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序章 研究動機・目的 

「感動の超大作！」「この結末に、きっとあなたは涙する。」 

このごろ、映画や小説などが「感動」「涙」などといった言葉ともに紹介されるのをよ

く見かける。映画、小説などを鑑賞したあと、涙を流しながら「感動しました！」などと

笑顔で感想を語る人々。この頃は「涙活」という、涙を流すために感動的な作品を積極的

に見ていこうという動きもあるという。 

涙を流すことによる精神への影響について、ウィリアム・H・フレイ氏は『涙——人は

なぜ泣くのか』の中で、いわゆる「感動」による涙（エモーショナル・ティアー）に関す

る三項目を提案した。 

  

一、ストレスは、われわれの生体に化学変化をもたらす。 

 二、一般に、泣いたあと人間は気分がよくなる。 

 三、エモーショナル・ティアーは、一種の排出作用である。 

 

 フレイ氏は、人びとが泣いたあとで気分がよくなるのは、ストレスの結果生じた化学物

質が涙の中に溶け出して流れ去るからだろう、と提唱した。このことを踏まえると、いわ

ゆる「感動的」な作品が好きな人は、涙を流すことによりストレスを発散しているのでは

ないかと考えられる。 

そもそも、ひとくちに「感動」といっても、その感動のパターンは数多くある。例え

ば、なにか困難な壁が立ちふさがり、それを苦労して乗り越えるという心動かされる物語

があるとする。このタイプの「感動」は、登場人物に対する喜びや、読者の祝福の気持ち

などのポジティブな感情によるものである。ポジティブな気持ちになりたいために、ポジ

ティブな物語を求める。至極納得のいく理由のように思える。 

では、別れによって締めくくられるような、悲しみや痛み、絶望を伴う物語の場合はど

うであろうか。どれだけ強く願っても叶わぬ現実を突きつけられるようなネガティブな物

語は、本来自分の身に起こってほしいなどと願って歓迎するものではないはずだ。ところ

が、恋愛ものというジャンルに絞って考えると、「感動しました！」と語られるような人

気作品の多くは、最愛の人との別れがつきまとっている。実際に私たちの現実には起こっ

てほしくない、絶望をともなう物語のはずなのだが、なぜか人々を惹き付けてやまない。

映画館や書店に足を運び、「感動」という謳い文句の作品を鑑賞しては、涙を流す。かく

いう私も実は、「感動」ものを好んで鑑賞することが多い。 

そこで、悲しみや絶望を伴うにも関わらず、それでも人々を惹き付けてやまない作品の

魅力について研究したいと考えるようになった。この研究では、比較的多くの人の目に触

れる機会が多いと考えられる中間小説６作品に絞り、人物像、ストーリー構成などの観点

から、共通して見出される特徴について解明していきたい。 
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第一章 研究にあたって 

第１節 研究対象 

作品中で何らかの形で別れが描写された恋愛小説の中から、男性視点で描写されたもの、

女性視点から描写されたものそれぞれ３作品ずつ、計６作品を取り上げ、研究対象とする。

また、各作品のあらすじを文庫の裏に掲載された紹介文から引用する。 

  

○男性視点の作品（50 音順） 

① 『君の膵臓をたべたい』住野よる 著 双葉社（2015 年初版） 

偶然、僕が病院で拾った１冊の文庫本。タイトルは「共病文庫」。それはク

ラスメイトである山内桜良が綴っていた、秘密の日記帳だった。そこには、

彼女の余命が膵臓の病気により、もういくばくもないと書かれていて――。

病を患う彼女にさえ、平等につきつけられる残酷な現実。【名前のない僕】

と【日常のない彼女】が紡ぐ、終わりから始まる物語。全ての予想を裏切る

結末まで、一気読み必至！ 

 

② 『陽だまりの彼女』越谷オサム 著 新潮文庫（2011 年初版） 

幼馴染みと十年ぶりに再会した俺。かつて「学年有数のバカ」と呼ばれ冴

えないイジメられっ子だった彼女は、モテ系の出来る女へと驚異の大変身を

遂げていた。でも彼女、俺には計り知れない過去を抱えているようで――そ

の秘密を知ったとき、恋は前代未聞のハッピーエンドへと走りはじめる!誰

かを好きになる素敵な瞬間と、同じくらいの切なさもすべてつまった完全無

欠の恋愛小説。 

 

③ 『ぼくは明日、昨日のきみとデートする』七月隆文 著 宝島社（2014 年初版） 

京都の美大に通うぼくが一目惚れした女の子。高嶺の花に見えた彼女に意

を決して声をかけ、交際にこぎつけた。気配り上手でさびしがりやな彼女に

は、ぼくが想像もできなかった大きな秘密が隠されていて──。「あなたの

未来がわかるって言ったら、どうする?」奇跡の運命で結ばれた二人を描く、

甘くせつない恋愛小説。彼女の秘密を知ったとき、きっと最初から読み返し

たくなる。 
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○女性視点の作品（50 音順） 

④ 『センセイの鞄』川上弘美 著 文春文庫（2004 年初版） 

駅前の居酒屋で高校の恩師と、十数年ぶりに再会したツキコさんは、以来、

憎まれ口をたたき合いながらセンセイと肴をつつき、酒をたしなみ、キノコ

狩や花見、あるいは島へと出かけた。歳の差を超え、せつない心をたがいに

かかえつつ流れてゆく、センセイと私の、ゆったりとした日々。谷崎潤一郎

賞を受賞した名作。 

 

⑤ 『ナラタージュ』島本理生 著 角川書店（2008 年初版） 

お願いだから私を壊して、帰れないところまで連れていって見捨てて、あ

なたにはそうする義務がある――大学二年の春、母校の演劇部顧問で、思い

を寄せていた葉山先生から電話がかかってきた。泉はときめきと同時に、卒

業前のある出来事を思い出す。後輩たちの舞台に客演を頼まれた彼女は、先

生への思いを再認識する。そして彼の中にも、消せない炎がまぎれもなくあ

ることを知った泉は―。早熟の天才少女小説家、若き日の絶唱ともいえる恋

愛文学。 

 

⑥ 『僕は何度でも、きみに初めての恋をする。』沖田円 著 スターツ出版 

（2015 年初版） 

両親の不仲に悩む高 1 女子のセイは、ある日、カメラを構えた少年ハナに

写真を撮られる。優しく不思議な雰囲気のハナに惹かれ、以来セイは毎日の

ように会いに行くが、実は彼の記憶が 1 日しかもたないことを知る――。そ

れぞれが抱える痛みや苦しみを分かち合っていくふたり。しかし、逃れられ

ない過酷な現実が待ち受けていて…。優しさに満ち溢れたストーリーに涙が

止まらない！ 

 

 

 なお、これから論述するにあたって、そのタイトルが長尺になってしまうものについては、

以下に倣って略称を用いることとする。 

 

  ・『君の膵臓をたべたい』➝「キミスイ」 

  ・『陽だまりの彼女』➝「陽だまり」 

  ・『ぼくは明日、昨日のきみとデートする』➝『ぼく明日』 

  ・『僕は何度でも、きみに初めての恋をする。』➝『きみ恋』 
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第２節 研究方法 

 戸梶氏は、論文『「感動」喚起のメカニズムについて』の中で、悲しみを随伴した感動に

ついて、以下の６つの特徴を挙げている。 

  ①ネガティブ事象を含むが、直接的にはかかわりのない事象 

②結末に至るまでのプロセスに関する知識を有する 

③結末への関与度が高い 

④結末への期待と不安 

⑤悲しい事象を引きずらない結末 

⑥心身の緊張・落胆と緩和 

 悲しみを随伴した感動の条件として、ネガティブな事象が結末としての位置づけを持っ

ておらず、その後の展開まで描かれていること（項目⑤）、読者にとってその悲しい出来事

が客観的に受け止められる状態であること（項目①）、立場上すべてを見通していること（項

目②）、そのプロセスに至るまでの知識を有していることによって高まる、結末への関与度

や期待や不安の量（項目③・④）、別れによる何らかの事象の中断に由来する不全感、それ

による緊張感、落胆、緩和（項目⑥）を挙げ、これらが別れを伴うストーリー展開における

特徴であるとしている。 

 また、項目⑤に関連して、丹羽利文・斎藤洋典両氏は『不快感情を喚起する先行情報が後

続の快感情の評価に及ぼす影響―物語文による検討―』の中で、不快感情を喚起させる情報

提示後に快感情を喚起させる情報を提示すると感動の程度が高まることを見出している。 

 以上、戸梶氏の６つの特徴を参考に作品を分析していく。特に今回は、項目⑤に注目

し、悲しい結末へと向かう場面（転落）、そして、悲しい事象を引きずらない結末（救

い）への向かい方を中心に各作品の分析を行っていきたい。また、その際に『小説を書く

ための基礎メソッド』の中で使用されている「ハコ書き」を参考に、シーンごとに出来事

を要約したものを使用する。 
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第二章 作品別の分析 

各作品の分析に際して、作品の特徴を以下の項目に分けて分析の手掛かりとする。 

 

・主人公の名前／年齢／職業…主人公の名前、年齢および社会的立場 

・対人物の名前／年齢／職業…対人物の名前、年齢および社会的立場 

・（主に描写される）期間…小説で物語られる、主な時間軸としての期間 

・（実質的な）期間…幼馴染、昔からの顔なじみなど、主に描写されている期間外での

主人公と対人物の関わり 

・対人物の性格…対人物の行動原理にかかわる性格 

・（表面上／描写期間としての）出逢い…小説で主に物語られる時間軸としての出逢い 

・（実質的な）出逢い…昔からの顔なじみなど、主に描写されている期間外での主人公

と対人物の出逢い 

・別れにつながるサスペンス…対人物の抱えている秘密や、別れにつながる事情 

・別れ…主人公と対人物の別れによる「悲しみの頂点」（何らかの原因により以前の関

係に戻ることが困難、もしくは不可能となるような「関係性の変化」も含む） 

・救い…別れの後、悲しみを救い物語を締めくくるための場面 

・痕跡…別れの後に、対人物を想起させるようなアイテム、モチーフ 

 

