
“Papa, you’re crazy” 

朝さろん 45ｔｈ morning 

〈本棚拝見(リクエスト特集)（３）完〉 

朝さろんの本棚〈45〉 

W・サローヤン『パパ・ユーア クレイジー』について 

 

45th morning：2015 年 3月 12日(木)＠渋谷 

参加者：8名 

 

『パパ・ユーア クレイジー』は、父親と息子が、人生の悲喜劇を日々の生活を愛おしみながら一緒に

体験していくこと、そのかけがえなさをヒューマニスティックに描いた作品。 

 

【テーマ】 

  〈本棚拝見(リクエスト特集)（３）完〉 

⇒ 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】 

   “Papa, You're Crazy”  William Saroyan（1957, USA） 

『パパ・ユーア クレイジー』 ウィリアム・サローヤン （伊丹十三訳） 

単行本：ワーク・ショップガルダ (1979)、文庫本：新潮文庫 （1988） 

 

【ウイリアム・サローヤン （William Saroyan）】 

 ウィリアム・サローヤン（William Saroyan、1908 年 8 月 31 日 - 1981 年 5 月 18 日）はアメリカの

小説家・劇作家。アメリカの庶民を明るく書いた。サロイヤンとも表記する。トルコ東部から 1905 年に

アメリカへ移住したアルメニア人の末子として、カリフォルニア州のフレズノに生まれた。一歳半のとき

父を喪い、4 人の兄姉とオークランドの孤児院に入り、5 年後、女工の母に引き取られた。学業半ば

の 12 歳のときから、電報配達や新聞売り子などで稼いだ。作家を志し、1930 年ころから、雑誌や新

聞に書いた。1943 年、まだ 19 歳だった女優のキャロル・グレイス(Carol Marcus とも。／後に『ティフ

ァニーで朝食を』のモデルとしても知られるようになった）と結婚し、2 児を得たが、彼の性格と生活態

度が原因で、1949 年離婚し、1951 年復縁し、そして翌年離婚した。サローヤンはまさに作家の絶

頂期にあったが、キャロルによると無類のギャンブル好きで、暴力も激しかった。子供たちは、母親が

父親に投げられ首を絞められるところを見ていた。離婚後、子らはキャロルと暮らし、彼は、カリフォル

ニアの家やパリのアパートで独り暮らしした。夏休みの子らをヨーロッパに連れることもあったが、しだい

に疎隔した。庶民の哀歓を明るく綴り続けた作家は、必ずしも温かい夫、優しい父親でなかった。息

子のアラム（Aram Saroyan）（1943 - ）は作家に、娘のリュシー（Lucy Saroyan）（1946 - 2003）は
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女優に、成長した。妻だったキャロルは、1959 年ウォルター・マッソーと再婚した。1981 年、前立腺

ガンで、フレズノに没し、遺骨はカリフォルニアとアルメニアとに埋葬された。1934 年短編 The Daring 

Young Man on the Flying Trapeze で餓死に至る青年の心理を描いて好評を博した。1940 年、前

年ブロードウェイで公演した戯曲 The Time of Your Life にピューリッツァー賞が与えられることになっ

たが辞退。代表作としては、My Name is Aram(1940)、The Human Comedy（1943）等の外に、戯曲

My Heart’s in the Highlands(1939）、自伝 The Bicycle Rider in Beverly Hills(1952）等がある。 

 

【ストーリー】 

マリブの海辺にある父の家で、僕と父の新しい生活が始まった。父は僕に、僕自身について小説を

書くように言った。僕は海を、月を、太陽を、船を知ってはいるけれど、僕自身や世界をほんとうに理

解するにはどうすればいいんだろう。――10 歳の少年ピートは父親との時に厳しく、時にさわやかな会

話を通じて、生きることの意味を学んでゆく。名匠が息子に捧げた心あたたまる詩的小説。 

 

 

【推薦者からのメッセージ】 ≪ Y さん ≫ 

サローヤンの『パパ・ユーアクレイジー』が好きなのでリクエストしてみました。ただ、好き過ぎて疑問

を差し挟む余地がない感じなので頭を悩ませています。どんな内容になるかわたしにもまだ見えてま

せん。でも「どうぞお楽しみに」って言ってみます。よろしくお付き合いくださいまし。 

 

 

