちに、その海ということについての
理解が少しずつ深まってくる。そうやった上で食べると。ただ単にお店で並んでいる魚や貝を食べるのとは随分
子供たちの目つきも違ってくる。

119

「和食文化"再考"シンポジウム『再発見！「和
食」文化の魅力』」【東海ブロック】（H25.8.28）
（印南敏秀氏）

一汁三菜というのは皆さん方にとって当たり前だと思っているかもしれませんけれども、これは決して当たり前の
ことではない。つまり、今の私たちがイメージする和食というのは、決して昔からのものではないのです。戦後に
なってようやく形成されてきたのが一汁三菜ということ。

120

「和食文化"再考"シンポジウム『再発見！「和
食」文化の魅力』」【東海ブロック】（H25.8.28）
（印南敏秀氏）

儀礼食は記録に残りますから分かります。ところが日常食は全く分かっていない。



121

「和食文化"再考"シンポジウム『再発見！「和
食」文化の魅力』」【東海ブロック】（H25.8.28）
（印南敏秀氏）

実は今、年中行事というのはものすごく衰退している。例えば皆さん方の家庭でもそうですけれども、正月以外
にほとんど行事というのはないはずです。もし登録されればもう一度自分ところの家の年中行事というものを振り
返ってもらいたい。

122

「和食文化"再考"シンポジウム『再発見！「和
食」文化の魅力』」【東海ブロック】（H25.8.28）
（印南敏秀氏）

食事もこれは全て文化ですから、これは後天的なものですので、ですからどういう育て方をされたか、どういう育
ち方をしたかによって、それぞれの人の食事の嗜好というのが変わって決まってくるわけです。

123

「和食文化"再考"シンポジウム『再発見！「和
食」文化の魅力』」【東海ブロック】（H25.8.28）
（印南敏秀氏）

やはり忘れてはいけないのは年齢だと思うんです。だから、若い人と青年とお年寄りが同じものを食べられるわ
けがない。ですから、そういう中でそれぞれの工夫を、年齢にあった工夫とか、家族構成にあった工夫であると
か。それは先程おっしゃったように強制は出来ません。ただし、家庭の味というのは何らかの形で、記憶に残るよ
うな形で何かこれはというふうなものがあった方が多分良いのではないか。

124

「和食文化"再考"シンポジウム『再発見！「和
食」文化の魅力』」【東海ブロック】（H25.8.28）
（神出加代子氏）

お米も洗って、お水さえ炊けば、スイッチで炊けます。お米を炊くのに、どうしたら美味しく炊けるかなんて考える
必要もなくなってきたし、お腹がすいて忙しければ、作りたくなければ、お金さえあればお金で買ってこられるよう
になった。その伝承する暮らしがいかに私どもには大切なものであったかということを、今、ちょっと反省してみる
時期にも来ているのではないかと思う。

125

「和食文化"再考"シンポジウム『再発見！「和
食」文化の魅力』」【近畿ブロック】（H25.9.17）
（的場輝佳氏）

日本の"出汁"というのは、昆布、かつお節だけではありませんが、植物や動物を一旦乾燥させて、あくや雑味、
嫌なにおいを除いて、非常に淡泊な風味に仕上がったものです。塩、しょう油、お酒を少々入れて、それだけで食
材を生かした料理になります。このように食材の持ち味を生かして料理に仕上がる出汁は、日本料理にしかな
い。

126

「和食文化"再考"シンポジウム『再発見！「和
食」文化の魅力』」【近畿ブロック】（H25.9.17）
（笹井良隆氏）

これは持論でございますので、ちょっと気になる方は聞き流していただきたいのですが、和食というのは、究極の
手抜き食やと私は考えています。だしも非常に簡単にとれる。昆布も沸騰したところに放り込めばいいと。だしを
とるということが、いかにも難しいことのように言ってきた。これは日本の料理会が反省しなければならない点。

127

「和食文化"再考"シンポジウム『再発見！「和
食」文化の魅力』」【近畿ブロック】（H25.9.17）
（的場輝佳氏）

現実にどう実現出来ているかは差し置いて、やはり子供に伝えること、家族に伝えること、子供を通して家族に
伝えること。特に、家族にどう伝えるかということがキーワード。

128

「和食文化"再考"シンポジウム『再発見！「和
食」文化の魅力』」【近畿ブロック】（H25.9.17）

学校での活動を含めて、農家、料理人、子供、家族が一体となったものにすることが重要かと思います。特に、
家族、家庭に切り込みたい。

129

「和食文化"再考"シンポジウム『再発見！「和
食」文化の魅力』」【近畿ブロック】（H25.9.17）
（阪中舞氏）※大学生

和食を通じて家族が団結することで、食卓の個食なども防ぐことが出来ますし、いいことだと思います。ただ、家
庭で出来る和食の勉強って、やはり限られていると思うんですよ。そこで、私は、学校給食を最大限に生かして、
授業参観とかあるじゃないですか、その授業参観で食育の授業、先ほど村田さんが京都の学校でやっていらっ
しゃるみたいな感じで、それを全国に羽ばたいて実施したらもっといいのかなと。



130

「和食文化"再考"シンポジウム『再発見！「和
食」文化の魅力』」【近畿ブロック】（H25.9.17）
（熊倉功夫氏）

バリエーションがあるということが、実は日本の食文化の面白さだという。そういうものを一色にするのではなく
て、逆にそういうバリエーションをこれからみんながむしろ大事にしていくということが、日本の食文化を外国の人
に理解してもらうためには必要なのかなという気もしますね。つまり、今、平準化しているんですね。味が全て平
準化している。例えばダイコン1つとっても、かつては地域ごとにあれほど土のぐあいと水のぐあいによって味が
変わる野菜はないと思うんですけれども、そのダイコンが今や日本全国統一されて青首ダイコンになっちゃった。
こういうような平準化という問題をむしろ、これからどうやって逆に個別化していくかということの方が課題かもし
れない。

131

「和食文化"再考"シンポジウム『再発見！「和
食」文化の魅力』」【近畿ブロック】（H25.9.17）
（熊倉功夫氏）

そうやって親しんでくるということが大事ですから、どうやったら親しめるか、親しむチャンスを作っていくかという
ことが、これからの大きな課題。

132

「和食文化"再考"シンポジウム『再発見！「和
食」文化の魅力』」【近畿ブロック】（H25.9.17）
（熊倉功夫氏）

遺産というのは、博物館入りしたものというものでは決してありません。遺産というのは、今日我々が生かしてい
くべきものである。遺産というのは、あるがままにそのまま保存していくものではありません。それは、今日の時
代に合わせて作りかえて、創造性をそこへ加えて、そして、変わらざるものは守りながら、そして、今日の時代に
合う新しい姿を作っていく。言葉は古きを選び、心は新しきを選ぶという、そういうことが伝統を継ぐということだ
と。

133

「和食文化"再考"シンポジウム『再発見！「和
食」文化の魅力』」【中四ブロック】（H25.10.3）
（神崎宣武氏）

その土地、土地で、いろいろな食材を食べこなしていくということが大事なことであって、ハレの食もケの食も、基
本的にはそうだったと思います

134

「和食文化"再考"シンポジウム『再発見！「和
食」文化の魅力』」【中四ブロック】（H25.10.3）

新鮮な自然の食材を使っての伝統というようなことで、1つの方向が出ました。これが和食の外枠を決めるキーに
なるかどうか異論もありますでしょうけれども、1つの方向だろうと。

135

「和食文化"再考"シンポジウム『再発見！「和
食」文化の魅力』」【中四ブロック】（H25.10.3）
（三谷英子氏）

環境だとか、マナーまで含んだいろいろなことが食にかかわってきますので、一度失われたらもう取り返すのが
大変難しい。恐らく、無理だと思います。やはり残していきたいことがたくさんある。それが地域の活性化にもつな
がっていきますので、絶対私たちの世代が頑張って、若い人たちに何とかつなげていきたい。

136

「和食文化"再考"シンポジウム『再発見！「和
食」文化の魅力』」【九州ブロック】（H25.10.22）
（四月一日梨沙氏）※大学生

一人暮らしをしている大学生が多かったのですが、一人暮らしの人は自炊か、外から買ってきて食べ物を食べる
という状態なのですが、自炊をしている人たちの中で和食を作る、私は和食派でいつも和食を食べますという人
はほとんどいなかったと思います。その理由を聞いたことがあります。その一番の理由は、しょうゆとかみそとか
酢とか、調味料が多過ぎて味付けが難しいということと、和食を作るには家族だと大量に作って分け合えばいい
けれども、1人分だけ煮物を作るというのがとても難しいということ、あと大学生同士で外に食べに行く、外食に行
こうという時に和食を選んだことは一度もないです。その理由として、私の考えなのですけれども、恐らく洋食イ
コールおしゃれだというイメージがあって、雑誌とかを見ても洋食を取り上げてコーナーを作っているのが多くて、
和食は私が見る限り見たことがないので、流行というものに乗っかっているのかなという感じも受けている。



137

「和食文化"再考"シンポジウム『再発見！「和
食」文化の魅力』」【九州ブロック】（H25.10.22）
（中山美鈴氏）

おしゃれと来たので、そう来たかと思いましたけれども。でも、何がおしゃれかという価値観というのは、もう時代
によって変わるのです。だから、今はそうかもしれませんけれども、あるいは10年後、20年後になったら、日本料
理の方が格好いいと、むしろ世界の人たちは日本料理にすごく注目しているのです。