第１節 男性視点の作品 

①君の膵臓をたべたい 

・項目 

・主人公の名前／年齢／職業 志賀春樹／16～17 歳／高校生 

・対人物の名前／年齢／職業 山内桜良／16～17 歳／高校生 

・主人公と対人物の関係 同級生 

・（主に描写される）期間 夏の初め～夏休み 

・（実質的な）期間 春～夏休み 

・対人物の性格 明るい 

気まぐれ 

・（表面上／描写期間としての）出逢い 春に病院にて偶然 

・（実質的な）出逢い 上に同じ 

・別れにつながるサスペンス 寿命が縮まったこと 

通り魔に殺されてしまうこと 

・別れ 通り魔の手にかかり 

・救い 共病文庫 

「僕」の成長 
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・痕跡 共病文庫 

 

・桜良の病気 

 本作のヒロインである桜良は、はじめから別れを予感させる「膵臓の病気」という要素を

抱えた状態で読者の前に現れる。病気のことを両親と偶然秘密を知ってしまった春樹にし

か話していないのは、自分が病気であることで周囲の対応が変わってしまうことが嫌だっ

たからだという。病気の辛さを周囲にも打ち明けられず辛いはずの彼女だが、その苦しみを

桜良は春樹には一切見せず、むしろ膵臓の病気をネタにした話題を繰り広げるなど、逆に春

樹が困惑してしまうような明るさを見せる。そのため、まるで彼女が死ぬことが嘘なのでは

ないかという錯覚を起こしそうになるが、彼女いわく、間違いなく一年後には死ぬという。 

彼女の持ち前の明るさと、「沈黙の臓器」である膵臓の病気ゆえ、目に見える形での病状

の深刻さが見えないという二重の要素のおかげで、春樹も読者も心のどこかで彼女との将

来をつい期待してしまう。しかし、実際に現実を突きつけられたとき、期待してしまった分

のしっぺ返しとしてより辛い別れが待ち受けることとなる。 

 

・他人から見た「僕」 

 本作の主人公である春樹は、クラスでも友達がおらずいつも一人で過ごしていた。自身の

みで完結した世界で生きてきた彼は、他人から見ると自分はこう映っているのだろう、とい

う評価を常に下しており、それが小説内では自身の呼称の代わりに用いられている。はじめ

は自分が桜良にとって【秘密を知ってるクラスメイト】であろうという自己評価を下してい

た彼だが、桜良にひきずり回されるうちに自己評価を【仲のいいクラスメイト】【仲良し】

と変化させていく。人との関わりを避けてきた彼にとって、彼女との日々はすべてが新鮮で、

彼は彼女のおかげでさまざま感情が芽生えていく。【仲良し】の先、彼女との関係性を言い

表す言葉が見当たらなくなった彼（【？？？？？】くん・ハコ書き 33）だったが、その答え

を見つけた時、彼女はもうこの世にいなかった。 

 結局作品の終盤まで、彼の本名が明かされることはない。彼の本名は、桜良の死後に彼女

の母親から名を訊ねられたときに明らかになる。そんな「志賀春樹」という彼の名前を知る

ためのヒントが作中に二度ほど登場し、その名前について考えることが、読者に対する一つ

の謎かけのようになっている。 

ヒントのうちの一つは、ハコ書き 15 より、苗字と名前で二人の作家を連想させるという

会話、もう一つがハコ書き 35 より、彼の名前についてぴったりだと言った桜良のセリフ「ほ

ら、死が横にいる」にある。前者のヒントの「二人の作家」とは、「志賀直哉」と「村上春

樹」のことであろう。後者のヒントは、もうすぐ死を迎える桜良が「志賀」と「死が」にか

けたものであると理解できる。かなり難しい謎かけであるが、小説家による、小説家らしい

仕掛けである。 
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・「真実か挑戦」 

 本作では二度「真実か挑戦」ゲームをする描写がある。一つはハコ書き 23、もう一つは、

ハコ書き 36 だ。 

 「真実か挑戦」のルールは、まずトランプを引き数の大きい方が権利を得る。権利を得た

ものは何でも一つ質問ができる。質問をされた側はその質問に答えなければならず、答えら

れない場合は「挑戦」を選ぶ。「挑戦」を選んだ場合には、質問をした人の言うことを何で

も一つ聞かなければならない、というものだ。このゲームによって、二人は普段あらたまっ

て聞けないような質問をする場を得ることができる。 

 ハコ書き 23 にて、はじめは他愛ない質問をしていたが、酔いが回ってきていよいよ最後

の質問となったとき、権利を得た桜良が春樹にした質問は「私が、本当は死ぬのがめちゃく

ちゃ怖いって言ったら、どうする？」だった。春樹は質問に答えることができなかった。 

桜良が死を目の前にしているにもかかわらずいつでも楽しそうに生きている様子の裏に

は、死に対する恐怖や絶望が隠されていた。それを滅多に見せない彼女だからこそ、ふとし

た時に突きつけられる本音を語るこの場面は、読者にとっても心動かされる場面であろう。 

ハコ書き 36 では、入院している桜良から「真実か挑戦」をやろうと提案を受ける。ぎこ

ちない彼女の笑顔から、彼女にはこのゲームを利用して春樹にどうしても訊きたかったこ

とがあったのではないかと推測できるが、実際に権利を得たのは春樹だった。春樹は桜良に

「君にとって、生きるっていうのは、どういうこと？」と訊ねる。これから死にゆく彼女の

語る「生きる意味」は、他人との触れ合いを避けてきた春樹が桜良と過ごしてきたことで色

づいた日々そのものだった。春樹は自分の本当の気持ちに気付く。 

結局、このとき「真実か挑戦」で桜良が春樹に訊ねたかったことは何であるのかは、「共

病文庫」を読むまで分からない。桜良自身も、春樹の何かあったのか、という問いに「なー

んにもないよー」と答え、最期まで何でもないように振る舞おうと決心したのかもしれない。

桜良は最期まで、春樹の前で死にゆく不安をぶつけることなく、彼女らしく居続けた。 

 

・桜良の入院 

 放課後にご飯を食べに行ったり、親に内緒で旅行に行ったりと、発生するイベントだけを

見ていると、彼女が膵臓の病気であることを忘れそうになってしまう。それは、患部の性質

上、症状が表に出にくいという理由もあるが、何より彼女の病気の辛さを微塵も見せない天

真爛漫な態度がなせる業であろう。 

 ハコ書き 29 で、春樹は彼女と初めてケンカをする。そしてそれがよりお互いのことを知

るきっかけとなり、無事に仲直りをすることができた。読者としては二人の関係性の修復、

進展にほっと胸をなでおろしたことだろう。しかし、そのあとに待ち受けていたのは、桜良

の入院だった。 

彼女には時間がない。彼女が入院する場面では、その事実にハッと気づかされることにな

る。彼女の言動の端々から、「死」の匂いが漂ってくる。春樹もそれにどこかで気づきなが

らも、彼女の「なーんにもないよ」という言葉にすがるようにして、彼女がまだ生きてくれ
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ることを願っていた。いわゆる「病気モノ」を読み慣れた読者にとっては、認めたくはない

ものの、桜良がいなくなってしまうという事実を受け入れるための準備をし始める場面で

あろう。 

・通り魔事件 

 通り魔事件がはじめて登場したのは、ハコ書き 9 だった。その場面では、クラスメイトの

誰もがそのニュースに無関心で、人の生死に敏感な桜良だけはその話題を口にするという

だけの役割しか担っていなかった。その後もその話題に触れられることはなく、読者も含め

誰もが忘れた頃に、ハコ書き 40 にて再登場することとなる。彼女を殺害した犯人として。 

 いわゆる「病気モノ」と、本作の最大の違いはここにある。病気で悲しい別れを迎えると

思われた物語は、通り魔の犯人に殺されるという、病気とは無縁のアクシデントによってあ

っけなく幕を閉じる。このときの春樹の言葉（ハコ書き 40：セリフ）は、まさに読者の受

けた衝撃を代弁したものであろう。 

 

・「共病文庫」 

 膵臓の病気が発覚した桜良は、日記を綴ることにする。「共病文庫」と名付けたその本に

は、その日にあった出来事が綴られている。また、この本は二人が知り合うきっかけにもな

っている（ハコ書き 5）。 

 ふだん弱みを見せない彼女なので、素直な気持ちが綴られたこの日記は彼女の本心が知

れる重要なアイテムとなっている。また、あまりに突然な別れを迎えた二人には、別れを覚

悟した最期のことばを交わし合うことさえ叶わなかった。共病文庫は彼女のさよならの言

葉の代わりに、彼女が見せなかった弱みを知ることのできる「答え合わせ」のような役割を

担うこととなる。 

 彼女の母親に見せてもらった「共病文庫」には、桜良と春樹の思い出が綴られていた。そ

して、入院してから寿命が半分に縮まったこと、本当は何度も泣きそうになったのをこらえ

ていたことを知る。そんな様子を微塵も見せなかった彼女の本心に触れ、春樹は絶句する。 

 本を閉じようとした春樹を母親が止める。彼女が亡くなる前日で止まった日記の続き、白

紙をぱらぱらとめくった先に、彼女の大切な人に向けた遺書が綴られていた。春樹に宛てら

れた遺書、ずっと彼女の生き方に憧れていた春樹だったが、桜良もまた、春樹の生き方に憧

れていた。春樹と桜良の気持ちは同じだった。そのことに彼女がいなくなった今、気づいた。

そして遺書の最後、春樹に伝えたかった最期の言葉は「君の膵臓を食べたい」だった。 

 

