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朝さろんの本棚〈16〉 

小川洋子『物語の役割』について 

 

16th morning：2012 年 10 月 11 日(木)＠渋谷 

参加者: ９名 

 

【テーマ】 
 〈物語の役割（１）〉 

 
【本】 
 小川洋子『物語の役割』(ちくまプリマー新書)   

[初出:なし] 

 
【小川洋子(おがわようこ)】 
1962年岡山市生まれ。祖父は金光教の教師であり、両親とも金光教の信者という家庭で育

つ。生家も教会の敷地内にあった。少女時代に世界児童文学を愛読。高校時代に『アンネ

の日記』を読み感銘を受ける。早稲田大学第一文学部文芸科卒業。88年「揚羽蝶が壊れる

時」で海燕新人文学賞を受賞。91年「妊娠カレンダー」で第104回芥川賞を受賞。その後も

様々な作品を通じて、読者を静謐な世界へと導く。著書に『冷めない紅茶』『ホテル・ア

イリス』『沈黙博物館』『アンネ・フランクの日記』『偶然の祝福』『まぶた』『博士の

愛した数式』（本屋大賞・読売文学賞）『ブラフマンの埋葬』（泉鏡花文学賞）『世にも

美しい数学入門』（藤原正彦氏との共著）『ミーナの行進』（谷崎潤一郎賞）などがある。

2005年には『薬指の標本』がフランスで映画化された。 

 
【内容】 
私たちは日々受け入れられない現実を、自分の心の形に合うように転換している。誰もが

作り出し、必要としている物語を、言葉で表現していくことの喜びを伝えるエッセイ。 

●第１部 物語の役割       （講演：三鷹芸術文化センター） 

誰でも生きている限りは物語を必要としている、と語る。 

●第２部 物語が生まれる現場 （講演：京都造形芸術大学） 

物語はそこかしこにある（略）人間すべての心の中にある。記憶のなかにある。 

誰でも生きている限り、かたわらに自ら作った物語を携えているとの内容。 

●第３部 物語と私         （講演：屋ルナ・ホール） 

幼少期からの読書遍歴、特に幼年時代に読んだ物語と、そこで得た「物語の役割」を 

どう自分自身が身につけていったかを物語る。 
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【議題】 

下記の３つを用意。全部をやるのは難しいので、賛同の多い問いから取り上げたい。 

 

■１：下記のA・Bを読んで感じたこと、思ったこと、或はあなたが発見した“物語”につ

いて教えてください。 

A「物語はそこかしこにあるのです。人間すべての心の中にある。記憶の中にある。誰でも

生きている限り、かたわらに自ら作った物語を携えている」（p36） 

B「書くこと、文章に姿をあらわさせること（略）それは人皆が知っていながら、誰ひとり

言えずにいることを発見しようとする試みだ」（p50） 

 

■２：“物語”と“物語を意識する場所”について述べた下記のA・Bを読んで感じること、

思うことを教えてください。 

A「文芸科に身を置いたことでよかったと思うのは、常に傍らに文学があって、それを尊 

ぶ雰囲気、環境の中にいられたということです。（略）ただ心静かに物語の世界に向かい

合って、そこに立ち現れてくる人々と無言の会話を交わす。そういう喜びのためだけに時

間を使う。それは尊いことなのだという雰囲気の中に」（p55） 

B「自分だけの秘密の庭園を持つこと、自分が自分であることを支えてくれる居場所を作

りあげること、その居場所をちゃんと胸の中に持っていられること」（p103）。 

 

■３：自作について述べた下記の文章において、Bはテーマであるか、テーマでないか。ま

た、その理由は？ 

A「テーマなどというものは最初から存在していないということです」（p64） 

↕ 

B「このような一瞬と永遠を一つの島に共存させるということ」（p79) 

 

 

【ポイント】『物語の役割』について 

○《小川洋子の「物語」観》 

「非常に受け入れがたい困難な現実にぶつかったとき、人間はほとんど無意識のうちに自

分の心の形に合うようにその現実をいろいろ変形させ、どうにかしてその現実を受け入

れようとする。もうそこで一つの物語を作っている（略）自分の記憶の形に似合うよう

なものに変えて、現実を物語にして自分のなかに積み重ねていく。そういう意味でいえ

ば、誰でも生きている限りは物語を必要としており、物語に助けられながら、どうにか

現実との折り合いをつけている」（p22） 

「とうてい現実をそのまま受け入れることはできない。そのとき現実を、どうにかして受

け入れられる形に転換していく。その働きが、私は物語であると思う」（p25） 



 “To call myself beloved, to feel myself beloved on the earth” 
朝さろん 16th morning 

〈物語の役割 (１)〉 

 3 / 11 
 

↓ 

 

