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2018 年度秋学期
京都アメリカ大学コンソーシアム（KCJS）＠同志社大学

日本語 Eクラス「インタビュープロジェクト」では、学生がインタビュー取

材を企画。それぞれに、知りたいことを聞きたい人に聞いて、記事としてまと

めました。インタビューを通して、ひとりの人を理解すると同時に、その人の

言葉を通して、自らの日本語を育みました。この冊子は、その集大成として作

成したものです。
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フィクションを盾に、全部さらけ出す
　寒竹さんが初めて書いた小説は『月野さんのギター』とい
うデビュー作ではない。それ以前の作品はデビュー作とは異
なり、殆ど、月野さんのような「美人な大学生」にも「ロマ
ンス」にも関係のない、別の世界やどこの国でもないところ
で起こるファンタジーストーリーだった。

　「文学がすごく大好きだったので、自分と関係ない世界と
か、壮大な世界とか、そういうこと書いていた」と寒竹さん。
しかし、「パワーが足りなかった」とそれらの物語のことを
振り返る。

　「自分と関係ない世界」というのは一体どういう世界だろ
う。どうしてそれが寒竹さんに納得のいくものにならなかっ
たのだろうか。寒竹さんはデビュー作以前のファンタジーの
物語は「パワーが足りなかった」と言うが、そもそも、フィ
クションはフィクションだからこそ、この世ではない世界で
あっても、ちょっといそうにないキャラがいてもいいのでは
ないか。別の世界、ありえない人物や出来事を読者に描いて
あげるのがフィクションの存在理由なのではないだろうか。

　私はこれまでずっと、フィクションがもつ偉大な力は現実
離れだと思ってきた。それを目指して物語を書けば、読者を
別の世界に誘い、きっと読者の心に響く本になる、と。

寒竹泉美さんがデビューしたのは
２００９年。『月野さんのギター』で、 
講談社 BIRTH という文学賞を受賞
したとき。主人公の男性が浮気して
いる彼女を目撃する。それが物語の
始まり。だが、実は、この時、主人
公の心も月野さんという別の女性に
向いていた。この小説のテーマは、
人間は同時に二人の人を愛せるかと
いうものである。

ヘザー・文子・ヘインバック

「フィクションの力」
――小説の裏側に見え隠れする作家の姿

INTERVIEW 02
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　一方、デビュー作となる作品『月野さんの
ギター』を書いていた時の寒竹さんは、「自
分と関係ない世界」を離れ、自分自身の経験
から物語を紡いでいくという方向性に転換し
ていた。意識的にファンタジーのことを横に
置いておいて、その代わりに、自分の中から
取り出せる、自分に似た主人公や自分が経験
した「恋愛」について書くようになっていっ
た。

　といっても、『月野さんのギター』の主人
公は、寒竹さんと同じ女性ではなくて、男性
だ。自分の経験を元にしてパワーがある物語
を書こうとしていたのなら、どうして寒竹さ
んは男性の主人公の視点から書くことにした
のだろう。

「最初、『私は』という、女性の主人公を書い
ていたのですが、自分に似ている主人公だと、
自分の分身だと思ってしまい、全てをさらけ
出せない。自分を守ろうとして、隠してしま
うんですね、無意識に。だけど、『20歳の男性』
という、自分とは全く違う主人公を描いてい
ると、自分の心の中を全部出すことができた。

『自分の事ではない』と思うからこそ、自分
の本音が詰まった主人公を書けたんです」

　寒竹さんがデビュー作で描いた「20 歳の
男性」は、ハンサムでもなければ、立派な主
人公でもない。浮気していていろいろな嘘も
つく、どちらかと言えば、ちょっと情けない

主人公だ。だが、ある意味、情けないからこそ、
読者を共感させ得る力があるとも言える。立
派な主人公が誰にでも書けるのに対して、人
間の汚いところを目をそらさずに書くのは、
かなり勇気がいることだ。寒竹さんのそんな
勇気はどこからきているのだろうか。

