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□朝日新聞社朝日２１関西スクエア主催  
対談シリーズ「言葉ほぐし」第 5 回目  
２０１３年２月２６日（火）  
大阪市西区のイシハラホールで  
ゲスト	 大宮エリーさん  
ホスト	 哲学者で大谷大学教授	 鷲田清一さん  
 
□対談  
鷲田さん  
	 今日が言葉ほぐし５回シリーズの最終回になりまして、トリでいよいよ大宮さんをお迎

えすることが出来たんですが、この中で５回皆勤の方、いらっしゃいますか？ 
大宮さん  
	 いないですね。 
鷲田さん  
	 じゃあ、今日初めての方は？うわぁ、圧倒的ですね！やっぱり、ファンの方がいっぱい。 
大宮さん  
	 どうなんでしょう。私初めて自分の Twitterっていうウェブのサイトみたいなものがある
んですけれども、あとホームページとか、全然告知しなかったんですよ。別にやる気がな

かったわけじゃないんですけど、これの主催された朝日新聞の方が個展にいらっしゃって。

なんか警察みたいなんですよ。すごい追っかけてくるんですよ。“調べ上げてる”みたいな。

記者の方で。 
鷲田さん  
	 あの方はちょっと、お顔もそうですけどね。 
大宮さん  
	 そうですよね。「この人なんやろう？」みたいなかんじで。鷲田先生の本をいきなりバー

ンと渡されて、「この人と会ってみませんか！？」みたいな感じで。分厚いなぁと思って。

で、誘われたんですけど。結構新聞で告知されて、定員オーバーになると抽選になるって

いうことだったから。 
鷲田さん  
	 おかげさまで、いっつも定員オーバーで抽選なんです。 
大宮さん  
	 すごいですね。それで、じゃあもういいかって。告知しても入られへんかったら怒る人

おるし、と思って何も言わなかったです。だから新聞で知った人しか来てないんじゃない

かなと思って。そうですよね？あ、皆頷いた。だから、私のこと知ってくれてる人で新聞

を読んでる人っていうのは居るんやぁ、と思って。あ、そんなことないか。そういう事な

んですかね。私の事知ってきた人っているんですか？あ、知ってるんや皆。ありがとうご
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ざいます。 
鷲田さん  
	 ほとんど。そりゃそうですよ。 
大宮さん  
	 ありがとうございます。全然誰か知らないけど。 
鷲田さん  
	 日経か何かで読んだんですけれども、今回も心なしかいつもより平均年齢がちょっと下

がってるような気がするんですが、若い女性が憧れる人のトップって聞きました。 
大宮さん  
	 そんなことないですよ。なんて偏った調査を読んでるんですか。偏った調査を読んでま

すよ。たぶんさっきの警察みたいな。朝日新聞の記者みたいな。 
鷲田さん  
	 ガセネタですか？ 
大宮さん  
	 ガセネタですね、明らかに。 
鷲田さん  
	 でも、例えば電気工事してる女性、働く女性のシリーズなんかの時に、いつでも尊敬す

る人・憧れる人に大宮さんの名前が出てくる。 
大宮さん  
	 たまたまそういう記事があっただけだと思うんですけど。 
鷲田さん  
	 哲学者より緻密にものを考えられるんですね。 
大宮さん  
	 そんなことないですよ。ザックリしてますよ、すごく。 
今日、哲学者さんという事で楽しみにしてきたんですよ。楽しみにというか、めっちゃ

怖い人だと思ってたら、会ったらなんか芸人みたいな人が座ってるから、この人じゃない

やろうなと思ってたら「先生！」って言われてたから、「え！襟青いけど大丈夫！？」って。 
鷲田さん  
	 ちょっと昔傷ついたことがあって… 
大宮さん  
	 何ですか、何ですか？ 
鷲田さん  
	 「哲学界の横山ノック」って言われた時があったんです。あれは辛かった…。 
大宮さん  
	 えー！良いじゃないですか、めっちゃ。でも人気者ですよね、すごく。 
	 また Twitterになっちゃうんですけど、「ちちんぷいぷい」（毎日放送）やってる西さん（西
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靖さん／メインパーソナリティー）が「行きたかったー」ってツイートしてはった。「絶対

おもしろそうやのにー」って書いてあったから、それ見て「おや？やっぱ鷲田さんってい

う人はおもしろい人なのかな？」なんて思って来ました。 
鷲田さん  
	 今日は主人公はそちらなので。 
実は私、大宮さんの書き物っていうのは、週刊誌とかそんなのでは読んでいたし、たま

にテレビに出られる時に観たりはしていたんですけど、この２日間、先程の警部に全部資

料を戴いて「大宮漬け」・「大宮人」になってしまって。びっくりしました。もちろん読ん

でなかった週刊誌の、毎回読んでたわけじゃないんで、エッセイでもとにかく吹き出した

りすることよくあったんですが、コマーシャルプランナーとして担当されたやつも一応全

部あらすじから入手いたしまして。 
大宮さん  
	 警察みたいな人からですよね。 
鷲田さん  
	 「社外秘」って書いてあるんですよ。 
大宮さん  
	 一応そうですね、売り物じゃないし。私がやったコマーシャル、いろいろあるんですけ

ど、最近だと大阪のグリコさんの企業 CMをやって。 
鷲田さん  
	 それは入ってなかったですね。 
大宮さん  
	 そうそう、最新作は入ってないですね。斉藤和義さんとか、泉谷しげるさんとか、色ん

なミュージシャンの人が一緒に輪になって「ドレミのうた」を歌うっていうやつとか。 
震災があって、その後にグリコさんが「みんなに笑顔を届けるような CM を作りたい」

と仰って、それで企画したんですけど。 
大の大人が１５人くらい集まって、「わたしは『ド』、あなたは『レ』ね」って決めるん

ですよ。「ドミミ・ミソソ」っていうのをパート分けでやるから。泉谷さんがいつも「ファ」

を言えなくて、みんな老人介護みたいに「次『ファ』だよ！」と PUFFY の由美ちゃんと
か、みんな念を送ってるんですけどね。いつも間違えはってそこでみんな大爆笑するから、

すごい笑顔、本当の笑顔が撮れて。それが狙いで、本当の笑顔を作ったらそれがやっぱり

お茶の間にも届くんじゃないかなと思って。本当の事が好きなんですよ。ミュージシャン

に「笑ってください」とかやるのは嫌なんで、笑わせる空間を作ったら良いと思って。で、

それが好評で第二回が「ピクニック」っていう曲をやったんですよ。「丘を越え行こうよー」

の曲で「ララララ アヒルさん」っていうと、鷲田さんが「ガァガァ」ってやるっていう。 
鷲田さん  
	 懐かしいなぁ。 
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大宮さん  
	 あれをゲームにして、動物の分は自分で考えて良いっていうふうにしたんですよ。だか

ら「ララララ コウモリさん」って言った人も居て。それで吉高由里子ちゃんっていう女優
さんにも出てもらったんですが、指されたのは山崎まさよしさんで、「ララララ コウモリ
さん」って言われて、みんな「え！コウモリってどうやって鳴くの！？」って思ったら、

山崎さん機転が良くて「バタバタバタ！」って言って。出てるじゃない？コウモリ感が。「上

手いなぁ」みたいな。そういうふうにやるとみんな笑うじゃない？それを映像に収めて流

したんですけど。子どもたちにそうやって遊んでほしいなという思いもあって、CM企画し
たんです。だから“グリコの為にも作ってんねんけど、観た人にも二度おいしい”みたい

なだったら良いじゃないですか。グリコにとっても良いし、観た人は「あ、このゲームお

もろいやん、家族でやろう！」とか「学校でやろう！」って思ってもらえたら良いなとい

うふうな思いで企画していて。だから、ちょっとただ単に面白い CMを作るんじゃなくて、
そこにちょっと何かをまぶしておく、というスタイルで仕事をしてるんですけれど。 
鷲田さん  
	 だから大宮さんの作品とは全然知らなくて見ていたものがいっぱいあったっていうので、

それでびっくりしたんです。だから触れてたんだなぁ、と思って。それで改めて映画も見

せて頂いたり、エッセイ集読ませて頂いたり。今度の、また後でぜひ見せてほしいんです

けど、展覧会の資料とかも見せて頂いて。だからすごい遠い人だと思ってたんだけど、も

ういっぱい触れてたんだと思って。今日すごくお話聞くのを楽しみにしていました。きっ

と皆さんもそうだろうと思うんですけど。 
大宮さん  
	 いやいや、きっとね、通りかかって入っちゃった人もいると思うんでね。 
「何かわからへんけど喋っとんなぁ」みたいな人も居ると思うんで。 
鷲田さん  
	 今日にわか仕込みでですね、この２日間大宮人になったんで、それで年表作ってもらっ

たんですよ。 
大宮さん  
	 えーっ！そんなん良いのに！もう死んじゃうみたいじゃないですか、年表なんか作られ

たら。 
鷲田さん  
	 １年毎に生まれた時からの年表で、横にずっと仕事が書いてあるんですが、ジャンル分

けしてあって、テレビ CM ・テレビドラマ・映画・舞台・ミュージックビデオ・書籍・連
載・作詞・イベント・個展・テレビ出演・ラジオ。 
大宮さん  
	 間違いございません。 
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鷲田さん  
	 まだ名刺戴いてないんですが… 
大宮さん  
	 あー、ごめんなさい！忘れちゃった！ 
鷲田さん  
	 例えば名刺だったら、どう書くんですか？ 
大宮さん  
	 書いてないですよ。「大宮エリー」しか書いてないですよ。 
鷲田さん  
	 すごい立派な方なんですね。 
大宮さん  
	 肩書を聞かれることがあって、すごい困るというか。どれもないし。なんか憧れた時が

あったんですよ。自分が悩んだ時があって。要は「カメラマンの大宮エリーです」とか言

えたら良いじゃないですか。「歌手の」とか無いんですもん。なんかどれも中途半端で、１

つを極めるという事にはならなかったので。やっぱりテレビ出るときもテロップに肩書き

入れたがる人が多くて「どれにします？」と言われて、いやぁどれも言うと恥ずかしい。 
前、電気グルーヴというアーティストのピエール瀧さんと会った時に「エリーは何な

の？」と言われて、「どうしましょ、肩書。じゃあ…」、「『作家』って書いてあるけどエッ

セイ以外の本は出したことあるの？」、「出してないです。」、「じゃあ作家ダメ」って言われ

て。ダメなんだー、みたいな。「映画は何本撮ってんの？」、「１本しか撮ってないです」、「映

画監督もダメかぁ」みたいな感じで。 
だから大体紹介される時に、斉藤和義さんが藤井フミヤさんに私を紹介してくれた時に、

「エリー。えーっと、えーっと何だろうなー。酔っ払いです！」って言われたんです。「酔

っ払いかー！」なんて呼ばれて。いやぁもっとあるのに、なんて思ったんだけど。本当に

一生懸命生きてるだけっていうか、仕事が来る度に、戴く度に予想外の仕事が来るので。

１回断るんですけど、「いやぁ、だってこれ、さすがに演劇やったことないのに。なんで演

劇なんですか？」と言ったら「なんか大宮さんやったらおもしろいかなと思って」みたい

な。その人もあんまり考えてないんですよ、直感だけだから。それで「でもせっかくお仕

事やし、じゃあ頑張ろう」みたいな感じで、そういう姿勢で取り組んできた結果、３７に

もなってボヤっとしてるっていう状況なんですけど。 
鷲田さん  
	 いやいや、ボヤっとしてるっていう言い方よりも「多才」っていう感じでね。 
１つ抜けてたのが「女優」というのが抜けてましたね。 

大宮さん  
	 いやいや、女優もやってないですよ。 
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鷲田さん  
	 いやいや、「ネギ女」とかいうのをなさった。 
大宮さん  
	 あー、それじゃないと思うんですけど。 
鷲田さん  
	 体中にネギを付けてダッシュするやつ。 
大宮さん  
	 やりましたね。あれは PVで。初めてミュージッククリップを撮ったことがあって。私も
ともと薬学部なんですね。 
鷲田さん  
	 東京大学の薬学部なんですよね。それも訳わからないんですけどね。 
大宮さん  
	 訳わからないんですよ。そもそも、小さい頃から植物が好きで植物に関係する仕事に就

きたいなと思ってたのと、人の役に立たないといけないと思ってたんですよ。全ての人は。

だからなんか自分に社会貢献出来る仕事があったらええなと思ってたら、ちょうど NHKの
ドキュメンタリーを見た時に、砂漠の緑地化のビデオだったんですよ。砂漠に木を植える

んやけど、植えたはじから枯れていくという状況になってて、「これあかんやん！」と思っ

て。「これ枯れんように出来へんかな」と思って、それで「じゃあバイオテクノロジーをや

りたい」と思って。 
鷲田さん  
	 それいくつぐらいの時ですか？ 
大宮さん  
	 中学・高校の時に思ったんですよ。で、「じゃあ理系やな」と思ったんだけど、数学がい

