
“Blind Willow, Sleeping Woman” 

朝さろん 41st morning 

〈作家の創造力と読者の想像力（２）〉 

朝さろんの本棚〈41〉 

村上春樹「めくらやなぎと、眠る女」＆「めくらやな

ぎと眠る女」について 

 

41st morning：2014 年 11 月 13 日(木)＠渋谷 

参加者：6 名 

 

「めくらやなぎと、眠る女」は、旧作「めくらやなぎと眠る女」のテーマに感化された作家が、 

新しい想像力
．．．．．．

によって短縮改稿し、時代に沿った形で再生した作品。 

 

【テーマ】 

  〈作家の創造力と読者の想像力（２）〉 

⇒  テクストに”連続性(の有無)”や”再編”という視点を持ち込むことで、一作完結で独立した作品とし

て読むのと異なる、「閉じられない読み」のあり方について再考してみるシーズン。必然的にテクスト

の枠の外側にいる作家の存在にも注目をすることになる。シーズンの 3 回で通時的に短編群を読

んでいきながら、 既知感に満ちた超有名作家を、その思考と作風の変化という視点から捉えなお

すこともあわせて狙いとする。 

 

【本】 

「めくらやなぎと、眠る女」は下記に所収    [初出：『文學界』1995 年 11 月号] 

  『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）   

  

「めくらやなぎと眠る女」は下記に所収     [初出：『文學界』1983 年 12 月号] 

『螢・納屋を焼く・その他の短編』（新潮文庫、1987） 

 

【村上春樹 (むらかみ はるき)】 

1949 年 1 月 12 日生まれ。日本の小説家、アメリカ文学翻訳家。随筆・紀行文、ノンフィクション

の著作もある。京都府京都市伏見区に生まれ、兵庫県西宮市・芦屋市に育つ。早稲田大学第一文

学部映画演劇科卒業、ジャズ喫茶の経営を経て、1979 年『風の歌を聴け』で群像新人文学賞を受

賞しデビュー。当時のアメリカ文学から影響を受けた文体で都会生活を描いて注目を浴び、現在で

は、名実ともに現代日本文学を代表する作家。『世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド』で谷崎

賞、『ねじまき鳥クロニクル』で読売文学賞。カフカ賞、エルサレム賞など海外の文学賞も多数受賞し

ている。   
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“Blind Willow, Sleeping Woman” 

朝さろん 41st morning 

〈作家の創造力と読者の想像力（２）〉 

【ストーリー】 

東京で働いていた「僕」24 歳は仕事を辞めて実家の神戸に戻っている。「僕」のいとこ 14 歳は小

学校に入った頃に耳にボールをぶつけられて以来右耳が難聴になった。この度新しい病院に変わる

こととなり、「僕」がつきそいをする。病院でいとこを待っている間、「僕」は 17 歳の時、友人と一緒に、

入院している友人の彼女を見舞いに行ったことを思い出す。彼女はそこで「めくらやなぎと眠る女」に

ついての詩を書いていた。その時は、「めくらやなぎ」という架空の植物に住む「蠅」が女の耳に入りこ

み、女の体を内側から溶かしていく話だった。診察が終わり、「僕」はいとこの耳に「めくらやなぎ」の

「蠅」が寄生している姿を幻視する。 

 

【校異】 

旧版「めくらやなぎと眠る女」は『文學界』1983 年 12 月号に掲載された。後にこれを短く改訂した

ものが「めくらやなぎと、眠る女」（新版）として『レキシントンの幽霊』に収録された。こうした大幅な改稿

を施した村上春樹の問題意識とその変遷を、ここから探ることができる。 

新版「めくらやなぎと、眠る女」は旧版をかなり大幅に短縮したバージョンといえる。短編集『レキシント

ンの幽霊』への収録にあたり、区別のため便宜的に「、」を付して改題している。 

 

