
"Dance, dance... otherwise we are lost." 

朝さろん 34th morning 

〈「問い」の一歩先へ(1)〉 

朝さろんの本棚〈34〉 

川上未映子『すべて真夜中の恋人たち』について 

 
34th morning：2014 年 4 月 10 日(木)＠渋谷 
参加者: 9 名 
 

「すべて真夜中の恋人たち」は、 
恋愛小説の形式の中に、昼（明瞭）と真夜中（不明瞭）という暗喩の中に、あいまいだけれ

どキラリと光る大事なもとはなにかという問いをくりかえし問いかける物語。 

 
【テーマ】 

  〈「問い」の一歩先へ（１）〉 

 

【本】 

『すべて真夜中の恋人たち』川上未映子 
[初出：『群像』2011 年 9 月号、単行本：『すべて真夜中の恋人たち』（講談社, 2011 年）] 

副本； 
『ヘヴン』川上未映子（講談社文庫、2012） 

『わたくし率 イン 歯ー、または世界』川上未映子（講談社文庫、2010） 

『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。

2013年短編集『愛の夢とか』で谷崎潤一郎賞を受賞。 

 

【ストーリー】 

＜真夜中は、なぜこんなにもきれいなんだろうと思う。それは、きっと、真夜中には世

界が半分になるからですよと、いつか三束さんが言ったことを、わたしはこの真夜中を歩

きながら思い出している。＞ 

 1 / 14 
 



"Dance, dance... otherwise we are lost." 

朝さろん 34th morning 

〈「問い」の一歩先へ(1)〉 

入江冬子(フユコ)、34 歳のフリー校閲者。人づきあいが苦手な彼女の唯一の趣味は、誕

生日に真夜中の街を散歩すること。友人といえるのは、仕事で付き合いのある出版社の校

閲社員、石川聖(ヒジリ)のみ。ひっそりと静かに生きていた彼女は、ある日カルチャーセ

ンターで 58 歳の男性、三束(ミツツカ)さんと出会う…。あまりにも純粋な言葉が、光とと

もに降り注ぐ。いま、ここにしか存在しない恋愛の究極を問う衝撃作。 
 
●前作『ヘヴン』（2009）で「僕」が抱える問い 

≪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） 

↓ 
 

前シーズンは 〈自分なりの“正しさ”を考える〉というテーマでお送りしました。１４

歳の中学生のいじめを本筋とした「ヘヴン」では、学校生活という閉じられた世界のなかで

暴力にさらされる主人公「僕」と「コジマ」が、「なぜ自分がいじめられなければいけない

のか？」「自分になにができるか？」そして、「いったいなにが正しいことなのだろうか？」

という難問にさらされながら、懸命に生きていく様が描かれました。「ヘヴン」は結末で、

美しく粒立つ視界を涙ながらに再認識した「僕」の感涙で終わりますが、しかし、作中で問

われた「正しさ」の回答、そして「僕」がこの困難をどう乗り越えたのかについての詳細は

読者の想像に開かれたままです。もちろん、これ以外にもたくさんの問いが「ヘヴン」には
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"Dance, dance... otherwise we are lost." 

朝さろん 34th morning 

〈「問い」の一歩先へ(1)〉 

ありました。 

作者という存在は、ある作品で発した「問い」が呼び出したものに導かれて、次作を構想

し、描くことがしばしばあります。その構想には、前作の「問い」（の続き）が意識的に展

開されることもあれば、表面上には出てこない隠れた主題として注意深くテクストを読み

込むことで発見できる場合もあります。しかしここでもっとも大事なことは、「問い」は常

に次の「問い」を囲い込み、形を変え、そして繋がっていく ということです。果たして「ヘ

ヴン」という作品は、なにを招き寄せたのでしょうか？ 

朝さろんの４‐６月期では、「ヘヴン」が呼び込んだ「問い」のその一歩先を、自分たち

の頭と体を使って一生懸命に探って、考えてみようと思います。そして作者と同じく、現代

会におけるひとつの回答として、「問い」の答えを感想としてシェアしてみます。テクスト

は「ヘヴン」の次に発表された「すべて真夜中の恋人たち」です。前作とまったく異なる主

題、ストーリー、展開を持つ本作のなかに秘められた数々の「問い」の中に、前作からつな

がる“なにか”を読み取り、その「問い」の一歩先を言葉にしてみましょう。シーズン・テ

ーマは〈「問い」の一歩先へ〉、です。今シーズンの完結編では、みなさんが読み取った「問

い」とその感想（回答）を、14 歳に伝わる文章として、発表し合う回を考えています。 

 

