
徳島読書人が選ぶ 

こだわりの31冊 

あなたの読書を、もっとゆたかに。 

徳島大学の教員、学生、図書館員、社会人など、世代やグ
ループを越えて結成された集団「金曜の会」が、6つの
テーマをもとに最高のおすすめ本を選びました。普段は本を
読まない方も、暇さえあれば読書に耽っている方も、この一冊を

手に、新たな世界をのぞいてみませんか！？ 



            裏表紙に描かれた何気 
           ない数式が、カバーを折
ると、「I love you」の文字になります。紙の本
ならではの仕掛けに、思わずニヤリとさせられま
す。この数式と文字が「数理的恋愛小説」である
本書の内容とピッタリです。 
 この本には、数学者の初恋を描いた小説に始ま
り、他に3編が収録されています。が、読み進め
るほどに、恋愛小説なのかSF小説なのか純文学な
のか、そもそも何について書かれているのか、わ
からなくなってきます。最後に解説文があります
が、解説文の解説が欲しい難解さ。でも決して面
白くないという訳ではなく、なぜか引き込まれる
内容で、こんな小説もあるのだと驚かされます。
(社会人：女) 

 

Boy’s Surface 
 

円城塔著 
ハヤカワ文庫JA 

          世界的名作は一人の少女へのプレ 
              ゼントから始まりました。1862年7 
              月4日、作者ルイス・キャロルはそ 
              の少女の前で、あるおとぎ話を聞
かせます。少女の名前はアリス・リデル。その物
語の主人公です。その後、そのお話を本にして欲
しいと彼女は彼にせがむのでした。それから、2年
の月日をかけて彼は一冊の本を作り上げます。タ
イトルは『地下の国のアリス』。文章は全て手書
きで、作者自身による挿絵も描かれています。そ
の後、その本をきっかけに彼は『不思議の国のア
リス』を完成させるわけですが、現在この本はイ
ギリスの大英博物館に飾られています。歴史の重
みと作者の彼女への思いを、実際に手に取ってみ
て感じて下さい。 (学生：男) 

不思議の国のアリス・オリジナル 
 

ルイス・キャロル著、高橋宏訳 
書籍情報社 

         この作品は、主人公の馬締 
        (まじめ)が玄武書房で新しい 
        辞書「大渡海」の編集に携わる 
        姿を描いた物語。単行本の深い
藍色と銀色の文字で作られた重厚感のある装丁が、
読了後に胸に迫ってくる一冊です。有名な装丁家
の鈴木成一さんは「装丁には正解がある、と私は
思っていまして、原稿を読めば、『本としてこう
なりたい』というかたちがやっぱりあるわけです
よ。」(『装丁を語る。』より)と話していますが、
この装丁はまさにその通りで、ちょっと厳めしく
てまるで辞書のようなこの表紙こそ、この物語の
全てです。「これが主人公たちの作り上げた「大
渡海」の姿なのかもしれない」そう思うとシンプ
ルな表紙を何度も撫でたくなる一冊です。 
(社会人：女) 

舟を編む 
 

三浦しをん著 
光文社 

         「珠玉の短編集」にも入れたい 
        恋愛短編集です。表紙は竹久夢二 
        の代表作「黒船屋」の一部。本来 
        はもっと大きく細長い絵ですが、
ちょうど女性の目の隠れるところでトリミングして
いるのが絶妙と言わざるを得ません。どうしてこん
な切り方をしたのかは想像もつかないけれども、こ
れによって煩わしい目線にさらされることなく、ま
ずなだらかな白い手の曲線に、次に大きな黒猫へと
目が行く。抱き合う構図と女性の不特定さが、恋愛
短編集という性質にマッチしています。9作の海外
作家による恋愛小説には、村上春樹による小さな書
評が「恋愛甘苦度」の指標と共に加えられています。
また10作目は村上春樹本人による、カフカ『変身』
のオマージュとなっています。(学生：男) 

 

