
“We’re in heaven, and love is all that I need” 

朝さろん 32nd morning 

〈自分なりの“正しさ”を考える(2)〉 

朝さろんの本棚〈32〉 

川上未映子『ヘヴン』について 

 
32nd morning：2014 年 2 月 13 日(木)＠渋谷 
参加者: 11 名 
 

「ヘヴン」は、 
文学の形式（小説）で哲学的主題を＜表現＞かつ＜思考＞した作品。 

 
【テーマ】 

  〈自分なりの“正しさ”を考える（２）〉 

 

【本】 

『ヘヴン』川上未映子 
[初出：『群像』2009 年 8 月号、単行本：『ヘヴン』（講談社, 2009 年）] 

副本；『六つの星星 川上未映子対話集』川上未映子（文春文庫、2012） 

副本；『子どものための哲学対話』永井均（講談社文庫、2009） 
 

【川上未映子(かわかみ みえこ)】 

1976年 8月 29日、大阪府生まれ。2007 年デビュー小説『わたくし率イン歯ー、または

世界』(講談社)が第 137回芥川賞候補作に。同年第 1回早稲田大学坪内逍遙大賞奨励賞受

賞。2008年『乳と卵』(文藝春秋)で第 138回芥川龍之介賞を受賞。2009年、詩集『先端

で、さすわさされるわそらええわ』(青土社)で第 14回中原中也賞受賞。2010年著者初の

長編小説『ヘヴン』で平成 21年度芸術選奨文科大臣新人賞と第 20回紫式部文学賞を受

賞。2011年 10月、同じ芥川賞作家の阿部和重と再婚。2012 年 5月末に男児を出産した。 

 

【ストーリー】 

〈わたしたちは仲間です〉――ある日届いた手紙。斜視のため壮絶ないじめを受ける

「僕」と、同じ中 1 のクラスで不潔を理由にいじめられる女の子「コジマ」。クラスの女

子と男子から陰惨なイジメを受けているふたりにとって、だからひそかに交わす手紙や、

たまに会って話をすることは、とても大切だった。無二の友達。あの日、僕らを邪悪な力

が襲うまでは……。「僕とコジマの友情は永遠に続くはずだった。もし彼らが僕たちを放

っておいてくれたなら」。「苛められ暴力を受け、なぜ僕はそれに従うことしかできないの

か」――。14 歳の苛めを正面から描き生の意味を問う、哀しくも美しい物語。 
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“We’re in heaven, and love is all that I need” 

朝さろん 32nd morning 

〈自分なりの“正しさ”を考える(2)〉 

●『ヘヴン』を取り上げるきっかけになった朝さろん前シーズンでの問い 
『富嶽百景』序  太宰治 

 明治四十二年の初夏に、本州の北端で生れた氣の弱い男の子が、それでも、人の手本にな

らなければならぬと氣取つて、さうして躓いて、躓いて、けれども、生きて在る限りは、一

すぢの誇を持つてゐようと馬鹿な苦勞をしてゐるその事を、いちいち書きしたためて殘し

て置かうといふのが、私の仕事の全部のテエマであります。戰地から歸つて來た人と先夜も

おそくまで語り合ひましたが、人間は、どこにゐても、また何をするにしても、ただひとつ、

「正しさ」といふ事ひとつだけを心掛けて居ればいいのだと二人が、ほとんど同時におんな

じ事を言つて、いい氣持がいたしました。私の文學が、でたらめとか、誇張とか、ばかな解

釋をなさらず、私が窮極の正確を念じていつも苦しく生きてゐるといふ事をご存じの讀者

は幾人あつたらうか。けれども作者が、自分の文學に就いて一言半句でも押しつけがましい

事をいふべきではない。ただ讀者の素直な心情を待つばかりであります。 
昭和十七年冬 

初出：「富嶽百景」昭和名作選集 28、新潮社（1943(昭和 18)年 1 月 10 日発行） 

 

