
“ease my pain, ease your pain, sweet sweet pain.” 
朝さろん 39th morning 

〈“ふたり”という複数（３）完〉 

朝さろんの本棚〈39〉 

村田沙耶香『ガマズミ航海』について 

 

39th morning：2014 年 9 月 11 日(木)＠渋谷 

参加者：８名 

 

「ガマズミ航海」は、 

恋人との恋愛模様なしの孤独を描き、だからこそ孤高の恋愛小説でもある作品。 

 

 

【テーマ】  〈“ふたり”という複数（３）完〉 
 

「すべて真夜中の恋人たち」(川上未映子)に描かれた恋愛や友情のさまざまな側

面や形態について発展的に考察するシーズン。そもそも冬子と三束さんとの関係

性を規定することができるのでしょうか。そもそも恋愛や友情という関係性とは

どういうものなのでしょうか。その「関係性」を具体的に定義づけていく――ので

はなく、むしろ、“ふたり”という複数の最小単位にはどんな雰囲気が漂うものな
．．．．．．．．．．．．

のか
．．

について、三作品を通じていくつかのケースを取り上げてみました。 

 

 

 

【本】 

「ガマズミ航海」村田沙耶香（講談社文庫、2013） 

[初出：『群像』2009 年 12 月号、単行本：『星が吸う水』（講談社, 2010 年）] 

 

 

【村田沙耶香 (むらた さやか)】 

1979 年千葉県出身。小説家、エッセイスト。2003 年、「授乳」で第 46 回群像新人文学賞

優秀作、09 年、『ギンイロノウタ』で第 31 回野間文芸新人賞、13 年、『しろいろの街の、

その骨の体温の』で第 26 回三島由紀夫賞受賞。ほかの作品に『星が吸う水』『タダイマト

ビラ』『ハコブネ』『殺人出産』などがある。玉川大学文学部芸術学科芸術文化コース卒

業。横浜文学学校にて宮原昭夫に学ぶ。 
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“ease my pain, ease your pain, sweet sweet pain.” 
朝さろん 39th morning 

〈“ふたり”という複数（３）完〉 

【ストーリー】 

感情のまとわりつかないセックスを求める若い女性、結真と美紀子。恋愛とは異なるか

たちで肉体関係を結ぶことはできないのか……。性行為には、本物と偽物がある。恋愛で

はない場所で、この飢餓感を冷静に処理することができたらいいのに。「本当のセック

ス」ができない結真と彼氏と別れられない美紀子。二人は「性行為じゃない肉体関係」を

求めていた。誰でもいいから体温を咥えたいって気持ちは、恋じゃない。言葉の意味を、

一度だけ崩壊させてみたい。 

 

 

【お題】「ガマズミ航海」を読んで次の問いについて考えてみましょう 

------------------------------------------------------------------------------------ 

1 回目「杳子」では、“ふたり”という関係について、主に男性視点からの“恋愛”という

観点で捉えて、読んでみました。2 回目「この人の閾」では、“恋愛とは呼ばないけど大切な

関係”という観点で考えてみました。3 回目の今回は、“恋愛”とも“友情”ともつかない、

“特別なふたり”という関係性について考えてみたいと思います。 

完結編の本作はいろいろ刺激の強い内容ではあるのですが、参加者のみなさんと、表面的

なスキャンダラスさに流されることなく、この底流に潜む真摯な思いを掬い上げて対話で

きると確信しています。 

 

――性行為には、本物と偽物がある。人肌を求めるだけなら、それは、恋じゃない。 

ガマズミ＝花言葉は『結合』 

 

【解題】「ガマズミ航海」について 

 

●「ガマズミ航海」より 

性的快楽がないわけではないが、この行為の目的はそれではない、と結真は思う。生きた人

間の肉片を膣でしゃぶりたくて、男とホテルに来ているのだ。（p134） 

 

結真の中では性行為は二つに分かれる。セックスか、そうでないかだ。さっきの行為はセッ

クスではない性行為だ。（略）本物のセックスを、ここ何年もしていないのだ。何かをしゃ

ぶりたいという気持ちがこのところ強いせいか、そればかりしてしまって本物のセックス

がおろそかになっている気がする。周りにはそんなことはわからないだろう、どちらも挿入

なのだから。けれど確かに、その二つはまったく違うものなのだ。（p136-137） 

 