138

「和食文化"再考"シンポジウム『再発見！「和
食」文化の魅力』」【沖縄ブロック】（H25.9.25）
（中山美鈴氏）

要は、やはり子供たちに本物を伝えるということと、本物であれば伝わるということと、本物を知ることによって選
べると。何も知らずにいるのでは、ふるさと料理というのはやはり残っていかないので、そういうことは大切。

139

「和食文化"再考"シンポジウム『再発見！「和
食」文化の魅力』」【沖縄ブロック】（H25.9.25）
（中山美鈴氏）

逆に世界にむしろこれはもっともっと広めていいのではないかと思うような料理は、幾つも日本食の中にありま
す。それはもう見る側の意識や見方の問題であって、それは私たちも悪いのですね。あまりふるさと料理というも
のの良さというものを本当に真剣に学び伝えていこうとしなかった。そこはお互いにそういう気持ちで向き合って
いけば、日本食の未来というものはもっと広く明るいものになるのではないか。

140

「和食文化"再考"シンポジウム『再発見！「和
食」文化の魅力』」【沖縄ブロック】（H25.9.25）
（桑畑美沙子氏）

私はやはり体験を通すことの大切さ、だから手間暇かけて美味しいと感じる、そこから出発するということは大
事。

141

「和食文化"再考"シンポジウム『再発見！「和
食」文化の魅力』」【沖縄ブロック】（H25.9.25）
（桑畑美沙子氏）

教え込むのではなくて楽しい、美味しいというふうに、子供、相手の方が感じるところから興味が湧いてくるので
はないか。押しつけてもそれは「あっ、そう」でおしまいになってしまうから、それをどうやって相手が美味しい、楽
しいという気持ちになるかというような仕組みの問題も、私たちは考えていかないといけないのではないか。

142

「和食文化"再考"シンポジウム『再発見！「和
食」文化の魅力』」【沖縄ブロック】（H25.9.25）
（金城笑子氏）

行事を通して、その若い世代に上手につないでいくことは出来ないものか。

143

「和食文化"再考"シンポジウム『再発見！「和
食」文化の魅力』」【沖縄ブロック】（H25.9.25）
（金城笑子氏）

例えば出産でもいいし、ほかの祝い事でもいいし、仏事でもいいし、そういう時にみんなが顔を合わせるって、そ
ういう行事を大切にしながら、その料理を通してつないでいくものがあるのでは。

144

「和食文化"再考"シンポジウム『再発見！「和
食」文化の魅力』」【沖縄ブロック】（H25.9.25）
（嘉手苅百里惠氏）

沖縄は沖縄、京都だったら京都の食文化というように、その地域で自分たちの食文化を守っていくこと自体が、
大きく見れば和食の継承につながるのかなという印象。この和食というように聞いた時に、やはりイメージするの
は、ちゃんと本膳料理みたいなそろった料理で、私たちの日常の食生活とはほど遠いというような印象を受ける
のが一番最初にあって、それを継承していくと聞くと、ちょっと難しいという印象を受けるが、今回お話を聞いて、
和食というのが一汁三菜を基本として、ご飯、米文化、米と汁物とか、そういうもので和食というように定義されて
いるということを知らない方が多い。今回初めて知りましたので、それをもっと広めていけば、この和食文化の継
承というのも、もっと拡大されていくのではないか。

145

「和食文化"再考"シンポジウム『再発見！「和
食」文化の魅力』」【沖縄ブロック】（H25.9.25）
（金城須美子氏）

画一的にするわけにはいきませんで、この長い日本列島、北海道から沖縄まで、それぞれ産物が違ったり、気
候が違ったりします。それぞれの地域に合った、これまで伝統料理というものが生まれてきたはずですから、や
はりそれを基盤にして、そしてそれをもっとよりよくしていく。改善していくところは改善していく。残すべきところは
きちんとそれを押さえておく。そういう方向で発展させることが大事。



146

「和食文化"再考"シンポジウム『再発見！「和
食」文化の魅力』」【沖縄ブロック】（H25.9.25）
（金城須美子氏）

沖縄の料理というのは、ちょっと色彩に欠けていうか、味を真髄としますから、いろいろな材料から出てきた複合
的な味をよしとします。そういうことで、見栄えのよさということにはあまり関心を持たないできたけれど、これから
は、若い世代にも郷土の料理を受け継いでいってもらうためには、やはりその辺の改善が必要だろうと

147

「和食文化"再考"シンポジウム『再発見！「和
食」文化の魅力』」【沖縄ブロック】（H25.9.25）
（崎原永辰氏）

現実を見ながら、昔のよさを継承しながら、新しいライフスタイルの中での食というのを構築していく必要。

148

「和食」文化の魅力 再発見イベント"『和食；日
本人の伝統的な食文化』の魅力"(H25.11.24)
（伏木亨氏）

なぜ伝統が、というふうにいつも考えているんですが、1つは、自分の子供たちあるいは孫が自分と全然違うもの
が好きだとか食べているとか、それ、すごく寂しいですよね。

149

「和食」文化の魅力 再発見イベント"『和食；日
本人の伝統的な食文化』の魅力"(H25.11.24)
（伏木亨氏）

ずっと長くこれまで脈々と続いてきた伝統の流れというのに自分もそれに参加しているというのは大変心地よい。

150

「和食」文化の魅力 再発見イベント"『和食；日
本人の伝統的な食文化』の魅力"(H25.11.24)
（伏木亨氏）

我々は食べる前にまぜない。別々にまず目で楽しんで、口の中に入れてからそれぞれのご飯とのマッチングと
か、あるいはおかずの余韻でご飯を食べるとか。違うものが口の中に入ってきて、ご飯と別のものがこっちとこっ
ちで分かれているなという不均一な感じが大変好きです。

151

「和食」文化の魅力 再発見イベント"『和食；日
本人の伝統的な食文化』の魅力"(H25.11.24)
（伏木亨氏）

うまみは、先ほど来、日本の味わいの中心であるというふうに言われていたが、これはまさにその通り。世界中
にうまみはあり、どの国も自分たちの料理の中に実はうまみというのを持っていて、それを中心に食べているん
ですが、日本の場合は特にそれを前面にバッと押し出したというところが特徴的。

152

「和食」文化の魅力 再発見イベント"『和食；日
本人の伝統的な食文化』の魅力"(H25.11.24)
（村田吉弘氏）

アメリカ人はもう日本でラーメン屋を出しています。お好み焼きはどうなのか、和食かと。たこ焼きはどうなのか、
カキフライは洋食と思っているじゃないですか。ヨーロッパのシェフはアメージングと言いますが、何を言っている
んだ、お前らの方がアメージングではないかと。そういう料理も含めて裾野は広い方がいいと思っています。みん
な和食にしてしまえと思っているんです。

153

「和食」文化の魅力 再発見イベント"『和食；日
本人の伝統的な食文化』の魅力"(H25.11.24)
（村田吉弘氏）

引き算引き算で、本来のものはそこにあるというような考え方は日本の調理法の根本。

154

「和食」文化の魅力 再発見イベント"『和食；日
本人の伝統的な食文化』の魅力"(H25.11.24)
（村田吉弘氏）

和食というのは、うまみというものを中心に同心円的に、甘い、辛い、酸っぱい、苦いというあとの4味を均等にバ
ランスよく並べたというように作るわけで、うまみが中心であることは間違いない。

155

「和食」文化の魅力 再発見イベント"『和食；日
本人の伝統的な食文化』の魅力"(H25.11.24)
（羽田美智子氏）

昔の方は、自然に四季と向き合って、これが食べどきだとかそういうところから入って、体に栄養をつけていっ
た。今の現代人と逆の発想。



156

「和食」文化の魅力 再発見イベント"『和食；日
本人の伝統的な食文化』の魅力"(H25.11.24)
（熊倉功夫氏）

必ずしも「いただきます」「ごちそうさま」というのを日本人は大昔から言っていたわけではなく、意外に新しい。近
代になって日本人が一緒に、つまり、日本人はそれまではめいめい膳という形だった。食べ終わったら、そのま
ま布巾で拭いて、膳棚にお膳ごとしまう。洗わない。それが不衛生だというので明治時代になり、ちゃぶ台という
のが出来た。1つの家族が1つのテーブルを囲むようになる。昔から言っていた人もいるが、その時、「いただきま
す」「ごちそうさま」というのが普及してくる。

157

「和食」文化の魅力 再発見イベント"『和食；日
本人の伝統的な食文化』の魅力"(H25.11.24)
（熊倉功夫氏）

大変な作業です。それを大変だと思うか思わないかということだと思うが、何に時間の価値を感じるかということ
はとても大事。ですから、お料理を作るということは、日常生活の中で我々が出来る一番創造的な仕事ではない
か。

158

「和食」文化の魅力 再発見イベント"『和食；日
本人の伝統的な食文化』の魅力"(H25.11.24)
（伏木亨氏）

味のうまみは、先天的に皆美味しいんです。新生児だってうまみは美味しい。ところが、においは完全に後天的
だから、教えないとだめなんです。子供たちに、カツオ、昆布のにおい、あるいはだしジャコのにおい、うまみと同
時にこれを教えて、これが美味しいというふうに思わせないと次の世代は育たない。

