
気づきとイメージとユーモアと  

―まるなおこ『つかのまの童話』論― 
 
 
                               タニグチイジー 
 
 
1 はじめに 

まるさんとは京都の合評会（現在の京都りりQ）で度々お会いし、作品もいくつか拝見して
いた。私はまるさんの詩を、基本的には生活の場面を描いている作品と考えて読んでいた。た
だ、単なる生活の詩というにはちょっと違う、と感じてはいたのだが、その違いが何なのかあ
まりよく分らなかった。 

そして今回、詩集の批評ということでまるまる一冊分を読ませていただいた。するとこの詩
集がとても面白い。初めて拝見する作品の中に面白い作品がたくさんある。しかも、詩集全体
を見ると、どの作品もとても「単なる生活の詩」などいう枠に収まらない魅力を持っている。
自分自身の読みの浅さと不明で恥ずかしくなってくるのが分かり、まるさんに申し訳ない気持
ちでいっぱいである。 

ということで、罪滅ぼしにこの詩集の面白いところを出来るだけ紹介したい。 
 
2 生活と気づきと妄想 

まるさんの作品の特徴の第一は何気ない生活の一場面を取り上げているところである。「な
んや、生活の詩って言うとるやないか！」といきなりお叱りがきそうである。ただ、そうした
普段の生活の中で語り手はふと何かに気づく。しかし、それは単なる気づきで終わることはな
い。それは気づきであると同時に、「書き初め」で言われているように、「妄想」の始まりで
もある。 
 

空気をはらむ紫陽花の夕 
 

六月の街の夕暮れどき 
いつもの音が記憶の底を撫でてゆく 

 
遠くに聞こえる 



何の音だろう あれは 
たくさんのグラスのようなものが 
互いにやわらかくかすかに 
ぶつかり合っていて 
きゃらきゃらと 
薄闇の中で声をたてゆく 

 
マーガリン 
子ども用サンダル 
綿の下着 
布団の中から眺めた水色の空 
白くゆっくりと何かを形づくっていた雲 

 薪 
 

わきあがる情景にとらわれながら 
家路を急ぐ 
脳の味噌汁が濃くなっていく 

 
角を曲がったとき 
音の正体に出くわした 
浴衣を着たおじいさんが 
天秤棒のようにかついだサオに 
無数のガラスの風鈴が 
吊り下がっていた 

 
妄想じゃなかった 
音源はあったんだ 
ただ風に揺られて気まぐれに 
鳴いていた売りものだったんだ 

 
この作品では語り手が「薄闇の中」で「きゃらきゃら」という音に気がつく。その気づきが

きっかけとなって語り手の頭の中に様々なイメージが湧いてくる。そのイメージは「マーガリ
ン／子供用サンダル／綿の下着／布団の中から眺めた水色の空／白くゆっくりと何かを形づく
っていた雲／薪」と、最後の「薪」が引っかかるものの、子供時代の記憶の「情景」らしい。



このようにまるさんの作品では視覚や聴覚による気づきがきっかけになる作品が多い。例えば
「知らん⼈」の中で、「夜道」で「すれちがった⼈」の表情に気づき、「⻄国第⼆⼗⼋番札所・
成相寺」での「しゃくなげ」の花の、「つぼみ」と「咲き始め」と「満開の花」が混ざってい
ることに気づく。 

先に「妄想」と書いたが、それはちょっときつすぎると思われるかもしれない。「〜紫陽花
の夕」で現れるイメージは確かにある種の思い出である。だが、「知らん⼈」では「すれちが
った⼈」のことを「大切な⼈が」「逝ってしまった」のかとあれやこれやと妄想して「だいじ
ょうぶだろうか」と⼼配までしている。そして「〜成相寺」では同時期に「しゃくなげ」の花
の三つの形態が並立する様子に、「過去と現在と未来」の並立を見る。 

まるさんの作品に現れる気づきは決して大げさなものではなく、生活の中に本当に何気なく
存在するものばかりである。しかし、その気づきは一種のスイッチとなって、語り手を一瞬の
うちに異世界へと引き込んでいく。 
 