【お題】作品を読んで次の問いについて考えてみましょう 

シーズン 2 回目の今月は、前回が正編と続編という連作的視点を問題にしたのに対し、テクスト a と、そ

れを短縮・再編して新生したテクスト b との関係に焦点化する。作品の「完成」とは何かについて考えるの

はもちろん、テクスト a・b を読み比べるなかで感じる「差異
．．

」と改稿の
．．．

「必然性
．．．

」との関係、作家に改変を行
．．．．．．．

わせた
．．．

「動機
．．

」などを含むさまざまな論点について対話したいと思います。 

意外と、1 回目よりも違い（コントラスト）が明確で話し易いのではないかと思っていますが、さてどうでしょ

う？ 次の２点についてお話しください。 

 

・テクストの全体的な印象 

 ＊「いとこ」がメインの話かと思っていたが、「友人が死んだ」がメインの話だと感じた。 

 ＊過去に読んだことがあるが、昔より面白く感じられた。 

 ＊「ノルウェイの森」と関係があるのか？ どこが関係するのか？ 

 ＊旧版は「迷い」の話として、新版は「立ち直る」話として読めた。 

  

・他の参加者に聞いてみたいこと 

 ＊この作品は怖いですか？ （「耳」の疾患に対して何をどう「治療」しているのかが見えない怖さがある） 

＊テニスコートのネットの描写が変更になっている意味はなんだろう？ 

 ＊「ここにだけはいるわけにはいかない」の意味は？ 

 ＊どうして削って短くしたのか？（長いバージョンもすてき） 

 ＊なぜこの題名が付いたのか？ 
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“Blind Willow, Sleeping Woman” 

朝さろん 41st morning 

〈作家の創造力と読者の想像力（２）〉 

 

これを念頭に置きながら全員で気になるところを具体的に取り上げながら作品を辿り直してみます。その

後で、最後にもう一度作品全体についてお話できたらと思います。部分と全体を行ったり来たりしながら、

時間の許す限り作品に浸ってみたいと思います。 

 

 

【解題】「めくらやなぎと、眠る女」＆「めくらやなぎと眠る女」について 

 

●＜めくらやなぎのためのイントロダクション＞（『レキシントンの幽霊』より） 

この作品は一九八三年十二月号の「文學界」に掲載した「めくらやなぎと眠る女」にほぼ十年ぶりに

手を入れたものです。オリジナルは四百字詰めにして約八十枚ばかりあり、これはいささか長すぎるの

で、もう少し短く縮めたいと以前から考えていたのですが、九五年の夏 にたまたま神戸と芦屋で朗読

会を催す機会があり、そのときにどうしてもこの作品を読みたいと思った ので（この作品はその地域を

念頭に置いて書かれたものだからです）、大きく改訂してみることにしました。オリジナル「めくらやなぎ

と眠る女」と区別するために、便宜的に「めくらやなぎと、眠る女」という題に変えました。原稿量は約

四割減らせて、四十五枚ほどにダイエットしたわけですが、それにそって内容も部分的に変わってき

ており、オリジナルとは少し違った 流れと 意味合いを持つ作品になった ので、違う版として、あるいは

違ったかたちの作品として、この短編集に収録することにしました。とりあえず新旧ともに併存するとい

うことになると思います。 

この作品は同じ短編集に収められた「蛍」という短編と対になったもので、あとになって『ノルウェイの

森』という長編小説にまとまっていく系統のものですが、「蛍」の場合とは違って、この「めくらやなぎと

眠る女」と『ノルウェイの森』のあいだにはストーリー上の直接的な関連性はありません。 

 

●村上春樹における「改稿」 

 短編「蛍」 ⇒ 長編「ノルウェイの森」 

 短編「ねじまき鳥と火曜日の女たち」 ⇒ 長編「ねじまき鳥クロニクル」 

 短編「人食い猫」 ⇒ 長編「スプートニクの恋人」 

 中編「街と、その不確かな壁」 ⇒ 長編「世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド」 

 その他、「村上春樹全作品」に収録する際に改稿したものなど 

       ↓ 

上記のような改稿例は多数あるが、短編を改稿して（別名の）短編として発表し、かつ別作品とし

て旧作と区別して収録するというテクストは「めくらやなぎと眠る女」が唯一。 

このような改変を行い改名の上発表したのは、阪神淡路大震災後の
．．．．．．．．．

、故郷・神戸と芦屋での朗読
．．．．．．．．．．．．

会のため
．．．．

。 

＊上記の状況下で敢えてこのテクストを神戸・芦屋の朗読会の対象に選んだのはなぜか？ 

   ＊被災者を念頭に、（改変後の）テクストで伝えたかったメッセージとはなにか？ 
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“Blind Willow, Sleeping Woman” 

