
“The planet where you live” 

朝さろん 44ｔｈ morning 

〈本棚拝見(リクエスト特集)（２）〉 

朝さろんの本棚〈44〉 

池澤夏樹（文）、エルンスト・ハース（写真） 

『きみが住む星』について 

 

44th morning：2015 年 2月 12日(木)＠渋谷 

参加者：8名 

 

『きみが住む星』は、絵葉書の形式に仮託された、写真（現実）と手紙文（虚構）の妙を味わう作品。 

 

【テーマ】 

  〈本棚拝見(リクエスト特集)（２）〉 

⇒ 参加者の方が推薦してくださった本をみんなで読みます。どんな本が選ばれるのか。推薦者は「選

書」の時になにを考えるのか。選ばれた本がどんな風に自分の興味関心と重なり響き合うか。本を

選びお題を設定した他者の関心に、自分がどう寄り添えるか――。 

こんなあたりをアタマの片隅に置きながらも、思い思いに楽しんでもらえるシーズンです。 

 

【本】 

   『きみが住む星』  文/池澤夏樹、 写真/エルンスト・ハース 

                         （文化出版局、1992）or（角川文庫、2008） 

 

【池澤夏樹 （いけざわ なつき）】 

1945 年北海道生まれ。小説に、『スティル・ライフ』『南の島のティオ』『マシアス・ギリの失脚』『花

を運ぶ妹』『すばらしい新世界』『静かな大地』『キップをなくして』。ノンフィクションに、『母なる自然の

おっぱい』『楽しい終末』『ハワイイ紀行』『言葉の流星群』など。１９４５年北海道帯広市生まれ。埼玉

大学理工学部中退。以後、多くの旅を重ね、３年をギリシャで、１０年を沖縄で、５年をフランスで過

ごして、現在は札幌在住。１９８７年に『スティル・ライフ』で芥川賞を受賞。その後の作品に『カデナ』

や『星界からの報告』など。理科系のエッセイに『エデンを遠く離れて』、『アマバルの自然誌』などがあ

る。近作に小説『アトミック・ボックス』『古事記（池澤訳）』。２０１１年に完結した『池澤夏樹＝個人編

集 世界文学全集』に続いて、2014 年末から『池澤夏樹＝個人編集 日本文学全集』を刊行中。 

 

【エルンスト・ハース（Ernst Haas）】 

1921 年 3 月 2 日-1986 年 9 月 12 日。オーストリアのウィーン生まれ。パリを経由して、1950

年にアメリカへ。オーストリア時代から写真家として活躍。「ライフ」でも多くの作品を掲載している。カラ

ー写真を得意とし（50 年代にカラー・フィルムによる撮影を開始）、「色彩の魔術師」とも呼ばれる。
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“The planet where you live” 

朝さろん 44ｔｈ morning 

〈本棚拝見(リクエスト特集)（２）〉 

戦争捕虜を撮影した写真エッセイの功績によりマグナム・フォトの創立者以外の最初のメンバーとな

り、1950 年にロバート・キャパに誘われて正会員となった。1958 年に副会長（アメリカ・マグナム）と

なり、1960 年には会長となる。その後、1966 年に寄稿写真家となる。自然写真のほか、マルボロの

広告写真でも知られる。1962 年、ニューヨーク近代美術館でハースの個展が開催。1971 年ハー

スにとっての最高傑作となる写真集「THE CREATION」が発刊される。1975 年、アメリカ建国 200 年

の年には写真集「IN AMERICA」が出版。86 年、ハッセル・ブラッド賞受賞。同年、NY にて没。 

 