第三者が誤解するのならわかるが、実際にベッドに入った当人が、あれはセックスではない

と、なぜわからないのだろう。男の方も、体温をしゃぶりたいだけだったことは、結真には
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“ease my pain, ease your pain, sweet sweet pain.” 
朝さろん 39th morning 

〈“ふたり”という複数（３）完〉 

わかっていた。なのに挿入したというただそれだけの理由で、一方的に捕らえた獲物扱いさ

れ、やたらに知ったかぶりをされるのは少しうんざりだった。自分はセックスをするときは

まるで別の顔をするし、それを見たことがあるわけでもないのに、全てを知り尽くしたよう

な顔をされると苛々してしまう。（p138-139） 

 

「ねえ、性行為じゃない肉体関係ってあると思う？」 

（略） 

「だからさあ、肉体関係なんだけど、性的じゃないの。セックスでもその偽物でもないわけ」 

「なにそれ。たとえば？  どうやってすんの？」 

「さあ。耳と鼻とか、口とか足とかは？」 

「そんなの、全部、ペッティングじゃん」 

（略） 

「まあ、出産体験とか、殺人とか、そうと言えなくもないかもね」 

「それだと一方的じゃない？   いや、双方向だとしてもさ、そういうんじゃなくて、もっ

と毎日できるようなやつ」 

「ないよ、そんなの。変なの。何でそんなこと考えたの？」 

「それがあったら、もっとうまく生きられる気がする」（p143-144） 

 

「結真さん、あの、私と、性行為ではない肉体関係を、してみませんか？」（p148） 

 

「どうして、やってみようと思ったの？」 

「……私も、結真さんと一緒で、それがあったらうまく生きられる気がするんです」 

（略） 

「私、自分でもわけのわからないものに突き動かされてるんです。それに取り付かれると、

自分の意思が何なのかわからなくなってしまう。今、そういう状態です」 

（略） 

「飢餓感みたいなものに突き動かされて、自分のことをコントロールできなくなる人間っ

て、けっこう多いんですよ。ほとんどの人は恋愛にその解決の糸口を求める。だから本当は

大嫌いな人間とも別れられないような、私みたいな女がいるんです」 

「嫌いなのに、別れられないの？」 

「性格には、本当は嫌いなのに、飢餓感に突き動かされていて自分の意思が見えなくなっ

て、相手の言いなりになってしまって、男性を付け上がらせてしまうんですね。まあ、よく

あることですよ。でも私、抜け出したいんです。恋愛ではない場所で飢餓感を、たとえば空

腹とか睡眠欲とかと同じ、生理現象の一つとして、冷静に、合理的に、処理できたら、私、

きっとそんなことをやめられると思うんです」 

「まあ、わかるよ。あたしも、性行為に人肌しか求めてないようなことが、もう何年も続い
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“ease my pain, ease your pain, sweet sweet pain.” 
朝さろん 39th morning 

〈“ふたり”という複数（３）完〉 

てるし……性欲どこにいっちゃったんだろーって思うよ」（p149-150） 

 

「膣を使おう。こういうのは、逃げてないで真っ向勝負を仕掛けたほうがいいんだよ、きっ

と」 

「勝負？  何にですか？」 

「わかんない。性行為にかな。ここを使って、性的でない肉体関係を成立させることができ

たら、それは幻想じゃない、本当にあるんだって、胸をはれるような気がする」（p153） 

 

「単に誰かの肉体が欲しいならそれでいいけど、誘われたり肉体を沢山食べることで、自分

の価値が高いような気分になれるかっていうと、そうでもないと思うよ」 

「そういうものですか？」 

「うん、むしろ低く見られてる場合の方が多いし。ストレスたまるよ」（p154） 

 

これも「おしゃぶり」の一種だな、と結真は思う。こうして会って、商品としての価値が自

分にまだちゃんとあることを再確認させてくれる言葉を求め合う。お互いに、相手の欲しが

る言葉を与え合っては、耳の粘膜でしゃぶっている。（p157） 

 