恋しくて 
 

村上春樹編訳 
中央公論新社 

        二十五種の花をめぐる渋澤龍彦 
       最晩年の随想で、それぞれの花や  
       果実に日本や西洋の古い植物図譜 
から三点ずつ豪奢な挿絵が付いています。例えば
アジサイについては、シーボルトが妻お瀧の名か
ら学名を「Otakusa」としましたが、ここに付され
た絵は、彼が日本の絵師に描かせたもの。ビザー
ルな趣味に傾きがちな著者も、ここではあっさり
していて絵に主役を譲った感があり、画集のよう
に時折ページをめくり、気が向いた所の文章を読
むのがこの本にふさわしい味わい方なのでしょ
う。贅沢な気分を楽しむなら椿の描かれた箱つき
の単行本がおすすめですが、半額以下の文庫版(平
凡社ライブラリー、1996年)でも図版はかなり綺麗
です。(社会人：男) 
 

フローラ逍遙 
 

澁澤龍彦著 
平凡社 

装丁 
が好きな本 



 「青春18きっぷ」はJRが年3回(春、夏、冬)発売
しているお得な切符で1982年(昭和57年)に初めて
発売されました。この本は1990年以降のポスター
74点を集め、25年間このポスターを手掛けた著者
が制作にまつわる背景やエピソードを初めて解説
したものです。旅先の旅情を静かに堪えた写真と
デザイン、旅の本質に迫るキャッチコピー表現(予
讃線、下灘駅「思わず降りてしまうという経験を
したことありますか。」など)が相まって、四季あ
る日本固有の景色の奥深さ、鉄道の素晴らしさ、
風俗、地域の文化まで幅広く味わえます。効率と
スピード重視の現代社会においても、ガイドブッ
ク、思い出のアルバムとしてエンジョイ頂ける一
冊です。(社会人：男) 

 

青春18きっぷ
ポスター紀行 

 
込山富秀著 

講談社 

       痛快な海外体験記です。1958年、大
学院生だった筆者はアメリカに旅立つことになりま
した。ところがこのフルブライト留学生、なんとか
留学試験をクリアーしたものの、なんと英語がか
らっきしだめだったのです。「まあなんとかなるや
ろ」と出発。美術館から共同便所まで「何でも見て
やろう」と「誓い」をたてます。さっそく大学そっ
ちのけで、知り合いの家にころがりこんで、みんな
で町に繰り出す。完全に不良留学生です。しかし裸
一貫で飛び込んでいった世界では、人間のやさしさ
が身にしみます。いつしか彼は、いかなるときにも
弱い人々の側に立とうとする人間になっていたので
す。グローバルに活躍した行動派作家の原点は、こ
こにあります。(社会人：男) 

 

何でも見てやろう 
 

小田実著 
講談社文庫 

 「いつかどこかの大冒険」をもう一度。今から(近
いうちに)旅をしたくなる話、というよりも、今しか
できない、もしくはもうすることの出来ない旅がある
と気づかせてくれるのが本作です。本作で子供たちが
歩いた距離はせいぜい40-50キロ。車で行けば一日と
かかりません。けれども11歳の彼らにとって、それは
大冒険に違いなかった。いま、世界はどんどん可視化、
高速化して、地球の裏側にだって手が届く。衛星写真
とストリートビューを使えば、画面の前にいながらど
こにだって行ける。けれども翻って、この世界は随分
「狭く」なったようにも感じます。この矛盾を解決す
るには？……歩く速さを思い出すこと、近くの森の広
さを、思い出すことです。 (学生：男) 

スタンド・バイ・ミー 
 

スティーヴン・キング著 山田順子訳 

中央公論新社 

旅の本 
 

      ルノアール、モネ、若冲など人気 
     画家の企画展が開催されると、大勢 
     の人で美術館は大混雑。貴重な名画
を間近に鑑賞できるのはうれしいですが、待ち
時間は長く、鑑賞時間は短く……。 
 この本は、日本全国に1000以上ある美術館の
中から、一度は見たい名品がある美術館、建物
や庭園が見どころになっていて、美術館自体が
一つの作品といえる美術館など、いつでもゆっ
くり楽しめる魅力的な60館の美術館が紹介され
ています。さらに、お洒落なレストランやカ
フェ、ここにしかないミュージアムグッズがあ
るショップ、鑑賞力の高め方など美術館巡りの
色々な楽しみ方も紹介されています。さあ、す
ごい美術館へ出かけましょう！(社会人：男) 