―― 封じ込めていたものたちが放たれて未来が過去をあたらしくする（東直子）―― 
―― 欠けているぶぶんの月が廃校の棚に入っているのは秘密（笹井宏之）―― 

【お題】「すべて真夜中の恋人たち」を読んで次の問いについて考えましょう。 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
≪１≫ 

下記の３つのお題の中から好きなお題を１つ選んでご意見・ご感想を発表ください。 

１：キャリアウーマン、主婦…。女の幸せを手にしているはずの女友達が冬子を羨む理由は？ 

２：三束さんの嘘の内容は、雑誌掲載（初出）時では明かされず、単行本で初めて明かされ  

た。 もし嘘が明かされていなかったとしたら、あなたは作品の印象（評価）が何度変わる？ 

３：ラストシーンで冬子が見つけた「究極の恋愛」。ハッピーエンド？それともバッドエン  

ド？ 

≪２≫ 

・本作で独自に獲得（展開）していると考えられる固有の主題にどんなものがあるか、キーワ 

ードを挙げてみましょう。 

・『ヘヴン』から本作へ、つながっている点はどこか、指摘してみましょう。 

・或いはまた、デビュー作から本作まで連綿と続くモチーフやテーマ・特徴にどんなものがあ 

るか、考えてみましょう。 
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"Dance, dance... otherwise we are lost." 

朝さろん 34th morning 

〈「問い」の一歩先へ(1)〉 

【解題】「すべて真夜中の恋人たち」について 
 
 

■光が響き合うような世界観を描きたかった 

 

