2019 年 1 月 13 日（日）＠渋谷
参加者：12 名

朝さろん 88th morning
『キッチン』 吉本 ばなな

テーマ：〈自由と閉塞感の先へ：ポスト平成の major key〉

発表：１９８７年
出版：１９８８年

----“生きることは淋しい。でも美しい。”

朝さろん 88th morning

『キッチン』 吉本 ばなな

2019 年 1 月 13 日(日)＠渋谷 参加者：12 名、芹沢（進行）

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。

心がまえをご確認ください。

そのため、以下の

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）

副次的なものとしてこんな態度が身につくかも

このような心がまえで臨むと、
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）

※Q ワードカード
by 「Q～こどものための哲学～」 (c) NHK All Rights Reserved

【当日考えてみたいこと（お題）】※発言は必須ではありません
キッチンの発表は 1987 年、出版は 1988 年です。
どんな時代だったか、ちょっと思い出すところからはじめてみたいとおもいます。
そういう時代背景をすこーし意識しながら、
みかげが感じていた”孤独”とはどのような類の孤独なのか。
勇一・えり子の抱えていた”孤独”とどう重なって、どう違うのか。
この三人をゆるやかに、でも切実に結びつけたもの、その核心はなんなのか。
あの時代、あの頃、吉本ばななが「キッチン」で鮮烈に提示したような”孤独”って、
実は平成を通じてずっと基調低音になっている気がします。
もちろん、作中には魅力的なシーンや表現がたっぷりあるので、
いろんな角度からさまざまに意見交換しながら、ゆっくり深めていければと思います。

【吉本 ばなな（よしもと・ばなな）】
本名：吉本 真秀子〈よしもと まほこ〉、旧筆名：よしもと ばなな（2003 年から
2015 年まで）、1964 年 7 月 24 日 生。54 歳。事実婚の相手はロルファーの田畑浩良。
東京都文京区出身。父は批評家・詩人の吉本隆明。姉は漫画家のハルノ宵子。姉が絵が
うまかったことから「それなら私は文章だ」と思い、五歳くらいから作家になろうと考え
ていた。
文京区立汐見小学校、文京区立第八中学校、東京都立板橋高等学校卒業。1987 年 3 月、
日本大学芸術学部文芸学科卒業。卒業制作の「ムーンライト・シャドウ」が日大芸術学部
長賞を受賞。同年 9 月 14 日、第 6 回海燕新人文学賞の選考会が開かれ「キッチン」が受
賞する（村上政彦の「純愛」も同時受賞）。「キッチン」が『海燕』1987 年 11 月号に掲
載され商業誌デビュー。1988 年 1 月 30 日、初の単行本『キッチン』が刊行される。1989
年 3 月 20 日、『TUGUMI』が中央公論社より刊行される。
『TUGUMI』は 1989 年年間ベストセラーの総合 1 位を、『キッチン』は同年間ベストセ
ラーの総合 2 位を記録した。
生涯追求する大きなモチーフとして「死」を何度も取り上げている。テーマとしてこの
世の神秘全般を扱っており、予知夢などがよく作品に描かれる。自分にそういった能力は
ないが、周囲に超能力を持つ人がたくさんいるという。
ホメオパシーの愛好者。前世の記憶があると述べている。
好きな作家はウィリアム・S・バロウズ、アイザック・シンガー、トルーマン・カポー
ティ。

1987 年 - 『キッチン』で海燕新人文学賞を受賞。
1988 年 - 『ムーンライト・シャドウ』で泉鏡花文学賞を受賞。
1989 年 - 『うたかた/サンクチュアリ』で芸術選奨新人賞を受賞。