 

企画展がなくても楽しめる
すごい美術館 

 

藤田令伊著 
ヴィジュアル新書 

 掲載されている写真を見たら……行ってみた
い！！と思わずにはいられない本屋さんがぎっしり
詰まっています。主にヨーロッパの本屋さんが紹
介されていますが、まさに夢のようで、実在する
の？と不思議な感覚にもなります。そしてその写真
も然ることながら、本屋さんの紹介文、店長さ
ん・店員さんのインタビュー記事も秀逸です。
「本屋さん」であることを誇りに思い、お店を愛
する気持ちが伝わってきて、実際にこの空間に浸
りたい！と旅心がうずくのです。(社会人：女) 

世界の夢の本屋さん 
 

清水玲奈 , 大原ケイ著 
エクスナレッジ 



       日本が世界に誇るプラモデル 
      メーカー、｢タミヤ｣のマニアック 
      な趣味と企業努力が渾然一体と 
      なった本。欧米の戦車博物館に調
査撮影に行った著者たちが、何キロも続く各国
戦車の列を見て「パンテルだ、なんてでかいん
だ」などと食事も忘れ狂喜乱舞する様は、うら
やましくもほほえましいです。また、小松崎茂
画伯が「バルバスバウなんて言葉が聞けると
は」と喜んで、箱絵を描いて窮状を救ってくれ
る話や、兵隊ミニチュアのベストポーズは決ま
りの二コマ前、という美術にも通じる秘訣など、
面白い話が盛り沢山。しかしまた、小さかった
企業が品質を高める工夫を重ねつつ経済性との
バランスも考え、発展してゆく話でもあるので
す。(社会人：男) 

田宮模型の仕事 
―木製モデルからミニ四駆まで 

 
田宮俊作著 

文春文庫 

       題名の通り、谷崎作品の中でも 
      かなりフェティッシュな作品を集 
      めた短編集です。美しい女の背中
に彫物をする処女作「刺青」をはじめ、妾に踏
まれながら満足げに死にゆく老人の話「冨美子
の足」、美少女と買い物に歩きながら、初老の
男性が妄想を繰り返す「青い花」など、希代の
変態作家、谷崎潤一郎の嗜好が遺憾なく発揮さ
れており、著者・編者の愛と何らかの才能を感
じざるを得ない短編集となっています。教科書
に載る様な「名著名文」に飽き飽きしてきた方
は、ぜひこちらを読んで「イケナイ読書」に目
覚めてみてください。他に『マゾヒズム小説
集』『犯罪小説集』のシリーズがあり、こちら
も併せておススメです。 (学生：男) 

谷崎潤一郎フェティシズム
小説集 

 
谷崎潤一郎著 

集英社文庫 

       動物園で「あの動物を飼ってみ 
      たいなぁ」「何円くらいするのか
な」「どこからどうやって連れてくるんだろう」
そんなことを考えたことはありませんか？そんな
あなたにはこの本がオススメ！様々な動物の値段
が書かれています。値段は生息数や大きさ、輸送
や飼育の難易度などに左右されるようです。他に
も、その動物の特徴や好むエサ、飼育環境、動物
園の苦労など、動物商の著者だからこそ分かる内
容も数多く掲載されています。読めばきっと動物
たちに会いに行きたくなることでしょう。ちなみ
に私の好きな動物は美しいアミメ模様に長い首が
特徴のあの動物。高額すぎてとても手が届きませ
んが……動物園で見かけた際にはどうぞご贔屓
に！(社会人:女) 

 

