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【朝さろん】 86th morning  

『神様のいない日本シリーズ』  田中慎弥 
2018 年 11 月 11 日(日)＠渋谷 

参加者：9 名、楠本（進行）、芹沢（主催） 

 

朝さろんでは参加者全員で、 

１、作品を通り一遍の理解から解放します。できるだけわかった気にならず、どこまでも“わからない”

という感覚をたいせつにしながら、ていねいに自分の考えと向き合うために対話する、協働的な

営みです。 

２、リラックスして《問い》に向き合いましょう。じっくりと問いへの理解を深め、問いの前提となってい

ることがらや本質について、自分の言葉で確認することを第一にしています。 

３、自分と他者との見解の違いが際立つことを歓迎しましょう。お互いの差異を承認し、その前提に

立って共に探究しましょう。 

 

そのため、以下の心がまえをご確認ください。 

 

a） 話すことよりも、考えることが目的です！だからゆっくりと話しましょう。 

b） 言っていることが分からなければ、質問をして理解に努めましょう。質問大歓迎！ 

c） 聞いているだけもＯＫ、沈黙もＯＫ。だけど、考えることは諦めない。 

d） 話している人の話を最後まで聞く！みんなが安心して話せる場を作りましょう。 

e） ほかの人を傷つける発言でなければ、どんなことでも自由に話してＯＫ。 

f） 意見は大事だけど、同じくらい、質問をすることが大事です。根拠が何か考えましょう。 

g） 人物と議論の評価を区別しましょう。これを混同すると“人格攻撃”になってしまいます。 

意見（発言）はあくまで問いを深めるための“目印し”です。 

『正論（意見）ってのはあくまでも自分っていう潜水艦の周囲の状況を確かめるために発信するソナ

ーなんだよ。自分が正しいと感じる、信じる意見をポーンと打って、返ってくる反響で地形を調べるの

だ。ソナーで道が拓けるわけじゃない。』 （舞城王太郎(2009) 「ビッチマグネット」より） 

 

このような心がまえで臨むと、副次的なものとしてこんな態度が身につくかもしれません 

●自分の考えが変わるということを、体験を通じて受け容れることができる 

 （自己変容の可能性） 

●間違ってもいいんだという体験を、安心安全な場所で得ることができる 

  （可謬性の獲得） 

●他者の気持ちや視点に立って考えを組み立てることができる 

  （立場の入れ替え、他者への想像的な同一化） 

●問いを深める思考力を養うことができる 

  （探求能力の涵養） 

●ひとりではなく集団での対話や議論に協調できる 

  （共通了解志向型の態度の獲得） 
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【推薦のことば】  推薦者：楠本さん 

人と人の関係は往々にして一言で言い切れるほど単純なものではありません。 

私の元から去っていったあの人は自分にとってどんな存在なのでしょうか。父とは。母

とは。家族とは。野球チームでの上級生との喧嘩がきっかけで引き籠る息子に、父はドア

越しに語りかけます。幼いころに目の前から姿を消した父のこと。野球をやらなかったこ

と。大好きな彼女、息子にとっての母との色鮮やかな思い出。 

語り続けても結論は出ません。しかしそこには不確かさを受け入れることで得られる確

かな手触りがあります。家族の在り方が問われる現代に新たな家族像を提示する珠玉の一

冊です。 

＊＊＊ 

田中慎弥は 2012 年 1 月に『共喰い』で第 146 回芥川賞を受賞した際に知った作家です。

物語の内容だけではなく、書かれた場所や人の匂いが実際に漂ってくるような情感豊かな

文章に心惹かれました。 

彼の作品でしばしば描かれる重要なモチーフとして、「母-子-父」を巡る関係性、特に

「父の不在性（父性の欠落）」が挙げられます。『共喰い』では暴力的な父は母に最終的

に殺害されてしまいます。『犬と鴉』では戦争へ行った後荒廃した町の図書館に籠城して

戻らない父に息子は会いに行きますが、言葉を交わせないまま命を落としてしまいます。

著者自身が 4歳の頃に父を亡くし母と二人で暮らしてきたことも影響しているかと思われ

ますが、「不在（或いは「喪失」）」の側から父の存在を描こうとする企みは、現代に於

ける家族観を問い直す助けとなるでしょう。 

今回取り上げる『神様のいない日本シリーズ』も父と子を巡る濃密な因縁の物語となっ

ています。本作を通じて皆様と共に家族・親子について考えを深めていければ幸いです。 

 