【ストーリー】 

とうとう旅に出てしまった。離陸した飛行機から、成層圏の空が見えたとき、ぼくはこの星が好きだと

思った。どうしてなのか考えて、気がついた。この星には、きみが住んでいる。きみが住む星をぼくは旅

する――。男は行く先々から、沙漠やアンデスの山、喧噪の都会から恋人に手紙を送った。朝焼けに

息をのみ、渡り鳥に故郷を思い、大地を讃える日々。美しい言葉と風景を、あなたに。 

世界中を旅する中で出会った景色や体験を、恋人への手紙に綴る旅人。美しい月明かりに誘わ

れて潜った海のこと、降り続く雨から思いを巡らせたこと、世界一宇宙に近い天文台で気づいたこと…。 

旅人の手紙を通して、地球やいのちの存在の奇跡を伝えます。鮮やかな異国の風景、出逢った愉

快な人々、恋人に伝えたい想いを、絵葉書の形で。 

 

 

【推薦者からのコメント】 ≪ タケハナさん ≫ 

私は、写真に魅かれてこの本を購入しました。愛着を持って眺めています。ポストカードも好きです。 

なので、このような内容になりました。 

他のひとのではない、自分自身の感覚、を意識していただいて、写真と文章やことばと気持ちや考え方を

観察してみたいと思っています。 

皆さまそれぞれの感じ方はどれだけ違うでしょうか？ 

 ＊ 

日々、何かとお忙しいですか？ 

本書を眺めることで気持ちの休憩になるといいなと思います。 

 

【議題】作品を読んで次の問いについて考えてみましょう ※タケハナさんより 

《お題》 （６番はバリスタから） 

1.  「ぼく」は、長い旅にでました。「はじめた以上はきちんと最後までやりとげて帰ろうという気持ち」（本書よ 

り）にさせたのは、どうやら仕事のようです。一体どんな仕事なのでしょうか？ 

    ☞・作家/旅行家 

      ・スノードーム造る人（景色を閉じ込める） 

      ・風力発電のエネルギープラント・エンジニア 

      ・成長して 30 半ばの「星の王子さま」の「ぼく」、「きみ」は「バラの花」 
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“The planet where you live” 

朝さろん 44ｔｈ morning 

〈本棚拝見(リクエスト特集)（２）〉 

2.  手紙のなかの、ことばやフレーズについて、違う言い方をしてみてください。 

例）：「フラミンゴたち」の勇気についての記述 

 「逆に、ある土地を出て～～勇気という名をつけてくれた。」 

    ☞・「クリスマスの木」の箇所（p40） 

3.  小説、文学、芸術その他で、印象深い手紙、書簡などがあったら、おしえてください。 

なぜ手紙が作品に出てきたり、作品になったりするのでしょうか？ 

    ☞・ドヴォルザーク「新世界」より 

     ・音のない静謐な感じ 

     ・A WHOLE NEW WORLD（アラジン） 

     ・手紙は「いい意味で対話にならない」もの。独白を誰かに寄せる（送る）もの。そこに意味がある。 

4.  本書を読んでいて思い浮かんだ、音や音楽はありましたか？ 

    ☞・「絵里子」（喫茶部） 

     ・「こころ」（漱石） 

5.  あなたが文学から学ぶことは何ですか？ 

    ☞・人生の意味。（⇒ 人生の意味を文学を通じて学ぶ
．．．．．．．．

とはどういうことか？） 

     ・ことばの表現や解釈（想像すること） 

     ・実人生では味わえないもの。もう一つの、異なる可能性 

     ・“向上心”などの垂直方向への展開でない、横移動のような感覚（p73） 

6.  もしかするとこれらの写真は単なる自然写真（風景写真）でなく、報道写真（の一部）であるかもしれな

ません。本来の写真の意味が、創作された物語によって塗り込められているかもしれません。報道

写真が一枚混じっているとしたら、あなたはどれだと思いますか？ 

 

 

 

《ホームワーク》 

A. 「ぼく」になったつもりで、手紙（絵葉書）を書く。 

    →ひとりで、旅先で、どんな気持ちになるでしょうか？視点は変わるでしょうか？ 

いろいろ想像しながら、ご自身が撮影した写真をポストカードにしてみてください。 

（写真と短文があれば、形式は問いません。） 

 