159

「和食」文化の魅力 再発見イベント"『和食；日
本人の伝統的な食文化』の魅力"(H25.11.24)
（フランソワーズ・モレシャン 氏）

ここは日本でしょう。みんな住んでいらっしゃる方は日本人でしょう。日本人として日本の和食をいただくのは当た
り前。

160

「和食」文化の魅力 再発見イベント"『和食；日
本人の伝統的な食文化』の魅力"(H25.11.24)
（フランソワーズ・モレシャン 氏）

もうちょっとご自分のアイデンティティーのために、自信というより愛情を持ってほしい。プライドを持ってほしい。

161

「和食」文化の魅力 再発見イベント"『和食；日
本人の伝統的な食文化』の魅力"(H25.11.24)
（熊倉功夫氏）

全国の郷土料理をやっている方々と上手に連絡を取り合いながら、日本にはこんなすごい、1万5,000ぐらいある
といわれていますが、そういう郷土料理が今どのように支えられているかという連絡もしないと。

162

「和食」文化の魅力 再発見イベント"『和食；日
本人の伝統的な食文化』の魅力"(H25.11.24)
（後藤繁榮氏）

ヘルシーであり、そして、美味しいということが、ひょっとしてまた食卓に人々が一緒に戻ってくる1つの大きな要
素になってくる。

163

「和食」文化の魅力 再発見イベント"『和食；日
本人の伝統的な食文化』の魅力"(H25.11.24)
（後藤繁榮氏）

日本で暮らすと自然に日本食が好きになるというのはこれは錯覚。食べ物の好み、嗜好性というのは全く遺伝し
ないため、これは教えないとだめ。意識的に教育をしないと難しい。それは今大変大事な時期に来ている。

164
原田信男「和食とは何か」「和食と日本文化」 素材を大切にするところから、生食が発達し、料理そのものに必要以上に手を加えないという工夫がなされてい

る。

165
原田信男「和食とは何か」「和食と日本文化」 さまざまな野菜や根菜が用いられるところから、それぞれの食材ごとに提供される季節が異なり、旬が重要視さ

れる。



166
原田信男「和食とは何か」「和食と日本文化」 コメは食味が良く、おいしい。おいしいと感じるということは、人間の体に必要な栄養素を多く含んでいることを意

味する。

167
原田信男「和食とは何か」「和食と日本文化」 国土の７０％が山地であるため、森林が生い茂り、樹木が水を根本に蓄えてくれる。そして山のいくつもの地層を

通ってくることから、清涼な水となって流出する。豊富な水を料理に用いてみずみずしい和食が提供された。

168
永山久夫「なぜ和食は世界一なのか」 日本人は魚だったら刺身を好むが、焼いたり、煮たりすることによって失う栄養成分のロスがない。栄養効率、資

源効率が良い。

169
永山久夫「なぜ和食は世界一なのか」 「日本人はご飯を食べて、魚、大豆、野菜、海藻をおかずにする。これが長寿の秘訣だ。」必要なカロリーの半分

以上を穀物から摂る食事法は、脂質から摂るカロリーを抑えられ、肥満や心臓病などの生活習慣病を予防でき
る。

170
永山久夫「なぜ和食は世界一なのか」 日本人にとって海藻は海の野菜。生命は海水から発生。海藻を食べることは、海水中の成分を摂ること。ワカ

メ、コンブ、ヒジキ、海苔などがその代表。

171
永山久夫「なぜ和食は世界一なのか」 日本人はネバネバ、ヌルヌル、ツルツルした粘性物質の食品が好きだ。ご飯との相性がよく、でんぷん分解酵

素、たんぱく質分解酵素など消化促進の酵素がたっぷり含まれている。

172
永山久夫「なぜ和食は世界一なのか」 豆腐や季節の野菜などの入った味噌汁は、大豆たんぱく由来のアミノ酸がたっぷり。アミノ酸の塊のようなカツオ

節も入っている。肌の若さを保つのがアミノ酸である。大豆には老化を防ぐイソフラボンも多い。

173
永山久夫「なぜ和食は世界一なのか」 同じ炭水化物食品でも、パンやうどん、パスタなどは粉食であるのに対して、ご飯は粒食である。粒食の方が消

化に時間がかかり腹持ちがいい。血糖値の上昇・下降が穏やかで、イライラしにくい。噛む回数が多いだけに唾
液の量も多く、消化酵素も増加し、脳の血流もよくなる。

174
永山久夫「なぜ和食は世界一なのか」 大豆の３分の１はたんぱく質であり、十分に摂るとコレステロールや脂肪の多い肉をあまり食べなくても健康を維

持できる。さらに大豆たんぱく質を中心にする主成分には、腸内で肉のコレステロールが吸収されるのを防ぐ働
きさえある。

175
永山久夫「なぜ和食は世界一なのか」 弁当に添えられたり、朝茶と一緒に食される梅干しには、疲労回復、殺菌・浄化作用、血行促進、老化防止・若

返り、唾液の分泌促進といった多彩な働きがある。

176
永山久夫「なぜ和食は世界一なのか」 豆腐には牛肉の約２倍のたんぱく質が含まれており、「畑の肉」と言える。また木綿豆腐にはカルシウムが１００ｇ

中に１２０㎎、凍り豆腐に至っては、６６０㎎も含まれている。カルシウムは骨や歯の材料になるだけでなく、穏や
かでゆとりのある人格の形成にも欠かせない。

177
永山久夫「なぜ和食は世界一なのか」 和食の素晴らしさは、食物の力をていねいに味わうことである。味・栄養・生命力がクライマックスを迎えるのが

旬で和食は旬にこだわっている。

178
クックパッドのＨＰより 「はしり」は出始めの食材や初物を食べること、「旬」は最も味のよい出盛りの時期のものを食べること、「名残り」

はもう時期が終わる頃に、最後にもう一度楽しむこと。季節の食を楽しむ日本人ならではの風雅な楽しみ方。



179
辻芳樹「和食の知らざれる世界」 黒潮とともに北上してきた多くの回遊魚が、プランクトンを伴って南下してくる親潮と日本列島の東岸でぶつか

り、この海域が量・種類とも豊饒な漁場になっている。

180
辻芳樹「和食の知らざれる世界」 日本の野菜はみずみずしてく柔らかい。生でもおいしく、余分な調味料を使う必要がない。種類も豊富で、季節ご

とに旬の種類が多彩に変わる。

181
江原絢子、石川尚子「日本の食文化　その伝
承と食の教育」

稲作の普及につれてコメの比重が高い食生活が営まれるようになった。米・麦・雑穀などを主食とし、野菜・豆・
いも・魚介・海藻などを副食とする「主食・副食の分離」という特色を持つ。

182
永山久夫「なぜ和食は世界一なのか」 ご飯には漬物のほどよい酸味がよく合う。ぬか漬けはその家になじみ、家族の健康を守る守護神。ぬか床には

乳酸菌や酵母などの生菌が湧き立っていて腸内に辿り着くと善玉菌を増やし免疫力を強化する。

183
永山久夫「なぜ和食は世界一なのか」 山すそが海岸近くまで迫っているのが日本の風土で、里山は村人にとって巨大な畑であった。里山は山菜やキ

ノコ、木の実などがもたらされる天然の畑なのだ。和食文化を成立させる基である。

184
熊倉功夫「日本料理の歴史」 魚鳥に似せた形とか、味のうえで魚鳥を思わせる料理が工夫された。がんもどきのような「なになにもどき」と言

われるもの。野菜とともに豆腐が主に使われた。

185
熊倉功夫「日本料理の歴史」 日本独特のスタイルにカウンター料理（板前割烹）がある。客がカウンター越しに食材から料理が生まれるまで

の一部始終が見られる。板前の包丁さばきというパフォーマンスが楽しめるのも魅力の一つ。

186
原田信男「和食とは何か」「和食と日本文化」 すき焼き・天ぷら・寿司という三大和食は専門の料理人の手によるものではない。いずれも庶民が長い歴史の中

で考案したもの。

187
原田信男「和食とは何か」「和食と日本文化」 汁や菜の調味に出汁を用い、味噌や醤油で香りや風味を引き立てながら自然の素材を生かした料理を作り上げ

たところに、和食の最大の特色がある。

188
原田信男「和食とは何か」「和食と日本文化」 カレーライス、ラーメンは歴史の中での食文化の交流を背景に、日本人が自らの味覚体形に合うようにそうした

料理で国民的な料理となっている以上、和食とみなしうる。双方とも本場の国には存在しない料理である。

189
原田信男「和食とは何か」「和食と日本文化」 カツ丼も、西洋風のフライを玉子と出汁でとじて米飯に盛った料理であり、ビフテキやトンカツも、ご飯と味噌汁・

香の物を添えて定食となっており、日本独特で外国にはないものである。

190
原田信男「和食とは何か」「和食と日本文化」 和食の定義は日本人が作り出したもので、日本にしかない料理。

191
原田信男「和食とは何か」「和食と日本文化」 精進料理は「もどき」という表現がふさわしい料理法。植物性食品を動物性食品の味に似せる技術が発達した。

そのために出汁が用いられ、コンブ、干しシイタケ、カンピョウなどが使われた。



192
原田信男「和食とは何か」「和食と日本文化」 中世や近世の料理秘伝書には鶴や鯉の切り方が図示されており、包丁人が一種のショーとして観客を楽しませ

てきた。中世の貴族や武士にとって包丁は教養の一つで余興などでさばきが披露された。

193
原田信男「和食とは何か」「和食と日本文化」 鎌倉期に禅宗寺院では、僧侶たちが日常的に食べる「ケ」で、肉食禁忌の戒律を守りながらも、肉に限りなく近い

味を、その時に備えられた素材と料理技術を用いて最大限に活かして食べる工夫が払われた。

194
原田信男「和食とは何か」「和食と日本文化」 禅宗寺院では料理法が洗練され、味噌・醤油・ごま油さらには豆腐などを用いた高度な調味技術が発達した。こ

れらの製品は禅宗寺院で作られ民間に広まっていったと見るべきだ。

195
原田信男「和食とは何か」「和食と日本文化」 和食は出汁による旨みだけでなく発酵という技術を利用して調味料を考案し、豊かな味覚を創造してきた。発酵

には保存というもう一つのメリットも備わっている。

196

原田信男「和食とは何か」「和食と日本文化」 大航海時代にポルトガルから伝わったテンプラを江戸時代人は巧みに取り入れ日本独自の伝統料理となった。
和食は海外との文化交流の結果としてレパートリーを広げていった。出汁を基本とする料理体系からは外れる
が、庶民レベルで開発されたすぐれた料理である。