【お題】作品を読んで次の問いについて考えてみましょう  ※Y さんより 

朝さろんへのお申し込み、ありがとうございます。こんなに遠いところまで、本当にようこそ！ 舞台は

1950 年代、海のむこう、アメリカ合衆国のカリフォルニア州です。登場人物は、作家である 45 歳の父と、

10 歳の「僕」。ご参加下さる方々には、（少数の方を除いては）「10 歳の少年」であった経験はないでしょう

し、近日中に作家になるご予定もないかと思いますので、時間も場所も文化も立場も、今の私たちとはすこ

し隔たりがある物語・・・それが「パパ、ユーアクレイジー」です。でも、その遠さを乗り越えて、お話の中に入

って行きましょう。そこには何があるのでしょうか。 

（必ずしも、全部の問いに答えなくてもかまいません。答えたいと思うことを話して下さってけっこうです。） 

 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

【最初に】 

この作品について好きな所、嫌いな所、気になった事（不明点、違和感／興味を感じた点）はどんな事で

すか？ 

この作品に出てくる「父さん」はどんな人でしょうか？「僕」はどんな少年でしょうか？ 

性格や境遇などについて、気づいた事や疑問に思った事はありますか？ 
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－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

「だって、あなたは彼を食べさせなきゃいけないのよ」 

「もちろん」 

「そして、彼は時間どおり学校へ行かなきゃいけないのよ」 

「もちろん」 

 

最初の章で交わされたこの会話で、母親と父親の間で手短に確認された（主人公の少年・ピートに対し

ての）養育義務の内容は、「食事を与えること」「教育を与えること」の、たった２つでした。父と子の海辺で

の暮らしを描いた「パパ・ユーアクレイジー」は結局のところ、この２つの事柄だけについての話といえるかも

しれません。でも、それ以上の何かが描かれているようにも見えます。父と子、両者の間でやりとりされてい

るものについて考えてみましょう。 

 

＜子から父へ＞ 

【問 １】  

作品の中で、「僕」が父親に投げかけた質問／意見／提案／依頼の中で、気になるものを選び、 

それらが何を意味するのかを考えてみて下さい。 

ピートは何を知りたいのでしょう？何を求めているのでしょう？ 

または、あなたがピートなら、この父親に何を問い、求めますか？ 

 

＜父から子へ＞ 

【問 ２】  

父親が「僕」に与えているものは何でしょうか？作中の事物・場面を具体的に選んで答えて下さい。 

それらを通して、父親が「僕」に伝え、教えていることはどんなことでしょう？ 

または、あなたが父親なら、ピートにどんなものを与え、何を伝えますか？ 

 

【問 ３】 

父親が「僕」に一方的に「与える」ばかりではなく、「僕」は父親に何かを与えたでしょうか？  

与えたとすればそれは何でしょうか？ 

なぜ、父親はその「何か」を息子から受け取ることができたのでしょう？ 

 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

父親の職業が作家であることも、この父子物語を大きく特徴づける点ではないでしょうか。父親はピートに

「小説を書く」ように言い、自分自身は「料理本を書いている」と言います。この二つのこと、その相違点と同

じ点を考えてみましょう。 
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【問 ４】 

本作において父親が「（小説家なのに）料理本を書く」とはどんな意味があるのでしょうか？  

「食事を与えること」「食べること」という点を意識して考えてみて下さい。 

 

【問 ５】 

小説も料理本も、どちらにも共通するのは「書く」という一人仕事の部分です。 

この物語のなかでは「書く」とはどういう意味を与えられているでしょうか？ 

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

 

 初読の際の印象 （by セリンジャー）  

１、 別居しているピートの父と母はどういう関係にあるのか？（離婚？ 単なる別居？） 

離婚だとすれば、なぜそれを詳らかにしていないのか？ 離婚原因はなにか？ 

２、 第１章で父親が「僕」を連れていった時点で、ピートは父親と住むことを望んでいたのか？あるい

は同居後、次第にそれを望むように変わっていったのか？ 

３、 十歳のピートが途中で（妹と同じ）学校から別の学校へと転校することになったのはなぜか？ 

４、 どこかの章で、「僕」が自分の名前以外に文字を綴れないというようなことを言っていたが（別の

章ではスペリングが苦手だとも）、十歳のピートの学力・運動力はどの程度のレベルか？ 

５、 ピートは小さいころに頭を強く打ったことがあって、父親もそのことをひどく気に病んでいるようだが、

果たしてピートにその後遺症（のようなもの）はないのか？ 父親が「妹」よりもピートにたくさん手を

かけるのは、それが単に同性だからなのか？ それとも負い目（のようなもの）を感じてなのか？ 

 