・「君の膵臓を食べたい」 

 この小説のタイトルにもなっているこのフレーズは、ハコ書き 2 での桜良のセリフが元

になっている。桜良いわく「昔の人はどこか悪いところがあると、他の動物のその部分を食

べた」らしい。 

 ハコ書き 39 より、春樹は彼女のおかげで変わった自分の世界について考えた時、彼女に

自分の思いをどう伝えようかと思案する。「僕は、本当は君になりたかった」そんな意味を



9 

 

表した慣用句がなかったっけ。「君の爪の垢を煎じて飲みたい」、これでは面白くないな。な

んて思案をしているうちに、春樹はぴったりの言葉を思いつく。そして彼女にメールを打ち、

送信する。『君の膵臓を食べたい』と。結局彼女からの返信はなく、彼女が通り魔に遭った

とニュースで知ったのはその晩だった。 

 春樹は、最後に送った言葉が彼女に届いたのか分からなかった。しかし、彼女の遺書の最

後の言葉「君の膵臓を食べたい」は、まさに春樹が彼女に伝えたかった言葉であり、また、

彼女が春樹に伝えたい言葉だった。遺書を読んだあと、桜良の母親に彼女の携帯を確認させ

てもらうと、春樹の送ったメールは確かに開封されていた。ちゃんと自分の想いは彼女に伝

わっていた。春樹はこらえきれず大声で泣いたのだった。 

 

・一年後、春樹の成長 

 物語の最後のシーン、ハコ書き 48では、桜良の死後から一年後の様子が描写されている。

春樹は彼女の親友だったキョウコと桜良の墓参りに向かう。キョウコに嫌われていた春樹

の今までを知っている読者なら、昔桜良としていたような不毛で楽しいやり取りを目にす

るだけで、彼のめざましい成長が見て取れるのではないだろうか。 

桜良と出会うまで自分の世界に閉じこもっていた春樹がここまでの成長を遂げたのは、

まぎれもなく彼女のおかげだ。春樹は彼女に想いを送る。それは、いままで桜良に支えられ

てきた自分が、これから一人で立って生きていかなくちゃいけないという宣言であり、また

本当の初恋の人みたいな女の子が「また」現れたなら、「今度こそ」、その子の膵臓を食べて

もいいかも、という彼女への想いの告白だった。春樹が初めて彼女への想いを具体的な言葉

にした場面である。この言葉を伝えたい彼女はもうこの世にはいないのかもしれない。しか

し、人との関わりを避けてきた彼が出逢った桜良が春樹にとっての初恋だったという事実

が、今は亡き彼女への言葉として事後的に語られることで、今までの二人のやりとりを想起

させ、読者としても心揺さぶられるものがあるのではないだろうか。 

 

 

②陽だまりの彼女 

・項目 

・主人公の名前／年齢／職業 奥田浩介／25 歳／社会人 

・対人物の名前／年齢／職業 渡来真央／25 歳／社会人（13 歳／猫） 

・主人公と対人物の関係 元同級生 

・（主に描写される）期間 秋ごろ～1 年後の冬 

・（実質的な）期間 猫（一つめの命）～社会人／二つめの命～三つ

めの命 

・対人物の性格 気まぐれ 

・（表面上／描写期間としての）出逢い 会社の営業で偶然の再会 
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・（実質的な）出逢い 浩介が中学時（猫） 

浩介が中学時（転校生／真緒） 

・別れにつながるサスペンス 猫であること 

・別れ （猫としての）寿命により姿を消す 

・救い 「素敵じゃないか」 

・痕跡 猫 

家計簿 

 

・真緒の大変身 

 気まぐれで集団行動ができない。小テストではいつも０点を取る学年有数のバカ。かつて

浩介がお世話していた真緒は、会社ではモテモテで仕事もきっちりとこなす、都内有数のエ

リート大学出身の女性へと変貌していた。真緒がこのような大変身を遂げたのは、すべて浩

介のためであった。 

浩介と出逢ったときの真緒は、ほぼ「生まれたて」の状態であった。真緒の正体は実は猫

である。この事実がこの作品における最大のサスペンスとなるのだが、真緒の両親の話によ

ると、裸で歩き回っている真緒を保護した時、つまり真緒が猫から「真緒」として生まれ変

わったのが十二年前であるという（ハコ書き 10）。裸で歩き回っている真緒を保護した時、

はじめは言葉すら話すことができなかったのも、猫から人に生まれ変わったばかりだから

と考えられる。 

その後、中学に編入した真緒だが、足し算も引き算も当然ながら知らない真緒は「学年有

数のバカ」というレッテルを貼られ、さらに、猫さながらの気まぐれさを遺憾なく発揮し、

クラスメイトからいじめられることとなる。そこで真緒を助けてくれたのが浩介だった（ハ

コ書き 2）。その日から浩介は、真緒に文字通り「懐かれる」こととなる。そこから真緒の

大変身が始まる。初めはからっきしだった勉強も、浩介が勉強を教えた甲斐もあってか、あ

る日ついに小テストで満点をとるまでに成長した（ハコ書き 7）。東京の大学に行くと言っ

ていた浩介の真似をして、「私も東京の大学に行く」と言っていた真緒。当時、浩介は真緒

の頭で行けるような大学はないと高をくくっていたが、実際に再会した真緒は「東京大学」

こそ受からなかったものの、都内で有名な大学を卒業するまでの成長を遂げていた。 

このような真緒の大変身の原動力は、「浩介と一緒にいたい」というただ一つの思いだっ

た。真緒の大学時代の友人である山井さんも話していたように（ハコ書き 21）、真緒は合コ

ンやインターネットなど、使えるものは何でも使って執念深く浩介を探していた。「東京の

大学」に進学したのも、浩介ともう一度出逢うためだという。そして、ついにある大学の小

さなサークルのホームページに、浩介と思われる人物に関する書き込みを見つけ、そこに伏

字で書かれた就職先を特定、そして物語のはじまりの場面、浩介との再会を果たすのである。 

昔の同級生が成長を遂げて、偶然目の前に現れた。傍目にはそう映るのだが、これらはす

べて真緒による、浩介に逢いたい、浩介の側に居たいという健気さが滲む、努力の成果であ

ると言える。 
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・浩介と真緒の因果 

 「陽だまりの彼女」は他のどの作品よりも、対人物である真緒の「執念深さ」が現れた作

品であると私は考えている。真緒が浩介の再会のために費やした努力は前述の通りだが、真

緒が「真緒」として生まれる前、真緒が猫であったときから浩介と関わりを持っていた。 

浩介が中学生の時、猫を拾ってきて飼ったことがあるという話を真緒にする場面（ハコ書

き 13）がある。すでに弱っていたその猫は一週間ほどで出ていってしまったらしいが、出

ていった時期と真緒が保護された時期はほぼ一致する。さらに、真緒が浩介の学校に転入し

てきたとき、まっすぐ浩介の席に向かい、「私、わたらいまお」と出し抜けに自己紹介した

（ハコ書き 2）ことから、真緒は浩介に出逢う前から既に浩介のことを認知していたと思わ

れる。 

このことから、「昔飼っていた猫」と「真緒」は同一人（猫？）物であると考えられる。

真緒の去った後、真緒の正体をうすうす気づき始めた浩介が、電車の中でその猫を拾ってき

たときの夢を見た（ハコ書き 35）ことから、浩介自身もそのことに気付いたものと思われ

る。 

 そして物語の最後、「三つめの命」として仔猫の姿で再び浩介の目の前に現れる真緒（ハ

コ書き 38）。真緒の浩介に対する、執念深い思いを見て取ることができる。「生まれ変わっ

ても一緒にいたい」。そんな風に思える相手と、文字通り生まれ変わっても一緒にいようと

する真緒の、浩介に対する純愛が描かれている。 

 

・漂う「別れの予感」と真緒の秘密 

 真緒は自身の寿命を迎えて浩介の目の前を去るまで、自分の口からその抱えていた秘密

を明言することはなかった。浩介と一緒に居られる期間の短さをはじめから分かっていた

真緒は、浩介の前では健気に振る舞う。だが、真緒の体調の変化や言動の意味深さなど、浩

介は真緒との別離の不安を感じていた。何の相談もなく引き落とされた大金（ハコ書き 18

～）、きっちりサイズを計ったはずが、ぶかぶかで合わなかった指輪（ハコ書き 24）、ごっ

そり抜けた真緒の髪（ハコ書き 25）と、真緒が何か重大な危機にあることを予感させるの

には十分だった。真緒の病気を疑った浩介は、何度も真緒を病院に連れていこうとするが、

真緒はそれを頑なに拒否する。病院に行ったところで、「病気」ではないので「異常なし」

と診断されるのがオチであるし（実際に検査を受けたが「異常なし」であった（ハコ書き

26））、何より真緒は浩介に心配をかけたくなかったのだ。浩介の心配にいつだって真緒は

「大丈夫だって。心配しないで」と答える。 

 秘密を隠す真緒は、大切な人への別れの言葉を語ることができない。その代わりに、「別

れの挨拶みたいなもの」として今までの感謝を伝えることとなる。大学時代の友人である山

井さんが帰る時（ハコ書き 21）や、真緒が両親を旅行に連れて行った時（ハコ書き 23）に

語られた言葉は、当人からすれば真緒の気まぐれの言葉のようにも取れるが、真緒が放つ気

まぐれな言動の中に巧みに隠された、真緒のどうしても伝えたかった本音であり、真緒が自
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分の存在した証をすべて消し去った今、その真意に気付いているのは浩介のみとなる。 

