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朝さろんの本棚〈22〉 

青山七恵『かけら』について 

 

22nd morning：2013 年 4 月 11 日(木)＠渋谷 

参加者: 9 名 

 

 

【テーマ】 

  〈人とつながってる？（１）〉 

 

【本】 

 青山七恵『かけら』(新潮文庫, 2012) 

[初出：「新潮」2008 年 11 月号、単行本：『かけら』新潮社(2009)] 

 

【青山七恵(あおやま ななえ)】 

1983（昭和 58）年、埼玉県大里郡妻沼町（現：熊谷市）出身。筑波大学図書館情報専門

学群卒業。卒業、旅行会社に入社。2005（平成 17）年「窓の灯」で文藝賞受賞。2007 年「ひ

とり日和」で芥川賞受賞。2009 年「かけら」で川端康成文学賞を最年少で受賞。著書に『お

別れの音』『わたしの彼氏』『あかりの湖畔』『花嫁』などがある。 

 

【ストーリー】 

家族全員で出かけるはずだった日帰りのさくらんぼ狩りツアーに、ふとしたことから父

と二人で行くことになった桐子。口数が少なく、「ただのお父さん」と思っていた父の、意

外な顔を目にする…。 

 

 

川端賞受賞のことば（青山七恵）； 

 

「かけら」を書くにあたって、初めて取材旅行をした。バッジをつけてバスに乗り込み、

添乗員に誘導されるがまま、さくらんぼ狩りをし、きのこの栽培室を見学し、高原を散策

した。そして翌日から書き始めた。 

 小説を書くときには、何回も主人公の目を借りる。主人公に見えているもの、見えてい

ないものは何か、考える。旅行から帰って校了までのあいだ、頭の中で私は何十回とはと

バスに乗り、さくらんぼを食べ、高原のベンチに座った。小説が完成するにつれて、自分

が過ごした一日の記憶が、主人公が過ごした一日の記憶により鮮やかに塗り変えられてい
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くのを感じた。 

 小説を書くという体験の新しい一面を知った、思い出深い作品だった。受賞することが

できて、今、本当にうれしい。 

 

 

 

 

【議題】次の場面について考えてみましょう。 

●議題１ 

「わざわざ神奈川の奥地の大学を選んで家を出た」桐子にとって、「写真教室」（p19）に通

うことにはどんな期待（意味）があるでしょうか。 

 

・「友人に誘われて先月入った写真教室」、毎週木曜 

・カメラを買ったが、「買ってしまえばそれが新しい趣味になるだろうと思っ」ている 

・そのカメラは「手のひらでごつごつと角ばって、扱いづら」い。 

・写真教室にいるカメラを首から下げたかっこよく見えるひとたちと比べ、「自分はそうい

うのとはちょっと違うような気」がしている。 

 

 

 

●議題２ 

「お父さん、そんなふうだとそのうち全部忘れちゃうよ」 

「ああ、そうだな」 

父は力なく笑った。それもすぐに鐘の音にかき消された。 

「それに、もっと主張しないと、あたしたちからだって忘れられちゃうよ」 

「いいよ。お父さんは実際、いないようなものだ」（p41）の発言に込められたものはなん

でしょうか。 

 

・このやりとりのあと父が「かけら」について語る。 

・「今、見ているものとか、ここにあるもの全部。お父さん。桐子。あの鐘。全部。これが

お父さんの主張」と桐子の望んだ「主張」をしている。 

・兄の台詞「桐子、お父さんに難しさを感じたのか？ お父さんはむしろ簡単だぞ」 
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【解題】本作「かけら」について 

父の「忠雄」と主人公で娘の「桐子」との奇妙なさくらんぼ狩りのお話しです。大きな

事件やドラマが起こるわけではなく、ツアーから帰ってきて二人の関係に変化が見える、

というわけでもないようです。タイトルの「かけら」にあるように、ごく些細な生活の隙

間や肉親と過ごす何気ない時間に潜む「なにか」について描かれた小説だと言えるでしょ

う。この「かけら」とは何でしょうか、というのが作品の主題になっているのは明白です

が、作者の筆致は「かけら」そのものよりもむしろ、その「かけら」が存在感を持って立

ち上がってくる瞬間に焦点をあてて書いているようにも思います。 

 

 