「『月野さんのギター』を書いているときは、
『これは小説で、フィクションだ』というガー
ドに加えて『主人公は自分と全くちがう男の
子だ』という二重のガードがありました」

　つまり、寒竹さんは「フィクション」とい
う場所において安心して自分をさらけ出すこ
とができたのだ。人は日々、人と話をしたり
人に相談をしたりするけれど、やはりどんな
に親しい友達や家族親戚にも恥ずかしくてな
かなか言えない、伝えられないことも色々あ
る。

　そんな誰にも言えず、死ぬまで心の中に詰
まったままにせざるを得ない苦しいものを見
つけ出すのは、作家の一つの大切な義務なの
ではないだろうか。だが、作家も人間だ。自
らの作品は友達や家族に読まれるだけでな
く、世界中に広がっていくアナウンスのよう
なものだ。どうすれば自分のことを素直に書
けるのだろう。そして校正の段階で恥ずかし
いところを消さずに、出版社に入稿すること
ができるのだろう。

「フィクションだからこそ、私は自分のガー
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　色々な形の、色々な大きさのパズルピース
が合わさって、いつしか物語になる。このパ
ズルピース手法の特徴は、作家自身が自分が
書いている物語の流れに巻き込まれて、自ら
の言葉やアイデアに驚かされることがたくさ
んあるということ。そして、パズルピースだ
からこそいろいろな組み合わせ方が可能だと
いうことも大きな特徴だ。

　パズルピースがくっついていくに従って、
何が大切なのかとか、どんなメッセージを伝
えようとしているのかとか、誰が主人公にな
りたがっているのかとか、主人公が何を求め
ているのかという質問の答えがだんだん見え
てくる。しかも、最後まで謎が残っている。
このように、寒竹さんにとって小説とは、物
語のプロットをあらかじめ決めた上で書くも
のではなくて、最初のアイデアをインスピ
レーションとして用いパズルピースを作って
いって、だんだんそれらが物語としての輪郭
を帯びてくる有機的なもの。まるで、何かを
自分で生む代わりに、自分でもよく分からな
い不思議なものを煙の中から発見するかのよ
うだ。

「ワンシーンがあっちこっちに出てきて。最
後にはシーンがそろって。あ、そういうこと
かって分かってきて。で、もう一回書き直す」

　え！もう一度書き直す？！

　書き直しの段になると、パズルピースにあ

ドを外して全部そこにさらけだすこと……、
ぜんぶ素直に書くことができたんです。それ
がフィクションの力かなと思います」

　フィクションという「ガード」のおかげで、
寒竹さんは恥ずかしいことも人に見せられな
いと思うようなことも含めて自分の本音を描
くことができるようになった。今では、「こ
れはフィクション」というガードが意識化し
て、女性の主人公も書けるようになったとい
う。

物語を書くのは建築ではなく、
「宝探し」なのだ
　寒竹さんは、漫画を読んだり映画を見たり、
色々なものを調べたり、うろうろ歩いている
時にアイデアを思いつく。思いついたアイデ
アは、すぐさまメモに書く。執筆は、まず
は最初に思いついたアイデアを中心に据え、
個々のシーンや登場人物などだんだん周りの
ことから書いていくそうだ。寒竹さんは、そ
んな自分の執筆過程を「“ パズルピース ” を
集めているような感じ」、「宝探しみたい」と
形容する。

「全部が書けるわけじゃなくて、パズルのピー
スができるって感じで、で、ピースをいっぱ
い作っておいて、だんだん全体が見えてきて、
そしたら、あ、そういうことだったのかって、
自分の小説なのに自分でびっくりする。だん
だん見えてきて、あ、実はそうだったのかっ
て」
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創造の過程というのは宝探しのようなものな
のだ。