動物の値段 
 

白輪剛史著 
KADOKAWA 

 文豪池波正太郎の食生活が垣間見られる作品
です。日記調であり、『今日は○○を食べた。
うまかった。』のような、簡単なコメントつき
のものが多いにもかかわらず、その料理を口に
したくなる不思議な魅力を持っています。夕飯
のメニューを考えるのにもぴったりなのかもし
れません。池波正太郎の訪れた店を追う、なん
て楽しみ方もできます。また、日記調で書かれ
ているため区切りが短く、手軽に読むことがで
きます。こんな形の本も読んでみてはいかがで
しょうか？  (学生：男) 

食卓の風景 
 

池波正太郎著 
新潮文庫 

       この本は世界中のきのこについ
て、擬人化イラストを交えながら紹介されてい
ます。そのイラストがとてもかわいらしいもの
で、それぞれのきのこから連想される「かわい
い」を上手く表現されているのです。ぜひ一読
して確かめて頂きたい一冊です。 
 食べるきのこではエリンギが一番好きですが、
この本のイラストで選ぶとすれば、シロコナカ
ブリというきのこが私にとって一番ですね。毒
持ちは問題外ですが、おいしく食べられるもの
はちょっと私にとっては勿体ない気がする。な
ので、食用不適ぐらいが、一番安心できると思
います。何の安心か？お察しください。身の丈
に合った幸せが一番というものです。  
(学生：男) 

少女系きのこ図鑑 
 

玉木えみ著、飯沢耕太郎監修 
DU BOOKS 

        超芸術とは？トマソンとは？タ
イトルからして怪しい雰囲気たっぷりですが、こ
の本は大真面目です。「超芸術トマソン」とは、
「不動産に付着していて美しく保存されている無
用の長物」のことを指し、例としては、入ること
の出来ない門や扉、窓が無いのに付いている庇、
道路上にある謎の突起物など、ナゼこんなもの
が？と思ってしまうようなものが図版とともに多
数収録されています(ちなみにトマソンという名
前は、当時巨人軍に所属していたトマソン選手か
ら)。著者の軽妙な文章がまた素晴らしく、笑い
がこみ上げてくると同時に、感心してしまうこと
は間違いありません。マニアックな「モノの見
方」を教えてくれる。そんな本です。 (学生：男) 

超芸術トマソン 
 

赤瀬川原平著 
ちくま文庫 

こ
っ
そ
り
薦
め
た
い
本 



       評論家・草森紳一の本についての 
      エッセイ集です。筆者は仕事がら大
量の文献を収集するため、自宅が数万冊の蔵書に
埋まっています。あるとき、その平積みされて何
本もの塔のようになった本が、どさっと崩れてし
まいます。このエッセイ集は、本に監禁され、と
きに命の危険にさらされているそんな生活を、
淡々と語るところに、何とも言えぬ面白味があり
ます。積み上げた本が崩れてバスルームに閉じ込
められる箇所や、地震で崩れてきた本の山から熟
練した手の動きによって身を守る箇所などでは、
バスでこれを読んでいた私は笑いをこらえられな
くなりました。多すぎる本の中で生活している私
にとっては、他人ごとではないのですが。 
(社会人：男) 

 

本が崩れる 
 

草森紳一著 
文春新書 

笑

  困

        ほむほむこと、歌人穂村弘さん   
       による印象的な言葉たちの考察
エッセイです。彼が出会ったフレーズが彼独特の
世界観で再構築されると……爆笑の嵐です。「犬、
特にシーズ犬」「ウメボシノタネノケガ……」
「ぬーん、ぬーん、ぬーん、ぬーん」「こんばん
は、やどかりなんですけど」「放し飼い卵！」
「でも、さっきそうおっしゃったじゃねぇか！」
などなど。初めて読んだときには夜中にブキミな
笑い声を響かせてしまいました。先日読み返した
際には、声を立てて笑うところは健在ながらも、
穂村さんの言葉を見つめる眼差しに心を動かされ
ました。(社会人:女) 

 