197
原田信男「和食とは何か」「和食と日本文化」 麺類の発生は中国とされているが、麺を加熱してつけ汁で食べるという食法は中国にはなく、ウドンはソバととと

もに日本で独自な展開を遂げた麺類である。

198

原田信男「和食とは何か」「和食と日本文化」 アジアでは乳利用が見られないが、代わりに調味料として漁労と深い関係にある魚醤が用いられている。しか
し、東アジアでは穀醤の展開を見る。魚介類の代わりに大豆などの穀類を用いたもので、味噌・醤油の類であ
る。これらの発酵を促すのに米麹などが用いられている点が重要である。

199
原田信男「和食とは何か」「和食と日本文化」 近世初頭の刊行「料理切形秘伝抄」には、切り方、並べ方を作法として見せるという神事性・芸能性がうかがわ

れる。刺身は、「切る」「見せる」が基本で日本独自の料理法であり、包丁式というショーを重んじていた。

200
永山久夫「なぜ和食は世界一なのか」 和食には小さく包む食べ物がある。海苔おにぎり、いなりずし、漬物で包んだ葉っぱおにぎり、小豆餡でくるんだ

ぼた餅。飯菜同体食ともいえる。このような食べ方は日本人の得意技。にぎりずしもその類。

201
永山久夫「なぜ和食は世界一なのか」 和食の味を支えている発酵食品は菌類を利用しているが、その菌類はカビの一種。雨のよく降る湿度の高い風

土が生んだ微生物。日本人の健康を支えている。

202
永山久夫「なぜ和食は世界一なのか」 出汁の文化は和食独特のもので、肉料理や油脂料理のほとんどなかった日本の場合、植物系の食材に調味料

で旨みを加える必要があった。

203
永山久夫「なぜ和食は世界一なのか」 すき焼きでは、こんにゃく、野菜、豆腐を入れて、脂の摂りすぎを中和させている。日本人の知恵・経験が生かさ

れた。



204
和仁皓明氏 最初は魚の切り身を酢と塩に浸して食べた。酢で食中毒を防止。「膾（なます）」と呼ばれた。刺身の前身である。

205
和仁皓明氏 魚を切るだけという調理法は単純で、したがって切り方の技術に関心が向いた。それが切り方を重視し、煮方を

従とする意味の「割主烹従」という言葉で日本の調理法の特徴を表現すると言われている。

206
「調理と文化」朝倉書店 郷土料理は、各地域の気候・風土のもとで産せられた特産物を用い、それぞれの地域の生活環境を反映しなが

ら作り上げられてきた家庭料理といえる。

207

岡田哲「食文化入門　百問百答」 四面を海に囲まれた日本は、山の幸や海の幸に恵まれ、新鮮な素材が一年中手に入りやすい世界でもまれな
国。８０００種類の旬があるともいわれる。これらの素材を用いた土産土法（その土地で取られたものを、最も理
にかなった方法で処理する）により作られたものが郷土料理。

208
岡田哲「食文化入門　百問百答」 魚を切り揃え、立体的に盛り上げただけの刺身という料理があり、割烹という別名がついている。

209
岡田哲「食文化入門　百問百答」 禅僧が厳しい修行中の寒さと飢えをしのぐために、懐に温めた石（温石（おんじゃく））を入れたところから、茶席

に出す軽い料理を懐石と呼ぶようになった。

210
原田信男「和食とは何か」「和食と日本文化」 塩を野菜と巧みに組み合わせたのが漬物。一汁三菜の他に香の物が並べられた。冬の期間に採れない野菜を

長期間保存させるために塩漬けにして発酵させるという漬物文化は和食の特色の一つ。

211
熊倉功夫「日本料理の歴史」 民俗的な肉食の禁忌に加えて仏教伝来による宗教的タブーにより、精進料理が生まれた。野菜を十分に味付け

された汁で煮込み、熱いままに食膳に運ばれる新しい料理が生まれた。

212
岡田哲「食文化入門　百問百答」 海から遠くて新鮮な魚介が手に入りにくかった京都では、知恵を働かせた数多くの惣菜ができた。お番菜（おば

んざい）である。千年以上の歳月を費やした伝統の味であり、今日との日常食のおふくろの味である。

213
岡田哲「食文化入門　百問百答」 おふくろの味は、土産土法の理により、その土地の素材を用いて、日本独特の出汁を使い、時間をかけて炊き

合わせ（煮込み）、味噌・醤油・みりんなどで調理したもの。

214

辻芳樹「和食の知らざれる世界」 東北三陸海岸以北や北海道でしか採れない出汁用のコンブとその乾燥加工技術。紀州、九州や四国で盛んな
カツオ漁とカツオ節の加工技術の発明。この二つが出会って和食の風味の基盤をなす「一番出汁」が生まれた
のも日本の風土の多様性のなせるわざだ。

215
江原絢子、石川尚子「日本の食文化　その伝
承と食の教育」

粒食文化圏での発酵塩蔵食品である醤（ひしお）には、肉類を発酵させた肉醤、穀類・豆類を発酵させた穀醤、
野菜などを発酵させた草醤、魚を発酵させた魚醤がある。

216
大久保洋子「江戸の食空間――屋台から日本
料理へ」

中世から近世にかけての料理書に、カツオ節、梅干、古酒、たまりなどを煮出してつくった複合調味料ともいうべ
き「煎酒」（いりざけ）があり、なますや刺身に使用された。



217
辻芳樹「和食の知らざれる世界」 東南アジアを発祥とする「発酵させるスシ」（塾（なれ）ズシ」は、いつのまにかご飯に酢を加え、それと生の魚を合

せて食べさせるものに変化し、その最終形が江戸末期に登場した「江戸前の握り寿司」になった。

218
熊倉功夫「日本料理の歴史」 箸が神事に供えられたことからも、日本人は箸に清らかな道具として特別の地位を与えていたことがわかる。

219
熊倉功夫「日本料理の歴史」 平安時代の絵巻物には一枚の板のような膳が描かれている。もっとも素朴で質素。茶の湯の懐石の前も同じよ

うな折敷（おしき）を標準としているのは「わび」の精神を前に表現しているのだ。

220
熊倉功夫「日本料理の歴史」 鎌倉時代には、食材を集め料理することは、座禅と変わらぬ「行」であるととらえられた。かまどの神に経をあげ

献立を考える。

221
熊倉功夫「日本料理の歴史」 料理することが「行」であるように、食べることも「行」である。日本人の心性には、喫茶であれ、食事であれ、単に

味わいの精美を追求するにとどまらず、人間の生き方と呼応させ「道」に高めようという向きがある。

222
熊倉功夫「日本料理の歴史」 茶の湯で出される料理が懐石。飯・汁が最初に出る。膳は一つだけで食べ終わるごとに料理が運ばれる。温かく

て十分に調理された料理が順を追って運ばれる。すべて食べきれる量だけで飾りがない。

223
熊倉功夫「日本料理の歴史」 わび茶の完成は、料理の内容に至るまでわびという美意識で貫いた新しい料理スタイルを創造した。

224
熊倉功夫「日本料理の歴史」 茶の湯は、見た目は粗末であっても心の琴線にふれるような、しみじみと心がリラックスできるような和の美の世

界である。

225
熊倉功夫「日本料理の歴史」 京都は工芸生産の点で、日本一の座にある。伝統工芸の技から生まれた漆器や陶磁器は、京料理の装いでも

あった。料理と器の見事な調和が食べる人を楽しませてくれる。

226
熊倉功夫「日本料理の歴史」 和の味とは、素材や調理はもちろん、それを盛る器や卓、食べる場のしつらえ、季節、さらに給仕する人のもの

腰や言葉などが総合されたところに生まれるものである。

227
原田信男「和食とは何か」「和食と日本文化」 一汁三菜というスタイルは、日本の歴史のなかでつくりあげられた独自の食文化。

228
原田信男「和食とは何か」「和食と日本文化」 和食の精神的な特色としては「もてなしのこころ」があげられる。懐石を生んだ茶の湯と密接な関係にあるが、そ

の源流は、神饌（しんせん）という神への饗応料理に求められる。

229
原田信男「和食とは何か」「和食と日本文化」 「お濃茶（こいちゃ）」をいきなり飲むと胃をやられるので空腹を抑えるために食事が必要となる。二汁五菜も好ま

れていたが、利休は一汁三菜を理想の料理と考えた。



230

原田信男「和食とは何か」「和食と日本文化」 一期一会（一生のうちで出会うのは一回限りだからその一会を大切にすべきだという思想）。同じ人間が会うにし
ても、季節や背景が異なるし、前回とは経てきた経験も異なる。茶会はいつも一回限りだからその一会一会を最
高に演出することが大事。