1989 年 - 『TUGUMI』で山本周五郎賞を受賞。
1993 年 - イタリアのスカンノ賞を受賞。
1995 年 - 『アムリタ』で紫式部文学賞を受賞。
1996 年 - イタリアのフェンディッシメ文学賞（35 歳以下部門）を受賞。
1999 年 - イタリアのマスケラダルジェント賞文学部門を受賞。
2000 年 - 『不倫と南米』で Bunkamura ドゥマゴ文学賞を受賞。
2002 年 - 筆名を「よしもとばなな」に改名。
2011 年 - イタリアのカプリ賞を受賞。
2015 年 - 筆名を「吉本ばなな」に再改名。

【本】
短編集『キッチン』は 1988 年 1 月 30 日、福武書店から刊行された。1991 年 10 月、福
武文庫として文庫化。1998 年 6 月、角川文庫として文庫化。2002 年 7 月、新潮文庫とし
て文庫化。2013 年 10 月 26 日、電子書籍版が幻冬舎より発売された。収録作品は以下の
とおり。

タイトル

掲載誌等

1 キッチン

『海燕』1987 年 11 月号

2 満月 キッチン 2

『海燕』1988 年 2 月号

備考
第 6 回海燕新人文学賞を受賞。

1987 年に日本大学芸術学部長賞を
3 ムーンライト・シャドウ

大学の卒業制作

受賞[2]。
第 16 回泉鏡花文学賞を受賞。

【ストーリー】

キッチン
両親と祖父を早くに亡くし、祖母と暮らしてきた大学生・桜井みかげだが、その祖母さ
えも亡くしてしまい、天涯孤独の身となる。ある時、同じ大学の学生で、祖母の行きつけ
の花屋でアルバイトしている田辺雄一に声をかけられ、雄一宅に居候することとなる。雄
一はオカマバーを経営する母・えり子（実は父・雄司）と 2 人暮らしである。みかげは田
辺家のキッチンで眠るようになり、風変わりなえり子・雄一親子とも少しずつ打ち解けて
いく。かつてのボーイフレンドとの再会などを経て、日を追うごとに祖母の死を受け入れ、
みかげの心は再生していく。

満月 キッチン 2
みかげは休学していた大学をきっぱりやめ、世話になった田辺家からも独立して、有名
な料理研究家のアシスタントとして働いていた。そのみかげのもとに雄一から、えり子が
店の客に殺害されたと連絡が入る。急いで田辺家に駆けつけたみかげは、そのまま雄一と
同居生活に入る。しかし雄一に一方的に思いを寄せている大学生・奥野がみかげが働くキ
ッチンスタジオに押しかけてくるなど、家族でも恋人でもない 2 人の同居は周囲に理解さ
れることはない。えり子の死から立ち直れずにいる雄一は姿をくらます。伊豆へ出張して
いたみかげは、深夜にタクシーを走らせ、ちかちゃんにもらった雄一の居場所が書いてあ
るメモを頼りに、彼に出来たてのカツ丼を届けようとする。

【テーマ】 〈自由と閉塞感の先へ：ポスト平成の major key〉
自由なようでいて、不自由。
自由だからこそ、孤独。
昭和の高度成長とは好対照の、先の見えない時代。
そういう”時代のカーブ（退潮曲線）”に入ったのが明確になったのが平成の３０年間
だったかもしれません。
ではこの先は？
なにが、どうなるんだろう。
“物語”を味わいながら、
“社会”についても歴史的に考えてみたり、
“愛”や“家族”というテーマをどんどん深堀りしてみたり、
物語の続きを独自に“創造”してみたり。
複数のおもしろさを存分に味わえるのが文学であり、文学読書会のよい点かもしれませ
ん。
さろんは、
多方向に開かれた「非限定的な深み」を感じることで、

「定期的にもっと思考を深める機会があればいいなあ」と思ってもらえるような場にし
たいと考えています。
大学やカルチャーセンターのような講義型の“学び”から、
むしろサークル的な集まりによる“学びあい”に、思考や興味を持続的に深めていく
key があるような気もします。
“する”哲学。“対話する”文学。“考える”と戯れる。
そういう現場から、ポスト平成についてじっくり、ゆっくり、作品を読み継ぎながら、
なんとなくのイメージを形作っていけたらいいなとおもっています。