ハコ書き 26にて、二人の思い出の場所である銀杏公園に行こうと真緒が言い出したのも、

真緒の気まぐれではなく、もう浩介と一緒にいられる時間がないと悟ったからであろう。浩

介も別離の予感に気付いていたのだが、確信を持つまでに至らなかったのは、それを話して

いるのがあの気まぐれな「真緒」だからであり、何より、浩介自身もその事実を認めたくな

かったからではないだろうか。 

 

・「冗談」の別れの言葉 

 前述のとおり、真緒はみずから自分の正体を明かし、別れの言葉を伝えるようなことはし

ない。そのため、真緒は「冗談」という形で浩介に別れの言葉を紡ぐ（ハコ書き 28）。浩介

に心配をかけないように強がっていた真緒が、涙に濡れた目で、声にならない声で、はじめ

て自分がこの世を離れる未練を語る。今まで秘密をひた隠しにしてきた真緒が、これほどま

での本音を浩介にぶつけることができるのは、自分がいよいよ消えなければならないから

であり、この別れの言葉がまず前提として「冗談」であるからだ。別れの言葉を「……なん

ちゃって！」という最後の強がりで締めて、真緒はいつもの真緒に戻り、そして浩介の良く

知っている気まぐれで能天気な真緒のまま、浩介の目の前を去っていく。 

 

・真緒のいない世界 

 真緒は、自分がこの世にいた証をすべて消していなくなってしまった。朝刊を取りに行く

と言って出ていったきり帰ってこない真緒（ハコ書き 29）。なにより「真緒」という人物が

まるで初めから存在していないような周囲の反応（ハコ書き 30）に、浩介は絶望する。真

緒の「冗談」が冗談ではなかったことを浩介は思い知ることとなる。 

 突然に真緒のいない世界に放り出された浩介は、真緒のいない現実が受け入れられず真

緒を探し求める。しかし、そこで明らかになるのは、真緒のことを誰も憶えていないという

事実のみだった。浩介の家に残された家計簿も、ドレッサーに入った札束も、すべて浩介の

ためのもので、最後まで真緒の浩介に対する献身が見える。浩介はどうやったって真緒のこ

とを忘れられなかった。 

 

・親子の絆 

 浩介の気持ちが少し晴れるきっかけになったのが、真緒の両親との再会であった（ハコ書

き 34）。駅で真緒の両親に道を尋ねられた浩介。真緒は自身に関わった人々の記憶をすべて

消し去っていたので、両親にとって浩介は初対面の相手であるが、あまりの偶然に浩介は動

揺する。 

浩介は両親と話しているうちに、二人の中にいる真緒の面影を見たような気がした。二人

がなぜか見に行こうという気になったオペラも、以前真緒が両親に勧めていたものであり、

二人が最近飼い始めた猫の名前も「まお」であるという話を聞いた時、浩介は思わず涙を流

しそうになる。当初、浩介と真緒の結婚に反対していた両親だったが、両親とも真緒のこと
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を大切に想い、育ててきた。その想いは真緒が消えた後も完全に消え去ることはなかった。

大切な人の心の中に、少しでも真緒がいた証が残っている。浩介は少し明るい気持ちになっ

たのだった。 

 

・『素敵じゃないか』 

 本作の中で幾度となく真緒が口ずさむ曲がある。ザ・ビーチ・ボーイズの『素敵じゃない

か』である。浩介は真緒になにかいいことがある度にこの鼻唄を耳にすることになる。浩介

は真緒がいなくなるまでその原曲を耳にすることはなかったが、両親の道案内を終えてか

ら CD ショップに立ち寄り、初めてその歌詞の中身を知る。以下はその歌詞である。 

 

  共に過ごす幸せなときの中 

  一つひとつのキスが果てしなく続いたらいいのに 

  素敵じゃないか 

  二人で思い描いたり、願ったり 

  望んだり、祈ったりすれば 

  叶うかもしれないね 

  そしたら僕たちにできないことなど 

  何ひとつなくなるよ 

  僕たちが結婚したらきっと幸せになれるはずさ 

  素敵じゃないか 

ザ・ビーチ・ボーイズ 『素敵じゃないか』 

 

 その歌詞には、真緒が叶えたかった願い、そして、すべて叶わないと分かっていながら

も、ずっと浩介の側に居たかったという真緒の気持ちが代弁されている。この歌詞が真緒

との幸せな日々を再び思い起こさせる役割を担っている。 

  

 

③ぼくは明日、昨日のきみとデートする 

・項目 

・主人公の名前／年齢／職業 南山高寿／20 歳／大学生 

・対人物の名前／年齢／職業 福寿愛美／20 歳／大学生 

・主人公と対人物の関係 他大学、同級生 

・（主に描写される）期間 4 月 13 日～5 月 23 日までの 40 日間 

・（実質的な）期間 ５歳～３５歳までの期間 

・対人物の性格 明るい、泣き虫 

・（表面上／描写期間としての）出逢い 一目ぼれ 
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・（実質的な）出逢い 高寿が 5 歳時に 35 歳の愛美と 

・別れにつながるサスペンス 生きている世界が異なっている 

・別れ 「となりのせかい」への帰還 

・救い （互いに認知していない状態ではあるが）ま

た逢える 

円環する物語 

・痕跡 写真 

 

・高寿の「はじめて」と愛美の「最後」 

 この小説における最大のサスペンスは、愛美と高寿の生きる世界が違っていることであ

る。ハコ書き 19 にて明かされたその事実によって、高寿は戸惑いながらもその事実を受け

入れ、より二人でいられる時間のかけがえのなさを実感することができるようになってい

る。 

 二人の生きる時間の流れが真逆であるという設定により、愛美の行動ひとつひとつに新

たな意味が与えられることになる。高寿の一目惚れから始まり、少しずつ距離を縮めていく

二人。その中で、愛美は泣き虫な人物として描写されている。高寿が愛美とはじめて逢った

とき、はじめて手を繋いだとき、はじめてのキスをしたとき、はじめて抱き合ったとき、愛

美は思わず涙をこぼした。高寿はその涙を「嬉し泣き」としてとらえており、ただ愛美が感

激屋だという理解に留まっていた。 

 しかし、ハコ書き 19 で秘密を知らされてから、それまでの日々の愛美の行動にそれぞれ

意味があるものとして捉えなおされることとなる。高寿はハコ書き 24 で、愛美の涙の意味

を悟る。高寿が愛美とはじめて逢ったとき、はじめて手を繋いだとき、はじめてキスをした

とき、はじめて抱き合ったとき。高寿にとっての「はじめて」は、愛美にとっては「最後」

だったことに気付くのだった。愛美の涙は、自身の秘密を悟られないように健気にふるまう

中でこらえきれずに見せた、愛美の辛さの表れとして捉えなおされる。その涙は「嬉し泣き」

によるものだと思っていたばっかりに、その本当の意味を知ったとき、辛さを隠しながらも、

こらえきれずに涙を流した愛美の健気さに、読者は感動を引き起こされるのではないだろ

うか。 

 

・愛美の献身 

 ハコ書き 19 にて秘密が明かされて、今までの愛美との日々を捉えなおしたとき、涙の本

当の理由とともに思い知らされることとなったのは、愛美の高寿に対する献身である。 

 愛美はメモ帳に書かれている、未来の高寿に訊いた通りの行動を辿っていた。もし少しで

も違う行動をとると、未来が変わってしまうかもしれないという思いがあり、愛美は高寿と

の歴史を守るために「演技」をしていた。そのことを知ったとき、高寿は自分を想ってくれ

ている愛美の気持ちも演技なのではないかという思いを打ち消すことができず、ハコ書き

23 で高寿は愛美とはじめて喧嘩をする。しかし、前述した愛美の涙の意味に気付いたとき、
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高寿は愛美との残り少ない日々を大切に過ごすことを誓う。 

 愛美のこれまでの日々の献身を改めて思い知らされるのは最後の日、ハコ書き 33 にて、

メモ帳作成のために、高寿が愛美との想い出を事細かに語りつくした時だった。これからメ

モ帳を頼りに、高寿にとっては過去の自分と向き合っていく彼女の気持ちを思ったときの

高寿の絶望は、「そんな細かい台本どおりにやっていったら、愛美はぜんぜん楽しくないじ

ゃないか」という台詞として表れている。それでも、高寿と一緒にいられるだけで幸せだと、

愛美はあくまで健気に振る舞う。別れを迎える場面でもその姿勢は変わらず、別れを前にし

て止めることができない涙とは反対に、新しい恋人を作ってねと最後まで高寿のことばか

りを思いやっている。高寿の愛美との幸せな日々は、すべて愛美の献身のもとに成り立って

いた。 

  