絶叫委員会 
 

穂村弘著 
ちくま文庫          「いらっしゃ～い」伊良部 

        総合病院の薄暗い地下から
素っ頓狂な甲高い声で出迎えてくれるのは神経
科の医師、伊良部一郎。彼のもとへ悩みや問題
を抱えた患者たちがやってきます。しかし、伊
良部は神経科の医師でありながら人の話を聞か
ない、話が噛み合わない、空気を読めない、そ
して注射が大好き！まさに変人です。どんな患
者にも取りあえずビタミン注射を打ち、目を輝
かせ興奮した面持ちでその一部始終に見入る様
子は必見。治療を受けに来たはずが、気づくと
彼に振り回されている患者たちにはいい迷惑で
しょう。しかし、いつの間にか症状は改善して
いるから不思議です。実際にこんな医師がいた
ら大変ですが、なんだかどうでもよくなってき
て笑える一冊です。(社会人:女) 

 

空中ブランコ 
 

奥田英朗著 
文藝春秋 

笑える本 
 

      紅緑(こうろく)の娘であり、ハチローの 
     妹である著者は佐藤家の『血脈』(2001
年 文芸春秋)を描いて真骨頂を発揮。九十歳で『晩
鐘』(2014年 同)出版後断筆宣言しましたが、女性
週刊誌のたっての依頼で隔週エッセイを寄稿してい
ます。それを一冊にまとめたのがこの本で、今や小
学生から著名人まで幅広い層に反響を呼んでいます。 
 著者は現在九十三歳。日々の暮らしの中で感じる
時代とのズレを一刀両断に切り捨て、今の世を「い
ちいちうるせえ」世だとのたまう気っ風に思わず喝
采！人生相談への興味や若い女性にまんまと騙され
るピュアなヤケクソぶりには大爆笑。老後の不安に
打ちひしがれそうな方、是非ご一読を！ 
(社会人:女) 

 

九十歳。何がめでたい 
 

佐藤愛子著 
小学館 

 文壇事情を知らずに言ってしまった滑稽なエピ
ソードをまとめたエッセイです。 
 正宗白鳥のお宅を訪問したときは、白鳥とどんな
関係がある人かな、庭に池がないとは意外だと不思
議に思い、石坂洋次郎の家に月見草を植えさせても
らうと勝手に決めて、塀の外から木に登り、庭を偵
察しているところを見つかってしまったことなど、
どうしてそう思ったのだろう、やらなければよかっ
たのにというお話がいくつも入っています。 
 「楢山節考」受賞の際は、賞金を貰おうと当選の
電報と判子を持って窓口に向かいます。思いもしな
かった論評を聞くと、応募を薦められたときに「あ
の、宛名はどこですか？」と言わなければよかった
のに言ってしまったと後悔してしまうのでした。
(社会人:女) 

 

言わなければ 
よかったのに日記 

 

深沢七郎著 
中公文庫 



       現代の英米文学の作品の中から厳選
された「異常な」愛の物語が、これでもかと綴られ
ていきます。何の変哲もない木への浮ついた心(「五
月」)。皮膚が宇宙服になってしまう奇病と格闘する
カップル(「僕らが天王星につくころ」)。磁器に身
も心も捧げた夫人(「柿右衛門の器」)。愛と背中合
わせの狂気や、はかなさ、やるせなさが、冷水のよ
うに心地よい冷たさをもってページをつたっていき
ます。 
 その「異常な」愛は普通の愛よりも更に絶望的
だったりする。より解決の施しようがなかったりす
る。けれど、その終幕は美しい。むしろ美しさこそ
が解決なのだ。そんなことも胸に去来した短編集で
す。(社会人：男) 

 

変愛小説集 
 

岸本佐知子編訳 
講談社文庫 

       テレビドラマであろうと小説であ   
      ろうとエッセイであろうと一瞬で
「あっ、向田邦子だ！」と分かるのが向田作品の
特徴です。色濃く昭和が溢れています。語られる
言葉(時分時、茶羽織、苦学生、猿股、竃、荒神
箒など)からも昭和が香り立ちます。 
 トランプに因み13の作品からなるこの短編集に
は直木賞受賞の3篇(『かわうそ』、『犬小屋』、
『花の名前』)も収められています。日常の何気
ない会話や人の仕草、夫婦の機微や親子の葛藤が
静穏な語り口で描かれていながら、真実を炙り出
しドキリとさせるのはさすが向田の鮮やかなカー
ドさばき。読み手は向田ワールドのマジックにぐ
いぐい引き込まれてしまいます。(社会人:女) 