共存（部分） 
 

桂から上桂、桂川を渡り 
左大文字山のふもと 
同志社前 
鴨川を渡り 
大文字山を正面に 
見つめながら北白川方面へ 

 
ビクトリーロードのように 
霊柩車は美しき世界を巡りゆく 
これはすべてわたしのゆかりの 
場所ではないか 
きょうはおまえの葬儀なのに 

 
（中略） 

 
これからおまえはどこへ 
旅立とうというのだ 
わたしの胸の中でいっぱいに 
⿊目を見開いて果てたときに 



すっかりわたしの中に 
入り込んでしまったではないか 

 
本日は猫が代わりに煙となる 

 
わたしには また 
猶予期間が 
あたえられた 

 
この詩は愛猫の葬儀の場面を描いた作品である。しかし、語り手はペットのための「霊柩車」

に同乗して流れていく景色を見ているうちに、それが「すべてわたしのゆかりの／場所」だと
気づく。その気づきによって語り手は、自分の愛猫が「すっかりわたしの中に／入り込んでし
まったではないか」という感覚を恐らく再確認したのだろう（時系列としては「わたしの中に
／入り込んでしまった」という部分は葬儀よりも先）。ただ、その一体感は単に愛するものが
自らの中に入るという感覚にとどまらない。「本日は猫が代わりに煙となる」という一節が示
すように、その一体感は共に葬られるという感覚にまで進んでいく。つまり語り手の言う「ビ
クトリーロード」とは愛猫のものだけではなく、自らの葬送の道でもあったのだ。 

車窓から自分が生活してきた街を見て過去を思い出すということはありそうなシチュエーシ
ョンである。しかし、この詩ではその気づきが猫と自分との繋がり、そして愛猫だけでなく自
らの死にまで繋がっていく。そうした変化はじわじわとくるのではなく、気づきがスイッチと
なって瞬間的に起こる。それが日常の場面を一気に詩的な世界へと変えるのである。そして日
常とイメージが作り出す異世界のギャップが大きければ大きいほど、それは「妄想」と呼ばれ
る程のものとなっていく。先に述べたようにこの「妄想」という言葉は作品に出てくる言葉で
ある。こうした振り幅の大きさをまるさん自身も気づいておられるのだろう。 

さて、このようにいくつかの作品に見られる気づきをきっかけとして妄想が始まるというパ
ターンだが、彼女の作品にはこれと全く逆のパターンのものもある。 
 

鳥の⼈ 
 

鳥の⼈に迎え入れられて 
炊いた豆をいただき 
抱かれ 
一緒に天を仰いで 
星の粒粒を右端から左端まで 



ひとつひとつかぞえた 
 

鳥の⼈の吐息のぬくもり 
 

羽毛で顔をなでられる喜び 
 

半魚⼈とも友だち 
 

競い合う動体視力 
 

でもよく見るとよく見ると 
その文の一節は 

 
「島の⼈」たちだった 

 
普通にニンゲンだった 

 
さよなら 束の間の童話 

 
「鳥の⼈」は個々の表現も展開も非常に面白い作品である。「鳥の⼈」の世界に「迎え入れ」

てもらい、「鳥の⼈」とひとときを過ごす。一緒に寝そべっている感じの何とも幸せなのがよ
く分かる場面だ。しかし一転、単なる読み間違いと判明する。最後の「さよなら 束の間の童
話」がなぜかため息混じりのように思えた。正に先のパターンの全く逆である。どっぷりと妄
想の世界にはまっていると、ふと違和感に気づき、一気に現実に逆戻りになる。他にも「捕獲」
では、語り手は猫を買いに行き「白目がない１００％の洞穴」のような瞳の「無限の闇に魅せ
られて／瞬時におまえを飼うと決め」る。しかし、「電灯の下／瞳孔のふつうに細い猫だった」
と気づく。 