・円環する物語 

「ぼくたちはすれ違ってなんかいない。端と端を結んだ輪になって、ひとつにつながって

るんだ」。高寿が愛美との別れを前に、愛美に伝えた言葉である。この言葉は、まさにその

ままこの小説の主題になっていると思われる。 

高寿が五歳のとき、愛美に命を救われた高寿は、二十歳になったとき、愛美に一目惚れを

する。そして、愛美とのかけがえのない日々を過ごし、ハコ書き 37 にて、別れを迎える。 

ハコ書き 38 では一転、愛美に対する三人称限定視点で、五歳の頃の出来事が語られる。

愛美はそこで、命を救ってくれた「彼」に一目惚れをする。もちろんここで語られる「彼」

は高寿のことである。五歳の頃の愛美視点で捉えなおされはいるが、高寿の視点で描かれて

きた物語としては、ある意味高寿の後日談としての役割も担っている。しかし、あえて高寿

視点でこの出来事を描かずに愛美視点で描くことで、最後のシーン、ハコ書き 39 への繋が

りが生まれることとなる。 

ハコ書き 39 では、20 歳になった愛美が高寿と過ごせる最後の日、高寿にとってははじま

りの日が描かれている。涙を隠して健気に笑んで、愛美は出町柳行き特急の一番後ろの車両、

二番目のドアを目指す。そして、愛美は高寿のもとに辿り着いた。そして、その後の愛美の

行動、高寿の行動は、この小説の冒頭、ハコ書き 1 に還っていくのだ。 

違った世界で違った時間を生きる二人が共に過ごした時間はたった四十日と短いものだ

った。しかし、その別れの辛さだけを取り上げるのではなく、二人の運命的なつながりを感

じる物語として捉えることができるのは、高寿の言葉「ぼくたちはすれ違ってなんかいない。

端と端を結んだ輪になって、ひとつにつながってるんだ」があったからではないだろうか。 

愛美にとっての最後の日、高寿にとってのはじまりの日を最後に描くことで、愛美と高寿

の円環する物語は幕を閉じ、また始まるのだ。 
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第２節 女性視点の作品 

④センセイの鞄 

・項目 

・主人公の名前／年齢／職業 大町月子／37 歳／社会人 

・対人物の名前／年齢／職業 松本春綱／70 代／教師 

・主人公と対人物の関係 元教師、生徒 

・（主に描写される）期間 二年間 

・（実質的な）期間 五年間 

・対人物の性格 穏やか・少し茶目っ気のある 

・（表面上／描写期間としての）出逢い 駅前の一杯飲み屋にて 

・（実質的な）出逢い 高校時代に生徒と教師として 

・別れにつながるサスペンス センセイの年齢 

・別れ 死別（寿命？） 

・救い なし 

・痕跡 センセイの鞄 

 

・「劇的でない」物語 

 運命的な出会いを果たし互いに想い合う二人だが、相手にはある秘密があり、それを知っ

たとき、物語は読者も驚くようなクライマックスへと加速していく…。このような、いわゆ

る「劇的な」類の小説とは異なり、「センセイの鞄」はどこか静かに物語が進行していくよ

うな印象を受ける。 

 その要因のひとつとして、描写される期間が五年間と、他の作品と比べても極端に長いこ

とが挙げられると考えている。そのため、一日ごとに関係性が一気に変化するといったこと

はなく、長い時間をかけてセンセイとツキコが心を通わせていく様子が描かれている。 

また、この小説の語り自体も、冒頭の「数年前に駅前の一杯飲み屋で隣あわせて以来」や

「一度だけ、センセイが携帯電話をかけてくれたときの話だ」といったように、ツキコがセ

ンセイとの想い出を振り返るような描写となっている。そのため、視点人物に自分を重ね合

わせて、出来事を追体験するというよりは、むしろツキコの語るセンセイとの想い出を聞い

ているような効果を生んでいると考えられる。 

  

・ツキコの幼さ 

 ツキコはセンセイと再会した当時 37 歳という設定だが、言動に幼さの見える人物である。

センセイと口をきかなくなってしまった（ハコ書き 8）のも、センセイも大人気なかったと

はいえ、とても些細なことであったし、もの悲しい気持ちになり夜中に部屋を出て、センセ

イ、帰り道がわかりませんと呟いてみたり（ハコ書き 20）、雷を怖がったり（ハコ書き 36）

と、随所で幼げな言動が見られる。そのことは「ほんとに大町は変わってないな」と元同級
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生である小島に言われたことにも表れている。ツキコと対照的に「大人」な人物として描か

れた小島は、再会したことをきっかけにツキコに言い寄るが、ツキコは大人なふるまいをす

る小島を恋愛対象として見ることができなかった。 

  

・「恋人」になるまでの物語 

 幼さをのぞかせるツキコが愛したのは「センセイ」であった。そして、関係性が変化して、

恋人どうしになった後でも「センセイ」という呼び名が変わることはなかった。それは、幼

いツキコにとって「センセイ」はどこまで行っても文字通りの「センセイ」であったことを

示しているのではないか。また、センセイ自身もツキコに「ツキコさんはいい子ですね」と

随所で語りかける様子が見られることからも、ツキコに対する、センセイの立場の優位性の

ようなものがみられる。 

 この小説が、このようなセンセイとツキコの関係性を味わうものだとすると、この関係性

が崩れるとき、つまり、二人が「恋人」という対等な関係になってしまった時、この小説は

終わらざるを得ないのではないだろうか。本作は、小説のほとんどの割合、小説の中の時間

軸では実に二年間を、センセイがツキコと恋愛関係になるまでの過程を描写するのに費や

している。逆に、センセイと恋人になってからの出来事を語った場面は、小説の時間軸では

三年間ほどあるはずなのに、15 ページほどしか描写されていない。 

 「センセイ」こと松本春綱という人物をツキコが十分に理解するだけの時間は与えられ

なかった。ハコ書き 59 にて、ツキコはその事実を突きつけられて泣きそうになったという

描写がみられる。「センセイ」は恋人関係になっても「センセイ」である。この小説におい

て「センセイ」は「センセイ」あり続けたのだ。 

 

・事後的に語られる別れ 

 この小説は、他の作品と比べても、センセイとの別れが非常にあっさりと描かれている。

本文中にセンセイの最期についての記載はなく、唯一センセイの死について語られるのは、

センセイの死後にセンセイの鞄をセンセイの息子から受け取る場面、小説のラスト 3 ペー

ジのみである。その点で、センセイとの別れのあとでツキコの救いのために費やされるシー

ンは全くないため、「救い」の欄は空欄とした。 

 前述したように、この小説はセンセイとツキコとのやりとりを楽しむものだと考えてい

る。そのため、センセイと恋人どうしになったツキコの物語はそこで終わるのだ。さらに、

センセイの年齢を考えてみても、ツキコとセンセイの幸せは束の間のことであろうことは

容易に察することができる。実際に、センセイも自身の残された寿命について語っている

（ハコ書き 54）。ツキコはそれを認めたくはなかったが、センセイとの別れがそう遠くはな

い未来に訪れるであろうことを覚悟したうえで、恋人関係になったのだ。 

 そして、ラスト 3 ページ、センセイとの別れが訪れたことを、読者は事後的に知らされる

ことになる。この小説では奇跡は起きない。あくまでセンセイとの日常を描いた物語は、予

想通りセンセイとの別れによって幕を閉じる。 
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 この小説はいわゆるハッピーエンドではないと思われる。分かっていた結末が、分かって

いた通りに訪れる。ツキコがセンセイになじむだけの十分な時間は与えられることはなか

った。この小説では、その報われなさが感動の主な要因ではないかと考える。 

 

・センセイの鞄 

 センセイの死後、ツキコは息子さんから鞄を譲り受けた。これは、センセイと旅行に行っ

た際にセンセイが使用していたものだった。しかし、作品中からはこの鞄とツキコとの強い

結びつきは見られず、ハコ書き 37 に「いつもの」鞄という描写がされているものにすぎな

い。この小説においては、あるアイテムやモチーフがストーリーを大きく動かしたり、なに

か強いメッセージ性を持っていたりすることはない。これも、私がこの小説を「劇的でない」

と表現した理由のうちの一つである。 

ここでの「センセイの鞄」は、センセイが日常的に使っていたセンセイを想起させるため

のアイテムであり、ツキコがその鞄を覗き込むと、「ただ儚々とした空間ばかりが」広がっ

ている。この鞄のなかのからっぽが、センセイがいなくなってしまった空虚さを示している

のではないかと考える。 

 

 

⑤ナラタージュ 

・項目 

・主人公の名前／年齢／職業 工藤泉／19 歳／大学二年生 

・対人物の名前／年齢／職業 葉山貴司／31 歳／社会人（教師） 

・（主に描写される）期間 大学二年の春～クリスマス 

・（実質的な）期間 高校時～就職後 

・対人物の性格 穏やか、優しい、精神的に弱さのある 

・（表面上／描写期間としての）出逢い 卒業後に演劇部の手伝いで 

・（実質的な）出逢い 高校時の担任 

・別れにつながるサスペンス 奥さんの存在 

・別れ お互いの意志により 

・救い 先生の所持していた写真 

・痕跡 懐中時計 

 

・禁断の恋 

 二人の恋愛には、まず関係性における障壁がある。泉と葉山先生は、元生徒と教師どうし

という間柄である。そのこともあり、葉山先生は泉と一定以上の親密な関係になることをた

めらっている。なので、二人の関係は泉の片思いのような様相を呈している。 

 葉山先生は少なからず泉のことを想っており、その感情と葛藤する様子が随所に見られ
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る（ハコ書き 18、21、34 など）。しかし、葉山先生には泉と一緒になれない事情をもう一

つ抱えていた。それは、先生の奥さんの存在だった。 

 ハコ書き 25 で、先生は泉に自身の過去を語る。泉は深く傷ついた先生に、自分では力に

なれませんか、と迫る。その後もあいまいな距離感を保ちながら、憔悴しきった先生の隣に

いようとする泉だった。しかし、葉山先生が風邪をひいたという話を聞き、先生のもとに向

かった時（ハコ書き 33）、先生のまだ打ち明けていなかった秘密を知ることとなる。 

 初めて入った先生の寝室には、明るく笑う女性の顔が映った写真や、女性の趣味で選ばれ

たものが多くあった。そこで泉は先生がまだ奥さんと別れていないことを知る。 

 葉山先生は泉との関係性だけでなく、奥さんとの未練を抱えたままでいた。深く傷ついた

泉だったが、二人ともの意思で、この関係をまっしろに戻すことにする（ハコ書き 39）。し

かし、お互いに未練を完全に断ち切ることはできなかった。泉には小野君という恋人が、葉

山先生には別れていない奥さんがいるという状況にありながら、心のどこかでお互いを求

めあっていた。しかし、お互いに相手がいながらの、いわゆる禁じられた恋は、必ず誰かが

傷つくことになる。それを無視して利己的な行動をとった結果、泉と葉山先生だけが幸せに

なるということは許されない。何より、冒頭に登場する、泉の結婚相手が葉山先生でも小野

君でもないことが、泉と葉山先生の恋愛の結末を表している。 

  