つも０点とかなんですよ。極めて文系だったんですけど、でもやっぱり「砂漠を緑にせな

あかん！」と思ってたから。進路指導の時に。私、理系で出してたんですけど、先生が「大

宮、お前間違えて理系に○
マル

しとったから文系に直しといたで」って言われて。「いやいや、

間違えてませんよ、めっちゃ濃い字で○
マル

したやん！」と思って。「だってお前、科学も数学

も０点やん。物理も。英語と国語しか出来へんやん」って言われて。「先生は点数で人の人

生決めるんですか？」って言ったら、「え！？そういうつもりはないけど」と。 
鷲田さん  
	 でも傑作なのが、その本の中に出てきたんですけど、１年目東大を受けた時に数学の試

験でぎっしり答案書いたのに、答えの欄１つずつズレてたんです。矢印で１つずつズレて

るマーク書こうと思ったら、試験管の方が「たぶんそれだったらあかん」って言われて、

消しゴムで消して全部写したらしいですね。 
大宮さん  
	 でももう“ワーッ”てなってたから、何書いてあるか分からなかったですね。そうじゃ



7 
 

なくても落ちてたと思いますけども。全然出来なかったんで。その進路指導の時に「東大

を受けよう」というふうに先生と二人で決めたんですよ。「何とか数学０点でも受かる大学

ないんですか？理系で。あるでしょ、先生プロやねんから」って。 
鷲田さん  
	 そんな質問したんですか？ 
大宮さん  
	 そうです。そうしたら「うーん、１個だけある」って言われて。「どこですか！？」、「ほ

らあったやん！東大！」って言われて、「うっそーん！！」みたいな。東大は難しすぎるか

ら、全部で４割取れれば受かるんですって。４割。 
鷲田さん  
	 ４割でいけるんですかね。 
大宮さん  
	 でも「早稲田・慶應とかの私立はみんな８割とか取らないといけないから、お前みたい

なポカッとしてるやつはマークシートズラしたら絶対落ちる。だから東大行け！」って言

われて「わかりました！」って受けてすぐ落ちたんです。びっくりした。そこしか受けて

ないからすぐ浪人みたいになって。「先生落ちましたけど」って言ったら「うーん、浪人や

なぁ」みたいなこと言われて。「いやいや！あっさりしたなー」とか思って。「『受かる』言

うから受けたのにー」と思って。で、浪人して、その時に、まぁ結果良かったんですけど、

最初はちょっと恨んだんやけど、もうちょっと受けとけば良かったなと思ったんやけど、

時間があるじゃない？すごく。高校生でもなく大学生でもなく、何でもない時間だったん

ですよ。この社会に所属してない心許無さ。「私何なんや」という。しかも浪人生ってバイ

トするわけにもいかないじゃないですか、勉強しなくちゃいけないし。で、毎日図書館通

っては駿台予備校に行ったんですけど、３日で辞めたんですよ。隣の人がすごいくっつい

てくるんですよ。狭いからなんですけど。その子の肌が「うわぁ、嫌やなぁ」と思ったり、

先生が何言ってるかわかんなかったんですよ。喋りが早すぎて。記号ばっかりやるんです

よね。英語の先生だったんですけど「『to 不定詞』の下は波線」って。不定詞は波線する。
あとは「過去分詞形は四角」とか。それを覚えるのが大変。「過去分詞形は何の記号やった

っけ？」っていって。 
鷲田さん  
	 色分けはしないんですか？ 
大宮さん  
	 色分けもしました。「はい、赤の鉤括弧！」って。終わったらなんか「鉤括弧ってどれや

ったっけ？」だけになって。英語の勉強じゃなくて記号の勉強になってたわけ、私にとっ

てはね。だから「これやってたら落ちるな、また。」と思って辞めて。神保町にある「お茶

の水図書館」というところがあったの。女の人しか入れない図書館があって。 
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鷲田さん  
	 え！そんなのがあるんですか？ 
大宮さん  
あるんです。おもしろいでしょ。 

鷲田さん  
	 お茶の水女子大があった図書館とか？ 
大宮さん  
	 やってるのかな？５００円払って入るんですけど、みんな主婦の人とかが簿記の勉強し

たりとか。観察してたら、マンガを積み上げてて自分のピピピって時間になると休憩しは

るんです。「これおもしろそうやな、自分もやろう」と思って。マンガを１冊借りてきてお

いて、休憩時間になったら読むんやけど、そっちの方が面白いわけ。「おもろいやん！」み

たいな。あんまりマンガも読んでなかったから。で、目の色もバッと変わっちゃうんです

ね。「タッチ」とかだったんですけど。「タッチ」も３巻までなら良かったんだけど、三十

何巻あるわけ。「えらいあるなぁ！」って。”ゴッソー！”持ってきて”ボーン！”と置いて”バ
ーッ！”と読んで、読み切ったー！と思ったら、チャイムが鳴って閉館時間になるんですよ。
今日もやっちゃったー！みたいな感じで。家に帰るとオカンが台所で夕飯の支度しながら

「はかどったーん？」って言うから「うん、まぁね。」って言いながら部屋に入る、みたい

な。「ごめんなぁ」みたいな。 
そういうのをやって、やっと２回目で東大入ったんですけど。要は植物の研究がしたく

て。東大って植物園があるんで、そこの園長さんになりたかったんですよ。園長さんにな

って子どもたちに「この植物の名前はね～」とか言いたかったの。「これ触ってごらん、葉

っぱが”バッ！”てなるから」とか、そういうのがやりたかったんだけど、お父さんが１年目
で喘息がひどくて横でキュウキュウなって死にそうになったんですよ。その時に何も出来

なくて「私、『地球救う』とか言ってるのにお父さんも救えないのか」と思って。愕然とし

て「大丈夫か！」と言って背中さすることしか出来なくて。救急車の到着が遅れてたら死

んでたらしいんですけど。その時に私ちょうど地球を救いたいなんて言ってたから、卒業

文集に皆に「Saves the earth」とか書かれてて、若干いじめられてたのかなと今思えば思
うんですけど。「”Saves the earth”じゃなくて”Save the オトン”やろ！」と思って、それで
薬学部に入ったんですよ。薬の勉強して治したいなと思ったんだけど、もともと数学０点

で入ってますから。 
鷲田さん  
	 ２年も０点だったんですか？ 
大宮さん  
	 いやいや。０点の頭で入ってますから。ちんぷんかんぷんですよ。１年で０点の人がす

ごい優秀にはならないですから。そうでしょ？あ、そっか。哲学だから数学出来ないです

よね？ 
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鷲田さん  
	 僕は大宮さんとは逆で、親父はそんな学問とは無縁な人だったんで。職人をやってたか

ら大学は工学部しか。 
大宮さん  
	 それでちょっと見下した目で見てたんですね、今。 
鷲田さん  
	 いや、違う違う。それで、大学受けるって言った時の条件が工学部へ行くことと、お金

がないし国立大学で。当時はめちゃくちゃ安かった。月１０００円だったんですね。奨学

金が３０００円だったから、お金貰いに行っていたようなもんで。それで浪人は許さんと

いうので、ずっと高校３年生まで理系の志望に。だから逆なんです。偽ってたんです。理

系のクラスにずっと入ってたから数Ⅲまでやって、で、黙って文学部受けて。だから数学

はちゃんと理系の数学してたんです。 
大宮さん  
	 そうなんですね。頭良かったんですね。 
鷲田さん  
	 なんです！？数学が出来るやつが頭良いとは限りませんよ。 
大宮さん  
	 いや、頭いいですよ。なんか全くわかんなかった。行列とか。 
鷲田さん  
	 そうだけど…。え！？桐朋学園出てるんですか！？ 
大宮さん  
	 桐蔭学園です。 
鷲田さん  
	 これ音楽の学校じゃないんですか？ 
大宮さん  
	 これ間違えてますね。警察みたいな人に言ったんですけどね。ちょっとヌけてます。桐

蔭です。これは桐朋（とうほう）と読みます。 
鷲田さん  
	 これ音楽の学校でしょ？桐朋だったら。小澤征爾のね。違うのか。いやぁ、僕びっくり

してね。音楽の学校行って、東大の薬学行って、そして薬関係なしで電通行かれた、って

書いてあるんで。どういう人生なのかなと。 
大宮さん  
	 警察みたいなひと、変わってるんですよ。「Wikipediaで調べました！」って。Wikipedia
からただそのまま見て書いてるのに間違えてるんですよね。”どうやって間違えんねん！”
って。 
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鷲田さん  
	 だから、今日とにかく最初に聞きたかった事は、音楽のエリートがどうして東大の薬学

行って、その人がなんで電通なんて入りたくっても入れない会社じゃないですか？そんな

エリートコース、と最初思ってたんですよね。ところがエッセイ集読むと、まぁいきなり

ブラジルで何を間違ったかスラム街をビキニで突っ走る話から、本番前に酔っぱらった話

とか、試験に失敗した話とか、小学校の時お弁当の事でいじめられた話とか、スイスイス

イというイメージと全然違う。失敗談だらけ、挫折経験だらけで、この落差ってどうなっ

てんだろうって。まず今日それがものすごく聞きたかったんですよ。履歴だけ見てたらス

イスイスイって見えるんですよね。 
大宮さん  
	 そうですよね。だから取材とかあるんですけど、やっぱり皆「いかにブイブイしてる女

か」と思って来はんねんけど、会うと「もっと自信持ってください！」とか励まされちゃ

って。そのライターの人に「あぁ、そうですかね。」とか言って。最後「応援してますから、

ね！頑張って！」とか言われて。 
鷲田さん  
	 おもしろいなぁ。 
大宮さん  
	 前、母校で講演してくれって言われて高校生の前で話した事あるんですけど、「私みたい

に紆余曲折があって進路が変わっちゃう人は居ないから。今進路で悩まなくて良いから、

今やりたいことやってれば全然良いよ。将来どうなっていくかなんてわかんないから。」み

たな話をしたんですけど。だってさっき植物園やろうと思ったのに薬学部になったのは言

ったでしょ？それってお父さんがそうなったから助けてあげたいと思って入ったわけじゃ

ないですか。ちゃんと何かが起こるんですよ。目の前に降ってきて、それに誠実に対処す

るとそうなっちゃったんです。 
だけど向いてないじゃないですか、元々ね。だから友達はわかってたの。「薬学なんてエ

リーちゃん無理よ、出来へんねんから。」って言って。「いやいや、行く。私は気持ちがあ

るからいける。」って言って行ったら、もう実験するたびに”ボーン！”って爆発するんです
よ。「あれ！？なんでやろ！？皆出来てんのに！」みたいな。ある日”ブワーッ”て煙が出る
から「あれ、なんか私、発見かな！？」って。 
鷲田さん  
	 発見って！そこが違うんやな、普通の人と。 
大宮さん  
	 「先生ちょっと私、煙出てますけど。１人だけ」って嬉しそうに言ったら「ちょっとじ

ゃあお前だけこっち来て」って言われて。それでやってもやっても入れてもずっと煙が出

るから「お前、なんか変なもの入れなかった？」って言われて。確認で「これとこれとこ

れを入れたんやな？」と。「はい。それと後もうちょっと濃硫酸を入れてみました。」って
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言って。 
鷲田さん  
	 硫酸！？ 
大宮さん  
	 「それ一番入れたらあかんやつやん！危ない！危ない！」ってなって。なんかちょっと

入れちゃったんですよね。そうしたら「実験は料理やない！隠し味いらん！」っていわれ

て。 
鷲田さん  
	 東京にも面白い方いらっしゃるんですね。 
大宮さん  
	 そうですね。すごい怒ってましたけど。それで「あー、私ここにいちゃいけないんだ。」

と思って。横の人は実験楽しそうにやってるの。グラフあるじゃないですか？点を打って

いったら曲線グラフになって。わたし雑やから、目分量でやってたから、ガッタガタにな

るんですよ。みんな”ビャーッ”ってキレイにやってて、「うわぁ、美しい！」とか言ってる
の、横で。「エリーちゃん、これ美しくない？」みたいな。「うーん、美しいって言うんか

これ」って思って。これを嬉々としてやってる人達の間で私やっていけるのか、と思って。

で、辞めようと思ったんです。それが初めての挫折で。 
鷲田さん  
	 それは在学中に？ 
大宮さん  
	 在学中ですよ。大学の３年生。１・２年は教養学部なんで、ふわふわーっとしていれば

良かったんですけど。 
鷲田さん  
	 じゃあ専門行ってすぐじゃないですか。 
大宮さん  
	 専門行ってすぐですよ。だって注射も打てないんです、マウスに。マウス走り回ってて

