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朝さろんの本棚〈28〉 

川上弘美『センセイの鞄』について 
 
28th morning：2013 年 10 月 10 日(木)＠渋谷 

参加者: ８名 

 

 

「センセイの鞄」は、 
 世代を越えた恋愛は如何に可能か、とも読める内容をとおして、一生涯、恋愛に落ちる

可能性を持つ人間を、虚実の皮膜の間で丁寧に見通そうとした作品。 

 
 
【テーマ】 
  〈本棚拝見(リクエスト特集)（１）〉 
 
 
【本】 

川上弘美「センセイの鞄」(文春文庫, 2004) 
[初出：『太陽』1999 年 7 月号－2000 年 12 月号、単行本：「センセイの鞄」平凡社 2001] 

 
 
【川上弘美(かわかみ ひろみ)】 
川上弘美（かわかみ ひろみ、旧姓・山田、1958 年 4 月 1 日－）は、日本の小説家。55

歳。東京都生まれ。大学在学中より SF 雑誌に短編を寄稿、編集にもたずさわる。高校の

生物科教員などを経て、1994 年短編「神様」でパスカル短篇文学新人賞を受賞。1996 年

「蛇を踏む」で芥川賞受賞。幻想的な世界と日常が織り交ざった描写を得意とする。作品

のおりなす世界観は「空気感」と呼ばれ、内田百閒の影響を受けた独特のもの。主な作品

に『溺レる』、『センセイの鞄』(谷崎潤一郎賞)、『真鶴』(芸術選奨文科大臣賞)など。 
 
 
【ストーリー】 
駅前の居酒屋で高校の恩師と十数年ぶりに再会したツキコさんは、以来、憎まれ口をた

たき合いながらセンセイと肴をつつき、酒をたしなみ、キノコ狩や花見、あるいは島へと

出かけた。歳の差を超え、せつない心をたがいにかかえつつ流れてゆく、センセイと私の、

ゆったりとした日々とセツセツとした淡き恋の行方は？ およそ恋愛とは結びつかないは

ずの 2 人―― 38 歳のツキコさんと 70 代のセンセイは、近所の駅前の一杯飲み屋で居合わ

せて以来の仲だ。お互い 1 人で酒を飲み、さかなの好みがよく似ている。 
一方のツキコさんは独身でもてないわけではないのだが、同世代の男性に誘われてもぴ

んとこない。かつては恋人とさえ「ぬきさしならぬようになってしまう」のを恐れていた。

そんなツキコさんが、しだいにセンセイを強く求めるようになっていく。30 歳の年齢差を

超えるというよりむしろ、センセイの老いをしっかりと見つめていくツキコさん。ツキコ

さんのまっすぐな思いをまぶしい気持ちで受け止めるセンセイ。進展しているのかなんな

のか、じれったい、ゆったりとした 2 人のやりとりが、ほかで味わえない安堵をもたらす。 
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【選書理由】 推薦者：K さん 
本書は、派手な設定や物語展開のスピード感、語彙の難しさなどがなくただ、単純な言