① 《桐子にとってのさくらんぼ狩りツアー》 

写真教室の課題である「かけら」をテーマにした写真撮影、の意味があった。 

ところが、 

・「カメラをケースにしまい、それをまた、トートバッグの中にしまった」という様に、積

極的に使おうとしていない。 

・序盤は「退屈なので、しまったカメラを取りだしてバスの中から窓の外の風景を何枚か

撮った」程度。 

・一眼レフが「手になじまない」桐子だが、「彼氏に写真を撮って送ってみようと携帯電話

を取り出して」みるなど、積極的に写真を撮ろうというシーンもある。ただし写真課題

とは無縁。（そして電波が圏外） 

・しかし、父が言った「きれいな庭の家」に興味を覚え、「首から下げたカメラ」の姿で「体

育の授業のように真剣に走って」探し回る。（しかし見つからない。この解釈を考える） 

・結局、「写真を現像に出したのは、三週間以上もたってからのこと」で、「カメラケース

ごと部屋のテレビ台の上にうっちゃっておいた」。 

・写真教室では「これまでに撮った写真の中から数枚を適当に選んで、提出」した。 

↓ 

桐子にとっての写真教室がどんなものであるかが、桐子が一眼レフカメラを扱う動作に

沿って読んでいくことで見えてくる。 

本作は「綿棒のようなシルエットの父」で始める作品冒頭部で「首もとまできっちりボ

タンをとめたポロシャツ姿の父は、そういう風景に貼り付けられた一枚の切手みたいだっ

た」という語りが出てきたり、結部で「バスの中から撮ったぶれた写真、そば畑の写真、

その向こうの山並み、さくらんぼを食べる人たち、あぜ道、丘から見た霧ケ峰……切り取

られて、音も匂いも失った風景たち」と語られるように、一貫して、日常を桐子という観

察者のフレームで切り取ること、つまり写真を意識した語りになっている。 

↓ 

  写真（で切り取った部分）＝かけら≒短編小説   
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②《「わたし」と父の関係の変化》 

・二十歳の女子大生 

・「後ろの女たちと同じくらい浮ついた若者にみえているのだろうか」と自分を客観視。 

・父と二人で出掛けた記憶がない。家族のなかでとりわけ「父」がエアーポケッ 

トのような存在になっている 

・「父と二人で出かけた記憶をどうにか思いだそうとしている」のは「会話の糸口にしよう

としているのかなんなのか」 

・「二人が『父と娘の対話』というコントか何かをやっているような気持ちになった」 

・「自分は今こうして二十歳になってはいるものの、父ときのこだとか物事の価値だとかに

ついての議論をするほど大きくなってはいない、という感じがした」 

↓ 

ツアーを通じて、父との関係が変容していき、そのことで桐子は自分自身をさらに深く

理解する契機ともなる。（≒父との関係に変化の兆し（回復？）） 

 

 

③《父像の変化》 

10 代中頃：父と兄のケンカ 

「父への興味が消えてなくなっていくのを感じた」。 

「同情とも軽蔑ともつかない気持ちだけが残った」。 

「どうせ父のほうに正当な理由があるのだろうけれども、わざわざ本人に聞くほどの興味

ももはや覚えていなかった」。 

 ☞「結局、彼はただの「お父さん」だという結論」 

20 歳：父の人助け 

「見てはいけないものを見てしまったような気がし」た。 

「父がわたしや兄や母を助けたという記憶を、今見た光景と同じくらい鮮やかに思い出す

には、もう少し時間と手がかりが必要だった」。 

「光景がなかなか記憶の襞になじまず、頭の片隅に居座っている」。 

「兄と殴り合いをしている父を見たときと同じような気持ちを思い起こさせ、その気持ち

は、やっぱり来なければよかった、という結論に向かってもう坂を下り始めている」 

☞しかし同時に、「父が一人前の男（≒「遠藤忠雄」）として人の役に立っているのを見

るのは」「好奇心が勝って目が離せない」というように、観察者としての桐子の興味を

強く引いている。 

↓ 

ツアーでの父の機敏で男らしい人助けが、10 代の時の、 

 

＜年頃になったわたしが父を「お父さん」でなく「遠藤忠雄」という人間として観察して
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みようとしても、磁石の同極同士のように、「お父さん」以外の視点を持ったわたしから、

「遠藤忠雄」は一定の間隔でふよふよと逃げてしまうようだった＞（p17） 

 

という感覚がもう一度再生される契機になった。桐子のなかで「お父さん」と「遠藤忠雄」

という本来一体であるものが、ようやく重なり合おうとしている。 

 

 

 

④《「かけら」の解釈をめぐって》 

桐子： 

「例えばあそこに見えてる金物店の看板とか、あの木の下に転がってる空き缶みたいな

やつとか、そういうのじゃない。よくわかんないけど」 

「たぶん、世の中はかけらであふれてるって言わせたいんじゃないの」 

「どこかに一つ大きなアルプスという山があって、あそこに見えているのはそのかけら

と言えないこともないだろう」 

父： 

「今、見ているものとか、ここにあるもの全部。お父さん。桐子。あの鐘。全部」 

↓ 

発言内容だけを見れば、大きな差異を読み取りにくい。しかし発言されたコンテクスト

は大きく異なる。そうなのだが、桐子のなかで「お父さん」と「遠藤忠雄」の像（≒かけ

ら）が重なっていくように、父の発言内容に桐子が深く心を奪われていく。 

↓ 

「父の言うとおり今見ているもの、ここにあるものの全部が何かのかけらだとすれば、そ

の何かはどんな形をしていて、どれほどの大きさをしたものなのか」 

 