怖いじゃないですか。「うわぁー怖い！」って。結構女の子が多いんですけど、皆可愛い顔

して、最初は「ハム太郎～！」とか言って名前付けて、白衣のポケットに入れて顔出させ

て「可愛いでしょ！」なんて行って。先生が「よーい、はい！」って言ったらそのハム太

郎に”ブッスーっ！”て注射刺すんですよ。「えー！は、ハム太郎が！」って。それでちょっ
と人間不信。あぁ、こういう世界なんやと。情とかじゃない。”可愛い”とかやってたらダメ
なんですよ、実験動物ですから。終わったら首の骨折って殺すんです。ポキって。 
鷲田さん  
	 書いてあったなぁ…。 
大宮さん  
	 あれが辛くて。 
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鷲田さん  
	 片手で？ 
大宮さん  
	 やるんですけど、私全然出来なくて。もう逃げまくってたよ、私のハム太郎。殺せなく

て。それで就職活動始めようと思って。事務職がいいと思って。だから電通って、そのま

ま文字だったら、”東大→電通”だけど、その間にいっぱいあるんですよ。いっぱい色んな所
受けたから。例えば「どこが雇ってくれんねんやろ？」と考えてぼんやりしてたら、うち

のオカンが料理を作ってて「ガスやな」、ガスコンロを見て「ガス」って言って。で、受け

に行って、とりあえず OB 訪問ってするんですよ。でも薬学部の OB 訪問ってみんな厚生
省に行ってますから、OB居ないんです。厚生省か武田薬品とかそういうところだから。誰
を訪ねたらええねん！と思って。で、経済学部とか忍び込みに行って、分厚いのを借りて

片っ端からめくって電話して。全く関係ないんですよ、OB じゃないから。「君何なの？」
って言われて「私、何でも無いんですけど。東大繋がりで経済学部でも無いし。」って言っ

たら、「サークルも違うよね？」、「はい、サークルも違います。でも身寄りがないので会っ

て下さい。」って言ったら、「うーん、じゃあまぁ僕はもう結構年次が上だから、じゃあ若

い子をあてがうわな」って言われて会ってもらって。OB訪問で就職活動ってすごい大変な
んですよ。自己 PRとかするんですよ。なんでしなきゃいけないの？自己 PRしてしかも落
とされるんですよ。 
鷲田さん  
	 プレゼンいうやつですか？ 
大宮さん  
	 そうそう。自己否定されるんですよ。「私こういう人間です！」、「はい、不採用」って。

「えー！？」みたいな。もういっぱい落ちて。東京ガスなんて７次面接まで行ったんです

よ。７回も面接させられて「早よ落とせ」って。最終で落ちたんですけど。聞きに行って

ね。OB訪問で聞き出すんですよ、いろいろ。「どうですか？ガス会社って。ぶっちゃけ。」
みたいな話をしたら、「まぁ電気に今押されてるよね」みたいなこと言われて。「じゃあ『ガ

ス頑張れ』みたいなこと言えば受かりますかね？」なんて。 
鷲田さん  
	 そんな語り口調で言ったんですか？「ぶっちゃけ」とか。 
大宮さん  
	 ちゃんと丁寧にやってます、大丈夫です。今トークだから。それで、そういう無邪気な

感じは「『ガス頑張れ』みたいなプレゼンテーションしたら、結構聞く耳持って頂けますか

ね？」なんて話をしたら、「うーん、それは結構良いかもしれないよ。」なんて言われて。「あ、

じゃあ私それで行きます」と。で、「何時から何時まで働くんですか？」とかいろいろ聞い

て「僕は５時半まで。皆うちの会社はそうだから。まぁアフターファイブは充実するよね。」

なんて言われて。なるほど、と。仕事にはいろいろあって、例えば商社に行くと「いやぁ、
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もう休みなんてないよ。２４時間営業です。だけど仕事＝遊びみたいなものだから」って

言われて。そこで気付くんです。人生には２タイプあるぞ、と。「仕事は仕事、後はアフタ

ーファイブを充実させる」という生き方と、「休みはないけどそれ（仕事）自体はちょっと

刺激的」どっちが良いのかな、とか色んな人に会いながら自分の人生を考え始めたという

か。それもすごく良い経験になったんですけど。 
結局ガス会社はどうやって面接したかと言うと、「君は東京ガスに入って何やりたいんだ

ね？」と聞かれちゃって、「ガスホテル建てたいです！」って言ったら「え！？」って言わ

れて。「『ガス頑張れ』みたいなことをホテルに込めたいんです！」って言ったら「じゃあ

ホテルの会社行きなさいよ。」って言われて。違う！違う！って。 
鷲田さん  
	 そりゃそうだよね。 
大宮さん  
	 「ガスの良さが皆に伝わってないから、ホテルを建てて、例えば乾燥機は「幹太くん」、

床はガス暖房で、電気はガス灯なんです。どうですか！？これ。否応でもガスに触れる機

会が出来るでしょ？」なんて言ったら、「ちょっと良いかもしれない。」みたいになってど

んどん上がっていったんだけど、役員の目は欺けなくて。役員に「ガスホテル」って言っ

たら「アホか！」って言われて終わっちゃった。それで落ちたんです。 
鷲田さん  
	 東大は一応卒業したんでしょ？ 
大宮さん  
	 卒業しました。 
鷲田さん  
	 卒業してもそんなに就職って難しいんですか？ 
大宮さん  
	 難しいんです。東大ブランドがあれば受かるのかと思ってたんですけど、二十何社落ち

ました。 
鷲田さん  
	 誰でもそう思われてるんじゃないですか？ 
大宮さん  
	 いや、結構経済学部の人でも就職浪人したりしてる。女の子はやっぱり。「東大の女の子

は使いにくい」ってハッキリ言われましたから。「そんなハッキリ言っちゃった？」とか思

ったけど。それでいっぱい受けて。確かに今思えば落ちるなということを喋ってたんです

けど。自己 PRで「オーストラリアに行ってアボリジニの方々に会って～」みたいな話をし
てすごい爆笑はとれるんですけど、会社としてどう採用していいかわかんない、みたいな。 
鷲田さん  
	 分類不能と言うかね。 
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大宮さん  
	 そうなんですよ。飛行機会社も受けたんですよ。その時に「何やりたいの？うちで」っ

て言われて。「荷物を置くのとかをやりたいんです。」って言ったの。「もう理系が辛いんで、

事務。事務やりたいんです。」って言ったら、「え？スチュワーデスとかやりたいの？CAと
かやりたいの？」とか言って。「CAなんて嫌です嫌です。荷物を置くのをやりたいんです。」
って言ったんですけど。でも理系だったので整備士じゃないとダメだと言われたんです。

「整備士採用だったら大丈夫」って言われて、「いや、整備士嫌です。」って言って。「手旗

信号面白いぞー！」とか言われて。 
鷲田さん  
	 いや、不思議ですね。トンチンカンと言うか、ちょっと的外れと言うか、すいません。

そういうことだらけじゃないですか。だらけ、と言うか。今のお話聞いてる限りはね。 
でもそれで不思議なのは相手。普通そんな行動に出られたり、そんな話の持って行き方

をされると目が点になるというか、もうそこで「ちょっとこれ以上無理」と普通はなると

思うんですけど。なんか周りが話にさらにノッてくるじゃないですか、面接の人でも。 
大宮さん  
	 うーん、ノッてこないよ。全然ノッてこない。 
鷲田さん  
	 いやいや！そんなことない。失敗談読んでても、本当に言ってはいけないようなことを

言っても、また意外と相手がそれに悪ノリして反応したりとか、話が続くんですよね。１

番僕がびっくりしたのが、ここに秘密があるのかな？と思ったのが、最初に映画撮られた

でしょ？「海でのはなし。」でしたっけ？西島秀俊さんって今「八重の桜」に出ておられる

人と、宮崎あおいさんとで。３人でプロモーションの為か、広報の為か、写真撮って対談

される時の話が出てて。 
大宮さん  
	 「生きるコント」にね。 
鷲田さん  
	 それで男優さん・女優さんと並ぶので、何着て行って良いのかわからないので、コーデ

ィネーターの人が家に来て服を選んで下さって行ったら、「カーディガンが女優さん・男優

さん二人とも冬物なのにカーディガンが夏物なので合わない」って言われた時に、普通だ

ったらそれで「しまった！」で話終わるのに、「照明さんから助手の人からヘアーメイクの

人から、皆上着脱ぎ出した」って書いてあって。それでどうしたかというと周りの人が「ど

えらいことだ！」と言って、「彼女に自分のを着せてあげよう」と言って、「これどうだ？

これどうだ？」と言って、周りの人が皆服を脱ぎだしたというのですごいなと。 
大宮さん  
	 そこですか？１番。「１番」って言うからどの話やろうと思ったら。 
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鷲田さん  
	 すごいええ話じゃないですか。ねぇ？ 
大宮さん  
	 いやいや鷲田さん、だって普通ですよ、そんなの。だって皆その仕事を終わらせたいん

ですから。 
鷲田さん  
	 あぁ。終わらせたいの？ 
大宮さん  
	 だって私がモタモタしてたらあれだから。 
鷲田さん  
	 あ、そういうことなんですか。 
大宮さん  
	 しかもみんな女優さんのマネージャー、男優さんのマネージャーさんじゃないですか？

だって私が一人でトンチンカンな格好してるから写真撮れないわけじゃないですか。そし

たらもう「早よやろ！」って、こう着せるわけです。 
鷲田さん  
	 あ、そんなドライな話なんですか？ 
大宮さん  
	 そりゃそうですよ。普通にしますよね？そんなノースリーブ着ちゃったアホな子が立っ

てたら「カーディガン貸したろ」ってなるじゃないですか。 
鷲田さん  
	 読み間違ったのかな？だからミスが多いし頓馬な事が多いので、周りの人が「見てられ

ない！」と言ってハラハラして、「大丈夫かな？」と周りの人を助けずにはいられないよう

な気持にさせるテクニックの持ち主なのかなと思ってたんですが。 
大宮さん  
	 テクニックではないけれども、迷惑をかけて、周りの人がやっぱり助けてくれてるとは

思います。 
鷲田さん  
	 それ、すごい僕がそういう存在っていうのは才能やと思う。 
大宮さん  
	 そうですか？でもそのレベルなんで。助けてくれるって言ってもね。だからやっぱり「な

んでこうなっちゃうんやろう？」っていう事がすごく多くて、自分で切り開いてきたとい

うか、生きぬいてきたというのはありますね。だからわりと順風満帆に見られると思うけ

ど、苦労してきたというのもあって。 
例えば会社を辞めたわけですけども、それはフリーになったわけじゃなくてフリーター

になったんですけど。普通は広告会社を辞める時って、どっかの引継だったりとか給料を
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上げるために辞めたりするんですけど、私は会社という組織に居るのが辛い事に気付いち

ゃったんです。ずっと自分を偽ってきたんです。毎朝１０時に行くとか、ホワイトボード

に行き先をこまめに書くとか。「行き先とかもう知られたくないな。」って思っちゃったん

ですよ。「だってやることやってるし、売上もわりと良いからいいやん！」と思ったのにち

ゃんと書かなアカンでしょ？あと出張報告書も。申請も出さないと出張出来ないんですよ。

「いいやん！勝手にしたら。皆してるやん！出張。大阪出張。なんで申請せなあかんの？」

みたいな。今思えば会社ってやっぱり管理しなくちゃいけないから当然なんですけど。そ

の時は、今もなんですけど、事務が出来なかったんですよ。さっき「事務やりたい」って

言ったくせに全然出来なくて。新幹線の値段とかも間違えちゃう。「いくらでここから新大

阪で降りて○○線に乗り換えて」っていうのを書かなあかんけど、そういうのが大っ嫌い

だったんですよ。 
鷲田さん  
	 面倒くさいですよね。 
大宮さん  
	 面倒くさいんですよ。それを皆出来んねん。でも私だけ不備があっていっつも返ってき

て、部長はいつも再提出っていうのをチェックせなあかんから。ある日部長にめっちゃ怒

られて「お前の再提出のチェック・ハンコを押す時間、１日にどんだけ取られてるかわか

ってるか！？」って言われて、「わかってなかったです、すいません。」って。「３回目だよ。

ちゃんと料金ぐらい書け！」なんて言われて。「君はやっぱり組織不適合なんじゃないのか

な。」と言われたんですよ。「本当だ！」と思って。「今まで申し訳なかったです！お世話に

なりました！」みたいな感じで辞めたんです。「いやいや！急にそんな！」って言われたん

だけど、「いや、もう辞めます辞めます！いちゃいけない、こんなところに！悪いことし

た！」って言って。急に辞めたから、もううちのお母さんすごい泣いてましたけど。だっ

て天下の電通入った、給料も良い、辞めた、で振り込みに行ったら”利用０円”です。「あれ？
会社ってすごいな、毎月お金くれてた！」っていう。 
それでここから苦労したって話ですけど、要は自分が次仕事をする時にギャラ交渉とか