葉づかいで物語が進み、淡々と繰り返されるセリフで紡がれています。それら「小さな

石」が起こす静かな波紋が、いかに大きく読者の心を揺さぶるか、物語の持つ“ちから”を
皆さんと一緒に感じたいと思い、選びました。 
 
 
【議題】次の問いについて考えてみましょう。 
 
「センセイの鞄」について 〜「感覚的な愛」と「合理的な愛」〜 
 
「感覚的な愛」とは、“感性”の部分で純粋に相手を好きになることを指します。一

方、「合理的な愛（※或いは合理的な“生活”？）」は、純粋な恋心とは別の部分で、

“自分の都合に合った”属性を含んでいる相手を好きになることを指しています。多くの

人は、誰かを好きになるとき「感覚的な愛」を優先しがちだと思いますが、結婚（婚姻関

係をむすぶ）を意識したとき、あるいは「結婚」というかたちに限らずとも、「ともに長

く一緒にいる」ということをかなえようとしたとき、様々な要素が感覚的な愛の前に立ち

はだかります。好きな相手が自分のことを好きではない、という場合もありますが、その

他にも相手の性別、国籍、宗教、年齢、恋人・配偶者の有無、距離、親の意向、など自分

が思い描く結婚、家庭、将来、つまりは自分の人生というものの中でともに生きる相手と

して、「感覚的な愛」を感じる人が適切かといえば、必ずしもそうではないことが多いの

が現実ではないでしょうか。その現実に適応するため、意識的に、あるいは無意識的に

「合理的な」相手を好きになるよう、恋心を修正していくことが多いのでは、と思います

（それを意識的にすることを“妥協”（※“好き”よりも、“嫌いじゃない”という感

覚？）。 

さて、これらを『センセイの鞄』でみたとき、ツキコにとってセンセイが「感覚的な

愛」、小島孝が「合理的な愛」の象徴として考えられると思います。センセイは長生きを

あまり期待できない年齢であり、「この先、ともに生きていく相手」としては、適切とは

言い難いです。一方、小島孝は独身であり、ツキコに好意を抱き、年齢も同じ。よほどの

ことがなければこの先、数十年ともに生きていける相手です。ツキコが結婚するしないに

かかわらず、この先、誰かとともに生きていくとき、彼女がセンセイ≒「感覚的な愛」を

選択するには、あまりにも心もとない印象。実際、センセイはお付き合いしてから３年で

亡くなります。 

もし、小島孝≒「合理的な愛」を選んでいたら、３０年一緒にいられる可能性がありま

す。センセイを失ってから２７年（もしかして独りで）過ごす日々と、小島孝を得て３０

年過ごす日々。その長い年月と引き換えに選ぶほど、「感覚的な愛」は「合理的な愛」に

勝るのでしょうか。 

 
 
●最初のひとこと感想の際に、簡単でいいので「自分だったら何を遺すか」「自分だった

ら何を遺してほしいか」を挙げてみてください。 
 
 
Q１：ツキコにとって、センセイとの恋愛が、小島孝との恋愛よりも幸せであるとする根

拠はあるのか？ 
なぜ読者はそれを「半ば当たり前」のものと読み、「小島孝との恋愛よりも幸せである」

と感じるのか？ 
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Q２：自分がツキコであったら、どちらとの関係を選択するか？また、それはなぜか？ 
 
 
 
Q３：「（語り手である）ツキコ」が語っている「語りの現在」はいつか？そのことは、

本作の読みにどう影響してくるだろうか？ 
 
 
 
