
“a house without books is like a room without windows” 

夜さろん 第 9 夜 

Re: 〈人とつながってる?〉 

 
2014年 2月 21日(金)＠表参道  

参加者: 6名 

 

夜さろん 第９夜 ～吉田修一『パーク・ライフ』を読む～         

 

【テーマ】 

  Re:〈人とつながってる？〉 

 

【本】 

吉田修一『パーク・ライフ』(文春文庫, 2004) 

[初出：「文學界」2002年 6月号、単行本：『パーク・ライフ』文藝春秋(2002)] 

 

【吉田修一(よしだ しゅういち)】 

1968 年長崎県生まれ。97 年に『最後の息子』で文学界新人賞を受賞し、デビュー。2002
年には『パレード』で第 15 回山本周五郎賞、『パーク・ライ フ』で第 127 回芥川賞を受賞。

『パレード』は後に行定勲監督により映画化された。若者の都市生活を描いた作品が多か

ったが、殺人事件を題材にした朝日新聞連載の長編『悪人』で第 61 回毎日出版文化賞と、

第 34 回大佛次郎賞を受賞する。その他主な著書に『東京湾景』『さよなら渓谷』などがあ

る。また作品は英語、仏語、中国語、韓国語にも翻訳。世界で注目される日本人作家でも

ある。2010 年、『横道世之介』で第 23回柴田錬三郎賞を受賞。 

 

【ストーリー】 

公園にひとりで座っていると、あなたには何が見えますか?スターバックスのコーヒーを

片手に、春風に乱れる髪を押さえていたのは、地下鉄でぼくが話しかけてしまった女だっ

た。なんとなく見えていた景色がせつないほどリアルに動きはじめる。日比谷公園を舞台

に、男と女の微妙な距離感を描き、芥川賞を受賞した傑作小説。 
ひょんなことから知り合った女性と、日比谷公園で再会。以来約束するでもなく、逢瀬

を重ねるぼくは、別居中の先輩夫婦宅で何故だか一人暮らし。取り残されたペットのサル

（その名もラガーフェルド）の世話をしながら、ON は職場近くの日比谷、OFF は自宅近

くの駒沢公園で一息ついている。何もしない、という時間が見事に一編の小説に。 
 
【お題】次の場面について考えてみましょう。 

 
最終シーン以後、主人公「ぼく」と「スタバ女」の関係はどうなるとおもいますか？ 
そう考えた理由もあわせて教えてください 
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“a house without books is like a room without windows” 

夜さろん 第 9 夜 

Re: 〈人とつながってる?〉 

 

参加者からのお題（当日発表） 

 

●宇田川夫妻は今後どうなるか？ 

●“公園”の存在意義ってなんだろう？ 

●公園に代わる空間としたらどんな場所があるだろう？ 

●「○○団地三丁目公園」みたいな公園でも、小説の舞台になり得るのか？ 

 （“公共”が成り立つ公園のサイズみたいなものがあるか？） 

●「スタバ女」が「ぼく」を写真展に誘ったのはなぜか？ 

●（各参加者が）ささやかに大事にしていることはなに？ 

（ささやかで自分にとっては素敵なこと。） 

●「スタバの味がわかる女」ってなんだろう？ 

●「ぼく」はなぜ、夜眠れないのだろう？ 

 

 

【解題】「パーク・ライフ」について 

◆第 127 回芥川賞の受賞選評より； 

「無理がない。意図的に力を加えたり主張

したり整えたりする作意が見えない。」「人

間を見る目が随所で鋭く光り、たった一行

で、さりげなく決定的なインパクトを読者

に与える。」「それにしてもこの透明な気配

はどこから来るのかと考え、若い主人公の

周辺に性の煙霧が無いせいだと気付いた。

性欲が無ければ、遠近のバランスや歪みや

濃淡が消えて、文学はかくも見晴らしが良

くなるのだ」 
高樹のぶ子 

 

「他の候補作に擢んでる完成度が見られ

た。」「いわばライフのない場所でも現代の

ライフの光景が鮮やかに浮かび上ってい

る。」「結末の女性の決断が具体的には何を

示すかが不明であるにもかかわらず、公園

を吹き抜けて去る爽やかな風の如くに読む

者を打つ」 
黒井千次 

 
「前回の候補作までは、途中で無意味な大

迂回や出っ張りがあったり、要の位置がず

れていたりして、折角の良さが充分に生き

ていなくて惜しまれた。」「「パーク・ライフ」

の完成度はきわめて高い。」「人間が生きて

在るとは、どういうことなのか。そのこと

がまことに伸びやかに、深く伝わってく

る。」「秀作と呼ぶのに、何のためらいもな

い」 
河野多恵子 
 
「最初の投票で、ああもうこの作品が受賞

だなと選考委員すべてが思うほどに高得点

だった。」「私には不満なところが多い。」「私

は「ひとつのドラマ性」が 欲しかった。吉

田氏はあえて淡彩すぎる描き方をしたので

あろうし、その意図は成功したようである

が、私はそこのところで、作者が力技から

逃げたというふう に感じた」 
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“a house without books is like a room without windows” 