するんですよ。大阪も世知辛いですけど、すごい金額言われちゃうわけ。低いやつ。今ま

でやってた仕事の人が「ちょっと継続してほしいから、これまたお願いする」って言った

金額が「え！？」っていう金額だったわけ。 
鷲田さん  
	 電通社員とフリーとでそれだけ違う？ 
大宮さん  
	 そうそう。それで「いやぁ、少ない！」って普通に言ってもあれやし何て言おうと思っ

て、一応時給に計算したわけ。そうしたらマクドナルドよりも低かったの。だからそれを

言ってあげたらこの人はわかるんちゃうかなと思って。電通の人。「あのね○○さん、これ

時給に計算したんですけど、マックの方が３倍高いんですよ。だから私これやるんやった
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らマックで働きます。じゃあ！」って言ったら、「ちょっと待って！」って言われて。「そ

うなの？」って言って。「そうなんです。マックの方が高いんです。」って言って。「ホンマ

や！」ってなって、「ちょっと待って下さい！」ってなって計算機で計算して、「じゃあど

のくらい欲しいの？」って聞かれて、「このぐらいあったら生きていけます」みたいなこと

を言うわけよ。「じゃあ、それで！」ってなったりとか。ちょっと裏読んで「このぐらい言

っといたらこのぐらいなるかな。ちょっと多めに言っといて『いやいや、それは』って言

って下がってこの辺やろ」とか、作戦を立てて”ウワーッ”て動くんですよ。うちお母さんい
るし、お金養っていかなくちゃいけないじゃないですか。それもあったからちょっと刀を

持って行くようなこともあって。ギャラ交渉とか、社会で生きていくっていうことがすご

くこんなに大変なんだ、と思ったりして。でも生きてる実感はすごくあったんですけど。 
例えば会社にいたらコピーとかバンバン取るんですけど、一人になったらコピーとかお

金かかるじゃないですか。めっちゃシャレにならんな、みたいな。「コピーやめよう」みた

いな。「相手の会社でコピーしてもらおう！」みたいな感じで。１枚だけ持って行って「こ

れを皆に配って下さい！」みたいな感じで言ったりとか。後、バイク便。すごいお金かか

るわけ。電通ではバンバンバイク便出してたけど。「こんなに掛かるの？じゃあ自分で届け

よう。」みたいな感じで。届けて、「いや！エリーさんわざわざそんな！」って言われて「い

やいや！もう通りかかったんで。」とか言って。全然通りかかってないですよ。めっちゃ漕

いで行ってんけど、みたいな事もしましたよ。 
あと、一応「独立した」っていうふうにはなってるから「何が欲しい？」って言われる

んですよ。「何でも良いですよ。」なんて言ったら要らない物が贈られてくるじゃないです

か。「いらねぇ、観葉植物！」みたいな事があるから。だから的確に言おうと思って、欲し

い物リストを作って「何が欲しい？」って言われたら、「テレビの日立の○型の○○が欲し

いです！」みたいな感じで、「品番送りますから」って言ってメールで品番を送るっていう。

そうしたら相手の人はめっちゃびっくりしてて、「いやぁ、こんなに具体的に言われたの初

めて！」って。大体コーヒーメーカーとか贈るらしいですけど、「いやぁ、すごい。でも簡

単だったよ。ワンクリックしたら買えるようになってたから。」なんて言われて。どんどん

揃えていったわけ。OA機器とかね。揃えていって。だから、今自分の会社ほとんど貰い物
で出来てるんですけど。冷蔵庫も買ってもらったんですよ、そういえば。放送作家の鈴木

おさむさんっていう方が「エリーちゃん、何が欲しい？」って言われて。「えっとね、冷蔵

庫が欲しいですね。」って言って。今冷蔵庫が無くて、この前女優さんが遊びに来た時に冷

やす物が無くて、お茶も出せないから氷をバーッとビニール袋に入れといて、そこにさし

といたわけ。で、女優さん来て「どうも、どうも！じゃあこれ、冷えてますから！」って

渡す時に「えー！！」ってなって。「これ冷蔵庫！？」って言われて。「今のところは。ま

だちょっとくれる人が見つかってないんで。」って言って。で、おさむさんが言ってきてく

れたんで「無印良品の○○のいくらのやつが欲しいです！」って言って。「じゃあ面倒くさ

いから自分で買っといて。」って言われて。「領収書はおさむで貰っといて。」って言われて



18 
 

「わかりました！」って言って。そういう、３カ月ぐらいで大体そろいましたけど。 
鷲田さん  
	 やっぱり才能やな。要するに凹んでる時に、周りの人が全部寄ってたかって埋めてくれ

るっていう感じが。 
大宮さん  
	 そうですね。 
鷲田さん  
	 でもそれだけ苦労されて、例えばコピーですら一々意識して「これはやらんと向こうで

やってもらおう。」とかっていって結構切ないじゃないですか。そういう事を考えざるを得

ないような状況になってるって。そういう時に落ち込まないで、逆手を取ってその自分の

行動自体が、それこそ「生きるコント」という本を出されて、まさにコントみたいな感じ

で、周りの人がほっとかれへんようになるっていうふうに裏返していく、っていうのはす

ごい力やなぁと思うんですけどね。 
大宮さん  
	 ほっとかないわけじゃないんです。ほっとかれてはいるんですけど。絡んでくっていう

か。「助けて！助けて！」みたいな。でも意外と甘え下手なので。 
鷲田さん  
	 下手？ 
大宮さん  
	 そうです。わりとね。みんなお金持ちの家系の人とか、いろいろいるじゃないですか。「う

らやましい！」ってすごい思うし。未だに私一人でやってますから。事務所の女の子一人

居るけど事務所にも所属してないですし、スケジュールもその２４歳の女の子がやってく

れてるんやけど、すんごい性格良いんですよ。コピー取るのもすごい楽しそうに取る。「ふ

んふん♪」って。「そんな楽しい？コピー。」、「楽しいでーす！」って。良い子やねんけど、

でもスケジュール管理が下手で。だからダブルブッキングとかバンバンしちゃうんですよ。

「何のためにおんねん！」って感じで思うんやけど。 
鷲田さん  
	 じゃあ今日お付きなしですか？お付きの方は？ 
大宮さん  
	 いないです。一人で。衣装背負って世界ふしぎ発見行ってますよ。 
鷲田さん  
	 それで遅れたの。遅刻したでしょう？今日。 
大宮さん  
	 あ、迷ってたんです。ごめんなさい。 
鷲田さん  
	 やっぱり。僕いつも対談の相手の方は、かなり早くてメイクとかなんとかされて。この
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人はいらないんだなと。だからゆっくり来られるのかなと。 
大宮さん  
	 さっき中之島ミュージアムというところで打ち合わせしてて、「これに来るんだったら寄

ってくれ」って言われて。その人がね「５分で行く」っていうから。「イシハラホールって

いったら５分で行く」って。 
鷲田さん  
	 それは無理。 
大宮さん  
	 で、行ったら「イシハラホール、わかります？」って。「うん、うん。」って言われて。

そしたらめっちゃ迷ってるんですよ。「わかってないじゃないですか！運転手さん！」って

言ったら「うーん、なんか知らないもん。」っていうから、「知らないんだったら乗らない

よ！私も知らないんだから！」って言って、ちょっと口論みたいな。「わかるかな思たけど、

イシハラホールなんか行ったことないから。」って言われて。それで遅刻しちゃった。「じ

ゃあもう降ります！」って言って降りて、「ここどこやろう？」みたいな感じになったんで

すよ。 
鷲田さん  
	 そうやけど、まだまだ私、納得はしてないんやけど。 
大宮さん  
	 納得してない！？納得させようじゃないか。 
鷲田さん  
	 ほころび。人生ほころび。履歴書見ると真っ直ぐなんですが… 
大宮さん  
	 ひどいね。”トンチンカン”言うたり”ほころび”言うたり…なんやねん！（笑） 
鷲田さん  
	 なんかほころびですよね。そのほころびがなんでそう逆転してものすごい最終的に上手

くいくのか。普通だったらそういうモタモタしたり…すいませんまた言葉悪いけど、モタ

モタしたりほころびたりヘマしたりすると、普通の人って落ち込むじゃないですか。 
大宮さん  
	 めっちゃ落ち込みますよ。 
鷲田さん  
	 落ち込んでるんですか？ 
大宮さん  
	 落ち込みます。昨日もプラネタリウムに、「J-WAVE」とか FM802 の全国ネットのラジ
オ番組やってるんですけど、そこの編集局長の人が「今度プラネタリウム一緒にやろう！」

って言われて、視察に行こうという事でプラネタリウム待ち合わせして、その後ご飯食べ

て打ち合わせしようっていうことだったんですよ。そのプラネタリウムに遅刻したんです
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よ、私。遅刻したら入れないんですよ、もう光が入っちゃうから。それでもう「結局なん

の会食やねん、これ。」みたいな。星観てへんから何の話も。でもそこで挽回するんですよ。 
鷲田さん  
	 その挽回ですよ、問題は。 
大宮さん  
	 もうおもしろトークするしかないじゃないですか。だからもうガンガンおもしろい話し

て、そしたらめっちゃ笑ってくれて、「いやぁ、楽しかった！バイバイ！！」みたいな。そ

れで良いんです。「あとで星観ときますから～！」っていう感じで。あと「結局○○さんね、

今日は星観ない方が良かったって事ですよ。」みたいな。そのプラネタリウム観たのは谷川

俊太郎さんがナレーションしてるやつだったんですけど、「俊太郎に引っ張られる。だから

これは私たちは見ない運命だったんです。」みたいなこと言っちゃって。嘘ですけどね。で

もそれまではあまりに申し訳なさ過ぎて、プラネタリウムのロビーでずっとしょんぼりし

てましたよ。立ち上がれないし、ずっと「尻痛―い、尻痛―い。」って言ってたけど。「ど

うしてこうなっちゃうんだろう？」みたいな。 
でも一個一個いっぱい失敗しちゃうんですけど、でも落ち込むけど「じゃあ次どうした

ら良いんやろう？」というのを考えると、落ち込んでても相手の人に迷惑じゃないですか。

だって相手にしてみたら「俺待たされてなんで落ち込んでんねん」みたいになるじゃない

ですか。だからどうしたらこの状況を好転出来るのか、この人が「まぁええか。」と思って

もらえるかなっていう。だから私スタッフの人にも言うんです。「失敗しても全然良い、怒

らない、だけど次どうしたら良いか考えよう。それがないんやったら怒るよ。」っていう話

をしてて。だから「失敗は成功の元」っていうじゃないですか。本当にそうだと思ってて、

失敗してない人がある時失敗しちゃうとすごい打たれちゃうと思うんですよ。居るじゃな

いですか、時々。えらい失敗して一人で落ち込んじゃってる人。皆が気ぃ遣って「大丈夫

だよ！」みたいな。それおかしいですよ。だってその人がリカバーしないと。皆が迷惑掛

かってるのにもっと迷惑掛けてるわけ。１人で落ち込んじゃってさ。そういう人居るでし

ょ。打たれ弱いんですよね。いっぱい、こんなに星の数ほど失敗してたら「あとで泣こう、

家帰って泣こう。今泣いてたらあかん。」っていうふうになるよね。 
鷲田さん  
	 家帰ったら今度お母さんがいらっしゃって１人で泣けないんじゃないんですか？元気な

お母さんが。 
大宮さん  
	 そうですね。「話しかけんといて」って言いますね、その時。「口チャックね！」って。

トイレ行ったらトイレまで付いてきますからね、ずっと喋ってたら。 
鷲田さん  
	 挽回ねー。ところが僕この２日間とにかく調べまくったから。 
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大宮さん  
	 本当は調べない方がいいんですけどね。 
鷲田さん  
	 「海でのはなし。」とか 
大宮さん  
	 初めて撮った映画ですね。 
鷲田さん  
	 あとで映像も見せてほしいんですけど、「思いを伝えるということ」展っていう展覧会。

京都でしたかね。 
大宮さん  
	 渋谷・京都・札幌。 
鷲田さん  
	 それを見てると、なんか今聞いてる「挽回」っていう話はうーんと後の方に出てきて。

やっぱりそれまでのヒリヒリした気持ちとか、そう簡単に挽回なんていかない。なんかむ

しろ「人ってこんな小っちゃい事でも、こんなふうにダメージが実は体中に浸透していく

のか」といった、ものすごいヒリヒリしたものが繊細に描かれているような感じがして。

僕なんかずーっとあの映画に引き込まれてしまった。なんと途中でゾクゾクしてきたのが

主人公の人が哲学者みたいな話を。 
大宮さん  
	 物理学者ですね。 
鷲田さん  
	 物理学者ですけど、哲学者みたいな台詞が多いじゃないですか。 
大宮さん  
	 そうなんです。哲学にすごい救われてきたので。 
鷲田さん  
	 あれは物理学が作用・反作用っていうのをものすごい単なる物理法則じゃなしに、生き