 
◎『センセイの鞄』の作中描写から    
 
・「会わないときも、センセイは遠くならない。センセイはいつだってセンセイだ。この

夜のどこかに、必ずいる。」 
 ⇒センセイとのやりとりを、随分時間がたってから生き生きと思い出して語りなおして

るような雰囲気。思い出だからセンセイはもう「そこ」にいなくて、でも天井見上げて話

しかけたり、答えてもらったり、そういう形でちゃんとつながってるのを信じさせてもら

えるような。 
 
 
・「自分の徳利からツキコさんの杯に酒をつごうとして、二人の間の心地よい距離を無遠

慮に縮めようとする」 
 ⇒巨人が勝って浮かれてしまい、つい、いつもの枠を踏み出してしまったセンセイの胸

中が透ける 

↓ 
・「センセイは正座した自分の膝の上にわたしの上半身をのせ、ぎゅっと抱きしめた。セ

ンセイ、とわたしは言った。ため息のような声で。ツキコさん、とセンセイは答えた。非

常に明晰な、センセイじみた声で。子供は妙なこと考えるんじゃありませんよ。雷を怖が

るような人間は、ただの子供ですからね。」 

↓ 
・「「ツキコさん、ワタクシはいったいあと、どのくらい生きられるでしょう」と聞き、

半開きになったツキコさんの口の中に、左手のひとさし指の先っぽをひゅっとさし入れ

た」 

↓ 
・「「ツキコさん、今からいらっしゃい」」 
 ⇒実にゆったりとした、男女のやりとり。余生が長くないこと、死を背後に感じとるこ

とは、性（官能）を刺激するとも想像され、時間をかけて二人の性愛が描かれていくのが

とても貴重なこと、同時に自然なことにも感じられる。 
 生きることは切ないが、その切なさをどうにかこうにか前向きに受け止めて生きてくた

めにどんなことができるか――。センセイとツキコの関係はそのような問いかけとして読

める。 
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◎『センセイの鞄』に描かれる男女の仲について考える    
 
１.古代ギリシアにおける４つの愛 
 愛の種類 
  ①エロース（性愛）：自己を充実させる愛 
  ②アガペー（真の愛）：神への愛。ある者を他よりも優遇する愛 
  ③ストルゲ（家族愛）：風、火、水、土を結合させる愛 
  ④フィリア（隣人愛）：友愛、友情、友人の友人に対する愛 
 
※ビアス「プラトニック・ラブとは、不能と不感症の間の愛情を指す、馬鹿がつけた名前

である」 
 
２.婚姻と性愛をめぐる「愛」の形式 
  ①異性愛 
  ②同性愛（LGBT を含む） 
  ③純愛（性あり） 
  ④プラトニック・ラブ（性なし） 
  ⑤ロマンチック・ラブ モノガミー（一夫一婦制） 
  ⑥婚外恋愛（不倫） 
  ⑦複数恋愛（ポリアモリー） 
   
※「恋愛」とひとくちに言っても、そこには「結婚（婚姻）制度」や「（近代）家族」・

「社会」との関わりをも問題の範囲と捉えるような、多彩なパターンが存在する。 
 
 
３.過去の朝さろんでの対話から 
 
●コラム【同時代の<恋愛>の感触】より 

 

≪そもそも<恋愛>ってなんだろう。歴史的には、西洋的・近代的な恋愛観は中世のフラ

ンス人が「発見」したものとされる（ルージュモン）。19 世紀フランスの作家スタンダ

ールは 1822 年刊行の『恋愛論』で、中世のフランス人が発見した恋愛を「情熱恋愛

(l'amour-passion)」と名付け「我々にあらゆる利害を無視させる」タイプの恋愛であると

している（スタンダール）。一言でいえば「情熱恋愛」とは「女性優位」の「純潔の愛」

のこと。中世、南仏の詩人たちが歌でこうした「恋愛」を歌い、それによってこうした恋

愛観が全ヨーロッパへ広がった。彼らの歌において、女性はつねに高位にいる美貌と才能

を併せもつ既婚の貴婦人だった。男たちにとっては彼女たちの「愛」はたやすく得られる

ものではない。絶えず犠牲と忍耐を強いられるだけでなく、待つことによって、「愛」は

更に得難いものとなる。人間もこの肉欲を越えた「純潔な愛」を求める過程において、高

められたり強められたりし、崇高の領域に至る。後に、このような愛の物語は 18 世紀、

19 世紀のヨーロッパ文学に現れた恋愛小説の源となった。これは主に男が恋愛＝ロマンス

の主人公であった時代の話。当然いまとは状況が違う。 
こういう歴史的な恋愛観に満足しないで、「いま、改めて恋愛について語ろうと思う」

と誰かがいう時（まさに最近のさろん哲学だ）、その時に、同時代人として、そこに恋愛

の感触を感じ取れるかどうか。それが肝心になる。いや、それだけが、といってもいい。
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恋愛がもたらす複雑で猥雑で稚気に溢れた関係性を問題にするからこそ、それを語ること

