
Chubby Babies
Nathan Crocker

“A chubby baby is a healthy baby.”

This was my mother’s philosophy on child rearing. It was the reason she spent the mid-eighties to mid-nineties being followed around by 
four short, perfectly round children.

My mum is a very good mother. My siblings and I were always polite and well presented (if a bit stocky). As children grow older, there’s less 
that a mother can do to help them in their lives. One thing my mother could do (and do very well) was make sure we had enough delicious 
food to eat. And I think that my home was a fairly typical example of New Zealand’s approach to food. 

I came to Japan as an out-of-shape (what I liked to refer to as Òdelectably rotundÓ) 108kg. Ten kilograms melted off me in the Þrst few 
months. I was amazed. I hadnÕt even really noticed it. This unexpected weight loss Þnally encouraged me to kick my coke habit (the soft 
drink, not the illegal drug): something that I had been struggling with for the previous few years.

From that point, I consciously tried to lose weight. I joined a rugby team in Matsuyama and started jogging. I even ran Þve kilometres in the 
Shodoshima Olive Marathon (something that pre-Japan Nathan would’ve considered near insanity).

Why am I healthier in Japan than in New Zealand? At the time, I put it down to a combination of things: the heat, smaller portion sizes, a 
more active lifestyle, walking and riding a bike, as well as singing and dancing with my students. Of course, these are all part of it. But I 
wonder if there isn’t something more fundamental in the way our countries approach food and health.

You can’t underestimate the power of social pressure. There aren’t many fat people in Japan, and nobody wants to stand out negatively. As 
a foreigner, I consider myself immune to a lot of social pressure in Japan because I stand out so much anyway. But it’s not always so easy. I 
had an embarrassing conversation in an up-market clothing store when the staff member had to tell me, using only hand gestures, that their 
range didnÕt go up to my size. I left that shop in a hurry. I was also surprised at the joy I felt when I could Þnally Þt into a Uniqlo XL shirt. It 
was as if Japan had Þnally accepted me.

In New Zealand you would never tell someone that they were overweight, and certainly not call someone fat. This was not an idea that my 
students in Japan shared.
“You look…” they would say, with a confused look, struggling for the adjective. I tried to supply it, “good?” They shook their heads. 
“Beautiful?” I guessed. They shook their heads vigorously, making convex shapes with their hands.
“Ah, overweight, fat.” They nodded.
I thanked them for taking an interest in my health. Pretending I was Þne, I did an octopus style dance that jiggled my ßubber, while I cried on 
the inside.

Access to healthier convenience foods is important. On your lunch break in New Zealand, you’ve got about thirty minutes to buy and eat 
your lunch. YouÕre confronted with numerous burger options, Þsh and chips, and bakeries. Cheap and fast, but not healthy. Here in Japan, 
you’ve got reasonably priced sushi, beef and rice bowls, onigiri. And the bentou that get delivered to businesses and schools are a great 
idea.
Of course, there are many unhealthy options in Japan as well. But at least these healthy options exist. Without much trouble, you can get a 
fast, cheap, reasonably healthy meal.

Another big difference isn’t food related. It’s the active nature of the early childhood education in Japan. It seems like every time I cycle past 
a youchien they are outside running, jumping, or marching. A few months ago, the youchien near my house was actually doing long-
distance running. They had teachers and volunteer parents out on street corners, and these three to Þve-year-olds were actually running 
about a kilometre around four suburban blocks. IÕm sure some of them were even tottering because they werenÕt even walking conÞdently 
yet.

I can’t help comparing this to kindergarten, as I remember it, in New Zealand: a pudgy kid sitting in the middle of a sand-pit crying and 
waving his arms frantically because he’s dropped his sausage roll just out of reach.

I’ve recently been back in New Zealand for six weeks. I was there for my brother’s wedding and I had a lot of meals out catching up with 
friends. I knew I’d be doing well to maintain my current weight. What I wasn’t prepared for was the food onslaught that came from my mum. 
Every evening she would say, “I’ve cooked your favourite,” and dish me up a large portion. Before I’d 
even Þnished, she was dishing me up seconds. If there was no more, sheÕd take it off her own, or my 
dad’s, plate. If I said I couldn’t eat any more, she’d look at me with big sad eyes, as if I was 
undermining her ability as a mother. So I ate. I put on Þve kg over six weeks.

There is a phrase that I think sums up the difference in food philosophies between our two countries: 
Òeat until youÕre eighty percent full.Ó I Þrst heard this from a student, here in Japan, who wanted to 
give me weight-loss advice, and I’ve heard it a few times since in Japan. It was an epiphany. As 
stupid as it might sound, it had never occurred to me that I could stop eating before I was 100% full. 
Perhaps a chubby baby is a healthy baby, but beware of mothers who try to keep you chubby your 
whole life.
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ぽっちゃり赤ちゃん
ネイサン・クロッカー

“ぽっちゃり赤ちゃん、元気な赤ちゃん”
　これは僕の母の育児哲学である。この哲学により、母の四人の子どもは小さいのに丸々としていた。80年代半ばから90年代半ばにかけ
てのことだ。

　母は良き母親だ。僕の兄弟姉妹は皆いつでも礼儀正しく、身なりもちゃんとしていた。（そしていつでもちょっと“ふくよか”だ。）子ど
もが成長するにつれ、母親が子どもの世界に立ち入ることは少なくなっていく。母にできることといえば、（しかもかなり上手に）子ど
もたちにおいしい食事をお腹一杯食べさせることだった。我が家の食卓は、典型的なニュージーランドの食卓だった。