231
原田信男「和食とは何か」「和食と日本文化」 茶会では季節感を味わえるような食材と料理法、盛るべき器を慎重に選んで、料理を見せるということに全力を

傾ける。四季の移ろいがはっきりしている日本では季節により雰囲気が異なる。

232
原田信男「和食とは何か」「和食と日本文化」 酒は調味料であるとともに、酩酊感を与える貴重な飲料。日本で最も重要な食べ物である米から作られるため、

神への主要な捧げものとして尊重された。酒造りの中心は味噌などの醸造技術を有していた寺院であった。

233
原田信男「和食とは何か」「和食と日本文化」 大饗料理が一種の儀式で、神饌の形式に近く、食事作法にうるさいのも、神との共食あるいは誓約という儀礼的

要素が含まれているからだ。神、人に見せるという行為にこだわっている。

234
原田信男「和食とは何か」「和食と日本文化」 覚せい作用があり精神を高揚させる茶は鎌倉末期には広く一般に受け入れられていた。室町末期には数寄（風

雅・風流を好む）という観点から、詫び茶においては、料理は一汁三菜を越えてはいけないと戒められている。

235
原田信男「和食とは何か」「和食と日本文化」 茶の湯では一期一会という前提のもとに、数少ない料理にできる限りの趣向を凝らす。季節感を表す旬の素材、

盛り付けの色彩、バランスや立体感、料理と器との望ましい調和、料理を出す絶妙のタイミングなどが求められ
る。

236
原田信男「和食とは何か」「和食と日本文化」 日本料理の最高峰ともいうべき懐石料理は、儀礼的要素が強い本膳料理の良さは残しながら、形式的な束縛か

ら離れて、自由に料理を組み立て、楽しむ点に特徴があった。

237
永山久夫「なぜ和食は世界一なのか」 箸を取る前に「いただきます」と礼を言うように、和食の深奥には食を恵んでくれた自然に対する深い感謝の気

持ちがある。自然を破壊することなく、次世代に伝えていく、自然に寄り添った食べ方を続けてきたのが和食であ
る。

238
永山久夫「なぜ和食は世界一なのか」 器に割って入れた生卵の黄身は満月、そして醤油はまるで雲のようだという川柳があるが、和食は絵になる「風

景」まで美味である。

239
永山久夫「なぜ和食は世界一なのか」 料理の美しさを引き立てるのが「薬味」。料理の味、色、形を生かすためのアクセント。「日本料理は目で食べる」

と言われるほど、盛り付けや配色の美を重視する。「食べる芸術作品」である。

240
永山久夫「なぜ和食は世界一なのか」 刺身の盛り付けにはつま類やワサビ、ショウガなど添え物が欠かせない。盛り付けを美しく引き立てると同時に

消化を助けたり、生臭みを消す役割も果たしている。

241
和仁皓明氏 日本料理の楽しさは、次から次と器を変えて料理が出てくるところ。姿かたち、色、絵柄、材質が多彩である。



242

石毛直道・鄭大聲編「食文化入門」 日本料理が目を楽しませてくれる「見る料理」であるのは、調理し、食器に移し、配膳するところまで箸でつまめる
料理を意識するからである。箸でつまむのには形がくずれては困る。適度のかたさで、形状になっていることが
条件だ。見栄えを盛り付けで演出することができる。

243
「新版調理楽」（地球社） 日本料理の食卓における献立構成には、能楽や演劇・音楽・映画などの時間的芸術と同じように、静かに盛り上

がるリズムがクライマックスとなり、その後はテンポも早く幕を閉じる。

244
和仁皓明氏 食べ物を盛る本来の目的は、神仏のため。祭事において五穀豊穣を祈り、また豊かな実りと豊漁を感謝するた

めに海山の幸を調整し、小高く、色彩もあでやかに盛り上げた。

245
和仁皓明氏 正月のお供え餅や雑煮は単なる食べ物とは認識されていない。もちに神が宿るとか神と人との仲立ちをする等

の意味づけをしている。

246
太田泰弘「食文化入門」 稲作農耕民を主体とする東アジア・東南アジアでは年中行事のなかで稲作儀礼が重視され、そこで提供される

食物には米を素材にするものが多い。神事も稲作儀礼と密接に関係している。

247
岡田哲「食文化入門　百問百答」 神人共食のことを直会（なおらい）という。神に供えた食べ物を神と人とが共同で食べる習慣である。ここからハ

レの日の行事食が誕生した。直会は今日でも工場建設や家の新築の時に行われる。

248
岡田哲「食文化入門　百問百答」 禅僧が厳しい修行中の寒さと飢えをしのぐために、懐に温めた石（温石（おんじゃく））を入れたところから、茶席

に出す軽い料理を懐石と呼ぶようになった。

249
辻芳樹「和食の知らざれる世界」 本膳料理は儀式的な料理で一般には広まらなかった。見た目の贅沢さではなく、温かい料理は温かい状態で食

べること、つまり料理を味わうことに重点を置いた懐石が茶の湯の広まりとともに一般化した。

250
原田信男「和食とは何か」「和食と日本文化」 茶道具のほか、茶室のしつらえである絵や花に気を配り、懐石ではその季節ならではの旬の食材を取り入れ

る。

251
熊倉功夫「日本料理の歴史」 脚のついた台盤（大型の食卓）に、椅子を使用という大饗膳から銘々膳へと変わり床に安座するようになった。

252
熊倉功夫「日本料理の歴史」 平安時代の絵巻物にも一汁三菜が描かれているが、日本の食事は汁なしにはできないのが特徴。本膳料理で

は汁が何種類も出るほど重視されている。

253
熊倉功夫「日本料理の歴史」 日本人は箸、飯茶碗、湯呑みを銘々が持っている。家族といえども共用しない。属人主義。直接口に触れるもの

だから。魂がのり移るとも考えたのか。



254
熊倉功夫「日本料理の歴史」 １８世紀になると、庶民の前として箱膳が登場。箱の中に飯茶碗、汁椀、箸などを入れたポータブル膳。蓋をひっ

くり返すと衝重（ついがさね）のような食器類を載せる脚付の 配膳道具になる。

255
熊倉功夫「日本料理の歴史」 日本料理の正統は本膳料理にある。数々の料理をのせた銘々膳がいくつも客前にならべられる形である。

256
熊倉功夫「日本料理の歴史」 日本の饗宴（宴会）は、酒礼、饗膳、酒宴の三部より構成。本膳料理は武家の最も重大な公的饗宴である御成

（おなり、主君が家臣の邸を訪れる宴）の中の饗膳として完成された。

257
熊倉功夫「日本料理の歴史」 本膳料理の第一部の酒礼、すなわち式三献の儀は、公饗（くぎょう）の間で行われる。書院造の様式の中でも古

風な寝殿造りの様式を残している部屋である。三献の儀は今日の結婚式の三々九度として残っている。

258
熊倉功夫「日本料理の歴史」 京都の仕出し料理は、用意した料理をそれぞれの家にある食器に盛り付ける。下ごしらえした材料、調理道具を

持ち込んで客の家の台所を使い料理する場合もある。

259
熊倉功夫「日本料理の歴史」 菓子は食後の甘味としての役割のほかに、無病長寿の願いもある。季節の変わる節日の例でみると、雛祭りの

頃の草餅は、つきこまれたヨモギの強い香気に邪気を払う力があると考えられた。

260
原田信男「和食とは何か」「和食と日本文化」 獣肉食の忌避は、脂肪分の利用を遠ざけたことから、油を多用しないため、低カロリーの健康食という利点があ

る。

261
原田信男「和食とは何か」「和食と日本文化」 日本は、東南アジア・東アジアの稲作文化圏にみられる米・魚・ブタの食文化のうちからブタを外した代わりに、

魚に特化する方向に進んだ。四方を海に囲まれていたことも幸いした。

262
原田信男「和食とは何か」「和食と日本文化」 魚食への集中は、獣肉の脂肪分に含まれる濃い旨みとは別の味覚を発展させた。

263
原田信男「和食とは何か」「和食と日本文化」 清酒の技術が完成した時期は、本膳料理が登場する時期と重なる。御成の酒礼の式三献の席で飲まれてい

た。

264

岡田哲「食文化入門　百問百答」 675年に天武天皇によって「殺生禁断令」が出された。「牛・馬・犬・ニワトリ・猿」の肉を食べることを禁じたもの。
これは、仏教の教えだけではなく、農耕・運搬用の動物を食べることをよしとしなかった事もある。その後１２００
年にわたって獣肉を禁忌する食習慣が続いた。