の愉楽と苦痛が同時に訪れる。けれど、経験だけに偏ることなく、また恋愛を欲望するこ

との快楽に身を委ねることなく、恋愛を俎上にあげて思考すること。そこへと回路を開く

こと。 
いったい、21 世紀の＜恋愛＞感触って何だろう。恋愛はひとりではできないのだから、

恋愛（体験）が個人的な感覚・思考・行動様式に留まらず、原則的には二者間での交流が

前提になることからは逃れようがない。完璧にコントロールされた恋愛や、想定外を計算

に入れない恋愛関係を仮定するならば、あくまで一個人のなかで完結した内的対話・経験

としての恋愛ワールドに閉じられてしまう。でも、思い通りにならないことが沢山あるか

らこそ人間は恋に落ちる。恋愛をめぐる多彩な出来事は、感情と肉体の交流という複雑に

してじつに奥深い、人間味溢れた部分が起こすメロドラマに見えたりする。そんなメロド

ラマだから、二人の間で取り決められた愛の契約は往々にして完遂されず、一方的に破棄

されたり、不履行されたり、無視されたりしてしまう。それでもみんな悦んでそのメロド

ラマの主人公になりたがる。物語を謳歌したがる（ように見える）。 
でも現代の＜恋愛＞状況はとっても厳しい。社会調査の一例ではこう指摘される。平均

結婚年齢は右肩あがり、結婚を選ばないカップルも増え続け、30 代 40 代でパートナーを

持たない人の数も相当なもの。けれど潜在的な恋愛欲求（結婚願望）が減退しているわけ

でもない、と。 
そう。いまという時代は、（大袈裟にいえば）20 世紀までの＜恋愛＞様式が終わったあ

となのだ。その終わったあとから＜恋愛＞を考えること。それがこの同時代なんだといえ

る。この状況下で、敢えて「恋心とは何か？」といったり「嫉妬は悪か？」と語りあうこ

とに積極的な意味を見出そうとしているのが、最近のさろん哲学なのだと考えるべきじゃ

ないだろうか。それは、年齢も経験も国籍も多彩な大勢の参加者での対話を通じて、こう

した同時代的状況に形＝コトバを与えることだ。 
恋愛小説の名作『草の花』（福永武彦）にこういうシーンがある。 

＜結婚した千枝子からの手紙に、「わたくしは(略)この生きた血と肉のあるわたくしと

して愛されたいと思いました。」「汐見さんはこのわたくしを愛したのではなくて、わた

くしを通してある永遠なものを、ある純潔なものを、ある女性的なものを愛したのではな

いか」と書いてあった。＞ 
これは（スタンダール的な）19 世紀的な恋愛観へのアンチテーゼだ。精神的な側面に終

始することなく、純潔な愛を追い求めるのみならず、生身の一個人として相手の眼の前に

立つこと。ここには僕らがより身近に感じることのできる、具体的な＜恋愛＞の感触が想

像できないだろうか。 
でもまだ十分じゃないような。僕らのいま立っている時代の＜恋愛＞感触には及ばない。

だから、先に挙げた同時代の社会的な側面にも注意しながら、さらに回路を繋いでみたい。

＜恋愛＞感触って、自身の欲望に忠実な「利己主義」的な恋愛、とか、恋愛対象に尽くす

「利他主義」的な恋愛、っていうようなものとはまったく違うものだ。恋愛には、自分の

好きなようにやることが相手の好きなことと一致するような時がある。自身と相手の間で

全感覚的に感応しあえる時というべきか。あるいは「私」という自我が相手との関係性の

中で奇跡的に消滅する一瞬、というべきか。利己的・利他的という二項対立を遠く離れて、

自分の欲望に忠実でいることが相手の幸福に転換する地平を夢見られること、それが恋愛

のすごいところだ。 
そういう地平をどうやったら夢見られるか。どうやったら維持できるか。永遠の愛や揺

るぎない絆を手に入れようとする時、なにがその鍵になるのか。その手掛かりとなるよう

な手触りが、僕らをとりまくメロドラマの中にどのような形で内包されているかに気付き、

そこを堀っていくこと。そのなかで僕らの＜恋愛＞をパフォーマンスしていくこと。≫ 
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●コラム【《場所》と《居場所》と】より 
 