――この作品は川上さんが「ずっと書きたかっ

た恋愛小説」ということですね。 

    川上さん 恋愛のみならず書きたかった要

素が色々入っている作品なんです。まず、作品

のモチーフにもなっている「光」が、人生のあり方

にとても似ているなと思ったんですね。光はいつ

か消えてしまう、だけど今あることは信じられる。

それは私たちの人生にも通じることで、私たちは

必ずいつかいなくなる、だけど今確かにここにい

る。光だけではなく、世の中にある色んなものが

すごく似ているんだけど、その 1 つ 1 つを説明す

るのではなく、主人公である冬子の静かな日常

を通じて、色んな光が点在して響き合うような

世界観を作りたいと思ってたんです。  

――淡々とした冬子の人生を描くのは難しかっ

たのではないでしょうか？ 

    川上さん 難しかったですね。でもこれも私

が書いてみたかったことの一つなんです。今ま

で小説の主人公になる女性は美しいとか母であ

るとか、何かしら特殊な経歴、権利の持ち主だ

ったと思うんですね。だけど世の中の大半の人

は特に美しくもなく、特に強くもない。小説はそう

いう静かな層の物語を取りこぼしてきているんで

す。これは私だけではなく社会学、女性学の研

究者もすごく注視している問題で、そういった本

を色々読んでいたときに、同じ思いを抱いてい

る女性は多いことに気づきました。静かな部分

に何か豊かなものがあると感じている方が私以

外にも多くいらっしゃる。だから今回は何の特権

もない主人公を丁寧に丁寧に描こうと思ったん 

です。  

――「校閲者」という職業も冬子の性格を象徴

しているように感じました。  

    川上さん もちろんそれもありますし、今回

の光とか恋愛というモチーフに「校閲」という仕

事がすごく響き合うと思ったんです。校閲は「正

確さ」を求める作業でありながら、間違いがない

と成り立たない仕事です。宿命として正しさを求

めているのに、間違いが絶対ある。これって私

たちの人生の縮図みたいだなと。死ぬことはわ

かっているけれども、今生きている。この「絶対

的な矛盾」が校閲という仕事にも通じるものがあ

ると感じたんです。  

――間違いを起こさず淡々と生きてきた冬子の

日常にも、三束（みつつか）さんとの出会いによ

って「ノイズ」が生じますね。 

    川上さん 三束さんと出会うまでの冬子は

お酒も飲まず、恋愛経験もほとんどなく自己完

結してきたんです。まるで「校閲」するかのように、

何か少し間違いがあっても直してきた。それ以

上でもそれ以下でもない。だけど少し外に出たこ

とによって最大の「間違い」である恋愛に出会っ

てしまう。人生にノイズが生じてしまうんです。そ

の時に彼女が見た風景、それは校閲という職業

から見た風景とも重ね合わせられるし、今回は

そういう似た構造を持つものをたくさん配置した

んです。恋愛、音楽、光、校閲。その 1 つ 1 つ

を説明はしないんだけれども、最終的に「あーこ

ういう雰囲気の場所にいたな」ということを感じと

ってもらえればいいなと。 

――冬子と女友達との関係も印象的でした。こ

れは恋愛物語であると同時に、女たちの物語で

もあるのかなと感じました。 

    川上さん そう受け取っていただけるとうれ

しいです。冬子とは対照的な、美人のキャリアウ
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"Dance, dance... otherwise we are lost." 

朝さろん 34th morning 

〈「問い」の一歩先へ(1)〉 

ーマン・聖（ひじり）、そして平凡な主婦である同

級生…他の登場人物は冬子と違ってそれぞれ

にドラマを背負っていている女性たちなんだけ

れども、実はみんな同じで、何が幸せなのか、

何が恋なのかをわかっていないんです。一昔前

までは、年収、結婚といったわかりやすい幸せ

の物差しがあった。でも小説に出てくる女性たち

はそれらを手にしていても幸せの実感がないん

です。それどころか何も持っていない冬子をうら

やましがってすらいます。根っこの部分では、み

んながどこにも行けなくなってしまっている、とい

うことも描きたかったんです。幸せも不幸も似て

きてしまっているというのが今の実感としてありま

すね。 

――雑誌掲載されたものと単行本とでは、ラス

トが違うとお聞きしましたが？   

    川上さんそうなんですよ。雑誌では三束さ

んの嘘は明らかにしなかったんですが、そのせ

いで読者さんの想像をある方向に誘導している

と気づいて。だから単行本では三束さんの嘘は

何なのか、きちんと描きました。多分作品の印

象がガラっと変わると思うので、ぜひ単行本も

手に取って読んでほしいですね。  

――単行本の発売が楽しみです！ この作品

は「究極の恋愛」について書かれているとのこと

ですが、川上さんにとってどのようなものでしょう

か？   

    川上さん「究極＝幸せ」ではないかもしれ

ませんが、私の考える究極は「成就しない恋愛」

(笑)。まさに今回描いた冬子的な恋愛、形而上

的な恋愛が好きですね。フィジカルを持ちなが

らフィジカルを通さない。他者とぶつからないか

ら、ある意味自己完結的ともいえるんですが、

私はそれは強さでもあると思っていて。本当の

価値は自分の内部で作ればいいと思うんですよ。

傍から見ると冬子と三束さんとの恋愛なんて、

恋愛とは言えないかもしれません。だけどあの

時、確かに光るものは存在していて、自分の中

に残っていて…、そういうものって他人に説明で

きないからこそ強い、自分だけのものになるんじ

ゃないかなとも思うんです。 

 

 

■「私は、冬子に似ているかもしれません」 

 