265
石毛直道・鄭大聲編「食文化入門」 日本のご飯器は手にとって、箸で食べやすいようにと小型である。汁の類も器を口につけて箸で補うので小型の

方がより便利である。



266
太田泰弘「食文化入門」 古い時代に確立した食の諸様式をかろうじて維持しているのは年中行事だけである。年中行事は、季節に基づく

もの、食物の生産作業に基づくもの、宗教に基づくものがある。

267
岡田哲「食文化入門　百問百答」 年中行事には、①一年の中の節日に神へ供え物をささげる節供、②食の中心である稲作への収穫感謝祭り、③

人の一生におこる通過儀礼、④地域ごとの産土神（うぶすながみ）の祭りなどがある。

268
岡田哲「食文化入門　百問百答」 奈良から平安期にかけて椀が発達し、匙はほとんど使われなくなる。世界の食法の中でも極めて珍しく特異な現

象。

269

岡田哲「食文化入門　百問百答」 大勢の人が会合する茶や俳諧の会席に出されるのが会席料理。本膳料理を簡略化し、酒宴の席に供する料
理。江戸中期の天保年間頃には、料理茶屋が台頭し、料理屋の会席料理が目立つようになる。

270

辻芳樹「和食の知らざれる世界」 平安期の「大饗料理」は、簡単な加熱処理（煮る、焼く、蒸す）はされているが、味がついていない素材が台盤に
並べられ、手元の醤（ひしお）、塩、酢、酒などの調味料で味付けして食べた。匙も用意され、皿の数は偶数。そ
の後匙は消滅し、戦国時代の「本膳料理」になると、皿数も奇数になった。中国から来た様式を日本式に独自に
変容させていった。

271
江原絢子、石川尚子「日本の食文化　その伝
承と食の教育」

「ケの日常食はつつましやか、ハレの食事は豪勢に」とする食生活スタイルは、儒教の禁欲主義と経済の貧しさ
からくる日常の倹約とそこから解放される非日常の散財という異なる精神文化、社会慣習から形成された。

272
橋爪伸子氏 和菓子とよばれている日本の菓子は、果物、木の実などの食品（自然菓子）と、コメなどの穀物を加工した餅や

団子の類（加工菓子）を原型とし、江戸時代に独自の菓子文化として大成した。

273
「和食；日本人の伝統的な食文化」（平成23年、
農林水産省）

明治維新までは、北海道の最南部から鹿児島まで、地域ごとにほぼ完結した食文化を営みながら、ほぼ共通し
た性格をもっていた。

274
「和食；日本人の伝統的な食文化」（平成23年、
農林水産省）

幕末までに完成されていた（アイヌと琉球を除いた）食文化を、「狭義の」日本食文化と考えておく。

275

「和食；日本人の伝統的な食文化」（平成23年、
農林水産省）

明治維新後、文明開化を通して日本人は積極的に欧米の文化を学び、取り入れた。食文化も例外ではない。欧
米の食もまもなく日本の食と融合し、いわゆる和様折衷料理が工夫された。新料理として日本の食の典型となっ
たスキヤキやライスカレー、オムライス、とんかつなどが誕生している。

276
「和食；日本人の伝統的な食文化」（平成23年、
農林水産省）

文明開化以降に新しく工夫され、日本人の生活の中に定着した料理、さらに素材、調理法、道具等々を含めた
食文化は「広義」の日本食文化と呼びたい。

277
「和食；日本人の伝統的な食文化」（平成23年、
農林水産省）

幕末と高度経済成長以前という二つの歴史の画期で枠組みを考えてみよう、というのが、さきの狭義と広義の日
本食文化の枠組みという提言である。



278
「和食；日本人の伝統的な食文化」（平成23年、
農林水産省）

和食の要件は、ご飯、汁、漬けもの、お菜の4つ。

279
「和食；日本人の伝統的な食文化」（平成23年、
農林水産省）

和食の一番基本的な要件がご飯で、ジャポニカの米を水炊したご飯を主食とすることが和食である。

280
「和食；日本人の伝統的な食文化」（平成23年、
農林水産省）

ご飯と一緒に食べると「お菜」、酒と一緒に食べれば「肴」である。

281
「和食；日本人の伝統的な食文化」（平成23年、
農林水産省）

一汁三菜といもの言いがあるが、和食の一つの特徴は要素だけそろえば、お菜の内容は自由度が高い。和食
の中で標準的な数として三菜を論じることにする。

282
「和食；日本人の伝統的な食文化」（平成23年、
農林水産省）

和食の構造とその歴史的変化を図示するための仮説として四面体を作った。

283
「和食；日本人の伝統的な食文化」（平成23年、
農林水産省）

和食という日本の食文化の特質は、日本のこうした自然の恵みともいえる多彩な食材に支えられているといって
過言ではない。端的にいえば、和食の特質は、「自然の尊重」という点に集約できよう。

284
「和食；日本人の伝統的な食文化」（平成23年、
農林水産省）

味噌と醤油が日本独自の味わいをつくっていた。

285
「和食；日本人の伝統的な食文化」（平成23年、
農林水産省）

和食にはサラダのように野菜を生食する習慣は稀であった。ゆでたり焼いたりして加熱された野菜を食べるのが
和食の伝統である。したがってつけ合わせキャベツのようなものを除いて、野菜サラダなどは和食の枠外となろ
う。

286
「和食；日本人の伝統的な食文化」（平成23年、
農林水産省）

日本の食文化として注目したいのは伝統野菜である。今から三世代前くらいに日常食としていた野菜をひとまず
伝統野菜と定義しておく。

287
「和食；日本人の伝統的な食文化」（平成23年、
農林水産省）

調理と技術において、水の問題は注意する必要がある。日本の調理が水を豊富に使うことで食材がよく洗わ
れ、衛生が管理されるばかりか、食材の雑味をとり、食べやすくなることが指摘されている。

288
「和食；日本人の伝統的な食文化」（平成23年、
農林水産省）

調理道具の中で日本独自の片刃の包丁も、さしみを中心とする微妙な日本料理の風味をいかすために必須の
道具である。

289

「和食；日本人の伝統的な食文化」（平成23年、
農林水産省）

料理にだしを用いてうま味成分を生かそうとういう発想は、今から約800年前の鎌倉時代にはじまると思われる。
日本人が数百年の間、だしとそこからウ引き出されるうま味にこだわりつづけた結果、近代となって池田菊苗博
士によるうま味成分の発見という世界的な快挙がもたらされた。



290
「和食；日本人の伝統的な食文化」（平成23年、
農林水産省）

海外で日本料理ブームが引き起こされた要因は、日本食は健康によい、という一点であった。その背景には日
本人の長寿化がある。

291
「和食；日本人の伝統的な食文化」（平成23年、
農林水産省）

和食には独自の作法がある。最初に「いただきます」という挨拶を全員でする。次に、何をどのように食べるか、
箸をどのように使うか心得がある。（「移り箸」の箸のタブー、「三角食べ」の推奨）

292
「和食；日本人の伝統的な食文化」（平成23年、
農林水産省）

箸と器の作法が次第に消えつつある。

293
「和食；日本人の伝統的な食文化」（平成23年、
農林水産省）

和食はハレの食事の場合、そのハレの意義を料理や室礼を通して表現した。

294
永山久夫「日本人は何を食べてきたのか」 1日3食になったのは江戸時代の初め頃とみてよい。徳川体制の安定によって平和となり、人々の生活にゆとり

がでた。

295
熊倉功夫・石毛直道編「食の美学」 料理屋にとって、「もてなし」とは、店の”のれん”を代表する店主がすべての心を傾けて「おもてなし」をする、心

を売るということ。

296
原田信男「日本の食はどう変わってきたか」 明治国家は、肉食を推奨しようとしたというより、西洋料理の受容を図りたかったにすぎない。

297
原田信男「日本の食はどう変わってきたか」 身体強壮の必要性が強調され、米麦のみを最上の栄養とする考えを強めるべきとしている。

298
松下幸子「祝いの食文化」 行事食としての赤飯。赤の色は邪気を払う。

299
大久保洋子「江戸っ子は何を食べていたか」 外食飯屋、茶屋が誕生したのは江戸時代。

300
大久保洋子「江戸っ子は何を食べていたか」 元禄期以降、1日3食が定着した。

301
新谷尚紀「日本の「行事」と「食」のしきたり」 雑煮は日本の家庭料理の象徴として食べ継がれている。雑煮が多彩な地域性を持っているのはご存じのとお

り。

302
新谷尚紀「日本の「行事」と「食」のしきたり」 日本の各地には、その地域独特の食文化がある。その地域の食料事情を背景として、古くから伝統食として根

付いたものがひとつのパターンである。



303
熊倉功夫・石毛直道編「外来の食文化」 外来の食文化の受容期には四つの段階がある。①受容期、②選択期、③変容期、④融合期。

304
江原絢子編「食と教育」 現在、子どもたちの家庭の料理は、その母親が作る洋風調理が一般化しており、学校給食の和風料理は、子ど

もたちにとって、むしろ洋風料理よりなじみの薄いものとなっている。

305
神崎 宣武 「「まつり」の食文化」 江戸幕府による五節句の制定も、民間のまつりに大きな影響をおよぼした。

306

四条隆彦著「歴史の中の日本料理」 日本人は現在、食べ物にタブーがほとんどなく、おいしいものは何でも吸収して自国の料理に昇華させていく国
民なんです。外国の場合には、比較的保守的で、昔からの伝統の料理をかなくなに継承し、余計な手を加えた
り、変化させたりすることはほとんどありません。

307

四条隆彦著「歴史の中の日本料理」 江戸時代になると、日本料理は形式と調理法がほぼ確立され、飲食店も栄え、日本料理の完成時代といえま
す。江戸時代は400年にわたる長期間に渡ってひとつの文化であり、また鎖国をしていたので日本において独自
の文化が育った時期です。