≪本邦において恋愛はどのように語られたか。基督教的思潮から受けた西欧文化の刺激

を土台とした巌本善治の『女学雑誌』に、「厭世詩家と女性」が発表されたのは明治 25 
年 2 月。基督者である北村透谷はこの中で、妻ミナとの恋愛経験をもとに愛と現実の矛盾

を論じ、恋愛に自由と理想を求めた結果「恋愛は人生の秘鑰 (ひやく、秘密を明らかにす

る手段のこと)なり、恋愛ありて後人世あり、恋愛を抽(ぬ)き去りたらむには人生何の色味

かあらむ」と宣言した。これが恋愛至上主義のはじまり。そしてこれが近代のロマンティ

ック・ラブ・イデオロギーを孕む契機となった。 
でも、現実に日本で恋愛結婚の割合が見合い結婚を上回るようになったのは、改正民法

（昭和 23 年）が定着し始めた 60 年代になってからのこと（遠藤郁子(2006)「恋愛観の変

遷」）。以後、結婚は恋愛に基づくべきという考えが定着する。一方、1975 年以降、今度

は恋愛が結婚から分離し始め、結婚を前提としない恋愛が容認されはじめる（山田昌弘

(1996)「結婚の社会学」）。80 年代には婚姻外でのセックスに対する社会的な受止め方も

変化し、『ノルウェイの森』(1987)のような小説が大ベストセラーとなっていく。 

さて、「恋愛は、自分という存在を培ってきた家族関係に大きな影響を受けながら、一

方では、その家族関係からの離脱に繋がっている。つまり、恋愛とはそれまでの自分の拠

り所であった家族という場所を喪失する事態でもあるのだ。拠り所をなくした際に、新た

な拠り所を得ようとするか、自立を試みるかによって道は大きく異なる。恋愛を家庭に代

わる新たな拠り所とするのか、それとも、拠り所のない孤独を受け入れたうえで恋愛と向

き合えるのか」（遠藤(2006)）という問題については、サードプレイスという見方を採る

以上、恋愛が新たな拠り所になるという前提で話を進めたい。なぜならパートナーとして

相互に承認された時には、お互いがお互いにとっての特別な存在、拠り所になるからだ。 

それは、田辺聖子『言い寄る』(1974)、吉本ばなな『キッチン』(1987)、唯川恵『肩ご

しの恋人』(2001)と読み継ぐことで更に深く納得される。40 年近く前に発表された『言い

寄る』(1974)はこの中でもっとも古い。でもそこには「近代恋愛小説の観念の臭みがない。

性愛や官能を罪悪視する青臭さがない」（鈴木啓子(2006)「極上の恋愛小説を味読す

る」）のだ。同じく性描写が満載な『ノルウェイの森』で村上春樹が、「死は生の対極と

してではなく、その一部として存在する」と観念的に語るのに比べ、前掲の鈴木は田辺の

恋愛小説を「<死>の対極にあるのは、<生>ではなく、<恋>なのだ」と指摘する。「恋愛

は、命の無情と密接にリンクしている」のだから「やがて老いて死んでいく命の哀しみを

紛らし、癒すため」に、「死を身近に意識したとき、人は再び誰か恋せずにいられないこ

とを作者は示唆している」（同上）と。 
でも田辺の恋愛小説は異性愛ばかり。「結婚しなくても、しても、人生の苦や楽は同じ

ようについてまわるのだ。(略)ただ好ましいのは、そして楽しみなのは、一緒にいて弾力

ある快楽を与えられる異性である」（田辺聖子『魚は水に、女は家に』 (1979)）。だから

死の対極として人生の拠り所になるのは、異性との恋愛だけなのか、という批判は容易に

想像できる。 
『言い寄る』から 13 年。性愛や官能に明け透けで開放感のある小説世界が育んだ読者

の中から、新しい感性が芽吹く。吉本ばななが『キッチン』(1987)で描いたのは、異性愛

