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朝さろんの本棚〈17〉 

小川洋子『妊娠カレンダー』について 
 

 

17th morning：2012 年 11 月 8 日(木)＠渋谷 

参加者: 8 名 
 
 

【テーマ】 
 〈物語の役割（２）〉 
 
 
【本】 

 小川洋子『妊娠カレンダー』(文春文庫) 
 [初出:「文學学」平成 2 年 9 月号、単行本:『妊娠カレンダー』平成 3 年 2 月文藝春秋] 

 
 
【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。 
 
 
【ストーリー】 
戦後初めての 20 代女性の受賞作品。姉が妊娠 2 か月半だと分かった 12 月 29 日(月)から、

出産を迎えようとする 8 月 11 日(火)までの約 7 か月半を、「わたし」の視点を通じて、

「母子健康手帳」に記述された妊娠をめぐる物語という体裁で綴った小説。（ちなみに、

曜日から 1986 年末から 1987 年夏までではないかと推測される。）姉の妊娠を知ったその

日から、妹がひそかに始めたある作業とは。フェミニズムと母性とが衝突する中で、生の

根源を問う問題作。 

 

【議題】 
■妹である「わたし」から見えないところで、妊娠期間中に姉夫婦はどんな会話をしてい

たでしょう？ 
（以下、回答は参加者による自由記述のレポートとして掲載） 

 
※ 
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『姉夫婦』 
 
この、「姉」はわりとお姫さまキャラの女性のように見えます。 
自分の周りにいる人たちが、自分（＝お姉さん）のためにいろいろと尽くしてくれるのを

当然とみなし、また、他者が自分を大切に扱うように仕向けるのが上手いタイプの人、と

いう印象を受けました。 
枇杷のシャーベットの騒動、「彼女（お姉さん）が料理に文句をつけるのはいつものこ

と」という部分、「わたしたちまだ子供なんだから、そうひどく怒られたりしないわよ」

という、子供時代の発言（多少のことは大目に見てもらえる、「子供」という立場に自覚

的である）、10 年以上も精神科医の治療を受けているという事実（保護され、大切に扱わ

れるべき立場にいることに慣れきっている）、等からです。 
そんな彼女が夫として選んだ相手は、きっといつでも彼女を中心に置いてくれるような人

だと思います。だから彼等の会話は主に、妻である彼女自身に関する話題か、彼女が自分

の話したい事を話し、夫はそれを静かに聞く…という展開になるのではないか、と想像し

ます。２人が、妊娠について話す時も、それは生まれてくる赤ん坊についての話というよ

りは、お腹に子供がいる事によって今彼女がどんな気持ちを経験しているか、という、彼

女自身についての話なのではないでしょうか？ 
 
 
『姉と義兄の会話』 
 
姉 「人間って不思議よね」 
義兄「ん？何？」 
姉 「子宮の中で、生物の進化の過程を再現して最終的に人間になるのよ。つまり最初か

ら人間の姿じゃないのよ」 
義兄「うん、そうみたいだな。どこかで聞いたことあるよ」 
姉 「人の一生は、誕生から死までと考えられているけれど、そうじゃないと思うの。今