フィクションは、脳も心も鍛える
　「フィクションの力」は作家だけでなく、
読者にも役立つ力だ。現代人はだんだん本を
読まなくなっている。寒竹さんもそれを認め
つつ、医学部卒の元脳科学の研究者として、
現代の「仕事人」たちにこうアドバイスする。

「現代の人は仕事ばっかりしがちだけど、そ
うすると脳の一か所しか使わない。そのかわ
り、いろんな感情とか、脳のいろいろな場所
を使った方がいい」

　寒竹さんによると、脳というのは腕や足の
筋肉と同じように使わなければ発達しない。
使われていない脳は発達しないどころか退化
するのみだ。小説を読む時、読者はいろいろ
な場面を想像しなければいけないから、普段
使っていない脳の場所を使う。脳にとっては
いい運動だ。

「フィクションを読むことで、脳みそを使っ
た方がいい。そうすると、自分の気持ちも他
の人の気持ちも分かるようになって、生きる
のが楽になる」

　みなさんもぜひ「役に立つ」本だけじゃな
くて、恋愛の本とか、色々な小説を読んでみ
てください。寒竹さんが言うように、小説を
読むことで脳トレにもなるし、自分と他者の

る言葉は、ほとんど新しい言葉に置き換えて
いくそうだ。かなり大変な作業なのではとい
うと、そうしないと小説のクオリティーが低
くなり過ぎる、と寒竹さん。寒竹さんにとっ
て小説というのは、自分一人の力で創造する
ものではなくて、もう既にあるもの、つま
り、発見されるのを待つ宝のようなものだか
らだ。

　完成した下書きと元々のコンセプトが全く
違う場合もたくさんある。自分の構想のまま
にいくことはない。例えば、デビュー作の場
合、最終的に主人公は 20 歳の男性になった
が、元々のアイデアは、27 歳の女性美容師
を主人公にすることだった。ちなみに、この
人物は小説の最後に少し登場するだけだ。書
き進めていくうちに、実は物語の本当の主人
公は、美容師ではなく「20 歳の男性」だと
いうことが分かったそうだ。

　一番の驚きは、そのデビュー作品のタイト
ルにもなっている「月野さんのギター」が実
はパズルの最後のピースだったことだ。その

「ギター」が主人公と月野さんの接点になっ
たのだ。それなしでは、主人公は月野さんと
恋に落ちなかった。つまり、寒竹さんはなぜ
主人公が月野さんと浮気したのか分からずに
物語を書き進めていったということだ。「ギ
ター」が最後のパズルピースとなって、物語
を完成させるに至ったわけだ。「とくにロン
グな小説は、発想が、なんか……くっついて
いく、で、なんか、……育っていく。」まさに、
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気持ちがもっと楽に分かるようになるはず
だ。

取材・執筆：ヘザー・文子・ハインバック
コロンビア大学の三年生。東アジア研究専攻。
冷やしうどんは人生の最高の幸せ。
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てほしいと願ったからです。そして、インタ
ビューを通じて出会った人との関係性を、こ
の国にまた戻ってくる縁にしてもらえたらと
ても嬉しいです。
　最後になりましたが、本プロジェクトの実
施に際して、インタビューにご協力いただい
た 5 人のみなさん、ありがとうございました。
心からの感謝をお伝えしたいと思います。

中村伊都子（KCJS）
杉本恭子（ゲスト講師／冊子制作）

編集後記：
自分の国ではない場所で、母語ではない言語
で、初めて出会う人にインタビューをするの
は、控えめに言っても、簡単ではありません。
このプロジェクトに挑戦し、記事を書き上げ
たみなさんの勇気と努力に、心から敬意を表
したいと思います。
　「簡単ではない」と理解しながらも、本プ
ロジェクトを企画したのは、みなさん自身が

「会いたい」「話したい」「知りたい」「聞きたい」
と思う気持ちのなかで日本語に触れてほし
かったから。そして、その話を聞いた自分自
身にしか書けない言葉として、日本語を綴っ
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