●ポスト平成と 2020～潮流を読む～
総務省統計局の調査結果によると、日本の人口は 2005 年に戦後初の減少となった後は
再び増加し、2007～2010 年の間は 1 億 2800 万人前後とほぼ横ばいで推移。しかし、2011
年には 26 万人の減少となり、その後の月別の人口も相当程度の減少が続いている。人口
減少は 2011 年から既に始まっているとみることができる。このまま人口減少が続くとす
ると、2030 年の 1 億 1662 万人を経て、2048 年には 1 億人を割って 9913 万人となり、
2060 年には 8674 万人、100 年後の 2110 年には 4286 万人になるものと推計（内閣府）さ
れる。つまり、100 年後には現在の 3 分の 1 程度まで人口が減少してしまうことになる。
生産年齢人口（15 歳～64 歳）についても、1995 年には 8000 万人を超えていたが、そ
こをピークに減少している。2015 年における生産年齢人口は 7629 万人だった。このまま
生産年齢人口の減少が続くとすると、2030 年には 6875 万人、2060 年には 4793 万人にま
で減少すると推計（総務省）される。
経営の 4 要素である「ヒト、モノ、カネ、情報」のうち「ヒト」がこのままでは確実に
減っていくという事実であり、今までの働き方では、社会を維持することさえ不可能にな
っていくことは目に見えているわけだ。
このように生産年齢人口が減っていく、つまり労働力の不足を解消するためには、「働
き手を増やす」「出生率を上げる」「生産性を上げる」の 3 つを確実にクリアする必要が
ある。
▼ ポスト＝Post。この Post の一語に秘められた、殺戮と延命の両機能。
ポストという接頭辞は、その対象となるものを全面的に否定するとともに、それを曖
昧に生きのびさせてしまうものだからです。
（蓮實 重彦）

●平成文学史(？)
私の頭の中で明治文学史は描ける。大正文学史も描ける。昭和文学史も……と言いたい
所だが、描けるのは昭和五十五年（一九八〇年）まで。それ以降となると混沌としてくる。
まして平成文学史は。平成のすべてを私は同時代体験し、文筆業を始めて、まして最初の
頃の肩書きは「文芸評論家」であったりしたのに。平成文学史をうまくつかみきれない。
一九八〇年以降とはポストモダンの時代だ。つまり価値相対化の時代。基本となる軸が
消失してしまった時代。平成がもう終わりつつあるのに、平成文学史は見当らない――。
（浦田 憲治）

↓
〔１９８８／昭 63〕 平成① 『キッチン』
・孤独と、非血縁家族の登場（血縁以外の誰かと、非婚姻的に暮らし生活する新鮮な視点）
・主人公と男子のあいだで旧来様の恋愛模様が描かれない（非恋愛的な交流を描く）
・自己決定権の前景化と自由な行使（「雄一」→「えり子さん」への変容（女性化）など）
⇒ 詩的な文章とも相まって、実に新鮮な自由さを感じさせる。他方で、親密圏のみで通
用するような脆さと同居した、頼りない自由。すべてが自己責任ということの裏返しと
もいえる自己決定権の行使のされ方。閉じた輪の中（非社会化）での自由。

〔１９９３／平 5〕 平成② 「二百回忌」
・
・
・

2019 年１月～３月 新シーズン
テーマ 〈自由と閉塞感の先へ：ポスト平成の major key〉

第Ⅰ部 ：平成前期
▼#88 （１） 1/13(日) 『キッチン』〔１９８８〕 吉本ばなな （新潮文庫）
▼#89 （２） 2/10(日) 「二百回忌」〔１９９４〕 笙野頼子
＊『笙野頼子三冠小説集』（河出文庫）所収
▼#90 （３） 3/10(日) 「ニッポニア・ニッポン」〔２００１〕 阿部和重
＊『IP/NN』（講談社文庫）所収
【原則、毎月第２日曜の AM に開催】