 

思い出トランプ 
 

向田邦子著 
新潮文庫 

珠玉の短編集 
    詩集 
 ～短篇小説 
 詩 
 随筆 
 短い作品を集めた 
 アンソロジーなど～ 

        私とジャズの本格的な出会いは 
       大学生になってからでした。聞き 
       初めでジャズについて右も左も分
からない私でしたが、そんなときに手を差し伸べ
てくれた本がこの「ポートレイト・イン・ジャ
ズ」。和田誠さんが描く個性的で特徴を捉えた挿
絵と村上春樹さんが綴る丁寧かつ繊細なエッセイ
によって往年のジャズミュージシャンたちはペー
ジの中から再び息を吹き返します。今でも私に
とって一番のジャズ辞典と言えばこの本になりま
しょう。「そもそもジャズに興味がない」と言う
方にも是非読んでほしい1冊です。どこからでも
構いません。ハラリと中身をめくって読んでみれ
ば、きっと「一度聞いてみるか」と思って頂ける
こと請け合いです。(学生・男) 

ポートレイト・イン・ジャズ 
 

村上春樹著、和田誠絵 
新潮文庫 

       <見えぬけれどもあるんだよ、見 
      えぬものでもあるんだよ>(「星とた
んぽぽ」)散ったたんぽぽには命が宿っており、春
は必ず巡ってくるという意味が込められています。 
 <鈴と小鳥とそれから私、みんなちがってみんな
いい>(「私と小鳥と鈴」)あなたがいて、わたしが
いる。自然や宇宙にまで温かな眼差しを向けた一
作です。 
 金子みすゞは大正末期に彗星のごとく登場し、
西条八十に若い童謡詩人の中の巨星と称されるも
若くして世を去りました。国や民族の壁を越えて
人々の琴線に触れる詩。「やさしさ」を心に宿し
た彼女の詩には、震災や原発事故など様々な試練
に直面している日本人を癒す「人を導く言葉の
力」があります。声に出して読むとよい本です。
(社会人：男) 

 

金子みすゞ童謡集 
 

金子みすゞ著 
ハルキ文庫 

 「てのひら」の小説。「たなごころ」の小説。お
好きな方でおよびください。最近文豪の作品に興味
が湧いてきたと言う方、いざ小説を読みたいと思っ
ても、なかなか時間が取れない方、どこから読めば
いいのかわからない方、長編を読むのが苦手な方。
そんな皆様にぜひお薦めしたいのが本作。短いもの
で2ページ、長いものでも10ページ程度の小さなお
話がなんと122編！これらの掌編を、風景を切り抜
いた様な含みのない描写、澄んだ水の如く美しい言
葉遣い、そしてそこに一滴まぎれ込む透明な毒を
もって、鮮やかに描き出す様はまさに珠玉。通勤の
電車で、放課後の教室で、カフェの一席で、ふと現
実から離れてみるのもいいかもしれません。  
(学生：男) 

掌の小説 
 

川端康成著 
新潮文庫 



        私の中でパロディ・オマージュ 
       の神様は筒井康隆さんだと思って
しまいます(異論はいくらでもありましょうが) 
 数多くのパロディの中でもこの本の代表作「日
本以外全部沈没」は映画化もされた小松左京さん
の「日本沈没」を基に書かれた作品です。なんと
この作品、星新一がタイトルを考え、原作者であ
る小松左京さんの許しを得て書かれたという逸話
を持ちます。日本3大SF作家が関わったと言うだ
けで食指が動いてしまいませんか？ 内容もブ
ラックジョーク満載です。読んでいると思わず悪
い笑みが浮かんでしまいます。読む場所には注意
が必要かもしれませんね。実はこの「日本以外全
部沈没」は映画化もされていますので、そちらも
是非ご覧下さい。(学生・男) 