・小野君との日々 

 主に描写される期間、泉の大学生活の中では、泉は二人の男性と関係をもつことになる。

それが小野君と葉山先生である。 

 葉山先生との関係を断ち切ろうと決意（ハコ書き 39）した後、以前から告白を受けてい

た小野君に少しずつ惹かれはじめ、ハコ書き 52 にて付き合いが始まった。しかし、泉は葉

山先生にかつて向けていたほどの熱をもって小野君を愛することができず、恋人関係にな

っても「小野君」という呼び名を続けている描写や、小野君の以前の彼女が登場する場面で

の小野君に対する感情（ハコ書き 64）など、どこか冷静なままで小野君との交流を客観的

に見ている描写が目立つ。そのことには小野君自身も気付いており、ハコ書き 65 にて葉山

先生と泉が連絡を取り合っているのではと勘ぐりはじめたあたりから、常に優しくふるま

っていた小野君は、だんだんと泉に攻撃的な態度を見せるようになる。 

 泉の気持ちがまだ葉山先生に向いていると気づいた小野君は、その嫉妬から泉を自分の

ものにしようという身勝手な行動が目立つようになる。その小野君の振る舞いと、小野君を

そこまで追い詰めた自分に嫌気が差して、無意識に助けを求めた相手も葉山先生であった。

小野君よりも葉山先生を選んだ泉は、小野君との別れを決断する。ハコ書き 74 にてそのこ

とを告げると、小野君は泉に土下座を要求する。今までの小野君の紳士的な振る舞いを見て

きた読者にとって、小野君の態度の豹変ぶりには驚愕を隠せないところであろう。しかし私

は、むしろ小野君は被害者ではないかと考えている。 

付き合い始めた恋人がはじめから自分を見ておらず、ずっと他の男を想い続けていると

いう事実は小野君にとっても耐え難いものであるし、そのことに気付きながらも必死に泉
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を愛そうとするその行動は健気さすら感じる。途中、嫉妬から行き過ぎた行動が目立ったと

はいえ、ここまで小野君を追い詰めたのは泉のその態度である。ハコ書き 78 にて、泉が小

野君への愛情がなかったわけではないという、心ばかりの小野君に対する救いのようなモ

ノローグがあるが、泉が小野君を葉山先生への愛を再確認するためのつなぎとして利用し、

捨てたような形になってしまったことは否めない。このことからも小野君は、泉と葉山先生

のドロドロの恋愛劇の舞台に引きずり上げられ、そして舞台を下ろされた被害者であると

いえるのではないだろうか。 

 

・葉山先生の身勝手さ 

この小説は、当然ながら対人物である葉山先生ありきの物語である。なので、小説の場面

の重要なシーンには葉山先生がつねに関わってくる。しかし、その葉山先生の身勝手な行動

によって泉をことごとく傷つけることになる。 

まず、そもそもの物語のきっかけとなったのが、ハコ書き 18 での、高校の卒業式の場面

である。高校生の泉と葉山先生は、普通の生徒と先生という関係以上にどこか親密な空気を

持っていた。卒業式の日、泉は先生に告白するつもりで手紙を書いたが、それを渡すことが

できなかった。それだけで終わっていれば、もしかしたら泉にとって初恋の淡い思い出とし

て処理することができたかもしれない。しかし、葉山先生は卒業式の日、泉に突然キスをし

て、ただの生徒と先生という関係性を崩した挙句に、「ごめん」と謝るという曖昧な態度を

とったのだった。それきり葉山先生と会うこともなかったが、物語の始まり、高校の演劇部

に顔を出さないかと電話をしてきたのも葉山先生だった。 

 それからも頻繁に泉の様子を気に掛ける様子で電話をかける葉山先生だった。葉山先生

は自信が抱えている弱さを泉には見せることができるようで、泉に会うことで救われてい

る自分がいることを認めながら、泉が一定以上葉山先生と関わろうとすると拒むという天

邪鬼っぷりを遺憾なく発揮する。ハコ書き 29 の泉の言葉にあるように、葉山先生は泉の気

持ちには応えられないと伝えているにも関わらず、葉山先生は泉と関わり合うことをやめ

ようとしない。 

 その関係性も一旦の終わりを迎える。ハコ書き 35 にて、奥さんとまだ別れていないと泉

に告げるシーンである。この告白も、泉のキスを拒まずに受け入れた後でのものである。も

う互いに関わり合わないようにしよう、そう誓い合った二人だったが、その約束を葉山先生

は次の日（ハコ書き 41）に早速破ることになる。泉のことが心配で電話をかけたという葉

山先生だが、その電話がさらに泉を追い詰めることになる。 

 それから、小野君と付き合い始めることになる泉だったが、もともと危うい関係性だった

とはいえ、二人の関係性に決定的な亀裂を与えるきっかけになったのも葉山先生の電話だ

った。泉の声が耳から離れなかった、君が幸せになって本当に良かったということを告げる

ためだけに掛けたというその電話は泉を激しく動揺させた。そこからの小野君の態度の豹

変ぶり、泉の決断は前述のとおりである。 

 葉山先生のもとに戻った泉は、葉山先生が違う高校に移ること、そして、奥さんとやり直
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すことを告げる。そして、クリスマスに恋人のように過ごした後、もう二度とお互いに会わ

ないことを告げ、ここでようやく本当の別れを迎えることとなる。 

 葉山先生は泉のことを愛していたと思われる。しかし、そのような関係になるわけにはい

かないという葛藤の中、泉への想いが中途半端に滲み出た結果、泉を傷つけることになって

しまった。ハコ書き 84 の葉山先生の台詞「本当は、ずっと君のそばにいてあげたかった」

も、その言葉によって明るい未来が切り開かれるわけでもない。葉山先生は、泉のことを心

配しているという口実を用いて、自分を愛してくれる泉の気持ちを利用したのだ。 

 

・カメラマンの話 

 この小説において泉は、葉山先生はもちろん、恋人関係にあった小野君も傷つけて、結局

どちらとも未来のある関係になれなかった。しかし、冒頭にあるように、泉は結婚相手がい

て、それなりに幸せな人生を送っているようであり、その点で、泉自身の救いはすでに成立

しているものと考えられる。しかし、泉と葉山先生の物語は、最後のシーン、ハコ書き 89

にて、偶然一緒に食事をすることになったカメラマンの話で締めくくられることになる。 

 葉山先生の大学時代の同級生だというカメラマンの男から、偶然葉山先生と再会した時

の話を聞かされる。二年ほど前、カメラマンが外国を回っていた時に偶然、奥さんを連れた

葉山先生と再会したという。その時に、奥さんに内緒だと言って見せてもらった写真の少女

こそが泉であり、その話を聞いた泉は葉山先生との想い出がよみがえり、涙するのだった。 

 泉と葉山先生はもうそれぞれで新しい人生を歩き始めている。だからこそ、葉山先生がま

だ泉のことを忘れられずにいるという事実は、奥さんにも、そして泉に伝えてよいものでは

ない。葉山先生のこの秘密は、泉と葉山先生との関係とは無縁のカメラマンだからこそ聞き

得た情報である。決して語られるはずのなかった葉山先生の泉への思いは、カメラマンとい

う第三者によって泉に語られることになる。 

 カメラマンの話によって、葉山先生自身も奥さんと幸せな生活を送っているということ

を知ることができ、葉山先生の救いも成立する。また、泉自身も、葉山先生との想い出を振

り返ることで、自身の救いだけでなく、泉と葉山先生をめぐる物語の救いを得ることができ、

そこで物語が閉じることになる。 

 しかし、ここでの泉の救いは、一種の呪縛のような力を持つと考えられる。前述したよう

に、泉は気の許せる結婚相手を見つけ、人並みに幸せな人生を送っている。葉山先生と唯一

のつながりは、先生との別れの日にもらった懐中時計のみで、結婚相手の男性と恋におちた

段階で、泉の中で先生との日々は昔の想い出として整理されていたはずだ。 

 しかし、そこにカメラマンが登場し、葉山先生の話をされた時、泉は激しく動揺し、涙を

流す。その際の泉の心境に注目したい。 

 

   これからもずっと同じ痛みをくり返し、その苦しさと引き換えに帰ることがで 

きるのだろう。あの薄暗かった雨の廊下に。そして私はふたたび彼に出会うのだ。 

何度でも。 
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 心の奥底にしまっていた葉山先生への想いが、とめどなく溢れだす。この最後のシーンに

よって、葉山先生との想い出は泉への呪縛へと化す。葉山先生との関係を完全に断ち切って

泉だけが幸せになることは許されなかった。葉山先生が泉のことを忘れられないように、泉

も葉山先生への想いを抱えながら生きていくこととなるのだ。人生で最も愛した人間を、ど

うやったって忘れることができない、この泉の心境に同情する読者も多いのではないだろ

うか。 

 

 