ることの間隔みたいにして語りだすし、最後はパスカルの「考える葦」のフレーズを朗読

するんですよね。僕、高校の時にパスカル読んで哲学にグワーっと惹かれていった人間だ

から。 
大宮さん  
	 こんな明るい哲学者おるんやなぁ。びっくりしましたけど。 
鷲田さん  
	 僕も同じ事言います。こんな回復早い人が、なんであんなしみじみとしたヒリヒリする

ドラマを作れるのか。 
大宮さん  
	 回復早くないんですよ、だから。 
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鷲田さん  
	 だからわからないんですよ。どっちなのか。解釈すると、パスカルの最後、終わるのは

「人間っていうのは水一滴でも死ぬほど弱くて儚くて小さな存在。宇宙の中ではほんの塵

の１つぐらいの存在なんだけど、でもそういう宇宙全体のことを考える事が出来るという

意味では宇宙よりも大きい」ということで。「考える葦」というのはこの「足」ではなくて

池に生えている「葦」で”ピャッ”とすぐ折れてしまいそうな、でもそんな儚いものだけど考
えるというところで偉大だ、というような話を朗読するので、海辺で朗読して終わるんで

すよね。要するにパスカルはあんなことばっかり言うんですよ。「人間っていうのはもの凄

く限りなく小さくて弱いものなのに、宇宙全体を包括する偉大なものである」とか、或い

は天使になりたがる、「天使のように清らかになりたがるのが人間だけど、天使になろうと

すればするほど悪魔に近づいていく」っていう。それから「人が本当に悩むのはもの凄い

つまらない事である」とか、なんか人間の中にある分裂みたいなものを言って、「その二つ

の極端にいつでも引き裂かれているのが人間だ」と。「遠くにありすぎる物も見えないし近

くにありすぎるものも見えないし、その間ぐらいしか見えないんだ」って言って。「人間っ

ていうのはなんか二つの両極端に引き裂かれていて、その間を行ったり来たりして、不安

定なものなんだ」というので、人間っていうのはアンバランスであるとか不安定であると

か対立する者に引き裂かれているというのがパスカルの思想の一番コアになるやつで。そ

れを一言で「ディスプロポーション」って言うんですよ。プロポーションが欠けているっ

て。 
大宮さん  
	 不均衡っていうことですか。 
鷲田さん  
	 そうそう、不均衡です。だから僕は、でもそれが人間の一番魅力的なとこだと思ってて。

一色になってる人って「あ、あの人真面目そう。」で本当に真面目だったらすごいつまんな

いじゃないですか。「あの人お笑い系やね。」と言って本当にその存在までお笑いやったら

全然面白くなくって。なんかすごい実直で固い人のように見える人がとんでもなく弱いと

こを持ってたりとか、おちゃらけなところがあったりっていうふうに、その人が見たイメ

ージと反対の物があって二重に見えてると人ってすごい惹かれるっていうか「あの人なん

なんやろう？」って。大宮さんのエッセイ集を読んでると、痛快というか、或いは本当に

吹き出してしまうようなものもいっぱい書かれてるのに、ところが映画とか見ると「え！？

こんな繊細、というか人のそういう痛みみたいなものに関してここまで的確な言葉主人公

に話させてるし、そのディスプロポーションがものすごく魅力。この２日間、それに。「こ

うだ！」と思ったら、「いやいや、こんな面がある。」っていうのと。それがすっごく魅力

だったんで、今日それ聞きたかったんですけど。すごいんですよ。 
大宮さん  
	 哲学のことで言うと、私中学校の時女子校だったんですけど、女子校ってグループが出
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来るんですよ、女の子のグループが。そこになんか所属出来なかったんですよ、どこにも。

なんか入ってみるんですけど「昨日の浅野温子のドラマ見たー！？」みたいな話とかあっ

て、「見た見たー！！」みたいな。でもそれになんか付いていけなくて。 
鷲田さん  
	 標準語ですので、そういうふうに翻訳して聞いて下さい。 
大宮さん  
	 いや、わかります。日本語ですから。 
	 それで私も一緒になって「見た見たー！」って言うんだけど、そこにちょっと嘘ついて

る自分が居るじゃないですか。そんなに面白いと思ってないのに笑っている自分っていう

のに違和感を覚えて。で、どこのグループでもなんかこう自分らしく居られなかったんで

すね。それで１人でお弁当食べるようになっちゃったんですよ。なんか自分を偽るぐらい

だったら１人で食べようと思って。でもすっごい孤独だったの。「なんで私は人と違うんだ

ろう。皆みたいに楽しく和気あいあいとグループに所属出来ないんだろう。”親友”っていう
人がなんで居ないんだろう。」と思って。よく中学校の教科書の切れ端に「将来、いつか私

も親友と呼べる人が出来るだろう」と思って、将来の親友の絵を描いてたんです、想像で。

「ひかるちゃん」っていう名前付けて。「なぁ、ひかるちゃん。」みたいな感じで。「今日は

曇りやなぁ。」と話し掛けてた暗い子だったんですけど。それで、だから青春が真っ暗だっ

たんですよ、結構。「ここままいくんかな、私。友達もおらんとこのまま人生が進んでいく

のかな。」と思ってすごい辛かったんですよ。それで「私、何のために生きてるんだろう。」

とか「何で生きてるんだろう、どうして生きていくんだろう。」みたいなことをすごく悩ん

でたんですけど。人に聞けないじゃないですか。ただでさえ孤立してるのに「ねぇねぇ○

○ちゃん、あのさー、何で生きてるのかな？」って言ったらもっと孤立しちゃうでしょ？ 
鷲田さん  
	 引かれますよね、そういう話すると。 
大宮さん  
	 だから先生にも聞けなかったし。その時に国語科か倫理の授業かでパスカルの「人間は

考える葦である」という解説を聞いたんですよ。そうしたら、先生の解釈と違うかもしれ

ないんですけど、私が曲解してしまったのかもしれないですが、「人間は考えるっていう思

考があるっていうことだけで存在意義が保障されてる」っていうふうに先生は言いはった

んですよ。で、「えー！」と思って。「『私は何の為に生きてるんだろう、ここにいて良いの

かな、なんで生まれてきたんだろう』と思ってたけど、こう考えるっていうその思考があ

るだけでいいんだ」ってなんかホッとしたんです。それでなんか勇気付けられたというか。

哲学ってやっぱすごく面白くて。哲学者の前で言うのもあれなんですけど。「なんで生きて

んのやろう」とかいろいろ考える事あるじゃないですか。「こんな無知でええのかな。」と

かさ。でも哲学の人ってまぁ暇だったんでしょうね。ずーっと人生のこと考えてるんです

よ。お金もあったんでしょうね。「無知の知とは」をずっと考えてるわけじゃん。ずーっと
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一生を通して考えた結果「無知の知」っていう言葉を残して死ぬわけでしょ？ 
鷲田さん  
	 「無知の知」ってこれじゃないですよ。 
大宮さん  
	 違いますよ。「無知なやつだ」の。 
鷲田さん  
	 知らないっていうことを知っている。自分は本当は何も知らないっていうことを知って

ること。ビシビシッ（鞭）じゃなくってね。 
大宮さん  
	 でも知ってるっていうことに驕る（おごる）よりは、無知っていうことを知っているこ

との方がすごい偉大である、みたいなことだった。知らないっていう事の可能性は無限で

あるみたいなことだったと思うんですけど。老子だったか。 
鷲田さん  
	 ソクラテス。 
大宮さん  
	 全然違いますね。ソクラテスですか。老子の人でそういうこと言ってる人居なかったっ

け？老子っぽいやつ。 
鷲田さん  
	 似た人はもちろん。大体偉い人は同じようなこと考えます。 
大宮さん  
	 でも、それがありがたいというか。いろいろ考えてくれた結果の知恵を授けてくれるわ

けじゃないですか。すごい生きる糧になったというか。だからそういうのがこう自分の今

やってる事に反映されてはいて。 
浪人時代の話ちょっとしたけど、漫画読んでたのと、もう１個は生きることについて考

えてたんですよ、ずーっと。「なんで生きてるんやろう、じゃあ幸せになる為だ」って仮定

したんですよ。「じゃあ幸せってなんやろう」っていったら、「わからんなぁ、なんやった

っけ？ポン酢しょうゆとかあったなぁ。」みたいな感じで。そういう事じゃないし。どうし

ようと思って。で、私とりあえず幸せについて考えて、まだわかんないから、とりあえず

大学行こうと思ったんです。モラトリアムじゃないですか。幸せになる為にどう生きれば

良いかわからないし、幸せの感覚もわかんなかったので、なんか心が空虚だったんですね。

満たされる事が無いっていうか、すごく苦しくて、常に孤独、「なんか寂しいなぁ」という

のがあった。あとそんな別に孤児院で育ったわけでもないし、お友達も、親友は居なかっ

たけど知り合いは居るわけで、でもなんでこんなに空虚なんだろうなって悩んでたので。

で、大学にとりあえず行こうと。で、幸せについて考えてもがいていくことが、生きてる

衝動なんじゃないか・生きる実感なんじゃないか、っていうふうに仮定して、とりあえず

その時は蓋を閉めたんですよ。あんまり考えても疲れちゃうから。 
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で、まぁ真面目な話になりますが、３０過ぎてから私友達が出来てきたんですよ。この

業界に入ってからですかね。なんか「”話がやっぱり合うなぁ”っていう人が結構増えてきて。
芸人さんもそうですし、そうしたら聞くとやっぱ昔いじめられたことがあるんですね。い

じめられたことがあって、それがすごくトラウマになってる。例えば女の子が「○○ちゃ

ーん！」とか言ってハグとかしてるわけ。で、その子が居なくなったら「あいつムカつく。」

とか言ってたりとかして、「えっ！？全然違うやん！」みたいな。で、ちょっと人間不信に

なったりとか。「言わないでね」って聞き出された秘密みたいなのがあるじゃないですか？

で、「言わない」って言うから言ったら、次の日みんなが知ってたとか。一生言わない、も

う。人って「言わないでね」って言っても絶対言う。だから人を傷つける事は絶対もうし

たくない。自分がいじめられたから人を傷つけることは絶対したくない、ってすごいその

時誓ったんですけど。そういうことのバックグラウンドまでいってる人に会い始めたんで

す、３０超えてから。で、友達が出来るようになって。だからその１０代にとっても悩ん

でたんだけど、１０代の自分に言いたいのは、「暗黒だ」と思ってたんです。ずーっとね。

だけど「トンネル」だったんだなと思って。いじめられた時の私に言いたいのは、いじめ

られてる全国の子に言いたいのは「トンネルだよ。必ず出口があるよ。」っていうのをすご

い言いたくて。その時は真っ暗でわかんないですよ。「ブラックホールや。もうこれでずー

っと終わりや。」って思ってしまうんだけど、実はパっとある日突然出口に出てた。そうし

たらすごい考えられない世界が広がってる。私の人生って何回もそのトンネルに入っちゃ

うんですよね。その度に１回経験があるから「これはトンネルだ、いつか抜けることがあ

るからもう耐えよう」って耐えて”バッ！と出るっていうことがあるんですけど。そういう
ふうに自分が気付かされたことを、お仕事戴いた時に盛り込んで提出してるっていう感じ

なんですね。 
だから「生きるコント」も実はあのトンチンカンな話も書いてありますけど、あれを１

番買ってくれるのは病院なんです、実は。病院の待合室にすごい置いてあるらしくて、手

紙戴くのは、「重い病気に罹って笑えなかったのに、病室で爆笑した。ありがとうございま

す」みたいなお手紙戴いて。「うちの病院では５００冊買ってます！」みたいな。「患者さ

んに配ってます！」って。半分嬉しいけど、半分「病人ばっか読んでんのか、これ。」とか

思ったんだけどね。でも私の意図と合ってるんです。自分が辛い時に、その人生をどうや

ったら面白く見えるかなっていう発想の転換をして生き抜いてきたところがあるので。例

えば、サラリーマンやってた、向いてない、会社からなんか私のミスじゃなかったのに「じ

ゃあお前ちょっと責任取って外れてくれる？」ってプロジェクトから外されたわけ。「これ、

とかげの尻尾切りみたいなことですか？」って言ったら「そう」って言われたの。「おもし

ろい、『そう』とか言われちゃった。私、尻尾なんだ。」とか思って。で後々「サラリーマ

ンＮＥＯ」という番組に参加させて頂いてた時に、これをネタに書いたりとかね。例えば

コントだと思ってたから、毎日会社が辛くても「今日はどんな面白い事が出来るかな」と

か、「どんなハプニングがあって、それをどう面白がられるかな」と思って会社に行くよう
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にしてたりとかしたんで。 
いじめられた時も、克服したのはその発想の転換によってなんですけど。学校行くと”ワ