こうして、受精、着床し、細胞分裂を繰り返しながら、筋・骨格や内臓、脳や神経が形

成されていくなかで、勿論心臓も形成されるわ。そうすると、拍動がはじまる。つまり

そのときからこの子は、自分の“時”を刻み始めるのよ。誰でもない自分だけのいのち

の“時”をね。そう考えると、この時からこの子は自分のいのちの“時”を生きている

のかもしれないって思うの。生まれる前からすでにこの子の物語は始まっていると思う

の」 
義兄「きっとそうかもしれないな」 
姉 「そう考えると、この子は自分で生きることを選んでいるんじゃないかな。少なくと

もこうして順調に育っている今、そう思うの。それだけじゃないわ。細胞死って知って

る？ほら、手を広げてみて。この指の一本一本のあいだには、元々水かきのように薄い

膜が張ってあったの。それが、発育過程で、この指の間にあった細胞は自滅してなくな

って、こうして手が出来るのよ。つまり、多くの細胞の生成と死とが連綿と繰り返さ

れ、一つの命がやがて誕生のときを迎えるのよ」 
義兄「すごいな。そこまでは考えたこともなかったよ」 
 
 
『ゆらぎのある姉の世界』 
 
3 月 31 日（火） 
「今日、あの娘。ホイップクリームを売りにいったのかしらねえ」 
「そうかもしれないね。いつものスーパーじゃないかな」 
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「たくさん売っているのかしら」 
「売れるといいね。平日だけど。」 
「あの娘、たくさん売っているわ。ホイップクリームでお風呂がいっぱいになるくらい。

もううんざり、口に入れるとクリームなのにざらついて砕けていくの、そして、あの口だ

けじゃなく鼻にまであがってくる砂糖の甘さ、まったく単純でまっすぐで乱暴でいやにな

るわ。それにあの匂い、うんざりするのに離してくれないの」 
「あの娘がホイップクリームを人に勧めているなんてねえ。あの娘、ホイップクリーム食

べられるのかしら。慣れかしらね。あんなのでも中枢を侵されちゃうと、くせになっちゃ

うのかしら。あんまり壊れてないといいけど」 
「大丈夫だよ。彼女は壊し方を知っているから」 
「そうねえ。いつも壊しているもの。壊れた世界を壊しても、正しくなんかならないの

に。」 
「でも壊さないとやっていけないから。そうやって壊してはまた作っているんだよ。」 
「美しくゆがんでゆらめく世界をねえ」 
「いつまで続くのかしら」 
「お風呂をいれよう。今日は 40℃にするね」 
 
 
『私たちだけの儀式』 
 
「今日は何色にする？」寝室に入ると、彼にたずねられる。 
「・・・オレンジに変えたいわ」 
「うん、わかった」 
化粧品はすべて妹の部屋に移してもらっている。でも、マニキュアだけは引き出しにのこ

していた。 
「どうして、なのかしら」ベッドに腰掛けて、いつもどおり、まずは彼に右手を差し出

す。 
「どうして、だろうね」右手を受け取った彼が、いつもの手つきで前の色をおとし、私の

爪にオレンジをのせていく。その動きをじっと見つめる。 
なぜかあの強烈なはずの、マニキュアの匂いが気にならない。彼がいるから、つわりがひ

どくても、私の爪はいつもきれいでいられる。 
「つぎ、左」 
「・・・ほんとうに、不思議だわ」彼にマニキュアを塗ってもらっている時、私は自由に

なれる。私の爪をとおして、彼の何かを受け取っているのだろうか。 
それとも、私の何かを引き受けてくれているのだろうか。わからない。でも、幸福を感じ

る。 
「できたよ」 
「ありがとう」 
鮮やかなオレンジになった、私の爪。きっと私の目は、うれしくてとても細くなっている

はず。その証拠に、彼も笑顔になった。 
「爪が乾いてから、眠ろうね」 
いつも同じ台詞。 
これは、私たちだけの儀式。私だけの自由な時間。 
 
 
『断章  グレープフルーツジャム』 
 
◇三月二十二日(日) 妊娠５か月 
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わたしは、常に苛立っていた。そして、苦しく、悲しかった。わたしを解ってくれるの

は、二階堂先生だけだと思う。子どもが出来ることを二年間も望んでいたのに、いざ妊娠

してみると自分の身体は暴走し、コントロールできなくなり、お腹の赤ん坊までもがわた

しを置き去りにして自分勝手に振る舞っている。 
わたしのこの辛さを夫や妹は、理解できていない。気持ちは決して晴れることはなく、自

分から「感情」というものをまずは間引いて欲しかった。 
今日、夫の両親から縁起物の腹帯が届けられた。犬のスタンプが押された白い布を、好奇

な目でみんなで回して見ている姿は、わたしをとても惨めな気持ちにさせた。 
夜、夫に「わたしは、腹帯は巻きたくない」と言った。夫は、無理をしないでいいと静か

に言った。しかし、本当にそれでいいのだろうか。罰が当たるかもしれない。 
  
◇八月七日(金) 臨月 
寝室で夫が、今日は昼間、なにをしていたのかを聞いてきた。自分から質問をしたくせ

に、答えを待つ夫の姿は、死刑を告げられたらどうしようと怯える囚人のようだった。 
「妹が作ってくれたグレープフルーツジャムを食べていたわ」 
わたしは、妹が毎日のように作っているジャムの話をした。思えば、それは夫と中華料理