――川上さんは音楽活動に始まり、詩、小説、

昨年は映画出演まで果たすなど多ジャンルで

ご活躍されていますね。これは意識的に？ 

    川上さんいえいえ、まったく意識はしていな

いんです。それぞれの活動が、それぞれに影響

を及ぼすということもないです。同じ人間でも一

日の生活の中で、歯を磨く、食事する、仕事す

るって色んなことするじゃないですか。それと同

じ感覚かな。皆さん「ご活躍ですね」とおっしゃ

るんですけど、ご活躍も何も普段はずーっと家

にいて小説書いてるだけですからね。だから

Twitter を見てると焦るんですよ。皆さんすごく

動いてらっしゃるから、私も何かやらなきゃ！っ

て(笑)。趣味らしい趣味もないし、娯楽とか必要

としない人間なんですよ。それこそ冬子と同じで

すね。旅行に行きたいとか美味しいもの食べた

いとか、あんまり思わないんですよ、昔から。し

いて言うならお洋服とかお化粧品を買うくらい。

よく意外だって言われるんですけどね。 

――とはいえ映画初出演の『パンドラの匣』でキ

ネマ旬報新人女優賞を受賞されていらっしゃい

ますね。 

    川上さん これもたまたま「大阪弁の大女」

というイメージに私がぴったりということで声をか

けてくださって。その時ちょうど『ヘヴン』を書いて

いて、ちょっと行き詰ってたから現実逃避したか

ったということもあったんですが、また映画に出
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演したいとかそんな欲はまったくないですよ(笑)。 

――大阪といえば、『乳と卵』などは大阪弁で書

かれていましたね。川上さんの作品は文体が独

特ということでも定評がありますね。 

    川上さん 作品ごとに少しずつ文体も違うと

思うんですが、文体は作品の世界観が決める

んですよね。『乳と卵』を標準語で書いたらどこ

となくクールな印象になってしまうので、大阪弁

という仮面をつけてみたんです。他の作品でも、

14 歳の男の子と冬子の年代だと語り方も見え

方も違うから、文体も違うものになる。文体操作

というよりも設定から要請される感じですね。形

式が先にあるというか。  

――もともと音楽活動をされていたということで

すが、音楽の存在は川上さんにとって大切なも

のですか？ 

    川上さん そうですね、大事なものです。今

回の小説でもショパンの作品が登場しますが、

辻井伸行さんの弾いてらっしゃるショパンの『子

守唄』が美しいんですよ。目が見えないのに、光

そのものの演奏をされる。普段執筆中に音楽は

かけないんですが、この小説を書いている時だ 

けは辻井さんの『子守唄』を 3,000 回以上聞き

ました。今回の作品のイメージソングとして書店

でも流していただきたいくらい(笑)。自分自身の

活動としては、最近はなかなか音楽活動はでき

なくなりましたが、11 月に写真家の荒木経惟さ

んの個展で歌わせていただくことになってます。  

――最後に、今後描いていきたいテーマなどを。 

    川上さん形を変えたり、設定が変わったと

しても「どうしてこうなってるのかな」という、人生

や宇宙への所感を描いていきたいですね。私の

場合、書きたいものって日々の生活の中から生

まれてくるんですよ。友達との会話だったり、新

聞記事だったり、単なるひらめきだったり、それ

こそ光が綺麗、この音楽が好き、そういう気持ち

がうまく一つにまとまる時があるんですね。照ら

し出された光によって切り取られた物語、ではな

くそれをいくつもいくつもつないで最後に何か一

つのイメージ、イマージュみたいなものが誰かに

届けばいいなと思います。 

●「楽天ブックス著者インタビュー > 川上未映子さん」より 

http://books.rakuten.co.jp/event/book/interview/20111027-kawakami-mieko/ 

 
 

 

 

【お題】今回、「すべて真夜中の恋人たち」という作品から抽出したキーワード

を紹介してください。 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
K さん 
・「しあわせのボーダーライン」…なにがしあわせか、というのが見えにくい作品。あるの

かないのか、ということも含めて。 
・「思いの飲み込みかた」…成就しなかった気持ち、好きなひとへの想いを、どう飲み込む

か（≒自分のなかで処理するか）が興味深い。 
 

 6 / 14 
 

http://books.rakuten.co.jp/event/book/interview/20111027-kawakami-mieko/
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朝さろん 34th morning 

〈「問い」の一歩先へ(1)〉 

Y さん 
・「眠り」…冬子が後半アルコールから眠りに傾倒していくのがなぜなのか、気になる。 
・「欠けているもの」…作品を解釈したいが全体像が捕まえにくい、自分のなかで腑に落ち