朝さろん 41st morning 

〈作家の創造力と読者の想像力（２）〉 

●トリビアルな改変 

① テニス・コートのネット 

（旧版） 「テニス・コートにはきちんとネットがはってあったが、人影はなかった」 

  （新版） 「「ネットを張ってないテニス・コートの向こうに海が見えて……。でもそれは錯覚だ。そのリ

アリティーは生々しく、強烈だったが、でも錯覚であることはよくわかっていた。」 

② 引用される映画タイトル 

（旧版） 『リオ・グランデの砦』 

（新版） 『アパッチ砦』 

※『リオ・グランデの砦』はジョン・フォード監督作品の中の『アパッチ砦』、『黄色いリボン』と並んで「騎

兵隊三部作」と評される最終作。主演のジョン・ウェインが『アパッチ砦』と同じく、カービー・ヨークと

いう名前の役柄を演じており、『リオ・グランデの砦』は『アパッチ砦』の続編ともいえる作品となって

いる。 

 ↓ 

 ＊「パン屋襲撃」と「パン屋再襲撃」の連続性の中でも似たような問題が出ている。「パン屋襲撃」

の中で聴かれるワグナーは『トリスタンとイゾルデ』であり、パン屋の親父は「明日は『タンホイザ

ー』を聴こう」と言っている。だが、「パン屋再襲撃」での「僕」は『タンホイザー』と『さまよえるオ

ランダ人』を聴いたと妻に説明している。この違いをどう解釈するか？  

＊このような本筋と直接関係ないと思われる箇所の改変――改変前後でなんらかの共通性を持

つ固有名のあいだでの改変――にはどんな意味があるか？ 

      

●大まかな作品の構造 

 a 14 歳のいとこの通院に付き添う「僕」 

 b 通院の際に「僕」が振り返る、17 歳のころに病院見舞いをした友人の彼女の記憶 

 c 彼女が書いていた「めくらやなぎと眠る女」の詩とそこに登場する「蠅」のイメージ 

 ｄ 診察の終わったいとこの耳に「蠅」が規制しているイメージを重ねる  

 e バス停でバスを待つ  

 

このうち特に「d」と「e」の扱いをめぐって、旧版と新版で大きく内容が異なると考えられる。 

＊「骨」の異常のため手術をするも精神にも危うさの漂う「彼女」と、長患いで難聴の「耳」を持つ

「いとこ」 

   → 「僕」の周囲にいる人物ふたりに、共に、回復の兆候が読み取れない病的なイメージが立 

漂っている。 

＊「いとこ」と自分自身を重ねてみている「僕」  

  → 「それでもいつのまにか、みんなは僕とそのいとこを「一対のもの」として見做すようになって

いた。（略）彼のどことなくぎこちない一挙一動が僕の心になじんだ。親戚の人々が何故僕

と彼とをひとつに結びつけたがったか、少しはわかるような気がした」 
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“Blind Willow, Sleeping Woman” 

朝さろん 41st morning 

〈作家の創造力と読者の想像力（２）〉 

＊からだを内側から溶かす「蠅」のイメージを、「いとこ」に重ねてしまう「僕」 

      → なんらかの病的イメージが、友人の彼女（の語る「めくらやなぎ」と「蠅」）と「いとこ」で共通

する。その「いとこ」と「僕」も親戚から「一対のもの」として見られている。そして「僕」は無

意識に（？）に「いとこ」の耳に「蠅」が寄生するイメージを重ねる。「いとこ」のイメージを介

して、間接的に「僕」が「蠅」に巣食われる、という風に読み取れる。 

 