1, 物語と論理の差異はどこにあるか？ 

論理 ☞ 自然科学に代表される認知・思考形式であり「記述や説明に関する形式的な数

理体系の理念」や「一貫性と無矛盾性という必要条件」を特徴とする。個別事象ではなく、

高度な抽象化によって個別事例を越えて経験的真理を立証しようとするため、その理解や

認識は、必ずしも各人の実体験に直接関連づけられるものではない。 

物語 ☞ 時間を超越した事例を個別の経験例へと解釈し、特定の時間と場所へと位置づ

け、“信じるに足る説明”をもたらすもの。それ故、物語モードにおける理解や認識は、

各人の実体験に関連づけられ、より直接的に、人間の意図や行為に影響を及ぼしうる。そ

の意味に於いて、人間の行為や実践において、物語はより重要な役割を演ずる。 

 

2, 物語には他に、以下の五つのような特徴がある 

1．時間軸にそって出来事を構造化する 

2．語られた出来事が事実か否かには関心が無い 

3．相互行為の中で生じた人々の「規範逸脱」をうまく理解出来るように説明する 

（例：言い訳） 

4．登場人物は一連の行為の背後に独特の意識の動きをもっている 

5．物語の習得や実践は常に「相互行為」の中で，様々な他者を相手にして行われる． 

 

3, 物語と時間の関係性 

「時間は物語の様式で分節されるのに応じて人間的時間になる。 

そして物語は時間的存在の条件になるときに、その完全な意味に到達する」（リクール） 

 

○《小川洋子の「自分-作家」の調和観》 

「いったん自分から離れて、自分が想像も予想もしなかった広い場所に立って世界を観察

する。観察者になる」（p82） 

「自分は広大な全体の
．．．．．．

、ほんの小さな一部
．．．．．．．．

だという思い。自分は他の何ものでもない特別
．．．．．．．．．．．

な一人
．．．

だという思い。そういう一見矛盾しているようでありながら、どちらも人間にと

って必要な、共存させるべき思い（略）自分を尊重しつつ、自己がすべてではなく身を

任せるに足りる全体の一部」（p109） 

「作家というものはときにはぼうっと立ちすくんで何かに――それは夕日かもしれないし、

あるいは古靴かもしれない――見とれることができるようでなくてはならないのだ」

（p120） 

↑   ↓ 
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○参考；《池澤夏樹の「自分-作家」の調和観》 

「大事なのは、山脈や、人や、染色工場や、セミ時雨などからなる外の世界
．．．．

と、きみの中
．．．．

にある広い世界
．．．．．．．

とのあいだに連絡をつけること、一歩の距離を置いて並び立つ二つの世

界の呼応と調和をはかることだ。たとえば、星を見るとかして」 

『スティル・ライフ』冒頭 

⇒この二作品が共に備えるある共通したトーン。 

それは物語に対する共通した認識がもたらすもの。 

 

○《物語が示す人間の良心と苦悩の存在》 
「自分は生き残って幸運だったと単純に喜べず、むしろ、どうして自分は生き残ったんだ

ろう、という疑問に突き当たる。（略）こうした心の動きは、人間の良心とつながってい

る（略）苦悩は、むやみに自分を苦しめるためだけのものではありません。ここにこう

して存在しているのは、決して当たり前のことではない。自分とは、さまざまな犠牲の

上に成り立つ、ほとんど奇跡と呼んでいい存在なのだ、という良心に基づいた物語を獲

得するための苦悩」（p33） 

「現実を棘で覆い、より苦しみに満ちた物語に変え、その棘で流した血の中から、新たな

生き方を見出す。（略）私は人間が作り出す物語の尊さについて教えられた」（p36） 

 

⇒物語について考え・語ることが、不可避的に人間存在の尊さ、人間の尊厳、 

といった倫理性に接続される可能性を常に孕む。 

 

○《「物語」から「小説/文学」へ》 

「あいまいであることを許し、むしろ尊び、そこにこそ真実を見出そうとする。それが物

語です」（p118) 