B. 写真を撮る。 

   →本書を眺めてみて、写真を撮りたくなりましたか？もしかして？？撮ってみてください。 

本書のようなものを。そして題名をつけて、ご披露ください。 

（あまりにも人物が特定できるものはパスしましょう。） 
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“The planet where you live” 

朝さろん 44ｔｈ morning 

〈本棚拝見(リクエスト特集)（２）〉 

＊《お題》と《ホームワーク》のこと＊ 

 

これまでは、本書を想像力と共にただ眺めていました。今回推薦するにあたり、文章をじっくりと眺めてみま

した。文学に親しんでいる参加者のみなさまに興味を持ってもらえそうなお題を選び出すのはちょぉーっと

難しかったのですが、いかがでしたか？ 

 

このお題たちが出てきた背景は．．． 

 

1. 長い間旅をしながらの仕事って何かな？ 現実にはないような仕事？？ 

2. 例としてあげた勇気のところで、日本語同士で言い換えられるのはすごいな！と感心。 

3. 以前から抱いていた疑問。作家や著名人、歴史上の人物等の手紙、書状、往復書簡等が文学作品

になったり、作品中に出てきたりするのは何故だろう？読みたくなるのも何故だろう？ 

4. 小説を読んでいる時に、ある曲が浮かんだり、あの曲合うなと思うことがあるけど、他の人はどうかな？ 

5. 早朝、時間を作って集うバリスタ氏と私たち参加者。文学から沢山の恩恵を受けているのでは？ 

6. 予告として早めにご案内しました。じっくり読み解き、想像、創造した後は、当日発表のこのお題で直感

的なお話がきけるかしら？ 

 

と、こんなカンジで自分の感想やソボクな疑問から、皆さまに聞きたいものを選んでみたのでした。 

 

ホームワークについては、今の、この、e メールその他瞬時に伝えあえる様々なツールがある時代なのに、

A.では絵葉書をイメージしてみました。郵便でのやり取りには馴染みがないですよね？ 多分。。。？本書

の雰囲気に近付くことができそうということからご提案してみました。 

また、人に想いを伝えるということ、自分の気持ちの表現、視覚と言葉の関係性ってある？ 写真で伝わる

事って何だろう？ やっぱり文字は必要みたい？などと思い、B.をご提案しました。 

 

このような本の印象は、いかがでしたでしょうか？文字が少なくて物足りないとか？！(笑) 

まぁたまにはこーゆーのも、いいかな、と。 

お付き合いしてくださって、ほんとーに！どうもありがとうございました。 

 

タケハナ 
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“The planet where you live” 

朝さろん 44ｔｈ morning 

〈本棚拝見(リクエスト特集)（２）〉 

【解題】 『きみが住む星』について 

１． この作品の構成的な特色 

● 『池澤夏樹の旅地図』より 

この惑星の旅行者である「ぼく」が、恋人に宛てて旅先から送った絵はがきの束という形の本。エ

ルンスト・ハースの写真に添えた五００字に満たない短い文章の中に、少しだけ非現実的なエピソ

ードが入っている。旅先からの報告は文学の定型の一つだが、それが同時に恋文にもなっている

ところが新しい。風景の向こうに恋人の顔が透けて見えるような見えないような。今も版を重ねる

ロングセラー。 

 

●『沖にむかって泳ぐ』より 

エルンスト・ハースの写真に池澤夏樹が旅先からの手紙という形式で文を添えた、連想ゲームの

ようなフォト・エッセイ。「ハースという写真家はいい人だけどちょっと古い。きれいな写真だけど、

並べると絵ハガキっぽくなる。じゃ、いっそ積極的に絵ハガキという枠組みで書こう、ということにな

って、世界各地を飛び回っている男が、恋人に宛てて書いた絵はがきというかたちをとった」 

 