 

●作品の重要箇所の対比 

 旧版 「めくらやなぎと眠る女」 （1983） 新版 「めくらやなぎと、眠る女」 （1995） 

故郷滞

在時の

心象 

その年の春、いろんなうんざりするできごとがつ

づけざまに起こって、僕はそれまで二年間通って

いた会社を辞めた。そして東京を離れ、家に帰っ

てきた。用事を済ませたらすぐに東京に戻って新

しい仕事にかかるつもりだったのだが、家でのんび

りと庭の草をむしったり塀をなおしたりしているうち

に急にいろんなことが嫌になって、東京に戻るの

を一日のばしにしていた。故郷の街自体はもう何

の魅力もなかった。（略）要するに僕が年をとった

ということなのだが、もちろんそれだけではなかっ

た 。それだけではないからこそ、僕は東京にもど

らず 、一人で一日庭の雑草をむしったり、縁側に

寝転んで古い本を読んだり、トースターの修理を

したりしながら、一日いちにちと日々をぼんやりと

過ごしていた。（略） 

その年の春には、いろんなことが起こった。事情が

あって、それまで二年間勤めていた東京の小さな

広告代理店をやめた。それと前後して、大学時代

からつきあっていた女性とも別れることになった。そ

の翌月祖母が腸の癌で亡くなって、僕は葬儀のた

めに、小さなバッグをひとつ持って五年ぶりにこの

町に戻ってきた。（略）部屋の中にあるすべては干

涸びて、ずっと昔にその色と香を失っていた。でも

時間だけは、見事なくらいしっかりと溜まっていた 。

（略） 

 

故郷に

留 ま り

続 け る

こ と に

対して 

「ねえ、うちのお父さんの会社で働くことになる

の？」（略） 

「仕事があわないんだ」（略）「つまらないかどうか

はわからないよ。でも 僕には他にやりたいことがあ

る からさ」 

 

「ねえ、うちのお父さんの会社で働くことになる

の？」といとこが僕に尋ねた。 

「でも東京に戻ってやらなくちゃいけないことがある

んだ」と僕は言った。いとこは黙ってうなずいた。や
、

らなくちゃいけないことなんて
、、、、、、、、、、、、、、

、どこにもひとつもな
、、、、、、、、、

い
、

。でもここにだけは
、、、、、、、、

、いるわけに
、、、、、

はいかないんだ
、、、、、、、

。 

眠 り 込

んだ女

を 救

う 、 若

い男に

ついて 

「俺のことだな、きっと」と友だちがまぜかえした。

彼女はちょっとだけ笑って先をつづけた 。 

 

「それは俺のことだね、きっと？」と友だちが口をは

さんだ。 

彼女は首を振った。「いいえ、それはあなたじゃな

いのよ 」 

「君にはそれがわかる？」と友だちは言った。 

「私にはそれがわかる 」、彼女は生真面目な顔で
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〈作家の創造力と読者の想像力（２）〉 