ーッ”ていじめられて、その時は大阪から東京に出たんで言葉でまずいじめられたんですね。
「蚊に喰われた。」って言ったら「蚊って食べないし。」とか言われて。「いや、そうだな。

ほんまや。でも『蚊に喰われる』ってうち育ったけど。」と思って。とか、「これ買（こ）

うてきたんやけど」って言うと、「なに？買（こ）うって。」みたいなこと言われて。「いや、

パン買（こ）うてきた」って、「買（か）うでしょ？」みたいなこと言われて。「買（こ）

う違うんや…」みたいな感じでね。そっからずーっといじめられて泣いていっつも帰って

きて、うちのお母さんが「どないしたん！可哀想に！」ってやらないんですよ。「何て言わ

れたん？」、「～～で言われた。」、「そしたら～～って言い返せばいいやん。」って言われて。

「ほんまや！明日頑張る！」って言って行くんですけど、いじめって日替わりですから、

何回も「Repeat after me」って感じで練習したこと全然使えないんですよ。「あれ？全然違
う事言われたよ。」みたいな。で、毎回それで練習して、ある時パっと言い返せたんですよ。

私も反射神経が出来てきてて、「お嬢さんみたい。こんなフリルとかついてる服着て～。」

とか言われた時に咄嗟に「そやねん。今日なぁ、なんか王冠忘れてきてしまってん。」って

言ったら。 
鷲田さん  
	 王冠！？ちょっとスケールが、ね。 
大宮さん  
	 そう。「王冠とかリングとかあってんけどなぁ。」って言ったら、なんかその子が「あれ？」

みたな。”なんかいじめてて楽しくない”みたいな顔になってたわけ。”シュン”っとなれへん
から。ボケて返したら皆が嫌ーな気持ちになったんやね。なんか負けた感じする、みたい

な。その時に「あ！これや！」と思って、言うようになったんですけど。全部ボケて返す、

いじめられたら。 
鷲田さん  
	 さっきその「真っ暗に見えても本当はトンネルなんや」っていうふうに仰ったけど、そ

のさっき言った「思いを伝えるということ」っていう展覧会ってある意味ではそういうメ

ッセージを込めてトンネルなんよっていう、そういうメッセージがこもった展覧会。あれ

最初の展覧会なんですか？ 
大宮さん  
	 そうですね。初めての個展で。それも「個展やりませんか？」って言われて。そもそも、

だから同じなんですけど、最初は「大宮エリーさんのお仕事いろんな多岐に渡ってるじゃ

ないですか」とさっき仰いましたよね。パルコの方もそう仰って。それをどういう頭の切

り替えで仕事されてるのかを展にしましょう、って言われて。 
鷲田さん  
	 最初はそんなオファーだったんですか。 
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大宮さん  
	 なるほど、と。これはビジネスのチャンスにもなるなと思って。「ぜひぜひ！」って言っ

て。「映画をやる時はこんな感じ、ドラマをやる時はこんな感じ、演劇はこう、ＣＭはこう、

っていうふうに展示すればいいんだよな」ってことで打ち合わせが終わってたんですよ。

そしたら震災があって、担当の方が変わって。担当の方が変わるとやっぱり変わるじゃな

い？前任者の作ったものを、やっぱり否定じゃないけど、ちょっとそのままはやらないん

ですよね。それで「思ったんですけど」と。「映画だったらこう、エッセイだったらこれっ

てありましたけど、じゃあ個展だったら大宮エリーは何を作るのか見たいんです！」って

言われたの。かっこよく「見たい！」って。「まぁかっこよく言い切ったけど、それどうい

うことですか？」って言ったら、「オリジナルを作りましょう！」って言われたんですよ。

「えっ！？アートみたいなことをやるってこと？」って言ったら、「そうです！」って言わ

れて。それでやることになったんですよ。 
だからさっき「紆余曲折あるけど」って言ったのは、なんかね、そういう人生になっち

ゃうんですよ。周りが仕掛けてくるんですよ。無茶振り？無茶振りに真面目に「あぁ、う

ん」って答えてきたらこうなっちゃっただけで、「じゃあどうしようかな？何を作ろう？」

って思った時に、ちょうどその時に対談が多くて。女性誌の対談、「オズマガジン」と「Ｃ

ＲＥＡ」とかいろんな。その時の、その記者さんのテーマが「自分の気持ちを上手く伝え

られない女性が増えているので、その人に対しての何かメッセージを下さい！」みたいな

感じだったんですよ。私はあんまり伝えられないですけど。仕事だから話してるけど、プ

ライベートはもう楽屋とか行くの大嫌いなんですよ。役者さんの楽屋に行って「良かった

です！」とか皆やるねんけど、それが恥ずかしくて出来なくて。でも行かないとつまんな

かったかなって思っちゃうでしょ？きっと。だから「良かった」っていうことは伝えない

と」とは思うんやけど、すごいあの空気が嫌いで。勇気を出して、「良かったって言わない

と良くなかったかなって思われちゃうのが嫌やな」と思って”ワーッ”と行って、「良かった
です！じゃ！」って言って帰るわけ。だからその帰り道に「”良かったです”ってイントネー
ション大丈夫だったかな？」みたいな。もっと「良かったです！！」って言えば良かった

のに。恥ずかしく「良かったです！じゃあ！」って言ったからあかんかったかもしれへん、

とか思い悩むわけ。で、結局最後手紙に書いて出すみたいな。どう良かったかと。 
鷲田さん  
	 結局エネルギー使ってしまうんですね。ちょっと見せて頂けますか？ 
大宮さん  
	 個展のね。ちょっと１分だけ喋って良いですか？いきなり見てもあれやから。個展の話

をすると、「コミュニケーションが上手く取れない人が多い」っていう話だったから、私は

それにすごく悩んでいたんですよ、実は。楽屋でもそんな感じやったから。それでじゃあ

「思いを伝えるということ」っていうのにみんな悩んでるんだったら、そういう個展にし
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ようと思って、まずタイトルが「思いを伝えるということ」っていう個展にしたんですけ

ど。 
私、朝起きると気持ちがワサワサしてるんですよ、なんか。「あれ？なんやろう、これ。」

みたいな。結構感情の起伏というか、自分で落ち込んでしまったりとか、何となくアンニ

ュイだったりするんですね。それでいつも音楽でチューニングしてたんです。ちょっと朝

起きて「あ、これあかんな」と思ったらアップテンポな曲をかけて元気にする、とかして

たんですけど、これはマズイと。自分で感情をやっぱりいつも良い状況にしてないと良い

お仕事できないな、と思ってカウンセリングやってる友達に相談したんですよ。「どう思

う？」って。そしたら「エリーは自分の気持ちを見てない。」って言われたんですよ。「え？

見てるよ。”悲しい”とか”嬉しい”とかわかるよ。」って言ったら、「いや、そうじゃない。観
てない。それをちょっと考えた方が良い。」って言われたの。で、お風呂入りながら「あれ

どういう意味なんだろうな。」って考えてて。そうしたら今日ワサワサしてるから、この”
ワサワサ”について考えてみようって思って考えた時に、実はなんでわさわさしてるのかを
紐解いていくと「あ、あの子に実は嫉妬してるんや！」って気付いたの。嫉妬してワサワ

サしてた。嫉妬してる感情がネガティブだから、それを打ち消そうとしてモヤモヤしてる

んだなと思って。だからその気持ちを認めてあげなさい、って言ってたから、「嫉妬、良い

じゃん！」みたいに思うようにしたの。「人間らしいじゃん！」。ライオンとかさ「あのラ

イオンのたてがみ良いな。」とかなんないでしょ？人間だからさ、「良いなぁ、あの人痩せ

てて。」とか思うわけじゃないですか。その「『嫉妬っていいじゃん』って可愛らしいな。

嫉妬イェイ！」っていうふうに。「嫉妬イェイ！イェイ！」って思ったらなんか気持ちがス

ーッてなったんですよ。あと、なんかワサワサしてて何だろうなと思ったら「あ、傷つい

てんだ。心が今チクチクしてんだ。あの一言だ。そっか傷ついてんだ、可哀想だな。傷つ

いたな。傷ついた感情も良いよね。」っていうふうに、ネガティブな感情を、人間らしい感

情として楽しむようになったんですよ。味わうっていうかさ。そうするとすごく楽になっ

たんですね。 
８つインスタレーションがあるんですけど、８つの内の１つは「心の箱」っていうイン

スタレーションにしたんですけど。それを見てもらおうかな。２番。こういうやつですね、

２番・３番。こう、箱がいっぱいあるんですよ。４番、これ心の箱に手を突っ込んでもら

ってるんですよ。手を突っ込むとチクチクしてたり、ピーンと張りつめてたりするんです

よ。自分の心に触れてみるっていう。要は置き換えてるんですよね。こういう体験型にし

てデモンストレーションにするというか。それでチクチクして嫉妬だったりピーンと張り

つめてたら緊張だったりして、心の模様を手で感じるっていうトレーニングみたいなこと

をやって。で、実は後ろ、裏に回るとスケルトンになってて。５番。「なんだ、茶碗だった。」

とかね。「タワシだった。」みたいになるわけですよ。「なんだ、心って案外見えちゃうとシ

ンプルじゃない！」という事をビジュアル化したっていう。「今、誰かが誰かの心に恐る恐

る触れています」っていう文字がこの上に提示されてるんですけど、要は、自分は通って
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きて裏側に来たけど、表にまだいる人がこうやって触れてるわけですよ。 
鷲田さん  
	 裏側通って見えるんですか？ 
大宮さん  
	 そうです。表はさっきの白い箱で見えないんだけど、裏に回ると透明になってるわけ。 
鷲田さん  
	 「なんだ」っていうふうに。 
大宮さん  
	 そうすると後から来た人は”ウワァーッ”て触れてるのが見えるわけですよ。 
鷲田さん  
	 なるほど。 
大宮さん  
	 「あ、しかも自分も見られてたんや！」みたいな。その心の模様、作用・反作用みたい

なことをインスタレーションにした、っていうことなんですけど。そうすると皆「あ、な

んだ。心に向き合うってこういうことか。」みたいなふうに思ってもらえたら。今チクチク

してるけどなんだろう、とかね。その感覚を持ち帰ってもらうっていう展示をしたんです

けど。後は私が悩んできた事として、やっぱり自分がさっきの楽屋に行けないっていう話

をしましたけど、行って「良かった」って言わないと、”良かった”っていう感情はなかった
ことになっちゃうんですよ。その人にとっては伝わらないわけじゃないですか。だから、

でも皆怖いから。伝えるのがね。「私が良かったなんて言っても、なんか別に敬意でもない

しね。私に褒められてもあれかな。やめよう。」とか思うじゃないですか。でも「良かった」

って言わないと、私が”良かった”って事はこの世の中から無かったことになっちゃうんです
よ？それって恐ろしい事だなと思って。それで勇気を振り起して伝えに行くんですけど。 
すごく人生っておもしろくて。すごく後になってから、ある人に「いやぁ、お前のあの

時に『良かった』って言われたじゃん。覚えてる？」って言われて、「覚えてます」って。

「あれですごい救われたんだよね！」なんて言われてね。思い切って伝えたことでその人

のその１日がすごくハッピーになったりすることがあるんですよ。だからちゃんと自分に

生まれた思いは無かった事にしないようにしてほしいな、と思って作ったインスタレーシ

ョンが７番。これは”届かなかった想いはこうやって打ち上げられる浜がある”っていう設定
で。海辺があってここにメッセージボトルがいっぱい散らばってるんですけど、ここに言

えなかったこと、届けられなかった想いを書いて入れて行ってくれっていうコーナーなん

ですよ。人間には引き寄せの法則っていうのがあって、これ読んでも良い事になってるん

ですけど、１個取って読むでしょ？そうすると自分にぴったりなことが書いてあったりす

るんですよ。ある女の子が泣いててね、その子が９番・１０番。こうやって読んでて「な

んで泣いてんの？」って言ったら、「これ、引いちゃったんですけど…」って見せられたら、

「ずっと一緒にいられるんだと思ってた」っていう言葉だったのね。 
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鷲田さん  
	 それ自体は大宮さんが書かれた？ 
大宮さん  
	 それは私が書いた言葉だったんですけど、私じゃない言葉もあるわけ。皆が書いてる言