を越えた家族だった。性転換して女性になりゲイバーで働く母・えり子と息子・雄一、居

候のみかげ。そんな非血縁家族の中で共有される親愛の情感、そして、そこから生まれで

る恋愛への予感。そう。異性間の関係は、そのように複式的に緩やかに結ばれ、性と恋愛

と結婚と生殖が芋づる式に繋がるような窮屈なものではない。そういう関係性の中で、み

かげと雄一はお互いの拠り所になっている（ちなみに広辞苑から、同性愛が「異常性欲」

だという記述がなくなったのは、1991 年のこと）。 
『キッチン』から 14 年。唯川の『肩ごしの恋人』(2001)でもその感性は響いている。

その上、さらに多様な表情を見せる。田辺の時代であればハイ・ミス、当世風ではアラサ
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ーにあたる萌は、15 歳の崇に親愛の情を抱く。そして身籠る。だが萌の脳裏に結婚の二文

字は浮かばない。幼なじみで親友のるり子の提案で、三人の家庭を選択していく。ここで、

萌とるり子は互いの拠り所になっている（それに、そういう関係になってもるり子はゲイ

のリョウに執心する！）。 
ここまでを辿ってきて、変化の大きさには驚くばかりだ。恋愛の対象も、結婚の是非も、

家族の定義も、再生産（生殖）の要否も、人生の選択肢として最大級のもの。そしてそれ

が、この時代を生きるすべての個人の双肩にかかってくる。 
ファーストプレイスである「家族」にしても、親密性に媒介された共同的な生活空間と

しての「家族」と、労働力及び世代の再生産の場としての「家族」としての両方の見方が

できるし、後者の視点に立てば、生物学的性差（再生産を可能とする、男女という対）へ

のこだわりがどうしても生まれてくる。例えば東浩紀はここから、「<女性が類として出

産する器官を独占していること>と<女性が個として出産を選択しないこと>をどう両立さ

せるのか」という問題系を挙げてみせる。併せて彼は「<人間が類として少数派を生み出

し、それをリスクと感覚すること>と<人間が個として多様であること>をどう両立させる

のか」という問いも提示する。 
恐らくは、こういう問いに応えていくことが同時代者の倫理的な使命なのだろう。そし

てこういう問いと無関係なところにいられないのが現代という時代。自分自身が当事者で

なくても、自分の家族が、友人が、或は子どもが当事者である可能性は決して少なくない。 

問題を前にして先人たちは、自らの人生をかけて、孤独な営為として、それぞれの時代

を生きる個人を表現してきた。この瞬間もまた同様だ。 

そのように紡がれてきた表現の織物に寄り添い、共感する作品を見つけられたとき、自

身の人生がより深いものになる。みかげと雄一、萌とるり子、剛と乃里子。それぞれが、

結婚したいわけではないが必要な存在なのだ。それはまぎれもなく拠り所だと思う。≫ 
 
 
【解題】「センセイの鞄」について 
● 恋愛主体としてのアラフォー女性を、非婚率・晩婚率上昇の世相を透かし見るような形

で作品化した。 
 
● 非婚化・晩婚化で、かつセンセイが高齢であるため、「合理的な愛」ではなく、「感覚

的な愛」（≒純粋恋愛）の魅力（価値？）が、復権しているように読める（もちろん小島

という「合理的な愛」選択肢は読者に残されてはいるのだが） 
 
●『センセイの鞄』の原点になった短篇＝『まぼろしの海』について 
『別冊太陽 日本の心 105 一度はお参りしたいあの人のお墓』（1999 年 4 月 25 日号）に