初読後の感想は、Yさんから先にいただいていた≪暮らしの中の些細な出来事（ごはん作って食べ

たり、海岸を一緒に歩いたり、車ですこし遠出したり）を通して父親が子供にいろんな事を伝え、教え

ていく様子がとーってもいい感じで描かれています≫という感想と概ね近いものでした。自分もこの作

品で描かれる父親と息子の“距離感”とか“心の通わせ方”をいいなと感じました。なんだけども、職業

が小説家ということもあってか、お金もなくて世間ずれしているような生活を送る父親の珍妙さの影に

隠れがちなこの少年（ピート）もだいぶユニークなキャラクタだと感じるようになりました。果たして一般

的な十歳ってこういう感じなのかな、という疑問です。初読の感想はまず、「僕」はちいさい時に頭をひ

どく打つ怪我を負った。その結果、頭に障害を抱えるようになった。彼が障害を持つと感じるのは、例

えば、「僕」は文字を綴ったり読み取ったりするのが苦手だったり、主に“憎しみ”という感情に囚われが

ちで少々執着的なところがあったり、父親とラミー（トランプ）勝負をして負けそうになると怒りをコントロ

ールできずに突っ込んでいったり、十歳を期に（？）転校していたり（学力がついていけなくなったこと

から養護学校のようなところへ転校したのかなと思った）、学校での友人の話が殆んど出てこなかった

り（同級生に友人が作れない？）、というような点からです。 

幼少時にこのような事故をして後遺症が出た息子と健常な妹を囲む夫婦は、しかし「僕」を怪我さ

せてしまった負い目や「僕」を育てる難しさから次第に溝を抱え、距離を取るようになっていった、のか
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もしれない、と読みました。 

 ですが、仮に「僕」が後遺症のせいで学習障害（？）みたいな状態であったとしても、そうでなかった

としても、それはこの作品の本質的なところでは無関係なんだと思います。じゃあ、なにがこの作品の

本質かといえば、Y さんが議題にあげてくださった、「食事を与えること」「教育を与えること」が、例えば

それに当たると思います。第１章から Y さんが見つけてきて、≪「パパ・ユーアクレイジー」は結局のと

ころ、この２つの事だけについての話といえるかもしれません。でも、それ以上の何かが描かれている

ようにも見えます≫という指摘をしているのは慧眼だなと思いました。単に空腹を満たすという意味で

の「食事」ではなく、また、単に学力を付けるための「教育」ではない、そのような表面的な理解を拒否

し、深い理解を呼び起こすのが、この物語の魅力的なところだと思います。 

「食事を与えること」が大事なのではなく、共に食卓を囲むこと、食べることに関する諸々のモノ/コト

に目を向けること、そしてそれらを（美味しくても美味しくなくても）共に味わうこと、そこにたくさんの会

話が惜しげもなく注がれることがもっとも大事なんだというようなメッセージを感じました。 

「教育を与えること」が大事なのではなく、父親が息子の良き友人でいること、常に気にかけ、同じ

目線で一緒にものを考え、ともに世界に相対し、人生で何が大事かをいっしょにカラダを動かしながら

生活のなかでそれを伝えていく。息子が自分でそれを探す（見つける）ために必要な術を教える、とい

うことこそ親が子に与えるべき教育であるのだというようなメッセージを感じました。 

もちろんこれは誤読かもしれません。ですが、Y さんが言うように、この二つのことは作中でもとても

大事な点だと思います。その上で、≪この作品を文学としてちゃんと読む≫ために、あと何に目を向け

たらいいかを考えてみました。それはとりもなおさず、この作品がふつうの父-息子関係とは異なるもの

を描いた、非常に独創性のある素敵な小説であることの証拠だとも思います。 

 

【解題】 『パパ・ユーア クレイジー』について 

 

●My Heart Leaps Up (1807) 

William Wordsworth “The Child is father of the Man．（子供は大人の父である。）” 

  