農協月へ行く 
 

筒井康隆著 
KADOKAWA 

       太宰治はギリシャ神話とシラーの 
      詩から『走れメロス』を、中島敦は 
      『唐代伝奇』を元に『山月記』を、 
      芥川龍之介は『今昔物語』の説話か
ら『藪の中』を書きました。これらに坂口安吾
『桜の森の満開の下』、森鴎外『百物語』を加え
た５編の名作が、現代の京都を舞台に、個性の強
い大学生達を主人公とした物語に生まれ変わりま
した。原作のストーリーを活かしながら、コミカ
ルに、時には切なく、森見登美彦独特の遊び心で
描かれています。 
 勿論、原作を読んでいなくても楽しめますが、
知っていればなお一層面白く読めます。また、読
み終わった後、もう一度原作を読み返したくなる
のが不思議です。(社会人：男) 

 

新釈 走れメロス 他四篇 
 

森見登美彦著 
KADOKAWA 

         この作品は著者曰く戦時中、 
        著者が防空壕の中で子供に絵本
の昔話を語って聞かせている時に思わぬ発想の飛
躍があって書かれたものだそうです。元になった
『宇治拾遺物語』の道徳的ないわゆる“お伽噺”
とはかなり違うアイロニーに満ちた文章が紡がれ
ます。一度作品を声に出して音読する事をお勧め
します。滑らかな日本語に驚かれると想います。
お伽話が元々持っていた毒が、饒舌な文章を通じ
て読者の体に染み渡り拡散します。背後に人間の
弱さに注ぐ筆者の優しい眼差しが感じられますが、
子供向けに読める“お伽噺”ではまったくありま
せん。「カチカチ山」の兎(美少女)の残酷さが楽
しめるのは、ひねた(？)大人だけでしょう。 
(社会人：男) 

 

御伽草子 
 

太宰治著 
新潮文庫 

        芥川には今昔物語や宇治拾遺物語、 
       中国古典に材を得た『鼻』、『芋
粥』、『羅生門』、『地獄変』、『杜子春』など多
くの短編があります。その芥川が『桃太郎』を手掛
けていたことをご存知でしょうか(ちくま文庫『芥川
龍之介全集5』筑摩書房)。イラストレーター寺門孝
之がこの作品をイメージして創作したのがこの大人
のための絵本です。 
 桃の「花は真紅(しんく)の衣蓋(きぬがさ)に黄金(おう

ごん)の流蘇(ふさ)を垂らしたようである。」と格調高
く謳いあげる文章には、スパイスもしっかり効いて
いて、芥川の人間観、女性観などを垣間見ることが
出来ます。寺門のサイケデリックな画と絡み合い、
二人のコラボは一層辛辣な世界観を展開させ、現代
の混沌を予見しているかのようです。 
(社会人:女) 

桃太郎 
 

芥川龍之介著、寺門孝之絵 
ピエ・ブックス 

        「私の書くものはほとんどが毒 
       薬である。ただし、服用すれば正 
       気に返るという効用のある毒薬で 
       ある」これは本書の著者、倉橋由
美子があるエッセイの中で述べた一節です。この
本では、古今東西のあらゆる童話や昔話を下敷き
に著者自身が新たに書き上げた創作童話となって
います。そこには著者特製の毒薬がふんだんに盛
り込まれています。しかし決して嫌みは感じられ
ません。それはその毒が、読んだ人が「正気に返
る毒薬」だからです。それぞれの掌編には多くの
教訓に満ちていて、私たち読者はハッと気付かさ
れる(正気に返る)ことは少なくないでしょう。物
語自体としても十分楽しめるので、教訓めいたお
話が苦手な方もぜひ手に取ってみて下さい。  
(学生：男) 

大人のための残酷童話 
 

倉橋由美子著 
新潮文庫 
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