る理解（ピース）が足りていない。それがどこなのか、まだ見えてこない。 
 
I さん 
・「言葉（意味の有無）」…「ヘヴン」でもそうだが、確固とした意味があるのかないのか。

結末部で冬子が自発的に言葉を書いたことを、作品全体の上でどう考えていったらよいか。

何かを産み出した？ 
 
H さん 
・「酒」…なぜお酒の力を借りるのか？なぜ飲めるようになったのか？あるいは女性とお酒

という問題系について。 
・「孤独」…冬子は恋愛や友情から孤独であったともいえる。だが、最終的にそこから脱し

たと言い切れるのかどうかは、もう少し考えたい。孤独の質が変わった？ともいえるか。 
 
H さん 
・「世界観」…モノの見方、について考えさせられる。フィジカルに結ばれない恋の永遠性

（不可侵性）にはある程度納得できるものがある。 
・「選択」…結局は、なにかを選ぶことを迫られる。冬子や各人物が何を選んだか。そこを

追っていくと見えるものがあるのでは？ 
 
S さん 
・「選択」…冬子は選ばない人生を送ってきた。ように見える。しかし、本当にそうか？彼

女が選んだものもあるのでは？ 
・「アル中・酩酊」…恋愛って、ある種の酩酊感、酔っている状態ともいえる？ 同時に、

アルコールへの依存も垣間見える。恋愛自体も依存なのか？ 
 
A さん 
・「お酒」…お酒を飲んだ状態でなければ三束さんと会えない冬子。でも、会食の時は飲ん

でいない。その辺りが今回気になった。 
 
M さん 
・「恋愛における成就」…恋愛における成就ってなにを指すんだろう？ 
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"Dance, dance... otherwise we are lost." 

朝さろん 34th morning 

〈「問い」の一歩先へ(1)〉 

◆お題を受けて… 

 

上記のとおり、シーズン一回目の段階で、みなさんが本作から感じたことをキーワード形

式で挙げていただきました。今朝の対話で皆さんからの意見で多かったのはやはり、冬子と

三束さんを軸とする多様な恋愛関係を描いた作品と見る視点で、 

ここからは、 

●二人の恋愛関係は「究極」なのか？ あるいは「成就」したといえるのか？ 

 （なにが恋愛の究極なのか？ 冬子はどこ（なに）までの成就を夢見ていたといえるか？） 

●そもそも二人は恋愛関係にあったと断定できるのか？ 

（冬子の一方的な思い込みだけでなく） 

●冬子と三束、聖と不特定多数（？）の男性、典子と夫の夫婦関係、という三者三様の恋愛

タイプを比較検討していくと、なにが理想的な恋愛といえるだろうか？ 

●冬子の恋愛が聖や典子の恋愛と決定的に異なるのは、フィジカルでないからか？  

子を持たないからか？ あるいは、さらに他のどんな観点があるか？ 

●一人でする恋愛と二人でする恋愛があるのか？ 一人でする恋愛も恋愛と呼べるのか？ 

●恋愛の充実が、幸せにつながるのか？（冬子を通じて検討してみる） 

などの論点が導きだせると思います。 

これらの疑問を突き詰めていくと、読者それぞれのなかにある根源的な”恋愛観”を照らし

返すことにもつながるでしょう。同時に、友情との差異は何か、という観点も包含しながら、

「私」にとって他者とは何かという方向へも延びていくかも知れません。 

 

次に言及される機会が多かったのは、冬子と聖の女性同士の友情についての視点で、 

ここからは、 

●冬子と聖がビジネスパートナーから友人関係に変化したのはいつか？ 

具体的になにがきっかけになったのか？ 

●冬子と聖の間に、友情関係を認めることができるのか？ 

●冬子と聖、冬子と恭子、冬子と典子、それぞれが友情だとして、そこに違いはあるのか？ 

●冬子に重要な働きをもたらしたのは聖だったのか、あるいは聖の持ち物（仮面）だったの

か？ 

というような観点で、ここからは、恋愛とは違う”友情”が必要になるのはどんな時か、友

情を持てる相手には条件があるのか、など”友情”を考える巨視的な視点が提供されたよう

にも思います。この友情の裏返しとして”孤独”について考えた人もいるでしょう。 

 

また上記に回収しきれない視点として、 

●アルコールの力を借りた冬子には依存（？）の気質があるのか？ アルコールを断った後

なにかに依存したか？（そもそもお酒を飲む前は何かに依存している状態だったのか？） 
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"Dance, dance... otherwise we are lost." 