●サローヤン作品の特徴 

［1］自己の姿を生々しく作品の中に出している。アメリカの現代作家は、一般的に、自己主張は十分

にしているにしても、臼己の姿を作品の中で、色濃く提示することは少ない。サロイアンの代表作と

いってよい The Human Comedy（人間喜劇）を例にとって見ても、主人公ホーマー少年は、サロイア

ン自身であるし、舞台となっている町は、サロイアンの生まれ故郷フレズノであることは、読者にはす

ぐにわかる。このように考えてくると、サロイアンの文学は、作者自身の生い立ち、実人生を考察す

ることなしに理解することは、不可能である。作品を理解することは、サロイアン自身を理解すること

だと言ってもよい。 

（「ウィリアム・サロイアンの青年時代」立山昇/九州産業大学国際文化学部紀要第6号（1996）） 
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[2]サローヤンには論理を超越して、むしろ、感覚的・直感的に人間存在の本質に迫ろうとするところ

がある。（…）彼の comedy はペーソスのたっぷり効いた tragecomedy（悲喜劇）とでも呼ぶべきも

のである。が、それを一向に深刻がらぬところがまたサローヤンのサローヤンたる所以でもある。さ

て、そんな状況の中で醸し出されるユーモアから生まれる笑いの正体は何であろうか。 

（「ユリシーズ：サローヤンの『人間喜劇』より」笹谷孝/山形県立米沢女子短期大学紀要 26(1991)） 

[３]サローヤンはひらきなおって人生問題を論じたり、社会問題にとりくんだりする人ではない。彼の作

品の中で、人種問題とか貧民階級のような社会問題が取り上げられているとしても、それは彼独自

のユーモアで暖かく処理されている。彼はなぜユーモアを大事にするか？  それは、この世の中

で迷惑がられているものを少しでも歓迎させるようにするには、それにユーモアを加味しなければな

らないからであり、又、ユーモアがなければ希望は生まれないし、人間というものは希望なしでは生

きられないからである。（略）中でも、生命（いのち）ある者に深い愛情と関心をもっている彼が、生

命の自然な姿である子供の世界、それから子供のような心をもった大人の純粋無垢な世界を描

きながら、（いわゆる）大人の世界の歪みとか偽善を浮き彫りにしている点に強く惹かれる。（略）彼

は子供を通して、親と子、家族、家庭を描く。家庭が置かれている町や村や国の様子を描く。又、

親と子の問題から夫と妻、男と女、という人間にとって永久不変の問題に関心を示している。サロ

ーヤンの場合、その問題を見つめる眼が子供の眼であり、その問題について語るのが子供の口で

ある。           （「サローヤンの描く子供の世界」高島敦子/青山學院女子短期大學紀要 22, 1968） 

 

●サローヤン作品における「十歳頃の少年」の変奏 （本作の「僕」（ピート）との比較） 

＜『むなしい旅の世界とほんものの天国』（「むなしい旅の世界」より）では、両親が離婚して父親に

引き取られ、町から町を旅して暮らしている九歳の男の子の気持ちが語られている。彼は、新しい町

で友達ができかけた頃に、又次の町へ向かって旅立たなければならない。彼は泣きたいのをこらえて

考えている――お父さんは、泣きわめく九歳の息子が一緒につきまとっていなくてさえ、あり余るほど

の苦労をしょっているんだ、と。彼は淋しい。しかし、自分の淋しい生活を歌っているカウボーイの歌を

ラジオで聞いて、「そうだ、きっとどこへ行ったって淋しくない人間なんて一人もいないのだ」と自分に

云い聞かせるのである＞   （「サローヤンの描く子供の世界」高島敦子/青山學院女子短期大學紀要 22, 

1968） 

 

●サローヤン作品における「子ども」と「大人」    

（「W・サローヤンが描く子供の世界～教養的読み方（その２）～」伊藤太郎/名古屋女子大学紀要 40, 1994）を媒介として 

（１）サローヤン作品の読者への効果 

＜主人公と同じ視点と感性で物事を見ていくうちに、忘れていた〈自分〉を取り戻したり、今の自分を

新に見つめ直す〈きっかけ〉を得られたりする＞ 

 

（２）母親(母親的女性)について 

＜そもそも子供の精神的自立には、先ず、子供を慈しみ守り育てようとする母性愛に満ちた母親（ま
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たはその代理者）との共生・融合の幻想体験が是非に必要である。女性的慈しみの揺籃が保障され