夜さろん 第 9 夜 

Re: 〈人とつながってる?〉 

 

宮本輝 
 
「《主人公》としては、女性の名前を知らな

いのだから、《あなた》と言うよりほかにな

い。しかし普段なら、対者が誰であれ、《あ

なた》と呼ぶよりほかにない場面に立ち至

ったなら、《主人公》はおそらく質問を銜ん

で口をつぐんだことだろう。始めに《あな

た》なし、である。」「多くの若手の作家が

できるだけかるく遊んで来た、問題（ルビ：

プロブレム）である。しかしここでは眼が

よほど綿密に、つれて重くなっている」 
古井由吉 
 
「なぜかどこか希薄な印象を否めない。」

「しょせん擦れちがいの場でしかない大都

会の公園における群像というのは洒落た設

定なのに、その切り口が十全には生かされ

ていない。だから強い驚きも共感も湧いて

こない」 
石原慎太郎 
 
「いたく感心したので、躊躇なくこれを推

した。ちかごろは、この『パーク・ライフ』

のように隅々にまで小説の旨味が詰まって

いる作品に出会うことがむつかしくなっ

た。元来小説というものがすべてそうであ

るべきなのに」 
三浦哲郎 
 
「小細工や借り物のエピソードが一切なか

った。」「作者は意識して偽物の緊張や恥ず

かしい小細工を避けたのだ。その結果、吉

田氏の作品は「何かが常に始まろうとして

いるが、まだ何も始まっていない」という、

現代に特有の居心地の悪さと、不気味なユ

ーモアと、ほんのわずかな、あるのかどう

かさえはっきりしない希望のようなものを

獲得することに成功している」 
村上龍 
 
「ぼくはまったく評価できなかった。現代

風俗のスケッチとしても、もう少し何か核

になる話があってもよかったのではない

か。」「この話の中のすべての会話を『イカ

ロスの森』のターニャの挨拶一つと比べて

いただければぼくの真意は伝わるだろう」 
池澤夏樹 

 
 

◆同時期に執筆された「パレード」との比較 

 作品について  

吉田修一の第一長編。2002年刊。山本周五郎賞受賞作。2010 年に行定勲監督・脚本で映

画化された。映画版は、第 60回ベルリン国際映画祭にて国際批評家連盟賞を受賞 

 ストーリー  

先輩の彼女に片思いをする大学生、恋人を追いかけ上京し彼からの連絡をただ待つだけ

の美女、酒癖にいささか難のあるイラストレーター、そのイラストレー ターがお持ち帰り

した男娼、映画配給会社に務める健康オタク。大した理由もなく２LDKのアパートで共同生

活を送る男女５人。上手くやっていくために、本 音はオブラートに包んで暮らしている。

そんな現代的人間関係の中、繰り広げられる日々の中である事件が…。 
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“a house without books is like a room without windows” 

夜さろん 第 9 夜 

Re: 〈人とつながってる?〉 

 
◆「パレード」の第 15 回山本周五郎賞受賞選評より； 

「最初に読んだときは、才気が弾けていて、

今の若い世代の生活実感というものがよく

伝わってきて、一気に読んで、これは四点

だなと思ったんです。」「この軽さはとても

いいんですけど、その底にもっと辛辣な目

と批評精神がほしかったと思いました」 
長部日出雄 

 

「非常に巧みな構成だと思いました。」「い

ちばんしっかりしていた人が実は通り魔だ

ったというのも恐ろしいんですけれども、

それに気づいていながら一緒に暮らしてい

けるというところの恐ろしさ。そういうこ

とも現代ではあるかな、と思いました」 
北原亞以子 

 

「会話も含めての文章は、今回の候補作品

の中で一等賞だと思います。センスも一等

賞だと思います。」「最後のところがちょっ

と引っかかっていて、ちょっと大事件的に

扱い過ぎというか、確かに大事件なんだけ

れども、この書きようから言ったら、もっ

と淡白なほうが素敵だったんじゃないかな

と思うんです」 
久世光彦 

 

「読み進むうちに、これは文章の力であり、

こういう小賢しいことをわざとやっている

んだと気づきました。」「通り魔とか、要ら

なかったねえ。なぜこんなものを付け加え

たのか。」「最後の女の顔をつぶす場面が非

常に引っかかって、ここまで書ける人が、

何でこんなつまらないことをしちゃったの

かと気落ちしました」 
花村萬月 

 