「セックスって、特定の相手に対する発情
．．．．．．．．．．．

を表現するために生まれた行為でしょ。それを

ほかの事に使っても、いまいち違和感があるんだよね。偽物のセックスにはもううんざり、

後で面倒くさいし」 

「寂しいとかさ、そういう気持ちを癒す場合だってあるじゃん、俺ら大人なんだし。寂しい

ときもあるよなー、な、結真」 

「膣が口寂しいからって、別にペニスを咥える必要なない気がする。同じ肉でも、もっと性

的でない肉があってもいい気がする」（p158） 

 

「あたしは、本物は大好き
．．．．．．

だよ。でもこのところ
．．．．．．．

、なんかできなくなっちゃった
．．．．．．．．．．．．．

」 

「本物と偽物があるんですか」 

「あたしの中ではね。でも両方、性行為は性行為だよ。性行為が、セックスと、そうでない

ものに分けられてるの、あたしの中では」 

「そうでないもの……」 

「うん、セックス
．．．．

じゃない性行為は
．．．．．．．．

、あたしにとって恋じゃないの
．．．．．．

。でも勘違いする人が多

いから、面倒くさい」 

「セックスじゃない性行為って、どんななんですか？」 

「何より、恋じゃないってこと。誰かの体温をしゃぶりたいだけで、相手は誰でも良いんだ

もん。でも、トラブル多いんだよね」（p165） 
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“ease my pain, ease your pain, sweet sweet pain.” 
朝さろん 39th morning 

〈“ふたり”という複数（３）完〉 

 

●「星が吸う水」より 

彼の脳の中の性感帯を刺激するために、手を繋いでデートという服を着た前戯を半日し

た後、ベッドの中でもその流れに沿った言葉の交わしあいなどをしなくてはいけない。それ

が終わって各自の家に帰ってからも、メールのやりとりがいつまでも続く。 

 相手の頭の中には恋人同士の幸福な流れというものが儀式のように横たわっていて、ペ

ニスの前にまずそれをこすらなくてはならないのだ。その見えない性感帯は性器と違って、

服を着てベッドの外へ出てからも、日常的にこすり続ける必要があった。（略）相手が自分

の上で彼自身の脳を懸命に愛撫して射精へと向かっている間にぐっすり眠ってしまったり

してよく怒られた。（p19） 

 

女性の自慰というのが、AV などで性的な題材として扱われるのも我慢できなかった。あ

んなに自然で無邪気な排出行為を、脳をペッティングするための手段としてとらえるのが

許せないと思っていた。（略）自分のプライベートな排出行為を、相手の脳の中に出来上が

った、凝り固まった性概念の一部とされるのが鶴子には我慢できなかったのだ。（p69） 

 

 基本的には、梓は恋愛をして愛情を受けて、セックスをする、そういう性的嗜好なのだろ

うなと思う。抜くことに必死になってしまう自分とは違って、とても丁寧に気持ちを込め

て、身体を触れ合わせるのだろう。それがスタンダードなものかどうかはどうでもいいこと

で、梓だけの、唯一無二の、大切な性の形なのだと思う。鶴子はそれを大事にしたかった。

だからあまり余計なことは言いたくなかった。（p95） 

 

 

 

●「杳子」より 

「病気の中へ坐りこんでしまいたくないのよ。あたしはいつも境い目にいて、薄い膜みたい

なの。薄い膜みたいに顫えて、それで生きていることを感じてるの。お姉さんみたいになり

たくない」 

「姉さんは健康になったのだろう。今では一家の主婦で、二児の母親じゃないか」 

「それが厭なの。昔のことをすっかり忘れてしまって、それであたしの病気を気味悪そうに

見るのよ」 

「それでいいんだよ。健康になって病気のことを忘れるのは、しかたないことじゃないか」 

「病気の中にうずくまりこむのも、健康になって病気のことを忘れるのも、どちらも同じ

ことよ。あたしは厭よ」（p114-115） 

 

「彼女が病気だと、ほんとうに言えますか」 
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朝さろん 39th morning 