て、子供は初めて、同世代同年輩の子供たちとの競合世界に乗り出して行くための、覚悟と意欲を持

つ。母親（母親的女性）に十二分に愛されたというほのかな確信が、知らぬ間に無意識領域に、自己

存在への確たる自信を育み、次の新しい未知の世界への旅立ちを敢行する決意と勇気を与えること

になるのである。（略）母子の間には言葉は要らない。ただ側に居てじっと優しく見守る。子供は離れ

て行ってはまた戻って来るのだが、その繰り返しをしながら次第に離れる距離と時間を伸ばしていく。

無理強いはいけない。子供のリズムに任せるべきだろう。子供は、離れてはくっつき、くっついては離

れるその繰り返しの中で、母親がいつもそこに居てくれる、自分が戻って来るのを自然に待っていてく

れるという確信を育んでいく。自身ゆったりと満ち足りていて、そしていつも子供を受け容れてくれてい

る母親の存在感が、子供の精神的な自立を後押しする促進剤の役割を演じるのだ＞ 

  ↑ 

※本当にこのような紋切型理解で十分か？ 「海・海辺」に母像のイメージを重ねて描いている？ 

（寄せては返す波、潮の満ち引き。ムール貝などの食（生）を恵むものとして。海＝自然としての母） 

 

＊「…私が昔住んでたサンフランシスコへ行ってみようかと思ったんだが――」 

「あなたはどうしてもうそこに住まなくなっちゃったの？」 

「そこに住んでても落ち着けなくなったからさ」 

「どうして落ち着けなくなったの？」 

「そうさね、私が思うに、多分私はサンフランシスコを恋することから醒めてしまったんだ ろうよ。そし 

て、作家にとっては、彼が恋していない都会に住むのは全然無駄なこと なんだ」 

（略） 

「作家というものはこの世界に恋をしていなきゃならない んだ。さもなければ彼は書くことができない 

んだ」 

「どうして書けないの？」 

「それはね、善いものはすべて愛から発するから さ。作家がこの世界に恋をしている時、彼はすべ 

ての人に恋をしているわけだ。そこのところを本気で追求してゆけば彼は書くことができるのさ」 

（p84-85） 

 ↑ 

※妻（元妻？）との同居を解消して別居(離婚？)しているのは「恋することから醒めてしまった」から？ 

 

（３）父親（父親的男性）について 

＜父親は、母子の共生関係を立ち、母親的受容世界から子供を引き上げて、男性的なロゴスの世

界へと連れて行く使命を持つ。そもそもが、父親が子供に、行動の指針、社会規範、善悪の判断基

準、人生目標の設定、対人距離の取り方などを教えねばならないのである＞ 

  ↑ 

※このような一般的な父親像・性役割と、本作で描かれる「父親」がどう重なり、どう違っているか？ 
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＊僕の父ははじけるように笑い出した。僕が聞くのが好きなあの笑い方で。クレイジーな 、そしてハン

グリーな 作家の笑い方 で。（p25） 

 

＊「これは 私がお前に覚えておいてほしいと思う事柄 なんだ」彼はいった。「お前の人生で起きるどん

な事でも、決して一つしか道がないということはないんだ。お前はうちへ帰りたくなるまで私と一緒に

いられるし、お前が戻ってきたくなったら、いつだってお前は戻ってこられるんだ。一つの道しかなく

て、他の道はない、なんていうことは決してないんだ」 

「僕判ってるよ、父さん」（p28） 

 

＊「お前と私とは――父親と息子とは――あらゆる父親と息子というものは、実はほとんど同じ男なん

だ 。一人は年とっていて、一人は若い。と、同時に、われわれはまた知らない者同士でもある 。町

で出会った者同士よりももっと他人なんだ。もちろん、私はお前にいてほしいさ。しかし私に耐えられ

ないのは、お前がそうしなきゃならんというふうに感じることだ。私を喜ばせようとしてね」 

「僕は自分がいたくないと思ったらいやしないよ」 

「ありがとう」（p30） 

 

＊「そうじゃない。私はイギリスの法律がどんなものか知らない。しかし われわれのルールは、われわ

れの手に入るすべての愉しみを愉しもう、というルールなのさ 。ただし、一人の人間も傷つけないで

だ 」 

「どうやったらそれができるの？」 

「私には判らない。しかし お前はそのうちにそのやり方を発見するだろうよ 」（p121） 

 