↓ 
「言葉で書いてあるのに、言葉にできない感動を与えなければいけない不思議なもの」 

（実作者の視点）（p52） 

↓ 

「小説を書いていると死んだ人と会話
．．．．．．．

しているような気持ち」（p67） 

「小説は常に過去を表現
．．．．．

するものだ」（p74） 

「もはや名前もわからなくなった人々を死者の世界に
．．．．．．

探しに行くこと、文学とはこれにつ 

 きるのかもしれない」（p77） 

 

⇒ 「誰でも生きている限り、かたわらに自ら作った物語を携えている」という認識とは

異なるもの、そこに現れる物語の役割（機能）を、より意識的に虚構化したもの、その

ことで現実を写す鏡のような存在にしたもの（≒小説） 
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【ひとこと】 

この本で小川洋子が一貫して喚起させている人間像は「自分自身に埋没しないという姿

勢」を持った力強く、また生きるということに対して本質的な敬意を払う存在である。そ

の良く生きるという目的のためにどのように物語が貢献しているのかを、創作の現場に立

った視点からその一端を解き明かしている。 

 同時に彼女は、そのような物語を持ち続けるために、物語を発見する観察力だけでなく、

「自分が自分であることを支えてくれる居場所を作りあげること」の重要性も説く。 

このような本書の指摘から私たちはなにを・どう学べるだろうか。その一つが、物語と

小説/文学の境界について考えるということだ。次回以降は小説も読みながら引き続き一緒

に考えていきたい。 

なにより「同じ本で育った人たちは共通の思いを分かち合う」（p121）という感覚を標と

しながら。 

⇒ 〈物語の役割（２）〉へ 

 

 

※参考文献 

・『博士の愛した数式』小川洋子（新潮文庫、2005） 

・『まぶた』小川洋子（新潮文庫、2004） 

・『生きるとは、自分の物語をつくること』小川洋子, 河合隼雄（新潮文庫、2011） 

・「インタビュー 言葉から遠くへ」小川洋子（「青春と読書」45(8), 2010.8)  

・『無意識の構造』河合隼雄（中公新書、1977） 

・『影の現象学』河合隼雄（講談社学術文庫、1987） 

・『かたり――物語の文法』坂部恵（ちくま学芸文庫、2008） 

・『物語の構造分析』ロラン・バルト（みすず書房、1979） 

・『物語のディスクール』ジェラール・ジュネット（水声社、1988） 

・『フィクションの修辞学』ウェイン・ブース（水声社、1991） 

・『時間と物語』ポール・リクール（新曜社、2004） 

・『記憶・歴史・忘却』ポール・リクール（新曜社、2004） 

・「意思決定における物語の役割」藤井聡（行動計量学会第 39 回大会抄録集. 2011） 

・『ナショナル・ストーリー・プロジェクト』ポール・オースター（新潮文庫、2008） 

・『もらい泣き』冲方丁（集英社、2012） 
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※参考資料 

《物語について調べるときには…》 

1．物語のキーワードから探す 
2．登場人物から探す 
3．地名から探す 

 
 
1．【物語のキーワードから探す／ 

物語のキーワードやテーマから文学作品を調べられるツール】 
Webcat Plus（国立情報学研究所） 

http://webcatplus.nii.ac.jp/ 

キーワードやあらすじなどの文章を入力して連想検索が可能です。本の目次や帯情報など

の内容紹介がヒットする場合があります。  

物語要素事典（神山重彦氏作成） 

http://www.aichi-gakuin.ac.jp/~kamiyama/ 

日本、外国の物語を要素（モチーフ、類型など）で分類しています。  

『日本昔話事典』弘文堂 1977  

話型（昔話のタイプ）や昔話に登場する要素（植物、動物等）などを見出し項目とし、昔

話の具体例を挙げて解説しています。  

"Short story index" H.W. Wilson, 1953. 

"Short story index" Supplement. H.W. Wilson, 1956-1984. 

1900～1980 年に刊行された短編小説（おおよそ 150 ページ以下）の著者、タイトル、主題

による索引。排列はアルファベット順。ほとんどの作品に少なくとも 1 つ以上の主題が付

与されています。 

『日本古典文学大系. 別巻第 1、別巻第 2』岩波書店 1963,1969   

別巻第 1：索引（1～66 巻） 別巻第 2：索引（67～100 巻） 

同大系全 100 巻に収録されている古典作品について、語句・事項から、その語句の掲載作

品・箇所を検索できます。  

『日本説話文学索引』清文堂出版 1974  

上代～中世の説話文学を採録。事項や歌句、説話のテーマを元にした大項目概念（例：霊

験、孝行）を見出し項目としています。説話の大要と、底本および『日本古典文学大系』

における掲載箇所が分かります。  

『「説話」大百科事典』名著普及会 1984 10 冊  

日本、中国、朝鮮、インドに流布する神話、伝説等の集成。主題によって諸神、神仙、奇

蹟など 25 部門に大別。第 10 巻に、社寺や建築、動植物、人名などの索引があります。  
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『随筆辞典』東京堂 1960-1961 5 冊  