２． 写真＋文章のコラボレーションとして 

●現実と虚構の境目（境界） 

「恋人に宛てた絵葉書」という設定の写真と短文の取合せが本書には多数収められています。そ 

れらの「絵葉書」の中に「イマイチ」と感じたものはあったでしょうか？ あったとしたら、その「絵葉書」 

のなにがイマイチだと感じさせたのでしょう？ 

           ↓ 

写真は本書の成立と無関係に、写真家によって撮影された現実の風景。 

対して短文（手紙）はその写真を見て作家が創作した虚構。 

1、現実と虚構の境目を読者がどこに、どんな風に発見したか？  

2、その境目がなんで露出してしまったのか？ 

そんなことも考えてみると、この作品をより奥深く楽しめるのではないだろうか。 

 

●現実と虚構の往還 

現実（風景）に虚構（創作された手紙）が重ねられることで、本来の写真の意味が創作された物語

によって塗り込められているかもしれない。仮にこれらの風景写真の中に、一枚だけ報道写真が混

じっていると考えたら、どうなるでしょう？ 

         ↓ 

読者ひとりひとりが、 

１、 生の写真のなかからどんな意味（物語）を取り出せるか？ 

２、 虚構として語り直すということにどんな作用（メリットとデメリット）があるか？ 

 そんな想像もさせるような構成になっている。 
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“The planet where you live” 

朝さろん 44ｔｈ morning 

〈本棚拝見(リクエスト特集)（２）〉 

３． “手紙”という形式で綴られたものとして 

 ●手紙の特徴 

  □多数の読者を想定せず、たいてい特定の誰かひとり
．．．．．．．．

にだけ向けて書かれたもの。その誰かひと

りに向けて、せっせと紙の上にペンを走らせる。独りの時間のうちに。この孤独な時間の重みが、

そのまま相手への親密さや手紙の文章の持つ温かみに変わる。詩情がここに生じる。 

  □時間的/空間的に異なる誰かに向けて書かれたもの。つまり、書かれた時点と読まれる時点の

あいだに、時間的
．．．

/空間的な隔たりがあることを前提
．．．．．．．．．．．．．．．

として書かれる。旅情がここに生じる。 

  □手紙を受け取ったただ一人の人間もまた、その手紙を書いた誰かの、自分ひとりにだけ費やさ

れた時間（孤独）を思い、その文章を独りのなかで噛みしめる。時間/空間を隔てたどこかに、自

分を想うひとが確実に存在していると感じることが、励まし
．．．

に変わる。 

 

 ●手紙が呼び起こす詩情/旅情について 

  このような手紙の特徴を考えた時、本書が「旅先」の風景を「恋人」に届ける絵葉書という構成をと

っていることが、手紙の本質に極めて近いところで意図的に選ばれたものである（だろう）ことに気

がつく。仮に本書が読者の胸を撃つものであったとするなら、個々の写真の美しさや作者の文章

のセンスと共に、手紙の持つこのような特徴が上手に生かされているからだといえる。 

 ※詩情と旅情の相性の良さについては、池澤が好む下記の詩などからもうかがうことができる。 

            

  ↓ 

 

●『言葉の流星群』より  

（宮沢賢治の「心象スケッチ」） 

 

青ぞらのはてのはて 

水素さへあまりに希薄な気圏のうえに 

「わたくしは世界一切である 

世界は移らう青い夢の影である」 

などこのやうなことすらも 

あまりに重くて考へられぬ 

永久で透明な生物の群が棲む 

“一〇七四［青ぞらのはてのはて］” 

 

新らしい時代のコペルニクスよ 

余りに重苦しい重力の法則から 

この銀河系統を解き放て 

“［生徒諸君に寄せる］” 

 

●『終わりと始まり』より 

（ヴィスワヴァ・シンボルスカ：作） 

 