「今、物語に頼りがちなエンターテインメ

ントの小説が多い中、一つ一つものすごく

文章にこだわった小説だと思うんです。」

「恋愛を描いてとてもチャーミン グな描

写がたくさんあって、女性が主人公になっ

ている章もあるんですけど、男の作家が書

いているのに一つもブレがない。」「登場人

物の一人一人が心の中で 傷を持っている

んだけど、純文学が陥りがちなトラウマに

堕していない。」「虚無をセンティメントに

反転させるのを臆面もなく書くのは恥ずか

しいんですけれ ども、そういうことをちゃ

んと書くのは大切だと思うんですよ」 
山田詠美 

 

 

◆『悪人』（朝日新聞社、2007）より 

・清水祐一「早く嘘を殺さないと、真実の方が殺される」 

・石橋佳男「今の世の中、大切な人もおらんような人間が多すぎる。大切な人がおらん人

間は失うものがないから、何でもできると思い込み、失ったり、欲しがったり一喜一憂

する人間を馬鹿にするが、本当はそれじゃだめとよ」 

・馬込光代「寂しさを紛らわすためだけに、生きていくのはもううんざり」 

・清水憲夫「一体何が楽しくて、この若者が生きているのか分からない」 
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Re: 〈人とつながってる?〉 

 
◆日比谷公園 

 

 

 

◆スターバックス・コーヒー 
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Re: 〈人とつながってる?〉 

 
◆The BODY SHOP 

 
 

◆駒沢公園 
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“a house without books is like a room without windows” 

夜さろん 第 9 夜 

Re: 〈人とつながってる?〉 

 
◆カール・ラガーフェルド（Karl Lagerfeld） 

  
ファッションデザイナー。81歳。CHANEL、FENDI、Chloeでデザインディレクターを務める。

フォトグラファーとしての腕も一流で多くの写真作品も手掛ける。 

 

◆ダ・ヴィンチの人体解剖図 

 

 

◆解剖模型図 
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“a house without books is like a room without windows” 

夜さろん 第 9 夜 

Re: 〈人とつながってる?〉 

 
◆ローマイヤのサーモン 

     

 

 

◆CryoLife社 

 
 

◆参加者からの本書の感想 

・初読時は薄っぺらい印象がした。 

・各エピソードがどう関係し合っているのかが上手く読み取れなかった。 

・固有名称の「スタバ」（に限らずだが）を導入しているが、「スタバ」である意味はどん

なところにあるのか？ 

・実名を出しているのが気になる。なぜだろう。 

・公園の使い方が印象的だが、うまく読み解くのが難しい。 

・遠からず近からずの距離感が印象的。「公共」が生まれてくるサイズ感がある。 

・スタバにも“公園性”みたいなものがあるのかな。 

・「スタバ」も良いが、「BE A GOOD NEIGHBOR」（千駄ヶ谷）の珈琲が旨い。良く行く。 

http://beagoodneighbor.net/sendagaya 
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Re: 〈人とつながってる?〉 

 
【まとめ】 

昨年の 4月‐6月に渡って行った〈人とつながってる？〉というシーズンがありますが、

このシーズンは当初〈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」という現実があります。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朝さろんのシーズンを通して考えてみたい、そ

んなことを漠然と思っていました。 

ところが、『パーク・ライフ』をはじめこのシーズンで取り上げた短編群を読んでわかる

とおり、「わかり合う」というそのことよりも、人と人がどうつながっているか、そのこと

に関心を寄せ、鮮やかに切り取っている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」という現実がある。特に『七番目の男』で描か

れるように「わかり合」っているのかどうかが判らないままに「つながっている」という

ことがあり得るということです。これは恐怖でもあり、そして同時に、孤独から解放され

るという期待の滲む、両義的な可能性を秘めた結節点であることがわかります。〈人とつな

がってる？〉というシーズンでは、当たり前ともいえるそんなところに焦点をあてて考え

てみました。 

 そしていま、再び、この問題についてじっくりと時間をとって、みなさんと自由に対話

するなかで再検討してみたいなと思い、夜さろんで取り上げることとしました。 

⇒朝さろん シーズン〈人とつながってる？〉へ 

 

〈人とつながってる？（１）〉 2013.4/11「かけら」青山七重（新潮文庫） 

（『かけら』所収） 

〈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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夜さろん 第 9 夜 