言った。「どうしてかはわからない 。でもそうなの 。

傷つく？」 

痛みに

ついて 

「それに恐いんだよ、本当はね。痛いのが嫌なん

だ。本当の痛みより、痛みを想像することの方が

つらい んだよ。そういうのってわかる？」 

「もちろんわかるよ」と僕は言った。「それが普通の

人間だもの」 

  彼は右手で吊革をつかんだまま、左手の小指

の爪をかんだ。「僕が言いたいのはさ、こういうこと

なんだよ。つまりさ、僕以外の誰かが痛みを感じ

ていて、それを僕が見てるとする ね。それで僕は

その他人の痛みを想像してつらいと思う ね。でも

さ、そんな風に想像する痛みって、本当にその誰

かが経験している痛みとはまた違ったもの だよ

ね。うまく言えないけどさ」 

「これまでの治療はけっこう痛かったの？」と僕は質

問してみた。 

「そんなでもないな」、いとこはちょっとむずかしい顔

をした。「もちろんまったく
、、、、

痛くないってわけじゃなく

て、場合によってはいくらか
、、、、

痛いこともある。でもす
、

ごく
、、

痛いっていうんでもないね」 

「じゃあ今度のも同じようなものじゃないかな。お母

さんの話だと、これまでととくに変わったことをするの

でまなさそうだから」 

「でもか、これまでと変わらないことをやってたら、や

っぱり同じように治らないんじゃないのかな 」（略） 

「いちばん辛いのは、怖いことなんだよ。実際の痛

みよりは、やってくるかもしれない痛みを想像する

方がずっと嫌 だし、怖いんだ。そういうのってわか

る？」 

「わかると思う」と僕は答えた。 

イ ン デ

ィアン 

『インディアンを見ることができるというのはインデ

ィアンがいないってことです』 

 

「つまり誰の目にも見えることは、本当はそれほど

たいしたことじゃないってことなのかな」と僕は言っ

た。 

「そうなのかな？」といとこは言った 。「よく意味は

わかんないけど、でも耳のことで誰かに同情され

るたびに僕はいつも映画のそのシーンを思いだす

んだよ」 

『インディアンを見ることができるというのはインディ

アンがいないってことです』 

 

「誰の目にも見えることは、それほど重要なことじゃ

ないっていう意味なのかな……よくわからないけれ

ど」 

 いとこは 眉をしかめた 。「僕にも意味はわからな

いんだけれど、でもね、耳のことで誰かに同情され

るたびに、どうしてかそれを思い出すんだよ」 

結末部  「僕はその沈黙の中で、いとこの耳の中に巣喰

っているのかもしれない無数の微小な蠅のことを

考えてみた 。六本の足にべっとりと花粉をつけて

いとこの耳に入りこみ、その中でやわらかな肉を

むさぼり食っている蠅のことをだ。じっとこうしてバ

スを待っているあいだにも、彼らはいとこの薄桃色

の肉の中にもぐりこみ、汁をすすり、脳の中に卵を

産みつけているのだ。そして時の階段をゆっくりと

僕はそのとき、あの夏の午後にお見舞いに持ってい

ったチョコレートの箱のことを考えていた。彼女が嬉

しそうに箱のふたを開けたとき、その一ダースの小

さなチョコレートは見る影もなく溶けて、しきりの紙や

箱のふたにべっとりとくっついてしまっていた。僕と

友だちは病院に来る途中、海岸にバイクを停めた。

そして二人で砂浜に寝ころんでいろんな話をした。

そのあいだ、僕らはチョコレートの箱を、激しい八月
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〈作家の創造力と読者の想像力（２）〉 