〇僕は何度でも、きみに初めての恋をする。 

・項目 

・主人公の名前／年齢／職業 倉沢星／15 歳／高校１年生 

・対人物の名前／年齢／職業 芳野葩／16 歳／高校２年生 

・（主に描写される）期間 秋～冬／一年後の冬 

・（実質的な）期間 上に同じ 

・対人物の性格 優しい、朗らか 

・（表面上／描写期間としての）出逢い 放課後、公園にて 

・（実質的な）出逢い 上に同じ 

・別れにつながるサスペンス ハナの記憶が一日しかもたないこと 

・別れ ハナからセイの記憶がなくなる 

・救い ハナに会える 

・痕跡 写真・カメラ 

 

・セイの家庭事情 

 本作の主人公のセイは、彼女自身が両親の不仲という事情を抱えた人物である。彼女が家

に帰るたびに両親が喧嘩をしており、そんな絶望的な心境を抱えていたときに出逢ったの

が、本作の対人物であるハナである。 

 ハナと出逢ってからセイは少しずつ変わっていく。ハナの明るさや優しさに触れて少し

ずつ心惹かれていき、家族の事情にも自分から解決しようと動くようになる。ハコ書き 23

では、ハナの言葉に勇気をもらったセイが、ここまで続いたセイの最大の絶望を断ち切るこ

とに成功する。このように、作品を通じてハナは、セイの絶望を救ってくれた人物として描

かれている。そうやってセイにとってハナが掛け替えのない人物となることで、いずれ来る

であろう別れの時の絶望が深まることになる。 

 

・ハナの記憶 

 本作の対人物であるハナは、過去に交通事故に遭った影響で、記憶が一日しかもたないと
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いう事情を抱えている。しかし、本人はその事情自体は隠そうとする素振りは見せず、それ

どころか自らその事情を打ち明ける（ハコ書き 7）など、その事情を受け入れているような

態度を取る。ハナはセイの前では、優しく明るい人物として、逆にセイを絶望から救い出す

人物として描かれている。しかし、セイの家庭事情が解決し、セイの絶望が緩和されると、

今度はハナとの別れの予感が加速することとなる。 

 ハナとの別れの予感は、セイが救われた途端に現れる。ハコ書き 24 では、ハナが昨日の

夜に公園にいた理由をセイが気にする描写が見られる。このときにセイ自身がハナの変化

に気付かなかったのは、「楽しそうなハナの横顔を見るとどうでもよくなってしまった」と

書かれているように、ハナの明るい性格がその絶望を隠す役割を果たしているからである。 

 ハナの記憶の保持できる時間がどんどん短くなっている。ハコ書き 32 でハナのお兄さん

にその事実を知らされてから、物語は一気に別れへと加速していく。セイのことを忘れたく

ない、ハナはそう言って涙を流した。初めてハナがセイに弱みを見せた場面である。セイは

ハナのために「思い出の丘」に連れていく。それは、いつかハナに見せたいと思っていた、

セイがかつて家族で一緒に眺めた、星空のとてもきれいな場所だった。 

 セイの行う、ハナに対する救いの行動は、ハナに自分の気持ちを救ってもらったセイの恩

返しのような性質を帯びている。ハナに与えられてばっかりだったセイが、物語のクライマ

ックスでハナを救うことで、お互いの関係は対等になる。ハナがセイのことを忘れたって、

何度だってハナを見つける。いつまでもハナのそばにいる。この言葉から、セイは決してハ

ナの病状自体が回復するような奇跡を期待しているわけではないことが分かる。しかし、そ

れでも、セイはハナに救ってもらった自分をハナに捧げる覚悟をするのだった。 

 

・ハナの記憶を留めるもの 

 記憶が一日しか保たないという設定上、ハナ自身には本来思い出を積み重ねる手段はな

い。そこで、記憶の代わりに積み重ねられるものが、ハナがいつも抱えているカメラで撮ら

れる写真、そしてメモ帳である。 

 本作では、あらゆる場面で写真が登場する。二人の出逢いの場面も、ハナがセイの写真を

撮ったところから始まっている。写真は、ハナが見た風景を形として留めておくための手段

である。また、ハナはその日にあったことをメモ帳に書き留めて残しておくようにしており、

こちらはハナの心の中を留めておくための手段として用いられている。 

 本作のはじめの段階では、その風景と心の断片から記憶を辿ることができていたハナだ

が、物語が進むにつれて、思い出すべき記憶すら消え始める。ハコ書き 19 にて、ハナの撮

った写真が空に舞う描写では、そのことが象徴的に示されている。二人だけの秘密の場所で

撮った写真を見ても思い出せない（ハコ書き 20）ことからも、ハナの病状が悪化している

ことは明らかである。それが確信的な別れの予感としてセイを絶望させなかったのは、別れ

を認めたくないというセイの心情と、ハナの明るいふるまいがあったからであろう。 

 このように、写真とメモ帳がハナの記憶を留めるものとしての役割を担っていたのだが、

何よりハナの記憶に最後まで留まっていたのはセイ自身だった。記憶が一日しか保たない



24 

 

という前提のはずなのに、二度目の出会いとなったハコ書き 7 では、ハナはセイのことを

憶えていた様子である。このことから、ハナにとってもセイはどこか掛け替えのない人物と

して認識されていたと考えられる。 

 そして、ハナの記憶が消えゆこうとする場面、ハナが絶望したのは、セイを忘れてしまう

ことだった。写真やメモ帳を見ても、なにも思い出せなくなってきたハナが最後まで憶えて

いたのは、セイ自身のことだった。そして、セイ自身のことも思い出せなくなってしまった

時、セイとハナは今までのように、お互いを想い合うことのできるような関係ではなくなり、

お互いに逢えなくなるわけではないものの、もう今までの関係ではいられないという「認知

的別れ」が成立することとなる。 

 

・何度でも繰り返す「はじめまして」 

 ハコ書き 37 にて、ハナの記憶の中からセイの記憶が消えてしまってからのエピソードが

描かれている。丘に座るハナに向かってシャッターを切るセイ。振り返るハナ。そして自己

紹介をする。これは、この作品の冒頭、ハナとセイの出会いと全く同じである。違うのは、

シャッターを切る人物が入れ替わっているという点である。もうハナはセイのことを全く

憶えていない。なので、セイがハナに逢いに行くときはいつだって「はじめまして」になる。

ハナとの出会いによって救われたセイが、物語の最後、何度だってハナとの出逢いを繰り返

すのだ。 

 この結末では「奇跡」は起きない。何度出逢いを繰り返したってハナの記憶が元に戻るわ

けでもない。しかし、セイはハナとの出逢いを繰り返す。いいんだよ、わたしが憶えてるん

だもん——セイのハナに対する献身、健気さがこのセイのモノローグに表れている。報われ

る、見返りがある、そういった功利を超えた愛の形でハナに尽くすセイの姿が、この作品の

心動かされるポイントではないだろうか。 
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第三章 分析結果・考察 

第１節 「転落」と「救い」 

 第一章第２節「研究方法」で述べたように、悲しみを随伴した感動喚起において、悲しい

事象を引きずらない結末を迎えることで感動の程度が高まる。各作品の分析の中で、感動の

場面となりうる「転落」と「救い」の場面を分析した。 

 

○「転落」の場面における感動の要素 

まず「転落」の場面では、別れを目の前にして、または別れのあとで、叶わぬ未来につい

て語り、互いの掛け替えのなさを再確認するような、本音で語られる描写が見られた。 

 

「転落」における台詞の例 

・17 年、私は君に必要とされるのを待っていたのかもしれない。 

桜が、春を待っているみたいに。（キミスイ） 

・「私のことを浩介はこんなにも大切にしてくれる。ほんとに、一緒になってよかった。

浩介は怒るかもしれないけど、私はもう満足。ほんと、自分勝手だね。でも、できれば

浩介と、もうちょっといろんなことしてみたかったな」（陽だまり） 

・「わたし、いい恋人だった？」「今日まで、楽しかった？」（ぼく明日） 

・「センセイ、どこにも行かないでくださいね」（センセイの鞄） 

・「本当は、ずっと君のそばにいてあげたかった」（ナラタージュ） 

・「僕ね、きみと初めて出会った日のこと、憶えてないんだけど。でもこれだけは知って

るんだ」「僕はきみを初めて見つけたときから、きみのことが好きだった」（きみ恋） 

 

 上に挙げた台詞からは、対人物から主人公への、または主人公から対人物への偽りなき想

いが感じられる。このような台詞に別れの言葉としての重みを持たせるためには、別れが名

残惜しいと思えるだけの相手に対する愛情が必要であり、その愛情を育むための期間が必

要となる。小説が転落に向かうまでの期間で、別れが辛いと思わせるだけのエピソードを詰

め込むことで、それが転落に向かうための滑走路となり、そのエピソードが濃密であればあ

るほど、そのエピソードと残酷にも別れを迎える現実とのギャップが生まれ、そこに報われ

なさに起因する感動が生まれるのではないかと考えた。 

 

 

○「救い」の場面におけるモチーフの要素 

 次に、悲しい事象を引きずらないための「救い」について考察したい。「救い」の場面で

は、消失した対人物と主人公を結び付けるようなモチーフが用いられていることが分かっ

た。 
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「救い」におけるモチーフの例 

 ・共病文庫（キミスイ） 

 ・『素敵じゃないか』（陽だまり） 

・「ぼくたちはすれ違ってなんかいない。端と端を結んだ輪になって、ひとつにつながっ

てるんだ」（ぼく明日） 

・センセイの鞄（センセイの鞄） 

 ・懐中時計、カメラマン（ナラタージュ） 

 ・カメラ（きみ恋） 

  