朝さろん 34th morning 

〈「問い」の一歩先へ(1)〉 

●冬子を孤独な存在と読むか否か。とくに作品後半の三束さんが去った後の冬子に孤独を

認めるか、どうか。（前半と同じく孤独だとして、その孤独の質は同じなのか、（なにかが）

変化したのか？） 

●冬子の恋愛相手として登場する水野くんと三束さん。水野くんは選択することを意識的

におこなっていたが、三束さんはどうか？  

三束さんという人物は、いったいどんな背景を背負い、どんな役回りを務めているのか？ 

●この作品でいう「夜」は昼に対してのそれであると同時に、メタファーとしての夜でもあ

る。三束さんと冬子は一緒にお茶をしながら「光」に興味をもち、その話を交わしていた。  

三束さんと冬子のそれぞれが求めて(見て）いる光とはなにか？ 重なるところがあるの

か？ 

●この作品が描き出す世界観は、なんらかの意味を構成していると解釈できるか？ 

●選択する、ということをずっと回避してきた（≒消極的な選択を積み重ねてきた）冬子は、

本作の中でどんな選択をしていると読むことができるか（読めないか）。 

●コジマは聖か？ふたりに共通するどんな役割（や「問い」）を背負っていると解釈できる

か？ 

●冬子が自分の内面から零れ落ちるような自発的な”ことば”を出したことにどんな意味が

あるか？ またそのことば”すべて真夜中の恋人たち”にはどんな寓意を読み取ることが

できるか？ 

などにも言及される場面がありました。 

 

本編終了後のフリートーク時には、 

●「ヘヴン」で論じられたルサンチマンの問題は本作にどんな形で出ているか？ 

●水野くんはいったいなんだったのか？（擁護してみよう） 

●川上自身の身の上に起こった妊娠・結婚体験はどんな影響を及ぼしてるか？（いないか） 

などの意見も出ていました。 

 

次回 ⇒ 

「ヘヴン」との比較も視野に、連載寄稿エッセイも参考にしながら、なにか一つ、一人ひ

とりの興味関心に沿ったポイントを絞りこんでいきます。絞りこむなかで個々の興味関心

を「問い」の形に昇華できればと思います。そして三回目に向けて文章に綴ってみます。 
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"Dance, dance... otherwise we are lost." 

朝さろん 34th morning 

〈「問い」の一歩先へ(1)〉 

【まとめ】 

先シーズンで時間をかけて多方面から読み込んでみた『ヘヴン』ですが、そのエッセン

スが形を変えて本作にも流れてきています。作品を連続して丹念におうことで、わたした

ちはそこに作家の変化の痕跡をどう見つけることができるでしょうか？ その変化の痕跡

をていねいに掬い取っていくことで、『ヘヴン』から『真夜中』にかけて、 
 ・作家の問い（主題・関心）がどう発展していったか？ 
 ・複数の異なる問いのなかで何が選ばれ、何が捨象されたか？ 
 ・問いが発展していくなかであたらしくそこに吸い寄せられてきた問いはなにか？ 
なども、併せて考えてみたいと思います。 
 
 『真夜中』を読んで心に残ったこと、副本である『ヘヴン』と読み比べて感じたこと、 
あるいはご自分で気になった他書があればそれとの比較など、シーズンをとおしてたっぷ

り対話していきたいと思います。 
 
 うすうすお気づきのことと思いますが、今シーズンではテーマ〈「問い」の一歩先〉を

実践していただくため、作品を読んで、各人各様にそこから「問い」を設定していただい

たのち、その”一歩先”として、設定した「問い」についての感想（小レポート）を作成し

てもらいたいと思います（任意です）。なので、今シーズンの朝さろんはちょっとゼミっ

ぽい雰囲気になるかとおもいます。春の新学期が開講したと思って、たまにはそんな雰囲

気も楽しんでいただければ幸いです。 
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"Dance, dance... otherwise we are lost." 