〈“ふたり”という複数（３）完〉 

「あの子は病気です」 

「人のこころが病気だとか、健康だとか、そんなにはっきり決められるものでしょうか」 

「あの子は病気です」 

「何をめやすに、そう決めるんです」 

「あの子が病気であることは間違いありません。なぜって、私もむかし病気だったことがあ

るんです」 

《杳子がいま病気で、あなたがいま健康だと、どうして言えるんです》（p151-152） 

 

 

◎異性愛／同性愛を越えて“ふたり”の仲について考える 

１．古代ギリシアにおける４つの愛の種類 

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 

２．性愛をめぐる愛の形式 

(ア) 異性愛 

(イ) 同性愛（LGBT を含む） 

(ウ) 純愛（性的接触あり） 

(エ) プラトニック・ラブ（性的接触なし） 

(オ) ロマンチック・ラブ/モノガミー（一夫一婦制） 

(カ) 一妻多夫制/一夫多妻制 

(キ) 婚外恋愛 

(ク) 複数恋愛（ポリアモリー） 

(ケ) 異類婚/動（植）物恋愛 

＊「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。 

＊A・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」（ref;『悪魔の辞典』） 

 

 

●「3.11 後の「表現すること」の戸惑い」 http://synodos.jp/info/8043/4 

いま村田沙耶香さんという作家に一番注目しています。女性のセクシュアリティを生々

しく描き出す人で、みなさんそこにばかり目が行くんですけど、ぼくから言わせてもらうと

村田さんは「孤独」の書き方がうまいんです。「孤独」って「ひとりぼっち」っていうイメ

ージですよね。社会を歯車で例えると、みんなが噛み合ってまわっているなかで、自分だけ
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隅っこの方にいて噛む相手がいない。「孤独死」や「無縁社会」という言葉から思い浮かぶ

「孤独」のイメージって、そんな感じだと思います。 

でも、村田さんの書く孤独は違うんです。はたから見ると歯車が噛み合っているように見

えて、よくみるとひとりでまわっている、そんな感じの孤独です。下手すると「しっかりし

ろ！」「難しく考えすぎだって！」という一言で済まされてしまいそうな、というか現実に

はそうやって済まされてしまっている「孤独」なんだと思うんですね。というのは、村田さ

んの作品の主人公は、家族もいて、貧乏じゃなくて、学校にも通っている。でも、最終的に

は破滅的なところにまでたどり着いてしまう。 

ぼくは、決して数は多くないですけど、精神科病院や福祉施設を歩いて人の話を聞いてき

ました。もちろん、いろんな事情を抱えた人たちがいるんですけど、一番言葉にしにくかっ

たのは、そういったタイプの「孤独」なんです。そのイメージが、あまりにも見事に言葉に

されているので驚きました。 

「見えない痛み」や「見えにくい痛み」に、人の想像力を及ぼすことができる力がフィク

ションにはあるんだって、ようやく思えたんです。そういう想像力が自然と働くようになっ

たら、少しは社会が変わるんじゃないかなって思うようになりました。（荒井裕樹） 

 

 

●「自分の闇よりも深いものに祈る」――小説家・村田沙耶香の描く孤独 

http://synodos.jp/info/9983 

「自分よりも深い闇が、光よりも希望になるときがある」そう語るのは昨年「第 26 回三島

由紀夫賞」を受賞し、いま最も注目をあつめる小説家のひとりである村田沙耶香さん。家族・

学校を舞台に濃密で閉塞的な人間関係を描いてきた村田さんの小説から、底知れぬ「孤独」

を感じ取ったという障害者文化論の研究者・荒井裕樹さん。これまでの村田作品に描かれて

きた「かけがえのない存在」であることの孤独とは。話題の最新刊『殺人出産』（講談社）

に描かれた正気と狂気の臨界点とは。果たして「小説だけが救える闇」というものがありえ

るのか、お二人に語り合ってもらいました。（荒井裕樹×村田沙耶香） 

 

 