収録。ここにあるのは『センセイの鞄』の骨組み部分であろう。本作は久々にあったセン

セイとその先生の恩師の墓（＝内田百閒がモデルか）を探すというストーリーである。初

期川上作品にあるどこか非日常的な部分、や永遠に終わらない迷宮のような墓地の描写な

どが描かれている。 
『センセイの鞄』自体は恋愛小説として認識されているが実際にはその所々に見え隠れす

る日常と非日常を行き来する様子を丹念に描いたミステリアスな話でもある。『まぼろし

の海』はまさにそれを凝縮したようなもので恋愛的な要素はほとんどない。 
 
●内田百閒について 
内田栄造 （1889-1971）明治 22 年 5 月 29 日－昭和 46 年 4 月 20 日、82 歳没（覺絃院殿

随翁栄道居士）、東京中野・金剛寺。 
 この作家の文学には贅沢さがある。それは目的よりその行程を楽しむことに本質をもと

める態度にあると云われている。漱石の門下として、その作品は、師の影響を最も強く受
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けていた。「百鬼園」の別号を持つ内田文学の真骨頂である夢幻と滑稽は、昭和 46 年 4
月 20 日午後 5 時 20 分、東京・麹町の自宅で老衰により逝去するまで、多くの作品群にち

りばめられた。代表作に「阿房列車」「ノラや」「サラサーテの盤」など。 
 

 「お父様」と私は泣きながら呼んだ。 
 けれども私の聲は向うへ通じなかったらしい。みんなが静かに起ち上がって、外へ出て

行った。 
 「さうだ、矢っ張りさうだ」と思って、私はその後を追うはうとした。けれどもその一

連れは、もうそのあたりに居なかった。 
 そこいらを、うろうろ探してゐる内に、その連れの立つ時、「そろそろまた行かうか」

と云った父らしい人の聲が、私の耳に浮いて出た。私は、その聲を、もうさっきに聞いて

ゐたのである。 
 月も星も見えない、空明りさへない暗闇の中に、土手の上だけ、ぼうと薄白い明りが流

れてゐる。さっきの一連れが、何時の間にか土手に上って、その白んだ中を、ぼんやりし

た尾を引く様に行くのが見えた。私は、その中の父を、今一目見ようとしたけれども、も

う四五人の姿がうるんだ様に溶け合ってゐて、どれが父だか、解らなかった。 
 私は涙のこぼれ落ちる目を伏せた。黒い土手の腹に、私の姿がカンテラの光りの影にな

って大きく映ってゐる。私はその影を眺めながら、長い間泣いてゐた。それから土手を後

にして、暗い畑の道へ帰って来た。 
（『冥途』） 

 
 
 
【まとめ】 
  

こんにちを生きる私たちにとって、「恋愛」と「結婚（制度）」は並行なものだという

感覚は共感できるものではないでしょうか。この二つを必ずしもセットに考えない、だか

らこそ「恋愛」の可能性と「結婚（制度）」の功罪、なによりこの二つがどういう関係性

の上にあるのかという、非常に現代的な問題に接近できる作品だと感じます。 
 推薦者は「この小説は何を表現しているのか？」「この作品の意味はなにか？」という

ような大上段から説明するようなことをせず、自身の違和感と共感を頼りに、じっくりと

作品に向かい合う中で、問題を掘り下げ提示してくれました。  
 今回の推薦書および推薦理由を拝見し、《「感覚的恋愛」と「合理的（理知的）恋愛」

があるとしたら、二人はどうだろうか？》など通じて、当たり前なくらい当たり前になっ

てしまった≪恋愛（恋心）≫をもう一度みんなで考えてみる機会になったらおもしろいと

思いました。特に、≪恋愛（恋心）≫について、イメージを持ちやすいし、それに対する

理想や現実も持っていると思います。であればこそ、「私は●●に思うけど、みんなはどう

か？」という具体的な問い掛けが、参加者の数だけの意見が提示される可能性もあり、か

つ、対話も盛り上がりそうでいいのではないかと。「感覚的」と「合理的」の関係性を問

う先に、（本作ひとつでは充分ではないかもしれないけど）「婚姻制度（≒結婚）」と

「恋愛」の関係に絞って考えてみる別テクストがあっても、面白いと思い、いずれ朝さろ

んで正式に取り上げたいと考えました。 
 

 
⇒ 〈本棚拝見(リクエスト特集)（２）〉  

「夢十夜」夏目漱石（『夢十夜 他二篇』(岩波文庫)所収） 
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