MEMO；
昭和
1986 年 昭和 61 年（4 月） チェルノブイリ原発事故（ソ連）
1988 年 昭和 63 年 リクルート事件（政財界の贈収賄事件）
（3 月）青函トンネル開通
（4 月）瀬戸大橋開通
1989 年 昭和 64 年 [1 月 7 日] 昭和天皇崩御

平成元年 - 1989 年
1989-01-08 平成に改元 明仁親王が即位する(今上天皇 - きんじょうてんのう)
1989-04 消費税(3%)が開始する
1989-06 六四天安門事件 - 中国政府が民主化デモを武力鎮圧・虐殺する
宇野宗佑内閣(自由民主党)が誕生する
1989-08 海部俊樹内閣(自由民主党)が誕生する
1989-11 ベルリンの壁崩壊 - 市民がベルリンの壁を破壊する
1989-12 マルタ会談 - アメリカとソ連の首脳会談で冷戦の終了を宣言
平成 2 年 - 1990 年
1990-03 総量規制 - 不動産融資に関する規制。バブル崩壊の原因の一つ
1990-08 クウェート侵攻 - イラクがクウェートに侵攻して併合する
1990-10 ドイツ再統一 - 東ドイツが西ドイツに編入されて統一される
平成 3 年 - 1991 年
1991 バブル崩壊 - 失われた 10 年(失われた 20 年)へ
第一次戦略兵器削減条約(START I) - アメリカとソ連の軍縮
1991-01 ～ 02 湾岸戦争 - イラクとアメリカ率いる多国籍軍の争い。多国籍軍の勝利
1991-09 韓国と北朝鮮が国際連合に加盟する
1991-11 宮澤喜一内閣(自由民主党)が誕生する
1991-12 ソ連崩壊 - 構成国が独立して独立国家共同体(CIS)を形成する
平成 4 年 - 1992 年
1992 ソニーがミニディスク(MD)を発売する(2004 年高音質の Hi-MD へ)
1992-06 PKO 協力法 - 国連平和維持活動に協力する法律(自衛隊派遣)
自動車 NOx・PM 法 - 自動車の排ガス規制
1992-09 自衛隊カンボジア派遣 - PKO 協力法に基づく自衛隊の派遣
1992-10 東京佐川急便事件 - 自民党：金丸信らが佐川急便から闇献金

朝さろんの本棚〈１〉
吉本ばなな『キッチン』について
１st モーニング：2011 年 6 月 24 日（金）
参加者：７名

【テーマ】
＜恋愛模様の変遷を考える＞ その１

【吉本（よしもと）ばなな】
1964年東京生まれ。本名真秀子（まほこ）。詩人・批評家の吉本隆明（1924-

）の次女。

父親の影響を、１:自作をある程度客観視できる能力を養えたこと。２:時代の流れを肌で
感じられるようになったこと。３:感動に襲われても、瞬時に分析の目も持ちうること、と
いう3点にまとめている。大学の卒業制作で「ムーンライト・シャドウ」（1986）を、翌年
「キッチン」（1987）で海燕新人文学賞を受賞してデビュー。同著『キッチン』で泉鏡花
文学賞を受賞。著作は各国語に翻訳され世界中で読まれる。特にイタリアではきわめて評
価が高い。

【作品世界】
・透明で孤独な感性
・日常言語を取り入れる非凡なセンス
・喪失と癒し
・濃密な死の気配
・共食による非血縁家族の再生
・伝統的性役割／ジェンダーの解体、反転、越境、統合
・セクシャルマイノリティの前景化
・超現実的、心霊的描写
・バブルという時代背景