この逆パターンの作品では妄想の世界が丁寧に描かれている。だからこそ、現実に気づく瞬
間が読者にも夢から醒めたように感じられるのだろう。加えて最後の台詞が非常に面白い。「鳥
の⼈」での「さよなら 束の間の童話」、「捕獲」での「捕獲されたのは私」。どちらも現実
への気づきを基にしているのだが、とてもペーソスが効いている。続けてごちゃごちゃと書い
てしまうとせっかくの雰囲気が壊れてしまう。しかし最後に何もないとしまらない。まるさん
が選ぶ言葉は、一方で語り手の⼼情を的確に掴みながら、もう一方で語り手を客観的に見る視
線を持つ、ある種の皮肉が含まれる。これがユーモアを生み出しているのだろう（まるさんが



持つユーモアについては後でもう一度考える）。 
まるさんの詩では、語り手の中で生活（現実）と妄想の間の行き来が行われる。そのきっか

けとなるのが語り手の気づきである。気づきはある時は妄想が始まるスイッチとして、ある時
は妄想から醒めるスイッチとして機能する。生活と妄想がダラダラと混じり合うのではなく、
オン・オフが切り替わるようにパッと入れ替える。その⼼地良さが大きな魅力の一つではない
だろうか。 
 
3 深いイメージの世界 
 

先にまるさんの作品では生活と妄想が気づきをスイッチとして入れ替わっていると述べた。
しかし、そうした範疇に入らない作品も沢山ある。 
 

お手伝いさん 
 

自転車で疾走する秋空の下 
 

きょうもあなたのねぐらへ向かう 
 

ナチュラルで気負わない雑談をしにいく 
 

元気を集めきれないあなたの代わりに 
 

わたしがあなたの中のオイルを 
集めてさしあげる 

 
目に炎をともしてさしあげる 

 
 

連続・非連続 
 

連続したもののなかで生きている 
 

頭蓋骨の⼆⼗三枚の骨がつながっているように 
 



さっきの時間と今の時間とこれからの時間は 
糊代でくっついている 

 
連続しないもののなかで生きている 

 
あったのものが 時として 
なかったとき以上になくなる 

 
初めからなかったように 
振る舞われる 

 
振る舞いが作る氷点下の世界 
残暑なのに 
声は 
津波をあびた草むらに吸い込まれる 

 
連続した場所から 
連続しないものを 
正視すると引き裂かれる 
特急列車の窓から通行⼈とは 
目が合わない 

 
だから斜視のまま凝視する 
目の糊ははがさない 

 
詩集の冒頭作である「お手伝いさん」は状況がなんとなく感じられる。語り手は「あなた」

と親しく、「自転車」で訪れて「雑談」をするという。しかしそれは単なる「雑談」ではなく、
「元気を集めきれないあなたの代わりに」「あなたの中のオイルを集めて」あげたり、「目に
炎をともして」あげたりするためである。一方で「あなた」の具体的な状態や語り手と「あな
た」の関係については何の説明もない。その一方で語り手が「あなた」ために行動する理由は
非常に具体的である。一般的には説明するものが逆ではないかと感じられるかもしれない。し
かし、それ故に読者は「あなた」のことや⼆⼈の関係について多くの想像が湧き上がるだろう。 

「連続・非連続」は「お手伝いさん」比べて具体的なことがより一層分からない。「頭蓋骨
の⼆⼗三枚の骨がつながっている」や「糊代でくっついている」という表現でなんとなく分か



るのは、語り手は連続していると思われることも結局は「糊」のようなやわいもので弱く繋が
っているだけだと考えているらしいというぐらいである。そして連続していたものが連続しな
くなることは「あったのものが 時として／なかったとき以上になくなる」状態であり、その
断絶によって連続していたはずのものが「初めからなかったように／振る舞われる」のである。
おそらく語り手は「連続した場所から／連続しないものを／正視すると引き裂かれる」という
状況に陥ってしまったのではないだろうか。 

この⼆つの作品に共通していることは生活の具体的な場面や事件を描くのではなく、ある種
のイメージや感覚が表現されている点である。もしかするとどちらの作品も現実の具体的な事
象に基づいて書かれたのかもしれない。もしそうだとしても、ここではそれらの具体性は避け
られ、抽象的なイメージに置き換えられている。 