 

（４）子どもについて 

＜そもそも、子供には子供の世界があり、子供の論理というものがある。大人たちの世俗的な価値観

や一般的な常識というものが通用しない世界である。子供は「思い入れ」や「思い込み」が激しい。乏

しい体験や知識を補うために、かなり自分勝手な空想を展開して、自分の世界を構築する。その際

大人の強固な論理と戦うために、子供が拠り所として持ち出すのは、自分の世界の純粋さであり、汚

れなさである。純真無垢な自分を何処までも主張して憚らない。「自分にはそんな悪意や犯意はな

かった」と、自分の善意や善良さを盾に、一人勝手に自分を正当化する傾向がある＞ 

  ↑ 

※大人の論理と子供の論理、という違いは具体的になにか？ 

子供は本当に「純真無垢」で「善良」に満ちただけの存在なのか？ それ以外の特徴はないのか？ 

▽子ども→ 「性善説」的 に世界を眺め、語り、感受する存在として把握されがち。 
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大 人→ 子ども比較した場合、「性悪説」的 に世界を眺め、語り理解する存在として把握されが

ち。 

*）人の成長は、ある意味で「性善説」から「性悪説」への移行のプロセスであると考えることがで 

きるかもしれない。 

▽この大人と子どもの関係は通常、 

・強者と弱者 

・支配と服従 

というパワーバランスの元に成り立っていると考えられがちだが、本作はそのような関係以外に、ど

んな関係を付与し、描き出しているか？ 

▽本作で描かれる父親は、「僕」の抱えている「子供の論理」を上手に引き出し、その「子供の論理」

を使って、「僕」の自立を自然に導くように手助けしている。「僕」の自助（self-help）力をうまく引き

出すことに気を配っていると考えられる。それは「僕」の父親が、「子供のような心をもった大人」な

ので子どもと心が通じ合うから（？）。 

 

＊「あなたのお父さんのこと。あなたは僕の父さんで、あなたは死んでないから僕はいつもあなたに会

えるけど、あなたのお父さんは死んでしまったから、それからあと、あなたは彼に会ってないわけで、

でも、本当は彼は死んでなくって、あなたはまた彼に会えるかも知れないっていうことはありうるのか

どうかっていうこと」 

（略） 

「私は彼に会った。実をいえば、私はお前を見るたびに私の父親と出会っているのさ 」 

「からかっているんじゃなくて？」 

「本気でいってそうなんだ」 

「でも、それは本当にあなたがあなたのお父さんに会ったということじゃないでしょ？」 

「ウン、そういうことじゃない。でも、お前は私がどういう意味でいっているのかわかるだろう？」 

「僕、わかったみたいな気がするよ 、父さん」（p176-178） 

 

 

（５）子どもから大人に成長するということ 

＜しかし、本当の意味での人間的成熟は、「性善説」を執るのでもない、「性悪説」を執るのでもない、

一個の人間の中に善と悪が混在していることを認め、この真理を自分の中でも確と引き受けられるよ

うになることだろう＞ 

 

＊この物語の一番素晴しいところは話の筋ではなかった。素晴しいのは、物語りの進行につれて、実

際にさまざまなできごとが同時に起こってくることだった 。そんなやり方でなら、僕は書いてもいいな

と思う。これが世界中のみんながやってる書き方なんだ 。でも、僕は父のやり方で書いてみたいよう

な気もした。（略）でも、僕はいつかやり方を覚えるだろう。そして、その時こそ、僕はこの世の中で今
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まで誰も書いたことのないような小説を書くと思う。なぜかっていうと、僕は、自分がいおうとしている

ことをちゃんと知っているからだ 。 

（p91-92） 

 

＊僕は自分の生涯に起こった楽しいことを想い出す時、僕は自分を賢く感じる。でも、やがて突然僕

は自分が病気だったり淋しかったりした時のことを全部思い出して、自分がまるでこの世界に属して

いないように思い、そんな時、僕は自分が無知であるように感じる。物事のこの二つの面、それが

僕には理解できない 。僕が、やがて言葉で書き始める時、自分がそのことで苦しむに違いないこと

を僕は知っている 。（p92） 

 