↓ 
●【「僕」の抱える問い】 

≪コジマと僕のこと、昨日のこと、あらゆるすべてのことについて僕は僕の言葉で考えなけれ

ばならないと思うのだけど、まずなにをとっかかりにどうすればいいのかが、わからなくなっ

ていた。苛められていることについて？ そんなあたりまえのことをいまさらどう考えればそれ

について考えたことになる？ 僕の斜視のこと？ こじまのしるしのこと？ 僕は温度のない、深

い泥の底に目を閉じたまま沈められているような気分だった。≫ 

（５章 p179） 

 
≪家で、学校で、百瀬の話した内容を繰りかえしてひとりでそれを追いかけているうちに、僕

には百瀬の言ったことはすべてがまったく馬鹿馬鹿しい考えかたのひとつにすぎないと心底か

ら思えることもあれば、どう考えてみても百瀬の言うとおりだとしか思えなくなることもあっ

た。そのふたつの異なるけっかのあいだで僕はゆれ、自分がなにについてどう考えてゆくのが

正しい道筋なのかがわからなくなっていった。あるいは僕の考え方の基盤には、基本的なにか

致命的な欠陥のようなものがあって、そのうえでなにかを考えたところで、もともとがおかし

いのだからつねに間違った答えしか導きようがないんじゃないかと、そんなたしかめようのな

い恐怖にかられることもあった。≫ 

（７章 p243） 
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“We’re in heaven, and love is all that I need” 

朝さろん 32nd morning 

〈自分なりの“正しさ”を考える(2)〉 

上記の過程を経て、前回、参加者から出された「問い」 
●２章の p77＜ヘヴンはどこにあるの？ まだずっとさきなのかな＞ 

 ⇒ “ヘヴン”とはなんだろうか？ 
   ＜自分の都合で解釈しているだけ＞（百瀬）というセリフもあるが… 

●２章の p99＜そのあと、僕たちは美術館にはもどらなかった＞ 
  ⇒ 後日、「僕」はヘヴンを観にいっただろうか？ 
●３章の p97＜二ノ宮たちがこわかったからだった。でもなぜ僕はこわいんだろう。＞ 
  ⇒ 怖い／怖さとはなにか？ 具体的な怖れの根源はなにか？ 

（こんな風に「僕」が自問しているのはすごいと思う） 
●６章（p187～p227）について 
  ⇒ ここでの対話/議論での違いが興味深い。けっきょく、決定的な対立点はなにか？ 
    その対立点はどんな考え方や環境に因るものか？ 
●６章の p221＜『自分がされたらいやなことは、他人にしてはいけません』っていうのは

あれ、インチキだよ＞ 
  ⇒ じゃあどう教育すればよいか？ 

また、“他者危害原則”や生存権に関するような基本的な制約は、どう成り立ち得 
るのか？ 

●６章の p224＜地獄があるとしたらここだし、天国があるとしたらそれもここだよ。ここ

がすべてだ。そんなことにはなんの意味もない＞ 
  ⇒ 意味があるとかないとか、これってどういうことだろう？      

“意味もない”という百瀬にとって、意味のあることはなにか？  
また、百瀬は意味を求めたりすることはないのか？  
コジマとの差異について 

●８章の p272 や p295 冒頭箇所など  
  ⇒ この章は作中の現実として、実際に起こったことなのか？  

或いは「僕」の白昼夢だったりする可能性はないのか？  
仮に夢だと仮定した場合、後続の９章（や作品全体）の理解にどう影響するか？ 

●８章の p297＜それが僕が見た最後のコジマの姿になった。／コジマはたったひとりの、

僕の大切な友達だったのだ。＞ 
  ⇒ コジマはどうなってしまったと考えるか？ 
●９章の p303＜目なんて、ただの目だよ＞ 
  ⇒ 「僕」の目をどう考えるか？ 
    百瀬も＜斜視に意味なんてない＞と言っているが… 
●「僕」とコジマが抵抗しないのはなぜか？ 
●コジマの持っている、「僕」への“愛”と“自己愛”について？ 
  ⇒ 途中から気持ちが悪く思えるのはなぜだろうか？ 
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“We’re in heaven, and love is all that I need” 