またやって来たからといって 

春を恨んだりはしない 

例年のように自分の義務を 

果たしているからといって 

春を責めたりはしない 

わかっている わたしがいくら悲しくても 

そのせいで緑の萌えるのが止まったりはしないと 

“眺めとの別れ”（の一節） 
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“The planet where you live” 

朝さろん 44ｔｈ morning 

〈本棚拝見(リクエスト特集)（２）〉 

大この世界がきみのために存在すると思ってはいけない。世界はきみを入れる容器ではない。世

界ときみは、二本の木が並んで立つように、どちらも寄りかかることなく、それぞれまっすぐに立ってい

る。きみは自分のそばに世界という立派な木があることを知っている。それを喜んでいる。世界の方は

あまりきみのことを考えていないかもしれない。 

でも、外に立つ世界とは別に、きみの中にも、一つの世界がある。きみは自分の内部の広大な薄

明の世界を想像してみることができる。きみの意識は二つの世界の境界の上にいる。大事なのは、山

脈や、人や、染色工場や、セミ時雨などからなる外の世界と、きみの中にある広い世界との間に連絡

をつけること、一歩の距離をおいて並びたつ二つの世界の呼応と調和をはかることだ。 

たとえば、星を見るとかして。 

二つの世界の呼応と調和がうまくいっていると、毎日を過すのはずっと楽になる。心の力をよけいな

ことに使う必要がなくなる。水の味がわかり、人を怒らせることが少なくなる。星を正しく見るのはむず

かしいが、上手になればそれだけの効果があがるだろう。星ではなく、せせらぎや、セミ時雨でもいい

のだけれども。                                                 （『スティル・ライフ』より） 

 

＊ 

 

友人どうしである「ぼく」と佐々井の二人が部屋の壁に白いシーツを張り、スライド・プロジェクター

で様々な山の写真を見てゆく。佐々井がスライドのプロジェクターを持ってきて電源をつなぐ。そし

て言う。 

「見方にちょっとこつがある」 

「なるべくものを考えない。意味を追ってはいけない。山の形には何の意味もない」 

「そうするうちに個々の山は消えて、抽象化された山のエッセンスが残る」と佐々井。 

やがて「ぼく」には、山の様々な形を連続して見ているうちに、地形の運動感が感じられるようになる。 

佐々井が言う。「おもしろいだろ。写真というのは意味がなくておもしろい。一つの山がその山の形を

しているだけで、見るに値する」 

「望遠鏡を買って、自分で月やなにかを撮るといいのに」 

「それも面白そうだと思う。だけど、それはやりすぎなんだよ」 

（『スティル・ライフ』の中のエピソード 〈プロジェクターで写真を見る〉） 

 

＊ 

 

いるべきでない場所にいる、という矛盾がぼくの人生を貫いてきた。 

今もってぼくはそれを解決しきれないでいる。 

（『楽園の曖昧な根拠』より） 
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“The planet where you live” 

朝さろん 44ｔｈ morning 

〈本棚拝見(リクエスト特集)（２）〉 

【まとめ】 

 

約 1 年振りのリクエストシーズンの到来です。バリスタが提案する４つのシーズン（季節一巡）が終

わるとやってくる、参加者主体の「なにが出るかお楽しみ」の推薦書を取り上げる 3 ヶ月間です。 

このシーズンで感じるのは、推薦者が担当回の構成や進行までをふくめて、全体的な視点から、そ

の推薦書の魅力を引き出そうとしてくださったり、本の勘所をみんなで味わうためにどんなお題がいい

か工夫を凝らされたりしている点です。 

それは単に、推薦者ご自身の＜読書体験や考え方（≒本棚）を伝える＞ということではないのだと

思います。これは、参加者ひとりひとりが持っている“本棚”の中に、新しく紹介される“一冊”を新たに

加えてもらうために必要な、手間暇なのだと思います。 

 参加者に本を届けるために手を掛けること
．．．．．．．．．．

、工夫を凝らし
．．．．．．

、たくさん考えること
．．．．．．．．．

。 

 推薦者は、このために本当にたくさん考えて、試行錯誤してくださいました。文章と写真の織り成す

独特の作品世界をよりよく鑑賞するために、お題とホームワークという導入のための時間を考えてくだ

さいました。言ってみればこのお題とホームワークも、参加者ひとりひとりに向けた、推薦者からの手紙

なのかもしれません。 

 