Re: 〈人とつながってる?〉 

 
★☆ブック交換会 ＜キーワード＞☆★ 

 キーワード   書名  
大好きなものに命を奪われたけど、

後悔なんかしてない 
・『魔法のことば』星野道夫（文春文庫、2010） 
・『怪運☆マニア』オペラ沢かおり（角川書店、2014） 

使われなかったものと使ったもの

（選択） 
・『世界は「使われなかった人生」であふれている』 
沢木耕太郎（幻冬舎文庫、2007） 

・『風に舞い上がるビニールシート』 
森絵都（文春文庫、2009） 

・『田村はまだか』朝倉かすみ (光文社文庫、2010) 
新しい希望に向かって～求めるな

ら助けは来る 
・『晩年様式集 イン・レイト・スタイル』 
 大江健三郎（講談社、2013） 

そういえば、ノストラダムスは来な

かった。 
・『毎月新聞』佐藤雅彦（中公文庫、2009） 
 

近いのか遠いのか？ ・『韓国現代戯曲集Ⅰ』 
李潤澤、金光林、朴根亨、曹廣華、張鎭 

（日韓演劇交流センター、2002） 
つながってないのにつながってる、

つながってるのにつながってない 
・『パレード』吉田修一（幻冬社文庫、2004） 
・『ロック母』角田光代（講談社文庫、2010） 

 
 
【開催概要】 
  《朝さろん》原則、毎月第 2 木曜日（但し 1 月は第 3 木曜日） 
  《夜さろん》原則、2 月、5 月、8 月、11 月の第 3 金曜日 

http://salon-public.com/ 
 
【東京国際文芸フェスティバル】 
文芸フェス 2014 期間／2014.2.28－3.9 
http://tokyolitfest.com/ 
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パーク・ライフに出てくる人物たちは、お互いの仕事や人間関係や事情に踏み込まないし、相手か

ら発露してくるものを積極的に捕えて、広げていこうとはしない。作中の気球を飛ばす老紳士が言うよ

うに『なんで？』という態度を自制、または禁止されているかのようだ。 

『なんで？』と他人に訊くとき、そこには言葉による直接的な回答を求める心理的な欲求がある。こ

の直接性を、時間に縛られ、いつもなにかに急いて余裕のない現代人の肖像と見ることもできるかも

しれない。公園はそういう世間一般の動的な時間から切り離された、静的なモラトリアムの空間として

読むことができる。だから、公園には『なんで？』を拒否するような人たちが自然と集い、『なんで？』と

いう直接的な問答≒対話を介さない交流の仕方が描かれる。 

では本作において、対話をできるだけ避けることによって、どのような点が良い点として見えてきた

か。 

 直接的な対話をできるだけしない関係というのは、日常的なネットワークの中では維持し難い。それ

が可能となる場所（空間）も極めて限られるだろう。都心に広がる日比谷公園はそのような舞台として

選ばれる。このような公園で不意に出会った名前も知らない、『あなた』としか呼びようのない他人。そ

のような他人との間には、早急に距離を縮めなければならないような職務上・実際上の理由なんか

はない。ほとんどあらゆる社会的な付属物を剥ぎ取った生身の個人と個人として向き合うだけなの

だ。 

 そういう生身の人間同士が、ある種の匿名性や距離があるからこそ話せること、できることを少しず

つしていく。そういう手間のかかる、『なんで？』を迂回して積み上げていく交流の先に、かえって直接

的な対話よりも心に残ったり、ひょっとすると信頼に足るような関係が出来上がるのかもしれない。「パ

ーク・ライフ」には、相手との距離を十分に取りながら、時間と手間をかけて付き合う人間関係（と人間

観察）を通して、だからこそ浮かび上がってくるその人の本質みたいな部分が上手く描かれている。 

 しかし、距離があるからこそ生まれる人間関係であれば、その距離を縮めて、親しい間柄となるのは

非常に難しい。踏み込めない弱さ、という部分も本作には描かれている。主人公の「ぼく」が週に３回

もジムに通って汗を流すのは、なにも考えずにぐっすりと夜眠るためだし、それができない夜は「ぼく」は

夜の街や公園をあてもなく散歩するばかりだ。「ぼく」の抱える孤独の深さを、「ぼく」がどれだけ意識的

にいるのかは不明だが、少なくとも読者はここに処するのに難儀する孤独に塊があることに気づくだろ

う。 

 ないものねだりではなく、身の丈に合わない理想でもなく、不器用ながらも身の回りの生活を大事に

し日々を過ごす現代的な都会人の心に潜む空隙を、公園に佇むという静かな描写を通して実に丁

寧に描き出している。人生にはそういう一時があるだろう。そして、「ぼく」がいつまでもそこにいるわけ

ではないだろうことも、この小説は確かに予感させている。 
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