朝さろん 32nd morning 

〈自分なりの“正しさ”を考える(2)〉 

●コジマにおける家庭環境の不和とこじれが、「僕」における家庭環境の不和やこじれと違

った印象を与えるのは、どんな違いによるのか？ 
●コジマの持つ強さと弱さについて丁寧に考えてみたい。“しるし”や“意味”を執拗に求

めるのはなぜなのか？ 
 コジマが「僕」に秘密の暴露を持ちかけて仲間としていったのは、強さなのか、弱さなの

か、どうなんだろうか？ 
●二ノ宮が小説の話をしてたりするが、この作品を考えるにあたってどう関係してくるだ

ろうか？ 
 成績がよく、スポーツもでき、カッコはいいが、薄っぺらく思える二ノ宮について、百瀬

との関係など、どういう風に捉えることができるか？ 
 
 
【お題】次の問いについて考えてみましょう。 
ミニ発表＋質疑応答の形式で対話をします。お題は下記の３点です。 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
★「発表者」； 
３点の中から１点を選んでミニ発表のご準備をお願いします。発表時間の目安は 5 分程度

です。あくまで「ミニ」なので、簡単なもので結構です。もちろん、選択したお題にプラス

して、ご自身の興味のある個所への言及や解釈を加えてくださっても構いません。 
 
★「聴講者」； 
発表者の発表を聞いて、自由に質疑応答してください。「私はちょっと違って、こういう風

に読んだんですけど…」というご意見、大歓迎です。 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
お題１： 
小説のなかでは「意味」を求めている人、信じる人、信じてない人、どっちがわからず悩ん

でる人が登場します。 
では、「小説」（を読むこと）には意味があるのでしょうか？ないのでしょうか？ 
二ノ宮は小説を「嘘」といい、「本物の魔法」ではないから「意味がない」といいます。果

たして、本当にそうでしょうか？ 
なにより、本当の魔法（意味がある）と偽物（意味がない）の差はどこから生まれてくるの

でしょうか？ 
そして「ヘヴン」とはいったい何を指すのでしょうか。 
あなたの解釈を聴かせてください。 
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“We’re in heaven, and love is all that I need” 