●思春期の狂気、造成中の街に重ね 村田沙耶香の新刊 

[文]吉村千彰  [掲載]2012 年 10 月 31 日 

http://book.asahi.com/booknews/update/2012110100004.html 

造成途中のニュータウンと、成長途中の少女のアンバランスさが息苦しいまでに重なり

合う、村田沙耶香の小説『しろいろの街の、その骨の体温の』（朝日新聞出版）が刊行され

た。思春期の少女が、教室とは違う価値観を獲得するまでの戦いと痛みが丹念に描かれる。 

 小４の結佳は、習字教室で親しくなった人気者の男の子伊吹と、無理やりキスしてしまう。

中学でも、結佳が主導する２人の関係は変わらない。だが、毎学期、転校生が入ってくる学
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校では、生徒間の力関係が変化し、いじめの対象も移っていく。 

 おとなしいグループに属する結佳だが、容姿のコンプレックスと伊吹への思いで、自意識

を暴走させる。〈予算がなくなった工事現場みたいに、第二次性徴が途中で止まってしまっ

た私の身体〉に〈コントロールできないほどの恋愛が宿っている〉。そして、クラスメート

を観察し、見下すことで〈ボロボロの自尊心を慰めている〉のだ。 

 いつも工事の音がする街を、結佳は「大嫌い」と言う。村田自身、ニュータウンで育った。

「当時の記憶を掘り起こしたら、鮮明に出てきた。はっきりと、文学にしたいと思った」 

 テーマは「思春期そのもの」と村田。「女の子がドロドロしている一番嫌な時代。妙に女

になるし、世界が狭くて逃げ場所もない。その分、五感で世界を感じていた」 

 ３０歳を過ぎたからこそ書けた。「思い出したくないことを言葉にする作業。２０代では

無理だった。恥ずかしかった自分をいとしいと感じられるようになった今だから」 

 これまで、理想と現実のはざまで自慰的に「欲望」をみたそうとする少女たちを描いてき

た。自分なりの価値観を得ようともがくのだが、どこかいびつな人物が多かった。 

 「今回は、嫌な自尊心などない、すくすく育った子を書きたかった」。それが、伊吹だ。

狂気をぶつける結佳を、現実につなぎとめる力を持ち、ハッピーエンドに導く役割を果たす。 

 現在も、つらい中学生活を想起させるニュースが流れる。「苦しんでいる人に読んでもら

いたい。学校がすべてじゃない、救われた、と思ってくれたら、本望です」 

 

 

●家族というシステムの外へ 『タダイマトビラ』村田沙耶香 

[評者]川端裕人(作家)  [掲載]2012 年 04 月 29 日 

 http://book.asahi.com/reviews/reviewer/2012042900010.html 

子どもを愛せない母親に育てられた娘の物語。もっとも、ネグレクトなどの虐待を受けて

いるわけでもなさそうで、その分、冷静に自らの欲求を自覚し、将来理想の家族を作ること

を目標に据える。 

 小学生時代、満たされない「家族欲」の高まりを解消するための行為「カゾクヨナニー」

（家族自慰、あるいは「家族よ何？」と響く）を開発するのだが、これが性愛を想起させ、

興味深い。王子様に見初められ結婚するお姫様の物語に没入しつつ、「ニナオ」と名付けた

カーテンとたわむれる描写は、十分すぎるほどエロチックなのだ。 

 その上で、物語は、制度としてガチガチの枠組みになった「家族」を捉え直す方向に舵（か

じ）を取る。実際、家族とは、子にとっては選択不可能な所与のものだ。閉塞（へいそく）

感に苛（さいな）まれる例は多かろう。一方、いざ自分が親になると、そこそこ努力して「家

族」している面にも気付かされることもあるわけで、これは「リアル家族自慰」を日々行っ

ているともいえるのではないか。 

 娘は高校時代に年上の恋人を得て、同棲（どうせい）を始め「理想の家族」に肉薄する。

しかし、今まさに実現しようとしている家族が、実は「カゾクヨナニー」ではないかと気付
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いてしまう。恋人との間の性的な違和感を直接的なきっかけに、「ニナオ」と戯れた「王子