を食べにいった五月から続いていた。甘くて苦いジャムは、イライラする気持を絡めとっ

て流し込んでくれるようで、口にしないと不安にさせた。 
そこで、いつもの夫ならば、安堵の表情を見せ、ありきたりな感想を言うか、言葉の代わ

りに肩を抱き寄せて話は終わる。しかし、今夜は違っていた。 
以前、集めていたマタニティ雑誌(わたしはまったく興味がなく、開くことすらしなかっ

た)を手にして、まるで大発見でもしたかのように興奮して話し出した。 
グレープフルーツは、妊娠中には欠かせない葉酸がとても多く含まれている。赤ん坊の新

しい細胞を作るためにも、材料となる葉酸は毎日、積極的に取らないといけない。だか

ら、グレープフルーツジャムはいいのかもしれないね。 
夫は気付いてないだろうが、わたしの身体のために具体的な何かを助言してくれたこと

は、妊娠してから初めてのことだった。 
わたしは、神聖な儀式のようにグレープフルーツジャムを食べている自分を想像してみ

た。新しく生まれ続ける赤ん坊の細胞についても頭に思い描いてみた。明日からは、来る

べき日のために、とろけるみたいに柔らかいジャムをお腹に届けようと思う。 
当分は、二階堂先生のところには行かないと決めた。 
 
 
『暑中お見舞い申し上げます』 
 
暑中お見舞い申し上げます 
 
さち子の妊娠が分かってから、｢父親になるってどんな感じだろうか｣と考えているのです

が、いまだに分かりません。いまは、さち子のお腹があまりに大きくて、正直、心配にな

るくらいです。 
最近さち子は花子ちゃんが作るグレープフルーツジャムを毎日のように食べています。グ

レープフルーツジャムで大きくなったようなものですから、グレープフルーツにちなんだ

名前を付けるのもいいかもしれないと思ったのですが、それではやっぱり変ですね。 
果物といえば、以前さち子が夜中に枇杷のシャーベットが食べたいと言い出したことがあ

りました。実はその前の晩、新婚旅行でいった滋賀の話をしていたのです。そこからどう

繋がったのかわかりませんが、僕には琵琶湖から枇杷につながったんじゃないかと思って

います。 
さち子の頭の中はどうなっているのか、時々不思議になります。エコー写真に目と鼻を書
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き足した時はビックリしました。｢この方が分かりやすいでしょ｣と。よく見ると、顔の位