朝さろん 32nd morning 

〈自分なりの“正しさ”を考える(2)〉 

●『ヘヴン』より 
1 章（コジマ）《わたしは本というものをち

ゃんと読んだことがないから単に興味があ

ったのです。これまでに読んだ本は……、あ

まり思いだせません。（略）ところで、本を

読むのは楽しいですか？ わたしはそもそ

もこの質問をするのを忘れていました。楽

しい？》（p27） 
  ↓ 
2 章 
《「ヘヴンは絵のことなの」（略）「その恋人

たちにはね、とてもつらいことがあったの

よ。……でもね、それをちゃんと乗り越える

ことができたふたりなんだよね。だからい

まふたりは、ふたりにとって最高のしあわ

せのなかに住むことができているって、こ

ういうわけなの。ふたりが乗り越えてたど

りついた、なんでもないように見えるあの

部屋がじつはヘヴンなの」》（p73-75） 
  ↓ 
3 章（コジマ）《「ねえ、神様っていると思

う？」（略）「そういう神様みたいな存在がな

ければ、色々なことの意味がわたしにはわ

からなすぎるもの」（略）「こんなふうな苦し

みや悲しみにはかならず意味があるってこ

となのよ」》（p117-118） 
  ↓ 
4 章（「僕」）《写真も手紙もただの紙です。

でもそこには僕たちがそれぞれに思い出や

気持ちを映して意味をあたえることができ

るから、それはただの紙ではなくなり、たく

さんある写真や手紙のなかからとくべつだ

と思えるようなものが一枚ができあがるん

じゃないでしょうか。ほかの誰にもわから

ない、自分だけの大事なものになるんじゃ

ないでしょうか》（p127-1280） 
  ↓ 
5 章（二ノ宮）《「小説って、基本的に人間の

人生のいろいろについて書かれてるんでし

ょ？ でも俺にもおまえにもつくりものじ

ゃない手持ちの人生がすでにあるっていう

のに、そのうえなんでわざわざよそからつ

くりものを持ってきていまさらそんなもの

をうわ乗せしなきゃならないんだ？」（略）

「だってそれは正真正銘の嘘なんだから。本

物の魔法じゃないと意味ないんだよ」》

（p152-153） 
  ↓ 
6 章（百瀬）《「芸術でも戦争でもなんでも同

じなんだよ。（略）これこそが真理だとかこ

れは偽物だとか、どこ見たってそんなこと

ばっかり言いあってるだろ。飽きもせずそ

んなことばっかりやってるだろ。ただ黙っ

てるってことができないんだよ」》（p219） 
（百瀬）《「意味なんてどこにもないから、捏

造する必要があるんじゃないか」（略）「弱い

やつらは本当のことには耐えられないんだ

よ。苦しみとか悲しみとかに、それこそ人生

なんてものにそもそも意味がないなんてそ

んなあたりまえのことにも耐えられないん

だよ」》（p223-224）
 
 

お題２： 
コジマと「僕」の関係について考えてみます。コジマは「僕」に対して、「友達」と「仲間」

の両方を使う場面がありますが、「僕」はコジマとの関係を一貫して「友達」と捉えている
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“We’re in heaven, and love is all that I need” 

朝さろん 32nd morning 

〈自分なりの“正しさ”を考える(2)〉 

ようです。 
この二つには違いがあるのでしょうか？ あるとすればなんでしょうか？ 
また、最後の「それが僕が見た最後のコジマの姿になった」をどう解釈しましたか？   

その解釈が導く、この小説で描かれた「僕」とコジマの関係が伝えるメッセージはなんでし

ょうか？                                    
あなたの解釈を聴かせてください。 

 
●『ヘヴン』より 
1 章《「友達になってほしいの」とコジマは

僕の顔を見て言った。／「君がよければだけ

ど」／コジマがなにを言っているのかわか

らなかったけれど、僕は反射的に肯いてい

た。しかし返事をしてしまってから友達に

なるということがどういうことを指すのか、

そもそもどういうことが友達なのかとか

色々な疑問が一気にわきあがってきた》

（p16-17） 
  ↓ 
3 章《「わたしはね、君を見つけたときから

ね、すぐにわかったんだよ。仲間だって」》

（p120） 
 

 
●『六つの星星』より 
永井《「仲間」というのは特異な言葉で、こ

の「仲間」ということをコジマは何度か言

う。これは非常に重要な点で、「僕」のほう

はコジマのことを「友達」と言ってるんです

ね。大変に重要な違いが最初からあって、こ

れが根本的な問題だと思います》（p210） 

    ↓ 
永井《『コジマはたったひとりの、僕の大切

な友達だったのだ』というのがあるでしょ。

そのコジマとのつながりというのは、あく

までも「友達」という形で……「仲間」じゃ

なくてね》（p234） 
 
●『六つの星星』より 
川上《『それが僕が見た最後のコジマの姿に

なった』というのがあって、でも、それどこ

の時点から振り返ってるかが分らない。「僕」

がラストの並木道の次の日にバーッとこれ

を書いちゃって、明後日に会うことも可能

なんですよね》（p231）

 

お題３： 
この小説の中心のひとつに「いじめ」の問題があります。「僕」はいじめを受ける毎日の中

で、同じ側のコジマと、反対側の百瀬と対話を重ねることになります。その結果として、こ

の小説が最終的にたどり着いた、この「いじめ」問題に対する考えを読み解こうとおもいま

す。 
終章（9 章）以降、「僕」はいじめにどう対処するでしょうか？  母親の言った「学校へ行
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“We’re in heaven, and love is all that I need” 