推薦者のタケハナさん、本当にありがとうございました！  

（ちなみに朝さろん初の写真本（？）なのでした） 

 

        
 

人間はみな荒野の旅人です 

このありかたを孤独といいます 

孤独というのは淋しいことではない 

判断に不安がつきまとうこと 

その不安に耐えることです 

池澤夏樹（詩人） 
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“The planet where you live” 

朝さろん 44ｔｈ morning 

〈本棚拝見(リクエスト特集)（２）〉 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
【関連イベント情報】 
▽プラネタリウム番組「きみが住む星」 
http://youtu.be/z4NOoDrPW7w 
http://www.kimi-yamanashi.com/ 
http://www.kagakukan.pref.yamanashi.jp/1622 
【開催日】 
2015 年 01 月 31 日(土)～ 2015 年 03 月 28 日(土) 
2015 年 03 月 30 日(月)～ 2015 年 06 月 21 日(日) 
2015 年 06 月 27 日(土)～ 2015 年 07 月 12 日(日) 
【時間】 
14 時 45 分～15 時 30 分 
番組の前に職員による星空の解説があります 
【場所】スペースシアター 
【費用】3 歳～高校生 120 円 大人 310 円 
【定員】160 名 
【対象】どなたでもご観覧いただけます 
【会場】山梨県立科学館 スペースシアター 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

    

次回☞  テーマ：〈本棚拝見(リクエスト特集)（３）完〉 

□〈本棚拝見(リクエスト特集)(3)完〉 

2015/3/12（木）：『パパ・ユーア クレイジー』 ウィリアム・サローヤン 

       推薦者：ヤギ林さん 
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“The planet where you live” 

朝さろん 44ｔｈ morning 

〈本棚拝見(リクエスト特集)（２）〉 

 

 

付録；一緒に考えるということ ～『探究の共同体』より～ 

  
探究の共同体の教育における役割 

 

教育を探究中心のものにしていくためには、教室を次のような共同体に作りかえなけれ

ばならない。多くの学習塾において万円しているような敵対的で競争的な状態ではなく

て、友情と協力が学びの雰囲気作りに積極的に貢献するものとして歓迎されるような共同

体にである。探究の共同体には次のような特徴がある。仲間と敵対することなくじっくり

考えること。認識を共有すること。言語を運用する力と哲学的な巣増力を磨くこと。文章

を深く読むことが促進されること。教科書にある対話を楽しむこと。 

ところで、共同体にもいろいろある。思考するための共同体もあれば、思考することの

ない共同体もある。反省的で、自分たちで自分たちの誤りを修正することのできる共同体

もあれば、そうでない共同体もある。教育において求められているのは、明らかに、探究
．．

の共同体
．．．．

である。探究の共同体は、「研究者の共同体」や「学びの共同体」といったもの

と同じではないのだが、いっしょくたにされることが多い。学校教育のすべてが探究であ

るわけではなく、むしろその反対である。探究が存在するためには、すべてがうまくいく

ということを疑ってかからなければならない。なかなか解決しがたいやっかいな難問があ

ることを認めなければならない。問題を解決するために、あらゆることを考慮に入れ、こ

れまでのものに代わる仮設を作り上げて、自分で自分の誤りを修正しながら吟味していか

なければならない。探究にとって何よりも必要なのは問うことである。狭い意味で言えば

真理の探究であり、広い意味で言えば意味の探究である。 
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