近世期の随筆作品に登場する事項を見出し項目として、その出典と抄出を掲載しています。

衣食住編、雑芸・娯楽編、凡工民俗編、奇談異聞編、解題編に分冊刊行  

『日本随筆索引 [正]続』岩波書店 1963 

主に江戸時代の随筆作品に登場する事項の作品名、巻が分かります。排列は歴史的仮名遣

いの 50 音順です。  

青空文庫 

http://www.aozora.gr.jp/ 

主に著作権消滅作品の全文テキストを公開。トップページの検索窓または「青空文庫検索

ページ」で、公開作品の全文検索ができます。  

『明治文学全集 別巻』 筑摩書房 1989 

同全集全 99 巻の総索引。重要な語句・事項から、その語句の収録作品・箇所を検索できま

す。  

 

 

2．【登場人物から探す／登場人物の名前から文学作品を調べられるツール】 
『架空人名辞典 日本編』教育社 1989  

古事記～昭和期の日本文学約 330 作品を採録しています。  

『日本現代小説大事典』明治書院 2004  

作品編に明治以降の小説 2,200 作品のあらすじと解説を掲載。巻末に「主要な登場人物（主

人公）索引」があります。  

『大衆文学事典』青蛙房 1967  

大衆文学小史解題、作家列伝からなります。巻末に「作中主要人物索引」があります。  

『名探偵事典 日本編』東京書籍 1995  

名探偵 82 人と 1 匹を、職業別（警察関係、検事・弁護士、私立探偵、その他）に分類。巻

末に「探偵＆脇役名索引」があります。  

『日本ミステリー事典』新潮社 2000  

シリーズ・キャラクター108 項目、作家 563 項目、他 99 項目を収録。索引付。  

『日本のミステリー小説登場人物索引』DB ジャパン 2002,2003  

単行本篇 ：上・下 、アンソロジー篇   

1991～2000 年に刊行された単行本またはアンソロジーを採録。「名前から引く登場人物名

索引」があります。  

『日本のミステリー小説登場人物索引』DB ジャパン 2012 

アンソロジー篇 2001-2011 

上記の続編。2001 年～2011 年に刊行されたアンソロジーを採録。「名前から引く登場人物

名索引」があります。 
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『歴史・時代小説登場人物索引』DB ジャパン 

単行本篇とアンソロジー編に分かれ、下記の年代に刊行された作品を採録しています。 

《単行本》 1990～1999：単行本篇 

《アンソロジー》1946～1989：遡及版・アンソロジー篇  

*「アンソロジー篇」未収の文庫本アンソロジー（1946～1999 年刊行分）も採録。 

1990～1999：アンソロジー編、2000～2009：アンソロジー篇  

『新潮世界文学辞典』増補改訂 新潮社 1990  

「登場人物案内」（50 音順）があります。  

『架空人名辞典 欧米編』 教育社 1986 

欧米の古典作品 403 作品を採録しています。排列は人名 50 音順。  

『欧米文芸登場人物事典』大修館書店 1986  

古典作品に重きをおいています。排列は人名 50 音順。巻末に事項、作品名索引および「登

場人物詳細索引」、著作者名リストがあります。  

『名探偵事典. 海外編』東京書籍 1997  

102 人と 1 匹を採録。登場作品の様式によって、本格推理、ハードボイルドなどの 5 つの

ジャンルに分類しています。「探偵＆脇役名索引」、作者名索引があります。  

『翻訳ミステリー小説登場人物索引』DB ジャパン 2001  

1980～2000 年に刊行された翻訳書 3,264 点を収録しています。排列は人名 50 音順。  

"Dictionary of British literary characters : 18th- and 19th-century novels" Facts on File, 

c1993.  

18･19 世紀の英国小説 1,000 作品を収録しています。排列は人名のアルファベット順。  

"Cyclopedia of literary characters" Rev. ed. Salem Press, c1998. 5v. 