【ストーリー】
『キッチン』
（
「キッチン」と「満月―キッチン２」
）には 3 人の主要人物が登場する。
祖母の死を契機に深い喪失感を抱えた主人公「みかげ」と、その友人「雄一」、雄一の元父
親であり、妻を亡くした後はその身を切るような痛みから自らの身体を女性（母親）へと
変えたゲイバー勤務の「えり子さん」。

「キッチン」は、たった一人の肉親である祖母をなくしたみかげが、雄一という青年と
美しい母親（実は父親である田辺雄司）えり子さんのもとに引き取られ、二人のやさしさ
に生きる力を取り戻していく、みかげの絶望と再生の物語。
「満月」は、雄一がえり子さんの突然の死で絶望の淵に追いやられるという状況で、み
かげが雄一を救う、雄一の再生の物語として描かれている。

【ポイント】
■「キッチン」と「満月」
この二作の関係について「吉本ばななに於ける「あなた」と「私」はいわば常に治療共同
体として存在する。こういった関係は、みかげの救済の物語としては明らかに完結してい
たはずの「キッチン」の続編として、雄一の救済の物語としての「満月」を書いたことで
決定づけられている。彼女が唯一、デビュー作であった「キッチン」にのみ続編を書いて
いるのはそれ故である。」と大塚英志は指摘する。（大塚:1989）
■この物語には、僕たちの共感できる何かがあり、一見して家族とも友情とも恋愛とも付
かない、その全部であるようなライフスタイルがある。徹底した消費の快楽も認める一方
で、イマにつながる、仄かな、けれどしっかりした手仕事の感触と豊かな緑が息付いてい
る。<あの人の不在はわたしの顔を水中に押し込む。…この窒息状態を通じてこそ、わたし
はおのれの「真理」を再構成し、愛というものの「手に負えなさ」を準備するのである>と
バルトが言うとき、それは必ずしも異性愛のみに還元されない。
親しい人を喪った悲哀――そこに「ない」ということが与える致命的な損傷がこの小説
には描かれ、同時に、そこからの恢復も描かれる。その恢復はまさしく広義の愛としか言
えないようなものだ。ここで起こった物語は、僕たちの心の一部を深い所で、確実に掴ん
でいる。
■例会のテーマ「役割について考える」ではないが、血のつながりのない赤の他人が集ま
ることの、微妙な距離感や温度感の差異がつくりだす<生きづらさ>のようなものをかいく
ぐり、
『キッチン』では登場人物たちそれぞれが見事に自分の役割をつかみ取っている（よ
うに見える）
。その中でみかげの選んだプロの料理人という役割（仕事）がこの 3 人に見せ
る光景はとても興味深い。
この、各人が選んだ役割によって非血縁家族の関係に変化が兆す。
終局でみかげと雄一が予感させる愛の出来を、家族という親愛形態から男女という恋愛形
態への変遷と捉えなおすとき、恋心とは何かというテーマを、その起源から検討できるよ
うに感じた。
■この小説が発表された 1987 年前後は、いま振り返れば日本近代の文学にとって大きな転

換点だった、といわれている。その言説にどれほど信頼がおけるかは重要な点だが、そも
そもそれは日本近代の文学というような限られた範囲でのみ言及されるようなモノなんだ
ろうか。
このような問題を含む近年の本について、大勢での対話を通じてテツガクしてみること。
自分たちで直接その本に浸り、話すことで、自分なりの真実を掴み直すこと。そのことを
重ねていくことでしか、僕たちがいま呼吸している同時代を俯瞰でみることはできないの
じゃないかとおもう。

【ひとこと】
小説は時代を映す鏡にもなります。転換点といわれる『キッチン』を足掛かりとして、
恋愛・労働・文化・コミュニティ・食・ファッションなど、テーマを設けてみんなで読ん
でみます。
第 1 回から第 3 回のテーマは<恋愛模様の変遷を考える>です。
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