上方に向かってよじのぼりつづけているのだ。誰も

彼らの存在には気づかない 。彼らの体はあまりに

も小さく、彼らの羽音はあまりにも低いのだ 。 

「28 番」といとこが言った。「28 番のバスでいいん

でしょ？」 

 坂道の右手の大きなカーブを一台のバスがこち

らに向かって曲がってくるのが見えた。見覚えの

ある古い型のバスで、正面に「28」という番号の

札がかかっていた。僕はベンチから立ちあがって

片手を上げ、バスの運転手に合図をした。いとこ

は手のひらを広げてもう一度小銭を数えなおし

た。そして 僕といとこは二人で肩を並べるようにし

て、バスの扉が開くのを待った 。 

の日差しの下に出しっぱなしにしていた。そしてその

菓子は、僕らの不注意と傲慢さによって損なわれ、

かたちを崩し、失われていった。僕らはそのことにつ

いて何かを感じなくてはならなかったはずだ。誰で

もいい、誰かが少しでも意味のあることを言わなくて

はならなかったはずだ 。でもその午後、僕らは何を

感じることもなく、つまらない冗談を言いあってその

まま別れただけだった 。そしてあの丘を、めくらやな

ぎのはびこるまま置き去りにしてしまったのだ 。 

 いとこが僕の右腕を強い力でつかんだ
、、、、、、、、、、、、、、、、、

。
、
 

「大丈夫？」といとこが尋ねた。 

 僕は意識を現実に戻し、ベンチから立ち上がっ

た。今度はうまく立ち上がることができた。吹き過ぎ

てゆく五月の懐かしい風を、もう一度肌に感じること

ができた。僕はそれからほんの何秒かのあいだ、薄

暗い奇妙な場所 に立っていた。目に見えるものが

存在せず、目に見えないものが存在する場所に 。

でもやがて目の前に現実の 28 番のバスが留まり、

その現実の扉が開くことになる。そして僕はそこに

乗り込み、どこか別の場所に向かうことになる 。 

 僕はいとこの肩に手を置いた。「大丈夫だよ」と僕

は言った。 

 

 

●村上春樹のデタッチメント／コミットメント観 

 

（河合）「（分析治療における）コミットメントは、一般に考えるように「なんでもしてやろう」とか「頑張って

やろう」というのではなく、外見的にはむしろデタッチしているかのようにさえ見える。つまり、「静かで深

いコミットメント 」なのです」「頭だけではなく、自分の全存在をコミットさせること を学ぶ必要がある」 

 

（村上）「相互的なコミュニケーションが断ち切られてしまったら、私たちはそれ以上どこにもいけない

だろう。あとに残るのはひとつのドグマでしかない。そのとおりでありながら（そのとおりであることを相互

認識しながら）、あえてそれを越えていこうと試みるところに、論理の煮詰まりを回避した、より深く豊か

な解決に至る道が存在している のではあるまいか」 

（『村上春樹、河合隼雄に会いにいく』1996 年） 
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●「めくらやなぎと、眠る女」と「僕」 

 「いとこ」は長年耳を病んでいる。過去に友人の彼女が胸の骨に異常があって手術をしていた。彼

女は入院中「めくらやなぎ」をモチーフにした奇妙な詩を書き続けている。そして彼女の恋人である

「僕」の友人はかなり若くして死んでいるがその原因は描かれない。他の二人が疾患であるのに比す

れば自殺という可能性も色濃いだろう。このように死の匂いに満ちた作品にあって、では「僕」は健常

なのかと言えば、決してそうではないだろう。むしろこのような過去への想念に囚われ、ぐずぐずと故郷

に留まっている「僕」こそがもっとも病んでいて、そして「いとこ」との触れ合いや過去の見舞いの話とい

う大事な過去と向き合うことを経て、そこから“動き出そうとする”話だと読める。この新しい場所へと向

かっていこうとする、変化を感じさせる細部の改稿こそ、新版を作るにあたって作者が語り直そうとした

点だと考えられる。 

 

 

【まとめ】 

 

＜村上春樹について私（たち）が知っていること＞とはなんでしょう？ 好悪はもちろんあると思いま

すが、同時代に村上春樹のような世界的にメジャーかつ強く読者をひきつける作家がいること、多くの

読書人に共通するストーリーを提供している作家だということ、小説好きが、彼の作品（世界）を共通

の土台として語ることが（容易に）可能になっている事実など、若干なりとも押えておきたいポイントがこ

こにはあるのだと思います。 

今シーズンでは、そんな村上春樹という作家についてみなさんと一緒に考えてみようと思っていま

す。 

彼の優れた短編作品郡を、一回に２話取り上げます。その二作には、彼の小説作法の特徴がよく

表れています。「続編（連続性）」、「改訂・改稿（更新）」、「展開（進化）」などなど。 

短編という小さな世界が、二つ接続してくることで広い視野を獲得していくその様子を一緒に体験し

ながら、作者の創造力がそこにどんな風に働いているのか、考えてみようと思います。 

もう一つの狙いは、短編を通じて、村上春樹という作家の 80 年代～90 年代～00 年代へと渡る

変化の様子を、見ていくことです。第 1 回でとりあげた「パン屋襲撃」を手始めに、近年の作品まで、広

範な期間に渡る短編群を読んでみます。これもまた、時間的経過を踏まえて、作家の創造力につい

て考えることに他なりません。 

シーズンを通じて、みなさんのなかに新しいハルキ・ムラカミ像が立ち上がることを期待しつつ、長く

お気に入りとして折に触れて読み返すような短編がひとつでも見つかったらいいなと考えています。 

 