様とお姫様」の物語も解体され、それどころか、世界に深い亀裂を見いだすに至る。「シス

テムに不備がある」「もっと賢くならないと」と考え「カゾクとしてのシステムの外」に帰

ることを選ぶ。どう「帰る」のかは読んで頂くとして、かなり「大風呂敷な認識の外し方」

と指摘しておく。 

 家族のシステムに息苦しさを覚える人は、こういう認識の外し方をすると実際に楽にな

れるかもしれない。これは昔ＳＦが持っていた役割かもと思い、ＳＦで育ったと自認する評

者は、その点でも感慨深かった。 

 

●小説の恋愛感触（内藤千珠子） 

一般的な性愛イメージを越えて人と人の濃密な関係性を描き出すために、小説

はどのような言葉の挑戦をしているのだろうか。小説がステレオタイプの幸福を

葬り、定型化された物語からの夜逃げを企てるとき、その先にあるのは剥きだし

の言葉だけだ。そして言葉と言葉は交わり、愉楽と痛みに満ちた「恋愛感触」を

紡ぎ出していく。小説を読み終え、恋愛や性をめぐるあたりまえの考えを喪失し

たとき、私たちの目の前には行き先のない快楽が現れ、新たなきっかけが開かれ

るのだ。 

 

●川上未映子、精神分析に勧誘される(斎藤環)  from 『六つの星星 川上未映子対話集』 

 

●性の呪縛を越えて(松浦理英子)  from 『六つの星星 川上未映子対話集』 
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【まとめ】 

 

〈“ふたり”という複数〉について、いま、なにかイメージが残っているでしょうか。

ひとりと“ふたり”のあいだに広がる大きな差異に比べたら、“ふたり”とさんにんのあ

いだの違いは相対的に小さいと感じてしまいます。“ふたり”という複数が持つ絶対的な

影響力と、そこにある無限のヴァリアント（変奏）。だからこそ私たちは、いやでも“ふ

たり”＝＜他者＞を求めてしまうのかもしれません。 

個人的には、今シーズンの作品はどれも恋愛の変奏として読めるんじゃないかなと改め

て感じました。「杳子」では、「恋愛関係それ自体、病気みたいなものなのよ」と言われた気

がし、「この人の閾」では、学生時分の片思いを懐かしみつつそれを過去のものとして、い

まの関係を心地よく築き上げることに（楽しんで）腐心する。「ガマズミ航海」では、セッ

クス（＝恋愛）を忘れている主人公が、セックス（＝恋愛）を離れ、その周囲に漂う非‐セ

ックス的な部分（おしゃぶり、偽物、肉、嫌いな彼氏、そしてガマズミ）に身を曝すことで

逆説的に恋愛への希求のようなものも透けてみえた気がします。 

三作品を通じてみて来たように、他者と関係を結びたいという止めることのできない＜

関係欲＞こそ、〈“ふたり”という複数〉を魅力的なものにし、時に孤独を癒したり「もっと

うまく生きられる気がする」と感じさせてくれる源泉なのかもしれません。 

 

 

※参考文献 

・『ハコブネ』村田沙耶香（集英社、2011） 
・『ギンイロノウタ』村田沙耶香（新潮文庫、2013） 
・『しろいろの街の、その骨の体温の』（朝日新聞出版、2012） 
・『タダイマトビラ』村田沙耶香（新潮社、2012） 
・『マウス』村田沙耶香（講談社文庫、2011） 
・『授乳』村田沙耶香（講談社文庫、2010） 
・『いまのあなたへ 村上春樹への 12 のオマージュ』（NHK 出版、2014））  
・『六つの星星 川上未映子対話集』川上未映子（文春文庫、2012）    
・『女子読みのススメ』貴戸理恵（岩波ジュニア新書、2013） 
・『小説の恋愛感触』内藤千珠子（みすず書房、2010） 
・『ユリイカ 特集:女子とエロ・小説篇』青土社 (2013 年 7 月号) 
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◆次シーズン⇒ 〈作家の創造力と読者の想像力〉 