　ところで、僕は108キロという、弛んだ体で日本にやって来た。（“ころころしておいしそう”とでも言いたいところだけど）それが驚い
たことに、最初の数か月で10キロも痩せてしまった。数か月の間、そのことに気づいてさえいなかった。この予期せぬ減量のおかげか、
ついにコーラ中毒から抜け出すことができた。数年の間やめられなかったというのに。
　その時から、僕は意識して減量に取り組みだした。松山でラグビーチームに入り、ジョギングを始め、小豆島オリーブマラソンで５キロ
走ることさえした。（日本に来る前の自分からしたら、ほとんど狂気の沙汰だったろう）

　日本的生活は、健康への近道なのか？ニュージーランドよりは暑い気候、ボリュームの少ない日本料理。歩いたり、自転車にも乗り、あ
るいは私の生徒たちと歌ったり踊ったり、そんな活動的なライフスタイル、それらが組み合わさっての結果だろうと思っていた。それらは
全て理由のひとつではあるだろう。だがしかし、二つの国の食と健康への姿勢に、もっと深いところで違いがあるのではないだろうか。
　
世間体
日本にはセケンテイという侮れない価値観がある。日本人には太った人が少なく、皆そのことで目立ちたくないらしい。僕のようなガ

イジンは、どのみち目立ってしまうものだし、世間の目に対する免疫はできている、はずだった。ある時、服を買いに行って、僕の体に合
う服のサイズがないことを、店員さんが身振り手振りだけで伝えてくるという気まずい経験をしたのだ。急いで店を逃げ出したのは言うま
でもない。最終的に、ユニクロのXLなら僕の体にも合うとわかった時の嬉しさは自分でも驚くほどで、日本がついに僕を受け入れてくれ
たかのようだった。

　ニュージーランドでは人のことを太りすぎだなんて絶対に言わない。でも、日本の生徒たちはそうじゃないらしい。
「先生って・・」そこまで言って、続くべき英単語が出てこない困り顔の生徒たちに、僕の方からいくつか言ってみた。
「いい感じ？」首を横に振る生徒たち。「かっこいい？」生徒たちはおもいきり首を横に振って、今度は手をひろげて大きなボールの

ような形を作って見せた。
「ああ、太ってる、か。」彼らはやっとうなずいた。
僕の体格に興味を持ってくれたことに感謝しながら、平気なふりをして贅肉を揺らしながらクネクネダンスを踊って見せた。心の中で

は泣いていたけれど。

お手軽
ニュージーランドで30分のランチタイムが取れたとしよう。何か買いに行こうとすると、すごい種類のバーガー、フィッシュアンド

チップスにパン・・速くて安くて、そして体に悪そうな食べ物ばかり並んでいる。日本なら、そこそこの値段でお寿司、牛丼、おにぎりが
手に入るし、職場や学校への宅配弁当はとてもいいシステムだ。
もちろん日本にだって健康とはいえない食べ物もたくさんある。でもニュージーランドにはない、健康的な食事が、ここにはある。そ

んなに手間なく、速くて安くてそこそこ体によさそうな食事が摂れるのだ。

幼児期からの運動
食べ物以外のところにも違いがある。日本の幼児教育では、運動が重視されているみたいだ。近所の幼稚園の前を自転車で通るのだが、

いつも子どもたちは外で走ったり跳んだり行進の練習をしたりしていた。数か月前には、園で持久走大会をしていた。先生やボランティア
の保護者が道路わきで見守るなか、3歳から5歳くらいの子どもたちが園の周辺約１キロの距離を走っていたのだ。歩くのすらままならな
い子もいたようで、おぼつかない足取りで走っていた。
僕は、ニュージーランドの幼稚園とこんなにも違いがあるものかと考えていた。記憶の中にこんな風景がある。砂場の真ん中で、ぽっ

ちゃりした子どもが座り込んだまま、手をばたつかせて泣きわめいていたのだ。その理由というのが、ソーセージロールを落として、手の
届かないところまで転がってしまったことだった。立ち上がって取りに行くことすら煩わしいのだ。

最近僕は6週間ほど、兄の結婚式のためニュージーランドに帰国した。その間すごい量を食べて、友達とたくさん飲んだ。今の自分なら
体重を増やすことなく維持できるだろうと思っていたのだが、母からの料理攻勢は思わぬ落とし穴だった。毎晩、「これ好きだったで
しょ？」と山盛りの料理が食卓に並べられた。食べ終わりもしないうちに、おかわりが盛られ、母のお皿からも、なんなら父のお皿から
まで取って僕の皿に移すのだった。これ以上食べられないとでも言おうものなら、まるで僕が母を傷つけているとでもいうように、母が
とても悲しそうな目でこちらを見るのがわかっていたから、僕はそれを全部食べた。そんなわけで、6週間で5キロも体重が増えてしまっ
た。

最後に、二つの国の食の哲学の違いを端的に表すことばを紹介しようと思う。それは「腹八分目」という言葉だ。僕に減量のことでア
ドバイスをくれた生徒から初めて聞いた言葉で、その後も何度か耳にすることになるのだが、それはまさに電気ショックのようだった。愚
かなことかもしれないけれど、満腹になる前に食事を終えるなんて、そんなこと一度もしたことはなかった。ぽっちゃり赤ちゃんが元気な
赤ちゃん、には違いなさそうだけど、子どもが大人になってからも、お腹一杯食べさせようとする母親には、注意したほうがいいみたい
だ。

訳: Rina Murakami  村上　梨奈 
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訳：村上  梨奈（Rina Murakami)