文学作品 3,300 タイトルの主な登場人物を紹介しています。排列は作品名のアルファベッ

ト順。第 5 巻にタイトル、著者、登場人物索引があります。  

"Imaginary people" 2nd ed. Scolar Press, c1996.  

18 世紀～現代までの 1,400 以上の架空人名を収録。排列は人名のアルファベット順。作者

名索引があります。 

 

 

 

3．【地名から探す／物語に登場する地名から文学作品を調べられるツール】        

『日本文学地名大辞典』遊子館 1999-2003 4 冊 

詩歌編：上巻、散文編：上巻  全時代にわたる主要な作品を採録。地名が登場する文学

作品の文例と出典を掲載しています。都道府県別地名索引、歌枕地名索引、俳枕地名索引

（詩歌編）、作品別地名索引（散文編）があります。 

『日本文学史蹟大辞典』遊子館 2001 4 冊 
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地図編、地名解説編、絵図編（上下）からなります。地名解説編に、史蹟・地名を見出し

項目として、舞台とする文学作品の出典と文例を収録。都道府県別史蹟・地名索引、難読

史蹟・地名索引があります。  

『日本古代文学地名索引』加納重文 1985  

上代～南北朝期の文学作品に登場する実在の地名の索引。各地名の掲載箇所を記していま

す。排列は、諸国ごとに歴史的仮名遣いの 50 音順。索引付。  

『文学遺跡辞典』東京堂出版 1968,1971  

詩歌編、散文編  

古典文学にゆかりのある文学遺跡について作品の引用を付して解説。排列は地名 50 音順。

都道府県別分類目次、人名索引（詩歌編）、作品別索引（散文編）があります。  

『東京文学地名辞典』東京堂出版 1978  

明治～大正の東京を中心に主な地名、坂、橋、神社、公園などについて解説。それらが登

場する小説・詩歌・戯曲等の記述を抜粋して掲載しています。巻末に地名索引があります。 

『完訳世界文学にみる架空地名大事典』講談社 2002  

物語に登場する架空の地名から出典を確認できます。排列は地名 50 音順。  

"Cyclopedia of literary places" Salem Press, c2003. 3v.  

小説、戯曲、詩などを含む文学 1,304 作品に登場する主要な地名を解説しています。排列

は作品名アルファベット順。第 3 巻にタイトル、著者、地名索引があります。 

 

 

以上 
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Title:  「本を読む〈私〉」 

 

近代という時代を駆り立てる巨大な動力でもあった戦争が、最後の大きな局面的展開を

見せた先の大戦が終わってもまだ、“戦後”という意識が生活レベルでの実感と共にあっ

た 60 年代では、旧知の敵の別の顔とのたたかいが、新しい戦場で確かにはじまっていた。

つまり 60 年代的な潮流といえば、高度経済成長であれ、その派生物としての反体制運動で

あれ、人々を総体的な次元で包摂し、そこに参与することによって無条件の充実や昂揚感

がもたらされた点にその世相を読み取ることができる。だが 70 年代になると別の潮流がま

た別の局面を用意することになる。70 年代的な潮流とは、一人一人が自身の感性のアンテ

ナにしたがって、自分の傾向や心性に叶った対象物を見出していく多様化の時代として展

開していくものだった。 

こうした二つの潮流の狭間を背景として『６９』(村上龍)は描かれている。 

政治の季節（60 年代）にあって、社会に対する自分の立ち位置を明確にしていく（政治

的主体の獲得）ことで自己実現することを一つのモデルとした世代に、半歩遅れた観察者
．．．

として接することになる高校 3 年生の主人公「ケン」は、退屈さと隣り合わせの“自然”