例えば「お手伝いさん」について考えると、この作品は誰と誰との関係についてや、「オイ
ルを／集め」ることや「目に炎をとも」すということがどういうことなのかということを具体
的に表現することが出来たかもしれない。だが、もしそういう場面や状況を具体的に描くと、
⼆⼈の関係から想像されるストーリーに引きずられて、書こうとしたことが⼗分に理解されな
い可能性があるように思える。 

私は「オイルを／集め」ることや「目に炎をとも」すという表現をすることで残っているエ
ネルギーや可能性を示唆しているように考える。語り手が「あなた」のそうしたまだ残された
ものを集める作業をしているのならば、⼆⼈の関係ついては様々な状態が考えることができる。
恋⼈や夫婦などに限定しなくても、師弟や介護・要介護の関係や単なる友⼈同士でもよい。し
かし、一旦具体的な関係を描いてしまうと読者の視点はそこに縛り付けられてしまう。具体的
な情報がないことでイメージがより広がるのである。 

イメージを描いている作品だから具体性がないわけではない。次の作品にはかなりの具体性
があるが、それでいて変わった世界が生まれている。 
 

布団に横たわった刺身（部分） 
 

お刺身が好きで 
布団に落ちていたので 
箸でつまんで 
たまり醤油を 
かすかにつけて 
旨味を待ちわびるように食んだ 

 
廊下にも 



道端にも 
点々と 
お刺身が落ちている 

 
マグロ ハマチ モンゴウイカ 
ヒラメ サーモン ブリ タイ 
タコ アジ シメサバ 
まさかの馬 大好物のカツオのタタキ 

 
箸でちょいちょい 
つまみながら 
左手に持った小皿のたまり醤油を 
かすかにつけて 
待ちわびるように噛みしめた 

（後略） 
 

この作品で曖昧な部分は全くない。語り手がいる場所、見ているもの、行っていること。ど
れもが具体的に語られている。ただし、「お刺身が」「点々と」「布団に落ちている」という
状況がちょっとあり得ないのだ。そして語り手は最後に「水に入り」「魚に戻」る。ここまで
来ると深いイメージだと分かるのだが、引用した前半は描写が具体的なだけに逆に何が起こっ
ているのか分からず軽く混乱してしまう。つまりまるなおこという⼈の術中にあっさりはまっ
ているのだ。 

先に挙げた作品もこの「布団に横たわった刺身」も具体性に違いがあっても、共通するのは
作品全体が2章で述べた「妄想」にあたるものだという点である。2章では気づきを転換点とし
て生活と「妄想」が入れ替える作品を挙げた。そうした作品は生活の場面と「妄想」の場面の
比較や両者が急激に変わることの面白さが重要だった。しかし、ここで挙げているタイプの作
品では「妄想」、つまりイメージや感覚の世界自体が非常に重要な意味を持っている。 

例えば「お手伝いさん」と近い作品である「はちみつ湯」では語り手が「あなた」に向かっ
て⼼に溜まったものを「吐いて 吐き続けて／血に変わってもいいのよ」と言う。そして、全
てがすんだ「あなた」へ再び「楽になったでしょう／あなた、／ただの紙筒になったでしょう」
と声をかける。「むらさきになる」では語り手が「寺山修司の短歌をまねて／あじさいの球形
に／顔をうずめ」る。「ただの紙筒になったでしょう」という声掛けにしろ、「あじさいの球
形に／顔をうずめ」る行為にしろ、常識的にみると何を言っているのか分からないような表現
である。だが、イメージの世界ではそうした言葉も行いも問題なく許される。生活と「妄想」



が行きかう作品を読むと現実が保険となってどこか安⼼感がある。しかし、「妄想」＝イメー
ジだけの世界で極端な表現に出会うとある種の緊張感を読者は覚える。そして、より深くその
世界へと潜り込んでいく。 

もしかするとまるさんは、生活と「妄想」が行きかう作品とイメージの世界の作品を大きく
区別していないのかもしれない。だが私は、度々イメージの世界の作品の中で出口を見つけら
れずに迷っているような気持ちになった。それでもその世界にどっぷりと浸るのは、何か気持
ちいいものでもあるのだ。 