葉もあったりする。たまたま引いた言葉がそれで。全部じゃないですよ、だから。私が２

～３サンプルとして入れてるんだけど。その女の子が「今、私そういう状況なんです。」っ

て。マンネリになっててね、旦那さんと。でも「ずっと一緒に居られるんだと思ってたと

言われると、ちゃんと話さなきゃいけないと思っちゃった。私、帰ります！」って帰っち

ゃった。「あとまだ３つぐらいあんだけどなぁ…」みたいな。「まぁ、バイバイ。」みたいな

感じでね。まぁそういうことがあったり。 
じゃあ１５番。２時間待ちの展示があった孤独の電話ボックスっていうのがあって。私

がたまに電話に出たくないなっていう時があるんですよ。今良いテンションじゃないのに

出ちゃうと暗いトーンが伝わっちゃって嫌だな、みたいな。電話に出ないでメールが良い

なって思う時があって。そうすると、どんどん「孤独だなぁ。だけど人に会いたくないな

ぁ。でも寂しいなぁ。」みたいな時あるじゃないですか。そういう時、どんどん孤独の池に

沈んでいっちゃうような感じがして。そういう人も結構いっぱいいるから。たまたま私そ

ういう時に電話に出ちゃって「もしもし」って言われた。でも返せなくて黙ってた。そう

したら、ずっと「もしもし？もしもし？」って言われたの。それはなんか遠くで光るマグ

ライトみたいな。「こっちだよ！こっちだよ！」っていう光に感じたんですね。「もしもし」

っていう人の声がこんなに温かいんだ、と思って。この電話ボックスに入ると、１６番。

電話ボックスの受話器を取ると、いろんな人の「もしもし」が聞こえる。いろんな「もし

もし」のシャワーを浴びる。その後に「元気―？」っていう。要はこんなにシンプルな「も

しもし」っていう４文字だけでこんなに人の心が癒されるんだ、という”言葉の力”っていう
ものを伝えたいと思ったんですね。「元気―？」の後、「大丈夫だよ。」があって、最後「ま

た明日。」で終るんですけど。みんな号泣して出てくるんですよね。「どんだけ現代人が病

んでるか」っていう話なんですけど。まぁでもギリギリでいっぱい頑張ってたり、人に言

えなかったりとか、甘えられなかったりするじゃないですか。そういうのがやっぱり「も

しもし？」とか「大丈夫だよ。」のシャワーを浴びるとほぐされるというか。あ！”ほぐされ
る”っていっちゃった！”言葉ほぐし”って。 
鷲田さん  
	 おぉ！なんか大団円に近付いてる！ 
	 すごく面白いことは「もしもし？」と「元気―？」というのはね、「もしもし」っていう

のは何か自分に向けられてる言葉じゃないですか。相手が誰がわからなくってもその人に。

あと「元気―？」っていうのは、昔は「問安（もん・あん）」っていって安否を問う事、つ

まりちゃんと息してる？っていうかちゃんと生きてる？っていう、そういう安否を気遣う
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っていう。問安っていうんだけど、その２つの言葉にどっちもはっきりその声が自分に今

向けられてるっていうことを感じられる言葉なんですよね。でも今の僕らの言葉って、あ

る意味で誰にも向けられてない書き言葉のような言葉を、さっきの就活のプレゼンってま

さにそうじゃないですか。練習して自分で作戦組んでこういうこと言おう、って言ってる

言葉って誰かに触りに行く言葉じゃなくて滑ってる言葉っていうかね。引っかからない言

葉っていうか。或いは誰にでも向けられてる書き言葉のようなもので。だから触りに来る

っていう感じがあるん違うかな。 
大宮さん  
	 そうですね。「もしもし」という言葉と向き合った時に、この「もしもし」ってやつは人

の心をノックするなと思って。そういう言葉を１個１個フィーチャリングするっていうこ

とをやりたくって。 
もう１個展示で言葉のプレパラートっていうのをやったんですけど、それは木にいっぱ

いプレパラートが刺さってる。懐かしいと思うけど、小学校のときに理科の授業でやった

でしょ？プレパラート、一見何も入ってないように見えるんですけど言葉が入ってるんで

すよ。でも見えない。顕微鏡に入れてもらうと、自分でピントを合わせると言葉が”パッ！”
と出てくるようにしてあって、しかもすごく単純な言葉、「好きだよ」とか。それ言われて

もダメなんだけど、自分で１個選んでさしたら「好きだよ」ってくると、すごい自分が肯

定されたような気持ちになるんですよ。だからすごく陳腐な言葉ほど大きな力があるとい

うか。「大丈夫」もそうですし「そのままで良い」とかね。「ずっと一緒」とかね。そうい

うその言葉の、すごく陳腐な言葉だなと思っても、とっても力があるんだよっていうこと

をみんなに知ってほしかったんですよね。そうすると言いやすいでしょ？思いを伝えられ

ない、気持ちが言えないというのは、上手く言おうと思うからなんですよ。上手く言えな

い、自分に表現力が無いと思ってしまうから言えなくなっちゃうんですけど、良いんです。 
例えば、感謝の気持ちを伝えたいと思ったら、「～で～でありがとう！」じゃなくて、「あ

りがとう」を１０回言えば良いと私は思ってて、「ありがとね！いや、ありがとね！いや、

本当にありがとね！」、「もういいよ」、「いやありがとう！ありがとう！」みたいなように

言うと、やっぱり伝わるんじゃないですか。そういう「ありがとう」にはすごく力がある

し、「ずっと一緒」にも力があって、その言葉のプレゼンテーションがしたかったのと、も

う１個は引き寄せの法則っていうのをやっぱ試してみたかったんですよね。プレパラート

２５種類あったんですけど、みんな自分に合った言葉を引くんです。 
鷲田さん  
	 不思議ですね。 
大宮さん  
	 すごい不思議なんですけど。例えば中間管理職のスーツ着た人が「ウゥッ…」ってなっ

てて「どうしたんですか？」って聞いたら、「いや、色々悩んでたんだけど、やったら『そ

のままで良い』って出てきたんだよ。」って言われて。ね？すごいでしょ？だって「ずっと
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一緒だよ」とか「好きだよ」も入ってるんだよ。だけど「そのままで良い」が入ってきた。

「あぁ、そのままで良いんだなってすごく思えた」って言われて。 
鷲田さん  
	 いやぁでもすごいおもしろいのは、僕、昔映画、洋画を見てると、恋愛とか夫婦ものだ

ったらしょっちゅう「I love you」って言ってるじゃないですか。皆ああいう「お前しかい
ない」というか「私とあなた」っていう取り換えの聞かない関係だっていうシーンで、皆

が同じ「I love you」って言う事にものすごい違和感があったんだけど、今の話聞いてると
「Love」っていう言葉で良いんだって。それがグッと立ち上がってくる時とかに、向こう
からノックするように来た時っていうのは、単にありふれた言葉でなくなる。”１番ありふ
れた言葉が１番ありふれた言葉でなくなる瞬間”というかね。その仕掛けっていうのはすご
いなと。 
大宮さん  
	 そうですね。「I love you」だって、たぶんこの皆さんがなんとなく、とりあえず合言葉と
して「I love you」って皆が言ってくれたとしたら、心がもし込もってなかったとしてもね、
やっぱり「I love you」って言うってことはすごい心が込もるんですよね。と思うんですよ
ね、なんとなく。 
鷲田さん  
	 だけどこれ、見に行きたかったなぁ。 
大宮さん  
	 仙台まで来てくれれば。３月３０日から。 
鷲田さん  
	 僕、４月１日に行きます、仙台に。仕事で。 
大宮さん  
	 じゃあ、やってます、やってます。「せんだいメディアテーク」でやってますんで、良か

ったら。最後の展示になると思います。東北で１０日間だけ。 
鷲田さん  
	 これもっと見せて頂きたいんですけど、時間があんまり今日は足りなくなってきたんで

すが。 
大宮さん  
	 もし、これ観たい方がいらっしゃいましたら本が売ってますんで、「思いを伝えるという

こと展のすべて」っていう本が出てるんです。 
鷲田さん  
	 僕行きたいですよ、これね。 
大宮さん  
	 まぁまぁ行ける人は行ってもらって。行けない人は、本。写真が付いてて、めくるたん

びに自分が進んで行ってるような感覚になるような本を作ったんで。「見に行けない人はど
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うしたら良いんだ」と言うクレームが来て。「知らねーよ」と思ったけど、まぁそうだなと

思って。写真撮ってその本が出てますから。あと言葉だけだと文集から「思いを伝えると

いうこと」という本が出てますから良かったら読んで下さい。もう１個、写真集の方の「思

いを伝えるということ展のすべて」の方は、巻末に谷川俊太郎さんとの対談が載ってて、

これが面白いです。「思いなんか伝えなくていい」って最初に言われて。「終わっちゃうじ

ゃん、この対談！」って言ったんだけど。こっから面白いことになるんで、ぜひお近くの

本屋さん、本屋さんに「置いてない」ってたぶん言うと思うんで「取り寄せろ」って言っ

てくれれば本屋さんが「人気あんのかな？」と思って買っちゃうから。宜しくお願いしま

す。 
鷲田さん  
	 でも最後この展覧会の事のお話聞いて、「海でのはなし。」っていう映画の事もずっとわ

かったような。 
大宮さん  
	 本当ですか？良かったです。トンチンカンで終わっちゃうのかと思ってました。今日こ

んないろんな悪口、面と向かって言われたの初めてです。（笑） 
鷲田さん  
	 すいません（笑）じゃあ今度は絶賛の言葉を聞きまして。皆さん限られた時間ですけど、

あと１０分ほどありますので、どんなことでも結構ですので大宮さんについて。 
 
Ｑ .大宮さんが一番最初のＣＭの話で「本物の笑いが好きだ」と。どうせ笑うんだっ
たら面白い場を作って、そうするために工夫とか大事にしてる事とか。鷲田さんの

「教育とは教え育てるという他動詞ではなくて、そこに居たら勝手に人は育ってい

ってしまうようなことが教育だ、というところの場を作るっていうことはすごく大

事や」っていうところがすごく共通してると思って。大宮さんはそういう場を作る

上で大事にしてる事、本物の笑いが生まれるために大事にしてる事が何かあれば教

えて下さい。  
 
大宮さん  
	 そうですね。一方的じゃないことかな。要は、何でもそうだと思うんですけど、相手の

気持ちになるっていうことかな。だって自分が笑かしたろって思っても、「北風と太陽」と

思っても、脱がそうとしても脱がないじゃないですか。太陽にならないと相手が自発的に

笑うようなイメージっていうか。笑かそうとしても笑わないっていうね。 
例えばこの前「聞き上手だ」って言われた対談があって、「エリーさん、『スナックエリ

ー』っていう Ustreamをやってらしゃって、聞き上手だと思うんですけど、聞き上手な秘
訣は何ですか？」って言われたんですけど、「それは無関心であることだ」って答えたんで

すよ。私の場合は、ですよ。要は「聞くよ！聞くよ！」って言われても、私は喋りたくな
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いっていうか。”なんか興味ある”っていうふうに来ちゃうと、なんか言いたくないっていう
感じがするんですよ。私、無関心な人、自分に興味がない人には話しやすいんですよね。

興味がない場を作ってあげる。「別にあなたには全く興味はありません。でも私はあなたの

ことが好きです。」と。「好意はあるけど興味はない」これが、私は人を話させる為の場作

りだと思ってるんですね。 
例えばインタビュアーの人で、興味で「どうなんですか？どうなんですか？」って聞か

れてもなんか「うーん…」ってなっちゃうんだけど、例えば中華料理屋さんに行って、よ

くわかんない１人のムサッとした無骨なおっさんが「今日寒いね。」とか言われて。全く私

に興味ないわけじゃないですか。そしたらなんか「話しちゃおうかな」ってなるじゃない

ですか。「どうなの？美味そうに食べるね、チャーハン。」なんて言われて。「すごい食べて、

やけ食いしてるの？」とか言われちゃうと、「いや、実は聞いて下さいよ。こんな事があり

ましてね。」なんて。興味ないから「あぁ、そうなの。」で終わっちゃうの。で、ポロっと

その時良い事言うかもしれない。でも次の日忘れてるよね、興味ないから。「あいつがこん

なやつがいてさー」みたいなこと言わないじゃない。ネットに載ることもないし。だから

場作りって、やっぱ相手がどういう場を作ってくれたら話しやすいのかな？笑いだってそ

う、どういう場だったら笑っちゃうのかな？って考えるわけですよ。相手の立場、自分だ

ったらどういう場だったら泣くのかな、どういう場だったら笑うのかな、楽しいのかなっ

て考えることかな。 
（Ｑ .それは人によって違いますか？）  
人によって細かく言うと違うかもしれないけど。 
例えばそのＣＭのことで言うと、ミュージシャンですよね？プロですよね？絶対緊張し