の状態に馴れきってしまうことをなにより忌避するそのために、セックス・芸術的な想像・

音楽・学校でバリケードを築くこと、などを通じて、退屈さを寄せ付けないための生き方

を早くから体現しようとする。ケンは言う「その何かは僕達を自由にする」と。（70 年代

的潮流につながるように）文学、映画、軽音楽などのカルチャーやアートに、そうした解

放的なものを感じ取っている。だからケンは（その何かに接近するために）読書する。（お

よそ 70 年代的な）そうした多様化の一手段に過ぎなかった消費行動の、その快楽と資本の

大渦に飲み込まれ蕩尽と消失の中で夜明けまで踊り続けた(ダンス…ダンス…)80 年代と

いう潮流と、その反動として訪れた虚妄と内面のオデッセイ(ニューエイジ)の時代となっ

た 90 年代。 

ところが 00 年代、同じ高校 3 年生で文芸部員の「垣内くん」が主要なキャストである

『図書館の神様』(瀬尾まいこ)では驚くほど状況が一変している。 

彼(ら)はゆとり教育を背景として、学力重視から脱し“生きる力”を重視した世代とし

ていま・この本を読む<私>たちの前に登場する。その生きる力を養うものとして読書空間

が描かれる。垣内くんは言う「僕は本を開いてそれ（新しい世界に飛んでいく）をする」

と。このように純粋に読書する垣内くんという生徒との出会いがもたらす新鮮な感覚が、

新米教師である語り手の「私」(早川清)の日常に穏やかに浸透していく。読書行為を信じ

実践する生徒を見守る親しい第三者の体験と変化を描くことで、この本は 00 年代的な“生

きる力”の一端を垣間見せている。では、このような流れは 10 年代にはどのような潮流と

なっているだろうか。 

『青年のための読書クラブ』(桜庭一樹)は 1919 年から 2019 年というじつに百年に渡る

時間を描くことで超越論的な立場を獲得するという仕掛けを導入した。その舞台装置が「読
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書クラブ」だ。 

小説の終章は 2019 年を“回顧”して綴られた物語という枠物語の体裁を採る。そのよう

な時間軸の上に立つと歴史的過去となってしまった（10 年代という）“いま”は奇妙な歪

みを生じて、自明性の中にどっぷりとつかりこんだ<私>たちをうろたえさせる。 〈“過

去”（虚構である事実）となった“いま”（事実である虚構）〉(中川成美)が語られるこ

の小説では「少女」と「読書クラブ」という要素が幾重にも絡まり合って、前の二作とま

ったく違う読書空間が現れている。同じく高校 3 年生の（だが二作と異なり少女である）

「五月雨永遠」を視点人物とした終章には、この有名お嬢様学校の OB である「妹尾アザミ」

という女性議員が登場する（彼女は 69 年を舞台とした一章においてまさに高校三年生であ

った）。その妹尾アザミは語る「わたしたちは同じ人間でありながら、それぞれの選択に

より、人生のコースが次第に分かれていったのです。生きるために信じることも、べつべ

つで、だからこそ若い日の友とも離れ離れになることがあります。…しかし、恐れること

はありません。世の中がどんなに変わろうと、強い滅びの風が吹こうと、我々、人間の精

神がもつある種の自由は、けして変わることがないでしょう」と。この小説において読書

行為及び読書空間は、外へと広がっていく推進力としてではなく、常に立ち返るような一

つの原点として描かれている。だからこの少女たちにとって（読書クラブ誌を読むことに

象徴される）読書とは、自身の軸足がどこにあるのかを（複数で）見つめ直すことである。

ここに挙げた三作がともに高校三年生が自由を語るという内容で共通の部分を持ちながら、

個々の小説における“自由”の意味は気が遠くなるほどに違う。だが、この三作を熟味玩

読する<私>たちは、自由に籠められた意味の違いを理解しながらも、だからこそ逆説的に、

三作に響き合う自由を語るときに共通するある何かの手触りを感じられるといえる。いっ

たい、自由について語るときに<私>たちが語ることとはなんなのだろう。 

◆ 

この日常を生き、ささやかな生活を維持するために<私>たちは知らず知らずに全身に緊

張を強いる。それは精神も同じである。いわゆる“考え方”や“行動”にまで影響を及ぼ

す。硬直化した考え方がある極端な思想を産む土壌となったりし、或はある時代がとても

まずい制度や規制をつくりだしてしまうこともある。言い古され使い回され手垢にまみれ

たフレーズだけど、だからこそ忘れてはいけないのが“物語”の力だ。物語は幾度でも語

り継がれ解体され編み直され残っていく。 

『図書館の神様』にとても印象深いシーンがある。「垣内くん」と「私」は文芸部の「朝

練」として、図書室の本の整理をすることにする。この時ふたりは、日本十進分類法とい

う図書館の憲法とでもいうような分類法（=配架方法）を変えてしまうのだ。ふたりはお互

いが本当に納得するやり方でこれを行う（結果、わりと評判を呼ぶ）。例えばここには「生

真面目な完璧主義者」でない「いい加減さを許容できる人」への変化というものを読み取

ってみるのも面白いかもしれない。そしてこのように、本を読むことが<私>たちにもたら

す実りは豊かなのだ。              (from 「7 Mail News 20111207」) 