308

四条隆彦著「歴史の中の日本料理」 飲食店が流行し独立していったのも江戸時代のことになります。それまでもなかったわけではありませんが、戦
国時代の世の中で飲食店をしていても、いつ他国の軍隊が攻めてくるかもわからない状態でしたし、飲食店をそ
のまま営業していられるほど治安も良くなかったのではないでしょうか。

309

高橋酒造「和食に関する意識と理解」2013.12 家庭の主婦は「和食を作るのは手間がかかり面倒」、「和食の調理は難しい」等、「和食」を調理することに対して
ネガティブ意識が強い。

310

貝印「和食文化と包丁にまつわるアンケート」
2013.11

家庭における「三徳包丁」の所有率は9割近くだが、「包丁さばきに自信がある」と答えた人は全体の2割にも満た
ない。「魚の三枚おろし」は約8割の人ができない、かなり難易度の高い技術で、飾り切りとなると、そもそも知ら
ないという人も1割を超える。 輪切りすらままならない人が3割近く、みじん切りを「できない」とする人が1割いるな
ど、包丁を用いた基本的な作業も苦手と感じる人が多いというが実態である。

311
厚生労働省健康局調べ 日本料理の調理技術技能審査証書交付数は平成7年度500→平成23年度222と大幅に減少している。

312
経済産業省「窯業・建材統計」 食事の簡素化等を背景に、洋食器を含めた和洋食器（陶磁器）の販売額は、平成17年ピーク時4分の１に減少し

ている。

313
ミツカングループ「盛り付けのコツアンケート」
2007.10

できることなら、盛り付けなどに工夫して見た目にもおいしい料理を作りたい。そうは言っても時間も費用も惜しい
となると、「見た目にまでこだわるのは厳しい」というのが主婦の本音。



314
全国料理学校協会調べ 全国料理学校協会の加盟校は19年には456校であったが、23年には416校となった。未加盟校も多いが専門学

校と同様、企業形態をとっているものは今後も減少していくことが予想される。

315

高級すしのネタ等で人気があり、約8割を日本人が消費している」の代表的な食材である太平洋マグロやニホン
ウナギの代用品とされるアメリカウナギが国際自然保護連合（IUCN）の絶滅危惧種にリストされ、来年度から本
格的に漁獲規制される。

316
ＮＨＫクローズアップ現代 継承されず消えて行く郷土料理が多く、「地産地消」を支える郷土料理の消失は野菜の栽培にまで影響し、日本

の食文化の衰退を招く恐れまで出ている

317
大山給食センター調べ、2012.7 家庭の郷土料理離れが進んでいる中、学校給食において意識的の郷土料理を出すが、他の調理形態に比べ、

郷土料理の残量が多い。

318

鳥取県「三宝甘長トウガラシの産地再興支援」
平成21年～

因幡地方の伝統野菜・三宝甘長トウガラシは、産地縮小と異品種混入で、貴重な地域資源の消滅を危惧。この
ため普及所では、ＪＡ、試験場等と野菜プロジェクトチームを結成し、優良系統種子の確保、新規生産者確保、共
販体制確立を推進。その結果、生産者は４倍、栽培面積は２倍となり、産地消滅を何とか阻止

319
ＴＰＰのデメリットとして、関税の撤廃により米国などから安い農作物が流入し、日本の農業に大きなダメージを与
え、国産農産物生産に影響を与える。

320
食品添加物・遺伝子組み換え食品・残留農薬などの規制緩和により、食の安全が脅かされるなど懸念される。

321
多種多様な外国産野菜の輸入量の増加に伴い、一部の国の外国産野菜の安全性に対する対応の強化が求め
られている。

322
内閣府「食事の習慣と規範意識に関する調査」
2011.1

食卓で教えられた食事マナーを年齢別でみると、年齢階層が高くなるほど、家族の食卓で教えられた食事のマ
ナー項目は多く。年齢階層が低くなるほど、教えられたマナー事項は少ない。

323
内閣府「食育に関する意識調査」 食事の挨拶「いただきます」「ごちそうさま」の食事の挨拶を“必ず”している者の割合は 約６割に止まる。

324
本田総一郎『箸の本』 箸のタブー「きらい箸」を知らない若者が増加している

325
四条隆彦著「歴史の中の日本料理」 「三角喰い」の約束事を知らない若者が増加している



326
MRS「メニューセンサス」2012年調査結果 家庭の食卓おける1日あたりの「ごはん（白飯）」、「みそ汁」の出現回数が長期的に微減で推移している。

327
キッコーマン「日本人の和食に関する意識調
査」2013.10

将来の「和食」の担い手である子供は「和食好き派」より「洋食好き派」の方が多い

328
楽天リサーチ「単身者世帯の食生活」2012.8 全世帯の4分の１に増加した単身者世帯の食生活において「食事は手軽に済ませる」「食べるのが早い」が4割

弱を占める。

329
総務省統計局「経済センサス調査」 代表的な「和食」外食店である「すし店」（1996年→4.5万店、2012年→2.4万店）、「うどん・そば店」（同3.5万店、

2.9万店）とも減少している。

330

「正月の食生活変化」高田短期大学　鷲尾裕子
氏

おせち料理は手作りでなく購入する割合が高くなった料理が多く、重箱の使用率の減少などおせち料理はより簡
略化の傾向にある。正月料理の意識は、特別な料理であり嗜好的にも好ましいイメージが増しており、形式は整
える傾向は認められる。しかし、伝統的行事食を家庭で踏襲していくという意識は減少している。

331
「平成22年度児童・生徒の食事状況調査」日本
スポーツ振興センター

児童（小5）・生徒（中2）で、正しい箸の持ち方をしている割合は5割程度

332
パナソニック電工「カジ育レポート」2011.９ 「キッチンが狭くて作業しづらい」、「家族の食事時間がバラバラ」などの理由で「子どもと一緒に料理をすること

がある」人（「おふくろの味」の伝承機会）は5割程度と意外に少ない。

333
リクルートマーケティングパートナーズ「ゼク
シー結婚トレンド2013」

最近の結婚披露宴の料理スタイルは約半数が「フランス料理」、「和食」5.9％と極めて少ない。

334
AFCフォーラム2014年8月号「特集　日本の食、
海外進出の課題」

昨年末、和食がユネスコの無形文化遺産に登録されたこともあり、日本食品に対する海外需要は、さらに増加す
ると期待される。しかし、農水産物の輸出では、輸送中の品質維持や物流コスト削減が大きな課題となってい
る。

335
AFCフォーラム2014年3月号「特集　「国産」の
勝負力を問う」

和食とは何か。一言で言えば、ご飯とみそ汁、お菜と漬物の四点からなる献立の食事だ。もちろん麺類やお餅も
入るが、基本はお米のご飯をおいしく食べる食文化である。（熊倉功夫氏）

336

AFCフォーラム2014年3月号「特集　「国産」の
勝負力を問う」

和食は自然の味わいを大切にしている。そこで大切にされたのがうま味。今、世界中でこの第五の味が注目され
ているが、うま味を引き立てるしょうゆや味噌、酢などの発酵調味料も含めて、和の味である。その微妙な味わい
や、箸の作法や漆器の温かい手ざわりなどが、日本人の繊細さをつくっているという意味では、和食は日本のア
イデンティティ－ともいえる。（熊倉功夫氏）

337

AFCフォーラム2014年3月号「特集　「国産」の
勝負力を問う」

わが国は、山紫水明の地といわれ、世界有数の水のよい国である。沸かしもせずに、そのままの生水が飲める
国など世界広しといえども、そう多くはない。水がよいから、日本の食の文化にはそれを生かした巧みさが全面
に出ている。主食のコメを炊くのは水であり、副食の味噌汁も、そしてお茶も水。最もよい例が日本料理と日本
酒。



338

農畜産業振興機構インタビュー「和食の歴史と
食材（熊倉功夫氏インタビュー）

ご飯とみそ汁、そして「お菜」（おかず）と漬物。この四つが和食の基本的な献立です。それがあれば、和食と言っ
ていいだろうと思います。

339

農畜産業振興機構インタビュー「和食の歴史と
食材（熊倉功夫氏インタビュー）

お菜というとき、「一汁三菜」という言葉は注意が必要です。昔は銘々膳で、そこに乗るのが一汁三菜でした。そ
れは家庭で食べる料理です。ところが、お客様が来たときには、それでは失礼だろうということで料理を増やしま
すが、お膳に全部乗り切らないので二つ目のお膳を出すんですね。二の膳には汁とお菜が二つ、本膳の一汁三
菜と二の膳の「一汁二菜」であわせて「二汁五菜」。この二汁五菜というのがあって、はじめて一汁三菜の意味が
分かりますので、一汁三菜だけが独り歩きして、お菜が三つでなければならぬと思われては困ります。

340

農畜産業振興機構インタビュー「和食の歴史と
食材（熊倉功夫氏インタビュー）

和食とは食べ方あるいは提供の仕方というものが大切で、料理そのものだけではなく「食文化」という捉え方が
重要なのです。

341

農畜産業振興機構インタビュー「和食の歴史と
食材（熊倉功夫氏インタビュー）

和食が危機だということは、自給率の低下にも現れていますが、和食で一番大事なのは身の回りのものを食べ
るということです。これだけ自給率が下がってきて、大量の外国産が食の世界に入ってきますと、結局、食と人間
の関係が非常に希薄になってくると思うんです。そいういう濃密な関係が失われていることが食料廃棄800万トン
という数字だと思うんです。和食を保護し継承していく運動というのは、ある意味で日本の環境を守ることでもあ
ると思います。