【問い】  （ご発言は必須ではありません） 

1. 何故香折の祖父は豚を殺したのでしょうか？ 

 

 

 

2. 何故寿磨さんは夫（香折の祖父）からの葉書を息子に見せ、破り続けたのでしょうか。 

 

 

 

3. 香折の父が言った「俺が小さかった頃出てった父親が戻ってくるかもしれないんだ。」

(p.139)という言葉にはどのような想いが込められているでしょうか。 

 

 

 

4.息子に対してドア越しに語り掛ける本作の構図は、物語にどんな効果を及ぼしている

でしょうか。 

 

 

 

5. 来るかどうか分からないものを待ち続けることにはどんな意義が見出せるでしょうか。 
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くらちさん （紙上参加） 

 

０．感想  

・自分がプレイヤーとして経験したことのあるもの（野球と演劇）が出てきたので、とてもとっつきやすかっ

たです。野球の試合や演劇の台本を自分に重ねていくような内容が、読んでいて自分にもこういう経

験あるなぁと思いました。 

・社会人になったとしても野球はできると思うのですが、「学生時代に野球をやること」がこの話の中では

すごく特別な意味を持たされているようで、それがだんだん不思議に思えてきました。 

 

1. 何故香折の祖父は豚を殺したのでしょうか？ 

やりたいことが続けられない自分の無力さを感じている中で、何かに対して自分の力を及ぼすことで自

分を確かめたいと思ったのではと思いました。 

  

2. 何故寿磨さんは夫（香折の祖父）からの葉書を息子に見せ、破り続けたのでしょうか。 

私はこの話の中で、この寿万さんの行動が一番わからなくて、これだという解釈が思いつきません。ぜ

ひみなさんの解釈を聞いてみたいです。 

 

4.息子に対してドア越しに語り掛ける本作の構図は、物語にどんな効果を及ぼしているでしょうか。 

息子からの反応がなく、父親がずっと一人で思い出しながら語りかけていることで、父親の記憶の沼の

奥深くへ入っていくような、底知れなさが強まる印象を持ちました。 

 

5. 来るかどうか分からないものを待ち続けることにはどのような意義が見出せるでしょうか。 

難しいところですが...何かの状態を続けるということは、その先の変化（良い変化か悪い変化かはわか

りませんが、そのわからないことも含めて）があるかもしれないこと、すごく前向きではないにしても後ろ向

きではなく、先を見ている（見ようとしている）ところに意義があるように思います。だから「ゴドーを待ちな

がら」のような戯曲ができるように私は思いました。 

 

 

 

【テーマ】 〈本棚拝見(リクエスト特集)〉 

ふだんみなさんはどのような本を読まれているでしょう。あるいは、過去にどんな面白

くて、記憶に残る、大切な１冊をお持ちでしょうか。 

不定期で開催している「リクエストシーズン」も今回で４回目です。毎シーズン、みな

さんの個性的でユニークな選書と、それ以上に濃密な選書理由や対話の時間を提供してい

ただいています。数ある朝さろんの開催回のなかでも、このリクエストシーズンがいちば

ん印象に残ってる、という方も大勢いらっしゃいます。今回のリクエストシーズンでは、

いつもより長く期間を取って、より幅広い選書やそこでの対話の広がりを観察してみたい

と思います。朝さろんとしては各回が、推薦者さんとの真剣なコラボレーションという形

になります。 

推薦書の魅力をきちんと紹介するのはもちろん、推薦者だからこその「お題」や進行な

んかも出していただきながら、そこに一定の朝さろんらしさもマッチングできればと思っ

ています。本への熱烈な愛情だけでなく、参加者全員でその魅力を味わい、深いところで

受け止められたらと思います。推薦者さんの個性とあいまって、各回ごとにきらきらと印

象を変えていく「リクエストシーズン」、ごゆっくりご堪能ください。 
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【本】 

『神様のいない日本シリーズ』  田中 慎弥 

初出：『文學界』 2008 年 10 月号 

単行本： 『神様のいない日本シリーズ』 （文藝春秋、2008 年） 

文庫：『神様のいない日本シリーズ』 （文春文庫、2012 年） 

 