＊「あなたが僕で、僕があなたのつもりになる遊びをやろうよ 。あなたが十歳で、僕は四十五歳になる

んだ」 

「ＯＫ」僕の父がいった。 

僕は四十五歳がどんな感じかちょっと考えた。すると突然僕は四十五歳になった。これはすごかっ 

た。僕はとても齢をとった気がした。と同時にまた、僕はとてもいい気分でもあった。僕は、僕の父が 

十歳の僕であることを想像してみた。すると、突然彼は僕になっていた。こうして、僕は新しい戯曲 

のことを考える用意が自分にできていることがわかった 。 

僕の、今は四十五歳になっている頭に、最初に浮かんだ考え は、流木を一本とりあげて、砂の上に 

大きな円を描くこと だった。 

（略） 

「――ねえ、父さん、この円の中でレスリングしようよ 」 

僕の父が円の中に入ってきた。そして、僕らはお互いにとっ組みあってレスリングを始めた。 

僕らがレスリングをしている時、僕らは雷の音を聞き、稲妻が光るのを見た 。僕の父がいった。「や

っ 

と雨になったか。神様に感謝 せねばならんな」（p198-201） 

  ↑ 

※「僕」が父親と想像的に同一化することができた場面。 

▽父親の仕事である「戯曲」について「僕」にも「考える用意ができた」という感覚を得た。「僕」が「僕」

自身の作家であるために必要な準備（インスピレーションの看取）ができたと読める。 

▽「僕」が父親であり、父親が「僕」であるような想像上の同一化をする「遊び（行為）」を物理的に視

覚化するかのように「砂の上の大きな円」として場所化、現実化させる。そしてその「円の中」で「レス

リングする」というように、想像だけでなく、現実の身体を介してもさらに一体化（理解し合う）するよう

なシーンが描かれる。 

▽「雷の音」「稲妻」「雨」は、精神と肉体の両方を通じて、親子が深く結ばれ、理解しあっていることの

啓示。 

▽このような啓示へと繋がっていく、「僕」と父親のあいだでの、一種独特な「遊び」。そこに垣間見え
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る「作家性」との関係。 

  

＊「僕帰ってきた」 

「お前のいうのはどういう意味かね？」 

「僕はまた作家に戻ったんだよ 、父さん。あなたはお料理の本と戯曲を書けばいい。僕は小説を書 

くよ。僕はどうやって書くか学ぶつもりだよ 」 

「本当かね？」 

「神様に誓って本当だよ」 

「でも、どうしてなんだね？」 

「父さん。あなたわからないの？  僕も、あなたと同じように、作家である他ないんだよ 」 

「なるほど――私は思うんだが――おそらく、この瞬間こそが私の人生の中の一番誇らしい瞬間な 

んだろうね 」 

「でも、お願いだからさ、父さん、僕たちお互い、人を笑わせるようなものを書こうよね（略）だって、 

人人が笑わなかったら、人生なんて何の意味もありゃしないじゃない？」（p203-204） 

 

 

【まとめ】 

 

約 1 年振りにお送りしたリクエストシーズンも今回で完結です。リクエスト特集のシーズンで強く感じ

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。 

これは単に、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でし

ょう。参加者ひとりひとりが持っている“本棚”の中にその一冊を新たに加えてもらうためにどうしても必

要な、手間暇なのだと思います。つまり、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
．．．．．．．．．

。そのことを、今シーズンの推薦者のみなさんは非常に大切にされていたと思いま

す。この工夫は、推薦メッセージや、お題に形を変えて反映されています。そこでは、推薦本と推薦

者の個性が分かち難く結びついています。各回を終えた後、参加者の皆さんにもそれがはっきりと感

じられたのではないでしょうか。 

 

 今回までにリクエストシーズンを三回行っているので、計九名の方によってご披露いただいた個性

的かつ魅力的な本たちが、この朝さろんの「本棚」に加えられて来ました。 

今回のリクエストシーズンの特徴は、日本語で書かれていない作品（翻訳作品）が初めて取り上げ

られた点でしょう。初回の時には日本語作品縛り（翻訳はご遠慮ください）でした。二回目の時には解

禁でしたが実際に選ばれたのは日本人作家による粒よりの“新旧名作”揃いでした。今回初めて翻訳

作品や書簡体形式のフォトブックなどのひときわ個性的な作品群を加えていただいたことで、朝さろ
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んにあたらしい幅が出てきたように思います。 