342

農畜産業振興機構インタビュー「和食の歴史と
食材（熊倉功夫氏インタビュー）

日本の食文化を守るため、日本の和食に誇りをもつということが必要。世界的にみても日本の自然環境は素晴
らしいということを、もっと学校で教える必要があると思います。そういう誇りを子どもの頃から教えていかないと
いけないんですね。

343

農畜産業振興機構インタビュー「和食の歴史と
食材（熊倉功夫氏インタビュー）

「いただきます」は日本人が昔から言っていた訳ではなく、皆が言うようになったのは近代。江戸時代から昭和初
期までは箱膳ですから、一斉に食べ始めるわけではありませんでした。ところが「ちゃぶ台」が登場して、家族が
小さくなって、その家族が父親を中心に一斉に食事をはじめて一斉に終わるという中で、「いただきます」、「ごち
そうさま」が定着しました。食は食べる楽しみの場ではなくて躾の場だったんですね。食卓の中から生まれた近代
家族は、1970年代以降衰退してしまいました。

344

小林芳雄（農林中金総合研究所）「「日本型食
生活」の実践」

1980年頃には、たんぱく質、脂質、糖質の摂取エネルギー比率が最適で、世界に誇れる栄養バランスに優れた
日本型食生活が実現されていたとされる。しかし、その後の経済社会環境の変化や食の多様化に伴って、食生
活面での糖質（炭水化物）の減少と一方での脂質の過剰摂取、健康面での生活習慣病の増加等の課題が生じ
てきた。

345

明日の食品産業2014.1.2「食品産業の展望と課
題」

消費者の食に対する嗜好が少し変化してきた。リーマン・ショック以降、経済志向が非常に強かったのですが、
健康志向なり、安全性志向、あるいは若者の簡便化志向が強まってきている状況かと思います。

346

自治体国際化フォーラムApri.2014「特集　日本
食品を海外に売り込め」

外務省調べ、農林水産省の推計によると、世界全体で、いわゆる日本食レストランの数は、2013年3月時点で約
5万5,000店に上るとみられる。ジェトロが2011年度に実施した「米国ベイエリアにおける日本酒の消費実態調査」
によると、米国内の日本食レストランは1995年時点で4,086店であったが、2010年には1万4,129店と約3.5倍に伸
長している。
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三井物産戦略研究所「世界市場を目指す日本
食品産業」2013.5.22

日本の食品市場規模は2000年代を通じて減少傾向にある。家計全体の消費支出はほぼ横ばいで推移している
のに対し、たばこを含む飲食品への支出は減少基調にある。また、今後についても日本は2008年をピークに人
口減少社会に入っている上に、高齢化が進んでいくことから、食品市場の減少傾向は続くことが予想される。

348

飲料ビジネス価値創造（日経BP社）「辻芳樹
「研さん」が日本食の強み　能動的な人材を輩
出していく」

日本人はどうしても日本料理のあり方にこだわりがちです。しかし、それまで日本料理の味になじみがない海外
の人にしてみると、味覚的にすぐには受け入れがたい側面があるのも事実なのです。このギャップを踏まえて、
日本料理の”フレームワーク”をどう守るのか。ここをすり合わせていく過程が、文化交流になっていくのではない
でしょうか。日本人の側にしてみると、「うま味」「ダシ」や「健康」を日本食の特徴として訴求しようとしてしまいが
ちです。でも、本当にそうでしょうか。海外ではトンカツやラーメン、カレーなども、日本食として認識されていま
す。私が考えるに、味を研さんして広く通用するレベルにまで高める技術力や深さ、この点が尊敬の対象になっ
ています。

349

飲料ビジネス価値創造（日経BP社）「辻芳樹
「研さん」が日本食の強み　能動的な人材を輩
出していく」

これからの日本料理は守るだけではなく、イノベーションが必要になってきます。例えば、日本人シェフが”解釈”
したフランス料理が、今や世界で認められています。同じように、日本料理も伝統を大事にしながら、新しい作品
を創り出していかなければいけないでしょう。

350

上柿元勝シェフの日本料理界よチェスト行け！
（日経BP社）

欧州では和食の調理法や食材を取り入れるジャポニズムの風が吹いています。欧州の有名店の調理場に入る
と、しょう油やユズなどの和食材が当たり前のように並んでいます。海外では長く「日本食」ブームが続いていま
す。寿司、天ぷら、カツ丼などが人気で、13年には海外に日本食レストランが約5万5,000店（外務省調べ、農林
水産省推計）もあるといいます。しかし実際に海外に行ってみると、その多くは日本人が経営しておらず、寿司に
甘いジャムをかけたようなものなど、日本では目にしないような独自の食べ物のまま定着しつつあります。

351

2013.12.30日経ビジネス「旗手たちのアリア」
世界の和食をより高みに（辻芳樹）

世界で起きている和食ブームの実態を知るからこそ、辻には気がかりなことがある。欧米やアジアなどで急増す
る日本食レストランの9割以上を日本人以外が経営していることだ。「キムチ風味のサーモン」やベトナムの麺料
理のような「チリ・ビーフ・ラーメン」など、日本人の目には奇妙に映るメニューが、英国のジャパニーズレストラン
の人気メニューになっている。それは、もちろん日本人が発信したものではない。海外の人が抱く、日本やその
食文化へのあこがれを背景に、現地発のユニークな和食が広がっている。辻はこうした動きを否定しない。「食
のグローバル化は勝手に進むもので、コントロールできない。素晴らしい料理もある」。

352

2013.11.25日経ビジネス「「内弁慶」な和食を変
える」（村田吉弘氏）

海外の日本食レストラン数は今春時点で5万5,000店舗。わずか3年で倍近くに膨れ上がった。経営者は日本人
ではなく、多くが現地の外国人。なぜ人気に火がついたのか。その一因は味もメニューも現地流にアレンジしたこ
と。その地域の味覚に和食を適合させることに成功した。ただ、日本のオリジナルな和食は海外の料理人が作り
たくても挫折する。

353

2013.7.15日経ビジネス「特集　海外の日本食店
は3年で約2倍に　世界を席巻する日本食ブー
ム」

海外における日本食に対する好感度は驚くほど高い。JETROが今年3月に公表した「日本食品に対する海外消
費者意識アンケート調査」。「好きでよく外食する外国料理は何ですか」という質問に対し、イタリアや中国では実
に4分の1の人が「日本食」と答え、圧倒的な1位だった。韓国やフランス、香港などでも日本食が一番人気だ。寿
司や刺し身が人気の火つけ役だったが、今では海外で人気が高い日本食のメニューは多岐にわたる。同じ調査
で好きな日本食を聞いたところ、1位の寿司・刺し身のほかに、ラーメンやカレーライスも上位に挙がった。日本の
「大衆食」に対する認知度が現地で高まり、着実に普及が進む様子が鮮明になっている。



354

OFF March 2013（日経BP社）「和食を品よくい
ただくには」（トータルフードプロデューサー　小
倉朋子さん）

箸や器を正しく扱うことは品よく美しく食事をすることに通じる。現代では、箸を使わなくてもおいしく食べられる料
理がたくさんあります。だからこそ、日常が大事。自宅で食べる際も、箸使いと器の扱いを意識してください。
箸使いには、多くの「嫌い箸」、「忌み箸」と呼ばれるタブーがある。その代表例：（すくい箸、刺し箸、振り上げ箸、
そろえ箸、握り箸、探り箸、すかし箸）

355

問答有用ワイドインタビュー「「和食」を世界中
に　村田　吉弘」

地方の人が作る郷土に根差した料理こそ、「地域の文化」として守られるべきだと思います。

356

問答有用ワイドインタビュー「「和食」を世界中
に　村田　吉弘」

「日本料理」と「和食」の違いはない。一緒ですよ。定義もはっきり定まっていません。ただ、「和食」のほうが（ユネ
スコ無形文化遺産へ）登録しやすかったですよね。和食という範囲を定めず、あいまいにしておく方がいい、とい
う判断がありました。日本人が作って、日本にしかないものはみんな和食だと。たこ焼き、串揚げ、ラーメン、カ
レーライスなど、私なら「和食です」と言いますね。同じハンバーグでも、照り焼きハンバーグや和風ハンバーグも
そうです。とにかく、いろいろなもんを新しい和食のジャンルに入れてしまおうというわけです。裾野が広い方がい
いでしょう。それが和食として通じれば、輸出する時にも便利です。

357

問答有用ワイドインタビュー「「和食」を世界中
に　村田　吉弘」

今や家庭料理が崩壊して洋食ばかりになっていますが、そのきっかけを作ったのは、食育の基本である給食が
原因だと思っています。日本人はパンはおやつ感覚でご飯ではないという認識だったのが、牛乳とともにどんど
ん給食で慣らされていった。

358

実業界2014・7　キーマンに聞く　寺田徹郎（株
式会社大庄　専務取締役営業本部長）

「和食」が世界の無形文化遺産に登録されましたが、その後のアクションをどう構築していくか。和食という伝統、
「和」の精神をどう守るか。和食を継承していく職人さんを育成していく環境をどう整備するか。企業レベル、業界
レベル、国レベルで取り組むべき課題だと思っています。