【田中 慎弥 （たなか・しんや）】  

1972年（昭和 47年）11月 29日 - 。45歳）は、日本の小説家。2005年（平成 17年）

に『冷たい水の羊』で第 37回新潮新人賞を受賞後、いくつかの文学賞受賞を経て、2012

年（平成 24 年）に『共喰い』で第 146 回（平成 23 年/2011 年下半期）芥川賞を受賞した。 

山口県下関市出身。4歳の頃に父を亡くし、母親と二人暮らしで育つ。中学生頃から、

父の遺した蔵書に親しみ、司馬遼太郎や松本清張の作品を愛読する。また、母に買っても

らった文学全集も好んで読み、特に川端康成、谷崎潤一郎、三島由紀夫の作品を愛読した。

その後、山口県立下関中央工業高等学校に進学した。高等学校を卒業後、大学を受験する

も不合格となる。それ以来、アルバイトも含め一切の職業を経験せずに過ごした。有り余

る時間の中で本を読んで過ごし、特に『源氏物語』は原文を 2回、現代語訳を 3回の計 5

回にわたって通読した。 

自身の作風については、2012 年の阿川佐和子との対談において、「テーマがあり、そ

れに小説がぶら下がっているのではなく、ただ小説がそこにある」「自分で一行一行生み

出すのではなく、どこかに次の一行があるはずだから探そう、という心境（で書いてい

る）」と語っている。 

パソコンや携帯電話を持たず（プリペイド式携帯電話を持たされたことがあったが「自

分には合わない」とのこと）、執筆の際には無地の紙に 2Bの鉛筆で何度も推敲しながら

書くという「昭和の文豪」的スタイルで執筆を行っている。 

 

【ストーリー】 

 １９８６年。日本シリーズで３連敗４連勝という奇跡が起きた。失踪した野球好きの父

親の帰還を願う少年にも、奇跡は訪れるのか？ 

野球賭博絡みのトラブルで失踪した父親から少年に葉書が届く。「野球をやってるか」。

野球好きだった父親の願いをきくべきか、野球を嫌悪する母親に従うべきか。おりしも

1986 年、日本シリーズでは、大逆転劇が起ころうとしていた。はたして少年の身にも奇

跡は訪れるのか。芥川賞作家の描く父と子の迫真の物語。 

＊ 

表題にある“日本シリーズ”とは３連敗４連勝という劇的な戦いとなった１９８６年の

シリーズのこと。もし日本シリーズで奇跡が起こったら、自分の身にも奇跡が訪れるので

はないか。失踪した父親の帰還を願う少年の想いは実現するのか。先日芥川賞を受賞され

た田中慎弥さんの傑作がついに文庫化されます。自分の息子にむかって、自らの父親のこ

とを語る主人公。田中さんがこだわりつづける父と子というテーマが凝縮された作品です。 

 

 

 

 



朝さろん 86th morning 

 〈本棚拝見(リクエスト特集)〉 

『神様のいない日本シリーズ』  田中 慎弥 

 6 / 7 

 

今後のラインナップ ／ テーマ 〈本棚拝見(リクエスト特集)〉                  

▼#87  12/9(日)  川崎さん   「眠れる分度器」 （「ぼくは勉強ができない」 所収）  

山田詠美 （新潮文庫） 

 

 

2019 年 1 月より 新シーズン ／ テーマ 〈ポスト平成の文学・社会・対話〉 （仮）                 

▼#88  （１）  1/13(日)   「     」  （新潮文庫） 

▼#89  （２）  2/10(日)   「     」  （河出文庫） 

▼#90  （３）  3/10(日)   「     」  （講談社文庫） 

【原則、毎月第２日曜の AM に開催】 

 

 

 

進行されてのご感想 ・ 楠本さん 
 

 

この度は『神様のいない日本シリーズ』の読書会にご参加頂きありがとうございました。 

 

田中慎弥の作品に出合ったきっかけは『共喰い』が芥川賞を獲得し、文芸春秋誌上に掲

載されたことでした。 

僕は小説を読む時、内容よりも文章が自分の好みに合うか、お気に入りのフレーズがあ

るかどうかを重視します。 

『共喰い』を一読した際、飾り気は無くとも情感がさり気無く込められた文章に魅了さ

れ、その他の作品にも手を伸ばしました。  

 

今回読書会の司会をやってみて、同じ本でも読み方のアプローチが千差万別なのだと改

めて実感しました。 

僕は直感的な解釈を大事にしながら読む分、テキストの論理的な読解が疎かになるので

すが、参加者の中には細部に至るまでとても細かく解釈をされている方も散見され、改め

て本を読むという行為の奥深さに気付かされました。 

或る本について複数の人々が寄り集まり読解を進めれば進める程、その本の核心に近づ

いているのか遠ざかっているのか、そもそも核心と言い得るものが存在するのか、そんな

不確かさとじっくり向き合うことができました。 

 

皆様のご協力に心から感謝します。 

 

 

楠本 
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