この幅を上手に生かしながら、今後、さらなる海外作品や、散文、詩、コミック、戯曲、批評などの

幅広いテクストも取り扱っていけるような気がしています。 

 

また本作は、父と息子という二人っきりのごく狭い世間を描きながら、その視野がすごく広い所まで

伸びている、そういう暖かい作品でした。こういう大事な物語を紹介して下さったこと嬉しく思います。 

推薦者の Y さん本当にありがとうございました！ 来年のリクエストシーズンにまたお会いしましょう！ 

 

 
 

     

    

シーズン：《本棚拝見(リクエスト特集)》 （完） 

2012 年 7 月-9 月 （Part Ⅰ） 

『忘却の河』福永武彦（#13）／『河岸忘日抄』堀江敏幸（#14）／『思い出トランプ』向田邦子（#15） 

2013 年 10 月‐12 月 （Part Ⅱ） 

『センセイの鞄』川上弘美（#28）／『夢十夜』夏目漱石（#29）／『富嶽百景』太宰治（#30） 

2015 年 1 月‐3 月 （Part Ⅲ） 

『星の王子さま』ﾃｸﾞ=ｼﾞｭﾍﾟﾘ（#43）／『きみが住む星』池澤夏樹（#44）／『ﾊﾟﾊﾟ･ﾕｰｱｸﾚｲｼﾞｰ』（#45） 
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◆マリブ（ロサンゼルス州） 

 
https://www.airbnb.jp/locations/los-angeles/malibu 
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◆ハーフムーンベイ（カリフォルニア州） 

 

http://www.tripadvisor.jp/Tourism-g32469-Half_Moon_Bay_California-Vacations.html 
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イサカ高校  古代史の教員 
 ヒックス先生のお話 
 
「あなたの気持ちは分かりますよ。でもね、誰でも、誰かほかの人より優れていて、同時に

劣ってもいるのよ。ジョゼフ・テラノヴァはヒューバートより頭がいいけど、ヒューバー

トも彼なりに、正直さではジョーに負けませんよ。民主主義の国ではね、ある一線までは

誰もが平等なんです。それから先は、本人の努力次第。私は生徒たちに、いつも誇りをも

って行動することに努めてほしいと、心から思ってます。子供たちのうわべの振舞いは、

私には問題ではないのよ。行儀や態度の良しあしで生徒を判断するほど、私は甘くないん

です。一人一人のうわべの態度の下に本当は何があるのか、そのことにしか私には興味が

ないの。生徒がお金持ちか貧しいか、頭の回転が速いか遅いか、天才か愚かか、そういう

ことは、その子に人間性があれば――その子に真心があれば――真実と誇りを愛していて、

自分より上の者にも下の者にも敬意を払える子でありさえすれば、そういうことは、どう

でもいいんです。生徒たちが人間らしくある限り、態度までみんな同じであってほしいと

は、私は思いません。堕落していないかぎり、一人一人がどれほど違っててもいい。私は

生徒一人ひとりに自分らしくあってほしいの。私を喜ばすためや、私に迷惑をかけないた

めに、ほかの誰かを真似してほしくありません。クラス全員が申し分のない小さな紳士、

淑女になってしまったら、私はきっと、すぐに飽き飽きしてしまうと思うわ。私はね、生

徒たちに一人一人が独立した、一人一人が独特の――一人一人がそれぞれ違った魅力を持

った――そういう人になってほしいの。このことをヒューバート・アクリーにも、あなた

と一緒に聞いてほしかったのよ。二人が今、お互いを好きではなくても、それは無理もな

いことだということを、あなたと一緒に分かってほしかったのです。二人がお互いに反感

をもちながら、なおかつ二人がお互いに敬意を払えるようになったとき、初めて二人は本

当に人間らしいといえるのよ。そのことを、ヒューバートにも知ってほしかったの。それ

が聡明ということなのですよ。人知が開けるということ、文明化ということなの。それが、

古代史から学ぶべきことなのよ。――あなたにだけでも話ができて、よかったわ。ほかの

誰より、あなたに話ができてよかった。卒業して、あなたがとっくに私のことを忘れてい

ても、私はあなたを見守ってますよ」 
 
 

『ヒューマン・コメディ』ウイリアム・サローヤン（関汀子 訳） ちくま文庫 より 
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