なぜ気持ちいいのか。それはまるさんの表現が自由でのびのびとしているからだろう。先に
言ったようにイメージの世界の作品に出てくる表現は確かに極端なものが多く、簡単には理解
できない。しかし、そこには決まりきったイメージから離れて自分の感じるままという雰囲気
に溢れている。内容がポジティブであってもネガティブであっても、自分の表現をしていると
いうところが読む側に気持ち良さを感じらせるのだろう。生活と「妄想」の切り替えとはまた
異なる、表現自体の面白さや気持ち良さがイメージの世界の作品の持ち味だと言えるだろう。 
 
4 シニカルな視点から生まれるユーモア 
 

まるさんの作品の更なる魅力はそのユーモアにある。そこには「きょうの言葉」でのまるで
ツッコミのような「どうした住職さん」や「どんぐりとアメチャン」でペンを集める自分をと
ぼけた「アイ・ハブ・ア・ペン」などのストレートな面白さもある。しかし、まるさん独特の
ユーモアを感じさせる作品もある。 
 
  風 
 

現世の極楽浄土として造られた 
宇治の平等院鳳凰堂 

 
「死んだら浄土で 
またあおうね」 

 
見学待ちの行列に並んでいる時 
⺟が背中ごしに声をかけてきた 
明るいこえだ 

 
「嫌」 



 
ふりかえりもせずに 
そう答えた 

 
風が吹いて 
ふりかえると 
こぼれた涙をふいている⺟ 

 
「へんな子」 

 
冗談で言ったのに 
泣かれたら ほんまになるやん 

 
「浄土で待ってるからね」 

 
と また念を押すように言うから 

 
「待ってなくていい」 

 
と 念を押してしまったやん 

 
一見すると語り手はやや気の利かない⼈のようにも思える。だが、この作品の面白さは終盤

の「「浄土で待ってるからね」／／と また念を押すように言うから／／「待ってなくていい」
／／と 念を押してしまったやん」という場面にある。ここで「⺟」の言葉をストレートに受
け止めるとせいぜいが「ああ、良かったね」ぐらいの感じにしかならない。「念を押してしま」
うことで語り手のひねくれた感じがハッキリと出てくると言える。 

ここに見られるシニカルな見方こそまるさんの作品のユーモアを生み出している大切な要素
である。例えば「犬の」で⼈間には想像力があるという主張に、犬にだってあるんじゃない？
という発想をしてみたり、その次の「桂むき」で「桂むき」を⼈生に例えておきながら、「ぶ
厚く 太く むいている」と言ってみたりと、真っ正直な主張をどこか外そうとするところが
彼女の作品の登場⼈物にはあるようだ。そういうところが「有明の月の下」で別れを惜しむと
思われる「お引越し」の前の晩に「確実に出ていかせるために／たおやかに関係を解体してゆ
く」と言わせ、「もろい手」のおっちょこちょいの語り手に「いつかきっと君のことも／落と
すだろう」と言わせるのだろう。 



実は先に挙げた「鳥の⼈」でも例えば「普通にニンゲンだった」というような表現に、当た
り前の表現に安⼼するよりも、むしろ残念がるような、普通と違うものを望むところが見られ
る。そういうふうに見ると、まるさんの作品に現れる気づきやイメージ全体が、当たり前の生
活から離れようというシニカルなところから生まれているのかもしれない。 
 

ここまでごく簡単にまるさんの作品を見てきた。改めて詩集全体を読んでみると、まるさん
の作品は生活の詩というよりも、むしろ生活の当たり前の場面から離れようとする時に面白さ
が生まれている詩だと分かってきた。いくつかの作品は確かに生活を起点としている。しかし、
そこからちょっと離れたり、大きく「妄想」＝イメージの世界へ入っていったりすることで彼
女の詩は動いているのだ。そこで生まれているイメージやユーモアの面白さを、どうか一度詩
集を読んで感じてほしい。 
 
 
 
 