 

※参考文献 

・『影の現象学』 河合隼雄 （講談社学術文庫、1987） 

・『村上春樹の短編を英語で読む 1979～2011』 加藤典洋 （講談社、2011） 
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・『村上春樹短篇再読』 風丸良彦 （みすず書房、2007） 

・『村上春樹の本文改稿研究』 山崎紀子 （若草書房、2008） 

・「滅びに向かうものたち : 村上春樹「めくらやなぎと眠る女」と一九八〇年代」 

山根由美恵 （『近代文学試論』 (49), 47-57, 2011） 

・「直子の乾いた声 : 村上春樹『ノルウェイの森』論、『めくらやなぎと眠る女』とともに。」 

    山崎眞紀子 （『札幌大学総合論叢』 29, 212(1)-238(26), 2010） 

・「出版とビジュアル・コミュニケーション・デザイン」  

藤掛正邦 （『IT News Letter』 6(1), 3-4, 2010） 

・「「めくらやなぎと眠る女」--喪失感の治癒に向けて」 

田中励儀 （『国文学 解釈と教材の研究』 43(3), 149-153, 1998） 

・「村上春樹作品における深層意識界論: 「踊る小人」と「めくらやなぎと眠る女」を中心 

に」 藤田幸陽子, 佐々みや子, 岸本さち（『大学日本文学会研究会報告』 1996） 

・「創作合評-97-杉浦明平「夜逃げ町長」,三枝和子「曼珠沙華燃ゆ」,村上春樹「めくら 

やなぎと眠る女」」 小島信夫, 三木卓, 高橋英夫 （『群像』 39(1),  1984） 

・「村上春樹『七番目の男』について」 朝さろんの本棚〈24〉 

http://salon-public.com/wp-content/uploads/2013/07/hondana_24.pdf 

 

次回☞ 

テーマ：〈作家の創造力と読者の想像力（３）完〉  

「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】 

 ・「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） 

 ・「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） 

【内容】 

 ・〈作家の創造力と読者の想像力〉と題したシーズンの完結編です。 

 ・三回目のポイントは”連関（展開）”です 

 ・シーズンを通じて感じたこと、考えたことの感想文も募集します。 

【副本】 ・『影の現象学』河合隼雄（講談社学術文庫、1987） 
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次シーズン☞ テーマ：〈本棚拝見(リクエスト特集)〉Part 3 

☆★☆ご協力のおねがい☆★☆ 

次シーズン 2015 年 1 月-3 月期はテーマ：〈本棚拝見(リクエスト特集)〉Part 3 でお送りし

ます。推薦していただいた本を参加者みんなで読んでいきます。 

ぜひ奮って推薦書をお寄せください！ 

＊１月-3 月まで各月に一冊、計３名の方の推薦書を取り上げます。当日に話し合いたい

テ―マのチョイスや進行も併せてご担当いただいても結構です。 

＊推薦書は廉価な文庫版があると幸いですが、単行本でもかまいません。 

＊作品のジャンルは問いません（古今東西、日記でもエッセイでもマンガでも OK です） 

＊過去の朝さろんのラインナップにない、推薦者らしい感性を「付け足す」感じで、自由な

提案をしてもらえると会としても面白いと考えます。 

 

□〈本棚拝見(リクエスト特集)(1)〉  

2015/1/15（木）：「○○○○」  ※1 月は第 3 木曜開催 

□〈本棚拝見(リクエスト特集)(2)〉 

   2015/2/12(木) ：「○○○○」 

□〈本棚拝見(リクエスト特集)(3)完〉 

2015/3/12（木）：「○○○○」 

 

《朝さろん》原則、毎月第 2 木曜日（但し 1 月は第 3 木曜日） 
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