 

◆解題 

 「わたし」と「お父さん」という家族としての当たり前だった時代が、「わたし」は成長

することで「遠藤桐子」という一人の独立した人格を持った存在であることを意識するよ

うになる。そのような視線はそれまで「お父さん」としてしか見ていなかった父親を「遠

藤忠雄」という一個の人間として観る視線へとつながっていく。だが年頃になった「わた

し（＝遠藤桐子）」は、父と兄の殴り合いの喧嘩が契機となり、「お父さん」と「遠藤忠雄」

をつなぐ線を掴めないまま時を過ごしてしまうことになった。父と娘の対話、という言及

にあるように、「遠藤桐子」と「遠藤忠雄」という独立した人間同士の間で行われる対話の

ような機会をずっと持てないままでいた。 

 しかしさくらんぼツアーで思わず父の「一人前の男」としての姿を見、「目が離せなく」
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なることで、「一定の間隔でふよふよと逃げてしま」っていた「遠藤忠雄」のかけらを取り

戻すことになり、そのことで父をさらに理解し、そのような理解に達した桐子は自身を「こ

うして二十歳になってはいるものの、父ときのこだとか物事の価値だとかについての議論

をするほど大きくなってはいない」という風に、より正確に自身を理解できるようになっ

た。これを桐子の人間的な成長と読むことができる。 

その結果、「あたりさわりのない」「平凡な写真」の中に「何か美点を見つけられはしな

いかと」写真を「一枚一枚じっくり眺める」態度につながる。これは「桐子の言う、普通

っていうのはなんだ」という父の発言に象徴されるように、毎日の凡庸な生活を「ここに

あるものの全部が何かのかけらだとすれば、その何かはどんな形をしていて、どれほどの

大きさをしたものなのか」という転換をもたらし、「美点を見つけられはしないか」と充実

感を持って生きていくことにもつながっている。 

桐子が写真（＝カメラ）を通して手に入れたのは、「新しい趣味」ではなく、世界がきら

めく「かけら」でできていると感じられるような、新しい視座の獲得だったのではないだ

ろうか。 

 

 

【まとめ】 

 

今シーズンは当初〈わかりあうって何だろう？〉という仮タイトルでした。 

自分と他人は「違うものを信じている」という現実がある。この決定的な事実がありな

がらも、人と人が思いをわかちあったり、共感し合ったりもできる。だから原点ともいえ

る「わかり合う」ということについて次のシーズンでは考えてみたい、そんなことを漠然

とおもっていました。 

ところが今シーズンで取り上げる短編群を読んでわかるように「わかり合う」そのこと

よりも、人と人がどうつながっているか、そこに関心を寄せ、鮮やかに切り取っているも

のがとても多いのが昨今の小説に現れる特徴のひとつです。「わかり合う」の前に誰かと「つ

ながっている」状況がある。今シーズンでは当たり前ともいえるそんなところに焦点をあ

てて考えていきます。 

 

⇒〈人とつながってる？（２）〉へ 

 

〈人とつながってる？（２）〉 5/9「パーク・ライフ」吉田修一（文春文庫） 

（『パーク・ライフ』所収） 

〈人とつながってる？（３）完〉 6/13「七番目の男」村上春樹（文春文庫） 

（『レキシントンの幽霊』所収） 
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・青山七恵『ひとり日和』（河出文庫, 2010） 

・青山七恵『わたしの彼氏』（講談社, 2011） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～父との思い出～ 

 

父とは折合いが悪く、まともな話し合いができなかった。そういう点では桐子に近いも

のがあるかもしれない。無視をしているわけではないし、一緒にいる時に会話をしないわ

けでもない。しかし心の奥底で「このひととはどこまでいってもわかり合えないのだろう」

という無力感を持ったままでいた。殴り合いの喧嘩とはいわないまでも、かなり生々しい

口喧嘩を沢山してきた。そんな父と趣味の話などに一緒に興じていれば、「へえ、桐子んち

って仲いいんだなあ」と能天気にいう桐子の彼氏のように、他人の眼には写るのだろう。

自分が彼氏の立場だったとしたら、やはり、そう思うかも知れない。自分の眼に見えてい

るものがどれだけ部分的なものか、ということを「かけら」は教えてくれる気がする。（s） 

 

 