 〈“ふたり”という複数〉というシーズンを通じて、a,b,c というそれぞれ個性

の異なる作品のあいだに想像力のハシゴを渡して読んでみました。一般的には同

じ直線上に並ぶことのない各作品に、なんらかの統一的な視点を設けることを可

能にしたチカラ、それが読むことの「想像力」です。この想像力を使うことで、

通り一遍の読書が「読み」というとても主体的な行為に変貌していきます。文字

通り、テクストのコトバの中に身を沈め、その深い森の息づかいを注意深く聞き

取りながら…。そうしてはじめて感触を得られるものも、きっとあるのです。 

 次シーズンでは、この想像力をさらに一歩、働かせてみたいと思います。どこ

へ？ ――書き手がどんな創造を行ったか、に向けて。二つの作品になんらかの

連続性が認められるとき、そこには書き手の創造のチカラが働いています。続編

だったり、テーマ的連関であったり、改変であったり、いろいろあると思います

が、そこに書き手がどんな「創造力」を行使したのか、次シーズンではそこに焦

点を定めて「想像力」を働かせてみようと思います。 

 シーズン３回を通じて「村上春樹」の短編を読み解いていきます。三回で計６

作品。同時代を代表する作家となった村上春樹の短編郡をもう一度新鮮な眼で、

想像力を働かせながら読み直すことで、シーズンを終える頃には作家・村上春樹

の創造力の源泉や創作上の特徴・癖なんかにも、理解が及ぶかもしれません。 

 それでいったい、それが何の役に立つというのでしょう？ ――そこの辺りも

想像しながら、あくまで愉しむことを一番に、ご参加いただければ幸いです。 

 

【内容】 

・新シーズン新しいテーマ〈作家の創造力と読者の想像力〉でお送りします 

・二つの短編を読み比べながら、そこに跳躍する「作家の創造力」について、

どんなことを見出せるのかみんなで「想像」してみます 

・三回目にはシーズンを通じての感想文を募集します 

※ 

各回二作を読み比べますが、メインとする方を（主）、比較対象とする方を

（副）としました。いずれの作品も、可能であれば初読の際は（副）の方から

お読みください。内容的にも、時系列的にも、その方がスムーズかと思います 

 

【副本】 

・『影の現象学』河合隼雄（講談社学術文庫、1987） 
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◇シーズン第 1 回（40th morning）◇ 

テーマ：〈作家の創造力と読者の想像力（１）〉    

本 ：「パン屋再襲撃」＆「パン屋襲撃」村上春樹 

日 時：2014 年 10 月 9 日（木）am6:50～8:00 頃 

【テクスト】 

（主）「パン屋再襲撃」は下記に所収 

  『パン屋再襲撃』（文春文庫、2011）※新装版 

  『「象の消滅」短篇選集 1980-1991』（新潮社、2005） 

  『パン屋を襲う』（新潮社、2013）※再編集版 

（副）「パン屋襲撃」は下記に所収 

『夢で会いましょう』糸井重里共著（講談社文庫、1986）※収録名「パン」 

  『パン屋を襲う』（新潮社、2013） 

 

◇シーズン第 2 回（41st morning）◇ 

テーマ：〈作家の創造力と読者の想像力（２）〉    

本 ：「めくらやなぎと、眠る女」＆「めくらやなぎと眠る女」村上春樹 

日 時：2014 年 11 月 13 日（木）am6:50～8:00 頃 

【テクスト】 

（主）「めくらやなぎと、眠る女」は下記に所収 

  『レキシントンの幽霊』（文春文庫、1999） 

  『めくらやなぎと眠る女』（新潮社、2009） 

（副）「めくらやなぎと眠る女」は下記に所収 

『螢・納屋を焼く・その他の短編』（新潮文庫、1987）※改版 

 

◇シーズン第 3 回（42nd morning）◇ 

テーマ：〈作家の創造力と読者の想像力（３）完〉    

本 ：「蜂蜜パイ」＆「日々移動する腎臓のかたちをした石」村上春樹 

日 時：2014 年 12 月 11 日（木）am6:50～8:00 頃 

【テクスト】 

（主）「蜂蜜パイ」は下記に所収 

  『神の子どもたちはみな踊る』（新潮文庫、2002） 

（副）「日々移動する腎臓のかたちをした石」は下記に所収 

『東京奇譚集』（新潮文庫、2007） 

『めくらやなぎと眠る女』（新潮社、2009） 
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