 ここで挙げたモチーフは、対人物が消失してしまった後、その対人物と主人公のつながり

を示し、再び思い起こさせるものである。その性質は「モノ」（共病文庫・『素敵じゃないか』・

センセイの鞄・懐中時計・カメラ）や「人物」（カメラマン）、「台詞」（「ぼくたちはすれ違

ってなんかいない。端と端を結んだ輪になって、ひとつにつながってるんだ」）といったよ

うに様々である。 

今回の性質の分類の特徴を踏まえて考えると、主人公が所有することのできる「モノ」は、

主人公がそれを見返す、持ち歩く、使用するなど主体的な行動をもって対人物との日々を思

い出させるものである。それに対して、「モノ」という形での所有が不可能な「人物」は、

主人公に対人物との日々を主体的に思い起こさせるものというよりはむしろ偶然の出会い

をもって思い出が喚起されるという受動的なモチーフであるといえる。 

今回取り上げた「ぼく明日」は少し特殊な例で、「モノ」や「人物」によって「救い」が

与えられる作品とは異なり、この小説全体が読者に対する「救い」を与えるという構造とな

っている。それは、この作品が一方通行の時間軸ではなく、二人によって円環する時間軸を

構成しているからだ。 

愛美の消失というクライマックスを迎えた後、高寿の一人称限定視点だった物語は、愛美

中心の三人称限定視点へと変化する。そのため、高寿の「救い」はまだ何も知らない愛美の

視点をもって遂げられる。愛美視点になることで時間軸の巻き戻った物語は冒頭に還って

いくことで、読者は高寿と愛美の日々を、涙を滲ませる愛美とともに振り返ることができる

のだ。 

 

 

第２節 男性視点の作品における感動の要素 

 今回取り上げた男性視点の作品ではまず、対人物が主人公には言えない、何かしらの秘密

を抱えているという共通点が見られた。 

・桜良の膵臓の病気が悪化していたという秘密（キミスイ） 

・真緒の正体は実は猫であるという秘密（陽だまり） 

・愛美が高寿と違う世界に住んでいるという秘密（ぼく明日） 
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ここに挙がった秘密はすべて別れに直接つながるものであり、彼女たちはその別れの予

感、または辛さを隠すために明るく振る舞い続けるという「嘘」をつくことになる。『陽だ

まり』や『キミスイ』の対人物である真緒と桜良が、気まぐれで底なしに明るい人物として

描写されているのは、その気まぐれさや明るさゆえに、彼女たちの嘘を隠すための不自然な

振る舞いが許されるからであり、その明るさと抱える事情の重さのギャップがより強調さ

れるからだと考えられる。 

彼女たちのその嘘はすべて主人公を気遣ってのものであるように、健気に振る舞う彼女

たちから主人公への愛情を感じずにはいられない。そして、主人公たちが別れに直面したと

き、または別れのあとで彼女たちの健気な嘘に気付くとき、主人公が流す涙とともに読者も

感動に誘われるのではないだろうか。 

 

 

第３節 女性視点の作品における感動の要素 

 男性視点の作品における女性がすべて主人公に対する一途な思いを貫き続けたのに対し

て、女性視点の作品では、３作品中２作品に、対人物以外の男性と恋愛関係になる（『ナラ

タージュ』における小野君に対して）、もしくは流されそうになる（『センセイの鞄』におけ

る小島孝に対して）描写が見られた。このことから、女性視点の恋愛は、男性視点の作品よ

りもより生々しい恋愛事情が描かれるという傾向にあると考えられる。 

 また、別れにつながる原因を隠して、明るく振る舞う対人物としての女性が描かれた男性

視点の作品に対して、女性視点の作品では、その事情を必死に隠そうとする健気さは対人物

としての男性には見られず、むしろ女性視点の作品では主人公に健気さがより顕著に表れ

ていた。 

主人公である女性たちは、どうしても対人物である男性と一緒にいることはできないこ

とに悩む。しかし、それでも相手を想い続ける決断をする。女性視点の作品では、対人物の

抱えている事情を知り、それでも相手を愛そうとするその主人公の健気な行動に同情し、そ

こに感動が生まれるのではないかと考えられる。 

  

 

第４節 女性の「健気さ」 

 以上のことから、男性視点、女性視点の作品の違いはあるものの、６作品すべてにおいて、

女性が感動のための重要な役割を担っているものだと考えた。そして、その女性たちは「健

気さ」を持ったキャラクターとして描かれていることから、感動する作品における必須の条

件なのではないかと考えた。 

 「健気さ」の定義について、「広辞苑 第六版」では以下のように説明されている。 

 

 けな-げ【健気】 

  ①勇ましいさま。勇健。 
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  ②しっかりして強いさま。すこやかなさま。健康。 

  ③殊勝。 

  ④（子供など弱い者が）けんめいに努めるさま。 

  

 ここでの「健気さ」は、特に④の意味に当てはまるものといえる。ここでいう「弱い者」

が、男性視点の作品においては事情を抱えた対人物としての女性であり、女性視点の作品に

おいては事情を抱えた相手をそれでもいいと愛する主人公としての女性を表している。 

 また、「健気さ」はそれ自身が一種の不幸な要素を抱えている。もし何もかもが満たされ

た人物がいるとして、その人物の行動には「健気さ」は見られないであろう。「けんめいに

努める」という記載があるように、「健気さ」は何かしら乗り越えがたい苦境に対して挑ん

でいくという姿勢が求められることとなる。 

 この「けんめいに努める」という献身的な女性像について、ナンシー・チョドロウは「母

親業の再生産」にて、女性は男性と比べて幼児期から母親と緊密な関係を維持し続けると主

張している。その結果、女性は他者との連続性や共感能力を身につけやすくなるが、同時に

他者である母親への依存の傾向を保持しやすくなり、それが女性の他者依存性につながる

のだという。一人の相手を一途に想い続ける献身性は、チョドロウの述べる女性の他者依存

性に由来するものではないかと考える。 

 今回取り上げた小説における女性たちは、所々で弱さをのぞかせながらも、男性のために

本音を隠したり、何があろうと男性に添い遂げようとしたりと、「けんめいに努める」強が

りを見せる。その女性の「健気さ」が、恋愛小説の登場人物である女性としての条件なので

はないかと考えた。 
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第四章 まとめと今後の課題 

第１節 まとめ 

 感動を喚起する大衆向け小説の表現特性として、私は以下の要素が深く関わっていると

考えた。 

 

○「泣かせどころ」としての作品の山場における表現特性 

・「転落」の場面における感動の要素 

甘い想い出がフラッシュバックし、その想い出と現実のギャップに由来する報

われなさが心に深く刺さるもの 

 

・「救い」の場面におけるモチーフの要素 

偶然や所持という形で「彼／彼女との日々」を想起させ、対人物が消失した後の

主人公の心情や行動を描写するもの 

 

 

○男女別の視点による表現特性 

・男性視点の作品における感動の要素  

対人物の辛い本音を隠す態度、そしてある出来事／物をきっかけに、普段の態度

の裏に辛い本音が垣間見えるもの。 

 

・女性視点の作品における感動の要素 

主人公が対人物を愛する姿勢や、事情を抱えた対人物に対して、それでもいいと

尽くす主人公に同情させられるもの。 

 

 

○感動する作品における女性像 

不幸を抱え弱さを見せながらも、一途に献身的に相手に尽くす女性像 

 

 上に挙げたそれぞれの要素を一部、またはすべて含むことが、感動する小説における表現

特性ではないかと考えた。 

 

 

第 2 節 今後の課題 

 今回の研究にあたり、「別れ」に「感動する」小説という条件に当てはまる対象を探して

いたところ、この条件にあてはまる男性目線の作品は多くみられたものの、条件に当てはま

る女性視点の作品が非常に少ないことに驚いた。まず女性視点の作品が少ないことに加え、
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別れに重点が置かれている作品となるとかなり数が限られてきて、対象を探すのにも一苦

労だった。 

女性視点の作品が少ないことについて参考になったのが、伊藤公雄・樹村みのり・國信潤

子による書籍『女性学・男性学』だった。それによると、「女らしさ」の縛りのあるジェン

ダー化された社会では、男性が女性を「確保」するという構図が成立し、女性も「自分の人

生を一変してくれる救いの王子様」を待つという「シンデレラ・コンプレックス」なる現象

が見られるが、男女平等に向かう社会の中、その女性像も変化しつつあり、小説・マンガな

どでも主体的に行動する女性も増え始めたという。 

主体的な女性、つまり小説でいうと視点人物として物語を動かす女性が少ないのは、この

「シンデレラ・コンプレックス」が未だに根付いており、愛するより愛される存在としての

女性が歓迎されやすい傾向にあるからではないかと考えた。 

もう一つ、主観的な感想ながら興味深いと思ったことについて述べたいと思う。今回取り

上げた作品を読んだときに、男性視点の作品では私自身も涙がこぼれそうになってしまっ

たのだが、それに比べて女性視点の作品では男性視点の作品ほど感動は喚起されなかった。

この原因について、私個人としての物語の好みが、偶然男性視点の作品とマッチしただけな

のか、それとも男性としての自分自身が、男性視点の作品に共感を得やすかったのかと考え

たが、結局のところはっきりした原因はわからなかった。今回の研究では男女の目線の違い

による感動の性質について研究を行ったが、読者としての男女の感動の喚起について差異

があるのかについても今後の研究課題としたい。 

 

終章 おわりに 

 今回の研究にあたり、様々なアドバイスをくださった野浪先生をはじめ、いつでも愉快な

野浪研究室の皆さんに助けられて、未熟ながらもなんとか卒業論文という形として完成さ

せることができました。この経験をただ「卒業論文を書いた」というだけで終わらせること

なく、何かに一生懸命に取り組む姿勢や、今回の研究の成果をこれから社会に出ていく自分

の武器にできればと思っています。 

 本当に、ありがとうございました。 
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