朝さろん 34th morning 

〈「問い」の一歩先へ(1)〉 

 

 
◆第 2 回（35th）： 2014 年 5 月 8 日（木）6:50－8:00 
 テーマ：〈「問い」の一歩先へ（2）〉 
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） 
予 定：・本作の優れている点、好きなシーンを挙げてみましょう。 

・本作の中から、どんな「問い」を発見することができますか？ 
          ・副本に掲載の対話相手や内容から、作者がどんな影響を受けたと思いますか？ 

           
 
 

 
 
 
 
 

◆第 3 回（36th）： 2014 年 6 月 12 日（木）6:50－8:00 
 テーマ：〈「問い」の一歩先へ（3）完〉 
副 本：『子どものための哲学対話』永井均（講談社文庫、2009）、『ヘヴン』（講談社文

庫、2010） 
予 定：・あなたが見出した「問い」を紹介してください。 

・その「問い」の一歩先、あなたの感想（回答）を披露してください。 
           ・副本の二作のように、「14 歳」に分かるように、書いて、話してみましょう。
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"Dance, dance... otherwise we are lost." 

朝さろん 34th morning 

〈「問い」の一歩先へ(1)〉 

 
 
 
 

川上未映子『すべて真夜中の恋人たち』#1   34th morning@ 4/10 

 

さろん界隈随一の川上ニスト“Dr.カワサキ”の「川上講座 #1」 

============================== 

 『ヘヴン』におけるコジマと百瀬に変わり、『すべて真夜中の恋人たち』においては、

三束さんと聖が登場する。 

 『ヘヴン』においては、主人公の立ち位置、変容など（外界との関係性）は、読者によ

り、解釈の余地はあれど、百瀬＝現世＝弱肉強食、コジマ＝来世＝理念であり、これら外

界の存在、在り方は、明確であった。 

 一方、『すべて真夜中の恋人たち』では、主人公と関連登場人物との関係性は、関連登

場人物の位置づけを含め、実は非常に曖昧かつ読み取りにくい気がする。 

 「孤独な魂がふれあったとき、切なさが生まれた。その哀しみはやがて、かけがえのな

い光となる。」と表現されると、冬子と三束さんの魂が触れ合った恋愛小説のように捉え

られるが、はたしてそうなのだろうか？『すべて真夜中の恋人たち』における、三束さん

と聖の解釈は、非常に分かりにくく、多面性を持つ。 

 三束さんや聖自身の行動、冬子を通した三束さんや聖の意味合い、それを受けての冬子

の行動に思いを巡らすと、一読して、冬子を通した三束さんや聖の解釈（視点人物である

冬子によって語られた部分のみ）に引きずられていた理解から、また違った解釈が生まれ

る。 

 孤独とは何か、切なさ、哀しさとは何か、それを経験し、生まれるものは何か、を問う

ために、冬子は、物語の中に突き落とされ、読者に救済されるのを待っている。 

 その観点からは、本作は、『ヘヴン』で斜視を直した「僕」、――すなわち、突き落と

されるのではなく、世界を認識したうえで、取捨選択できるようになった「僕」であり、

孤独になることも、ならないことも選択する可能性を有するようになった「僕」――が、

現世（弱肉強食）と来世（理念）といった極端な二元論・二項対立的な世界観では解釈し

きれない複雑多様な現実社会を（二元論的世界観を通過したのちに不可避的に直面するも

のとして）経験する物語でもある。 

 

 

川崎：fxnobi@yahoo.co.jp 
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"Dance, dance... otherwise we are lost." 

朝さろん 34th morning 

〈「問い」の一歩先へ(1)〉 

 
 

レポート作成の形式 

 

●冒頭に「問い」を明記 

●本文を使って、その「問い」への考

え、回答を記す 

●「ヘヴン」や「子どものための哲学対

話」のように、１４歳の「僕」に伝わる

“文章の形”で、なるべく平易なことば

で考え、わかりやすく書く 

 

       ↓ 

 

●ほかの参加者が挙げた「問い」につい

ても、同じ「真夜中」についての読書

体験から生まれたものなので、「自分

ならどう考えるか」と考えてみる 
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"Dance, dance... otherwise we are lost." 

朝さろん 34th morning 

〈「問い」の一歩先へ(1)〉 
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