てますよね。いろんなジャンルの人が集まる。で、お仕事もあるし、疲れてるだろうし。

みんなで「ドレミのうた」を、１つ音楽をやるとした時に、やっぱり子どもの音楽をやる

のが良いって思ったんですよね。やっぱり人の心がホッとするだろうと思ったし、それは

共通してますよね。後は子どもみたいなゲームをやる。それを真剣にやる。で、ちょっと

難しい事をやって失敗をするとやっぱり笑うんじゃないかなっていう。やっぱりプロだか

ら、プロ意識で「なにくそ！」ってやるじゃないですか。そこでグループが生まれるんじ

ゃないかなっていうふうに考えたというか。まぁそんな感じかな。その人になりきってみ

るかな。なりきってみて「今日は何やらされんの？」って思った時に、「こういう事やらさ

れたらちょっと笑っちゃって、こんなことやったことねぇな。面白いな。」って思うんじゃ

ないかなと。やっぱり「やったことねぇな」っていうのはすごい新しくておもしろいです

よね。そういうことかなって思うけどね。 
鷲田さん  
	 良い質問だった。 
大宮さん  
	 そうですね。良い質問だったら鷲田先生からテレホンカードとかね…ないですね。 
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Ｑ .楽しい話有難うございました。やりたいことをやってる、壁にもぶつかりながら
も、”向いてない”とか”楽しくない”とか思って、自分がやりたいようにやるっていう
ことが今の子どもたちとか僕らの世代とかって、そういう事はできない子とかが多

くて最終的に死んじゃったりっていうことが多いかなと思うんですけど、そこでじ

ゃあ「（仕事とか）辞めて、やろう！」というところに何か大宮さんの考えとか、何

で出来るかと言うのがありましたら。お仕事とかも辞めたいけど辞めれないってい

う人とかってすごい多いと思うんですよ。そういうのをどうやって行動に移せるか

というところが何かありましたら。  
 
大宮さん  
	 囚われないっていうことですかね。イメージを持ってほしいって思うのは、鏡の世界に

居てるんですよね。例えば会社辞めた時に、これでもう世界が終わってしまうんじゃない

かって思ってたわけ。要は、会社に守られてるわけで、会社員でなくなるってイメージが

全然湧かなかったんですよ。でも、人に「なんか微細な緊張状態にあるね、常に。」って言

われた事があって、「あぁ、そうなんですよ。常にこう電話をしなくちゃいけないし、いろ

んなことを考えてしんどいんですよね。」って言ったら、「やめたら？じゃあ。」って言われ

て。「いや、辞めれないですよ！」って言ったの。「なんで？」って。「なんでって、辞めれ

ないもん。」って言ったんだけど。「なんで辞めらないんだろう？」って考え始めたんです

よ。で、自分を守れるのは自分しかいないな、と思って。自分が切り開く、自分を切り開

くのは自分しかいないし、人生を楽しくするのは自分しかいないんですよ。そうなった時

に「ここにずっと居るのは良いの？ここを離れてみたら違う世界が来るんじゃないの？こ

こに居るのを１０辛いとして、もしかしたら１００辛くなるかもしれないけど、でもそし

たらまた移動すればいいじゃん。」というふうに思って”えいっ！”て辞めたんですけど。 
目を瞑って”バッ！”と飛び降りたんだけど、そしたら鏡の裏側だったんですよ。「あれ？

そんな変わんないな。」みたいな。別に死にはしなかったっていう。で、鏡の奥に働いてる

自分が見えた時に、「あ、辞めて良かった。今の方が全然良い。」って思った。自分になれ

たなと思って。どんどんそれ入ってるんですよ。私にとって人生はそういう旅の連続であ

って、今もこれでしっくりきてるっていう感じじゃないんですけど。なんかその度に違和

感を感じたり、違和感に気付いた時にそこから目を逸らさないで、ずっと「嫌だな」と思

ってすぐ辞めちゃうんじゃないんですけど、例えば「会社辞めたいんですけど」って相談

された時に、「じゃあ部署をとりあえず移ってみたら？」って言うんですよ。辞めるんじゃ

なくて、その場で環境を変える努力をしようよって。何が嫌なのかっていうのを書き出し

てみてそれをちゃんと上司に言って、とにかく人間関係が嫌だったら「～～○○で人間関

係が嫌で、仕事に差し支えがある。だから自分はこの仕事を頑張ってやりたいから、違う
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部署にしてくれ。」って言えと。で、移ったらハッピーかもしれないじゃない？それをしな

いですぐ辞めちゃうと結局堪え性が無いっていうことになっちゃうし、筋肉が付かない。

生き抜く筋肉が付かないし、考える筋肉が付かないから、とにかく自分の心が今どうなっ

てるのか、どうするとそれがハッピーになるかを考えて、それを自分の気持ちを守る努力

をする。 
で、例えばいじめられてるとしたら、引っ越しゃ良いんですよ。変わっちゃえば良いわ

けで、変わっちゃえば全然違う環境だったりするから、そこに毎日通い続ける必要は全く

ないし、あんまり言うとあれかもしれないけど、学校なんて行かなくても良いわけで、っ

ていうことを親が言ってあげられると、すごい子どもが楽になると思うんですよ。”学校な
んていつでも辞めて良いからね”っていう逃げ道を持ちながら学校に通い続けるのと、逃道
が無くて「俺は絶対に通わなくちゃいけないんだ」って、そういうふうにやってるとプツ

ンと切れちゃうんだよね。だから必ず逃げ道を用意してあげるっていうことはすごい大事

だなと思ってて。それは子どもたちが、やっぱりその経験とかがないから出来ないと思う

んですよ。私はやっぱりラッキーなことに上手くいじめも切り抜けて、考えることによっ

て上手く乗り切ってきたけど、逃げ道を自分に与え続けてきた。本当に嫌だったら辞めれ

ば良い、死にはしないし。会社辞めて職が見つからなかったら、まずコンビニでバイトし

ようと思ってたの。コンビニも採用してくれるかわからないけど。とにかく「雨の日の人

の心理状況はわかってます！」とか言ってさ。「傘とかバーン！とこの位置だと売れるとか

わかってます！」とかプレゼンして。「売り上げはたぶん伸びるだろうし」なんて言って。

ダメだったらコンビニで店長になろうとか思ってたわけ。だから人はどうやったって生き

ていけるわけで。命さえあればね。病気にならなければ。って考えるとすごい楽になるか

なと思ってるんですけど。そういうことを小さい頃に言ってもらえてたらな、と思ったん

だよね。 
だから今この仕事、作家になりたくて作家になってるわけでもないし、脚本の仕事をし

たくてしてるわけでもないんだけど、たまたまそういう仕事が来るっていうことは何か大

きなものに「お前が学んできた事を、それをちゃんと発表しなさい」って言われてるのか

なって気持ちでやってるんですけど。 
鷲田さん  
	 すごく良い人生相談になってて。ラジオで３０分ぐらい人生相談の番組… 
大宮さん  
	 嫌ですよ。私が相談のってほしいですよ。 
鷲田さん  
	 すごい似合ってる。でも今日話してみて、やっぱりいろんな面がまた増えた。だってあ

の展覧会、今までの大宮さんの僕が思ってたイメージと全然違うし、本当にありふれた言

葉が瓶の中に入ってて、すごいフッと一人一人に届くし、立ち上がってくる経験って想像

もしてなかったんで。人生相談… 
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大宮さん  
	 でもね、結構再会とかすると皆人生相談みたいになっちゃって。「占いの館」みたいにな

っちゃって。「会社辞めたんですー」とか言われて。 
鷲田さん  
	 かさぶたの経験、何回もしてるんでしょうね。ケガして知らない間にかさぶたになって。

絵まで書いたりして。 
大宮さん  
	 いやいや、でも全然。鷲田さんとか、ここにいらっしゃる年配の方の方がいっぱい経験

されてると思うんですけど。自分なりに感じたことをただ言ってるってだけなんですけど

ね。情報交換みたいなかんじですね。 
鷲田さん  
	 「言葉ほぐし」のテーマで５回やってきたけれども、本当に最後言葉のほぐし方を教え

てもらった感じがして。 
大宮さん  
	 いいえ。そんな、そんな。めっそうもないです。 
鷲田さん  
	 言葉って何も新しいものを作る必要はないんで。普通コピーライティングとか、僕らの

やってる哲学とかっていうのは、新しい言葉とか新しい概念、哲学だったら作るっていう

ことにかまけてるけど、そうじゃなくって、普段使ってる、もの凄くありふれた言葉、そ

れをほぐしてもう１回全然違う力を持った言葉に育てることが出来るっていうのを今日教

えてもらったかんじがして。だから僕ずっと思ってたのは、コピーライターの仕事と哲学

の仕事ってすごい似てると思ってて。なんかモヤモヤがあって、それは個人のモヤモヤで

あっても良いし、時代がよくなんかおかしいとか、なんかすごい変わってきてると思いな

がらも何が変わってるのかよくわからない時に、コマーシャルの言葉って、なんかある言

葉を何も難しい言葉じゃなくて、”ポイッ！”と放り込むと”ふわぁっ”となんか腑に落ちると
いうか、なんか今までモヤモヤしてたものがいっぺんに形取るっていう結晶がするってい

うかんじ。哲学はそれを概念で、構造とか難しい言葉を哲学では使うけれども、でもその

言葉を入れるとこのモヤモヤしてたものが一瞬で結晶にしてしまうと。なんかそういう働

きではすごい似てるんだろうなとずっと前から思ってたんですけれどね。 
大宮さん  
	 最後に１個だけ言うと、別にコピーライターの”コピー”とかは私あんまり好きじゃないん
ですよ。そういう言葉よりも、なんか本当に口語、何を思ってるか、何を伝えたいか、シ

ンプルなことでいいと思うし、かっこつけなくて。 
例えばみなさんに言えることは「人はそもそも自由である」っていう言葉は別に偉大な

人が言ったことでもないし。概念じゃないですか、人はそもそも自由なんだって。いろん

な事があるけど、ただ自分で自分を拘束・束縛しちゃってるだけ。思考が囚われちゃって
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る。「こうじゃなきゃいけないんだ」、「良い主婦じゃなくちゃいけないんだ」とか「お金稼

がなきゃいけないんだ」とか。そうじゃなくて、何だって良いんですよ。誰もそんなこと

望んでないし、誰に頼まれてるわけでもないし、自分の人生なんだから自分がどう生きた

いかを自分で決めて、それに向かって進んでいけば良いだけだから。ダメだったら、じゃ

あ次どう生きたいかなっていうふうに考えれば良いだけで。だから船乗りみたいな感じで

すよね。航海してるっていうかさ。なんかそういうことの方が私好きなんですよね。かっ

こつけないっていうか。 
鷲田さん  
	 船乗りだったら船の底に穴が開いてもどっかに帰れないもんね。航海続けながら修理す

るしか仕方がないですもんね。 
大宮さん  
	 そうですね。自分で自分の船を操作して舵を取っていくっていうか。そう考えるとワク

ワクするし、「ハリー・ポッター」とかこの前見ましたけど、”みんながハリー・ポッターな
んだな”って私は思っちゃうんですよね。だから自分で自分に言葉を投げかけて、自分の心
とか人生をほぐしていってもらえれば良いかなって私は思いますけど。 
鷲田さん  
	 ありがとうございます。もっともっと質問して聞きたい、相談にも乗ってほしいところ

ですけど。残念ですが。いつからですか？ 
大宮さん  
	 ３月３０日からです。「せんだいメディアテーク」で、ちょっと遠いかもしれなんであれ

なんですけど。１日だけ休館日がありますので、もしよかったらインターネットされる方

でしたら私のホームページ「大宮エリー」で検索してもらってホームページに詳細が出て

ますので。ぜひ「生きるコント」もね。買って頂けると。 
鷲田さん  
	 どうもありがとうございました。 
 
アナウンサー  
	 今回言葉ほぐしの第５回目ということで、最終回なんですけれども、主催者代表いたし

まして、朝日新聞大阪本社の阿部圭介編集局長よりちょっと皆さまにご挨拶がございます。 
 
阿部圭介編集局長  
	 本当にどうもありがとうございました。５回のシリーズ付いてきたんですけれども、鷲

田さんがこんなに言葉数少ないセッションは今回が初めてかなと思っています。「言葉ほぐ

し」っていうタイトルだったんですけども、最後、今日大宮さんの楽しい話を聞いてて、

言葉ほぐしというより気持ちがほぐされたなと言う感じがします。さっき引き寄せるとい

うことがありましたけれども、たぶんここに今日来ておられる方も自分の今までの経験の
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中から１番良い言葉を引き寄せる、そんなチャンスを頂けたのかなというふうに思ってま

す。僕自身で言うと、さっき出てた「そのままで良いんだよ」というのは、僕はすごく自

分自身をあれで引き寄せたなと思ってます。こんな商売してますけど、結構人並みに悩み

があってですね。今日このあと打ち上げがあるんですけども、大宮さんに相談に乗っても

らおうかなと言う気持ちになりました。今日楽しい一夜を皆さんと一緒に過ごせたことを

楽しく思ってます。今日の様子、後日朝日新聞の紙面でまたご紹介いたしますので。今日

の大宮さんの、絶妙な関西弁で始まって標準語で終わったような感じがしますが、このラ

イブ感がどこまで紙面で伝えられるかわかりませんけれども、さっきの出てきた警察官み

たいなうちの記者と一緒に相談しながら新聞を作っていきたいと思っています。そちらも

是非楽しみにして下さい。本当に今日は、大宮さん、鷲田さんどうもありがとうございま

した。 