置は全然違うんですけどね。ただ、驚きながらも感心しています。 
十日ほど前、M 病院の中庭で球根を拾ったと言って、水をたっぷり入れたコップに球根を

いれていました。 
｢球根だし、根腐れしちゃうんじゃない？｣と僕が言うと、｢カラカラになっていたの。吸

いたいだけ吸わせてあげたいの｣と。僕は水の吸い過ぎでブヨブヨになるんじゃないかと

思っていたのですが、2 日後には頭からしっかりとした芽が出てきて、すこしずつ伸び続

けています。いつまでも水の中というわけにはいかないと思うので、子どもが生まれた頃

にでも、庭のどこかに植えてあげようと思っています。 
この手紙が届くころには子どもが生まれているかもしれません。不安はありますが、楽し

みでもあります。子どもも楽しみですが、正直に言うと、母親になるさち子をみるのが楽

しみです。 
ではでは。 
 
8 日 1 日   健一 
 
 
『窓から覗く顔』 
 
最近彼女は午後の日差しを浴びに庭に出ていることが多い。庭で穏やかな風と日差しに包

まれる時、彼女の顔に幼女のような表情が見えることがある。 
「小さい頃 M 病院の庭が大好きだった。あの庭へよく妹と出かけたものだわ」二階の僕を

見上げていう。「あの庭から三階の窓に立つ女の人を見ていたわ。どことなく生気がなく

て、それでいてぞっとするほど美しいの。いまにも涙を流してしまいそう。触れたら壊れ

てしまうような女の人がいたのよ」 
「そうか。それはさぞきれいなんだろうな」僕は彼女の歯型を最初に取った日のことを思

い出していた。 
「それにあの M 病院の窓から覗く診察室には茶色や紫ガラスビンがきらきらしていて。ビ

ンの中に入った液体がしんとしてたのよ。あの中に何が入っていたのかきっと妹も気にな

っていたはずよ」 
彼女の様子に変わった様子はなかった。風が強くなったのか声が少し聞き取りにくくなっ

ていた。 
「M 病院であの女の人がどんな気持ちでいたかずっとわからなかったわ」 
彼女が一階のガラスごしに病院をみつめているのが僕にはわかった。 
「直にわかるさ。なんて言ったって妊娠したんだから」自分はなんて当たり前のことをい

っているんだろう。 
「そうよね。わかるのよね。やっと」そういって彼女は玄関へ回っていった。 
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【解題】『妊娠カレンダー』について 
○80 年代末〜90 年を背景とした妊娠、そして家庭 
この時代を背景として思い起こす際、新しい生命を迎える「家族／家庭」としての側面よ

りも、純粋な「家」や「部屋」という側面が強調される。姉夫婦と同居する「わたし」と

いう一種マイナーな家庭形態など、既存の家庭小説と異なる新しい雰囲気、家族を構成す

る要素を再考させるある種清潔な世界が広がる。 
 
○二階の「姉の部屋」と三階の「M 病院」（と二階堂先生） 
妹である「わたし」からは伺い知れないものとして存在する。姉の寝室は二階にあり、

「わたし」が部屋へ入ることはもちろん、二階へ上がることもない。姉は三階建ての M 病

院を選択し、そこの三階へ入院することを予感させる。同時に、この妊娠期間を二階堂先

生という精神科の先生とも過ごしている。これらの断絶は「妊娠」した姉と「妊娠してい

ない」「わたし」という断絶を明瞭にする。 
⇒ 姉が M 病院に惹かれるにはなぜか？姉の妊娠／出産の原イメージにつながる問題 

 
 
○「つわり」と「異物」、そして悪意の問題 
つわりなんてしない、と語っていた姉に強烈なつわりが訪れる。それは妊娠して子宮内に

自分ではない異物を抱え込むことと対になっている。姉夫婦と「わたし」が暮らすこの家

において、内的な異物として妊娠（子ども）が、外的な異物として新しい家族に対する外

的な異物として「わたし」が想起される。 
⇒ 「わたし」の悪意は透明か？具体的か？ 

また、具体的対象に向けた悪意として考えられるか？ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【まとめ】 

小説として記述された部分の裏側、記述されていない間隙を埋めることが物語の読みにつ

ながる。想像力を使って小説を埋めて行くことは、小説に内包されている物語を追体験し

獲得していくことでもある。 
生命の誕生を意味する妊娠は、物語の誕生をも予感させる。次回は誕生した生命に対して

物語が世界認知の方法として如何に具体的に寄与しているかを考え、「物語の役割」のま

とめとしたい。同時にそれは、家族／家庭という人間の原理的なつながりを考えることで

もある。 
 

⇒〈 物語の役割（３）完〉へ 
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・『文化表象を読む : ジェンダー研究の現在』プロジェクト D「日本文学領域」編 

（お茶の水女子大学 21 世紀 COE：ジェンダー研究のフロンティア(F-GENS)、2008） 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

       

 
 

 

 

 



 “To call myself beloved, to feel myself beloved on the earth” 
朝さろん 17th morning 

〈物語の役割(２)〉 
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