朝さろん 32nd morning 

〈自分なりの“正しさ”を考える(2)〉 

かない」いう選択肢に賛成ですか？ 反対ですか？ 
学校へ行かなければ、「僕」はトラブルフリーでハッピーな日々を送れると思いますか？ 

あなたの解釈を聴かせてください。 

 
●『ヘヴン』より 
9 章《「……学校なんて行かなくてもいい。

でも高校はまたこことは違うから、行きた

いなら進学するための方法をふたりで考え

よう」（略）「行かなきゃいけないとか、もう

ないからさ」と母さんは笑った。（略）「そん

なことに付きあってやる必要ないから。い

い方法を考えよう。なんでもあるから。考え

ればなんだってあるんだから」母さんはそ

う言うと笑った》（p300-301） 

 
●『子どものための哲学対話』より 
第 1 章‐10【学校には行かなくてはいけな

いか？】 
ペネトレ《小さい集団にはその外というも

のが必ずあるからね。外に出ればいいんだ。

どうしても学校になじめなければ、行かな

ければいい。でも、死なないかぎり、この世

の中そのものの外に出ることはできないな。

だから、世の中そのものが持っている公式

の答え、世の中が成り立つためにどうして

も必要な公式の答えは、受け入れなくちゃ

ならないんだ》（p42） 
 

 
【解題】「ヘヴン」について 
●「ヘヴン」の作中に登場する「問い」 ※一部のみ抜粋 
・≪…友達になるということがどういうことを指すのか、そもそもどういうことが友達なの

かとかいろいろな疑問が一気にわきあがってきた。≫（p17） 
・≪本を読むのは楽しいですか？≫（p27） 
・≪お金が足りないのならそのぶんを刷ってふやすのがどうしていけないのかについて。そ

れから世界の終わりについて。≫（p45） 
・≪すごく痛かったのにどうして泣かなかったのか、我慢したのかときいてきたので、僕は

痛いことと泣くことはちょっとべつのことだと思うと言った。≫（p60） 
・≪「家族の誰も動物をすきじゃないのか？」「…ふれあったことがないんだもの。すきに

もきらいにもなれないよ」≫（p65） 
・≪「人間ってさ、なんにも考えないでいられることってあるのかな」≫（p66） 
・≪「……わたしたちがこのままさ、誰になにをされても誰にもなにも言わないで、このま

まずっと離さないで生きていくことができたら、いつかは、ほんとうの物に、なれますか

ね」≫（p69） 
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“We’re in heaven, and love is all that I need” 

朝さろん 32nd morning 

〈自分なりの“正しさ”を考える(2)〉 

【まとめ】 

哲学カフェで行われるような、学問的な専門用語や研究上のルールを排した“哲学対

話”の醍醐味の核にあるのは、哲学に関する歴史や知見といった思考の＜結果／事実＞を

聴講したり、学ぶことそれ自体ではないと思います。むしろ、対話を介して自身が＜思考

している状態＞であることを体験しつつ、＜思考する（とはどういうことか）＞というま

さにそのことを（メタ的に）考える、という点に他ならないのではないでしょうか。 
このことを、読書という“内的対話”と会での“哲学的対話”を通して体験していくこ

とを今シーズンでは試みたいと考えています。 

次回以降も『ヘヴン』を読み進めながら、哲学的主題を哲学のやり方で把握しながら自

身の思考形態として小説という形式を取った本作について、ここで何が試されているのか

を、＜表現＞と＜思考＞の両面から探求していきます。 

自分なりの正しさとは、他人にとっても同じように正しいのか。その正しさはどんな価値

観に裏打ちされているのか。なにより、簡単に判断が下せない状況下で、「正しい」と信じ

られるものをどうやったら探れるのか――。一人ひとりがもつ倫理観などについて、深く掘

り下げた本作について、３回に渡ってじっくりと読みこんでいきます。 
また、各回に副本（サブテクスト）を用意しています。余裕のある方は副本にも目を通し

てもらい、各回の対話の中で取り上げることで、『ヘヴン』を立体的に読みこんでいこうと

おもいます。小説と副本を行きつ戻りつしながら、どっちが正解かを決めるのではなく、自

分なりの“正しさ”ができあがっていく過程を感じてみましょう。ですからコンセプトは“文

学から哲学を読む×哲学から文学を読む、その交差点をつくること”です。 

 

 

次回 ☞ 〈自分なりの“正しさ”を考える（３）〉                                

◆第 3 回（33rd）： 2014 年 3 月 13 日（木）6:50－8:00 
 副 本：『道徳は復讐である ニーチェのルサンチマンの哲学』永井均（河出文庫、2009） 
予 定：・『ヘヴン』がなにをどう描いた物語なのか、自分なりにまとめてみましょう 

      ・議題に挙げるシーンについて、自分の考えを口に出してみましょう 
      ・ホットシーティングをしてみます 
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