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要  旨 

 

よしばななは日本現代の有名な女流作家であり、村上春樹、村上龍と一緒に

日本現代文壇の代表人物と称される。彼女の作品は 30 ぐらいの国の言語に訳さ

れて、欧米とアジア各国の読者、特に若者に愛読された。ばななの文学におけ

る「癒し」の要素は読者に認められ、更に「ばなな現象」や「ばななブーム」

も形成した。筆者はこのたび、先行研究に基づいて、よしもとばななの代表作

『キッチン』を中心に説明しようとする。 

本文はまず吉本の生い立ちと代表作を紹介する。その部分で最も重要なのは

先入観をもたないで吉本の創作の目的を探究するのだ。それから癒し系につい

て簡単に紹介し、その上、小説の主題、人物（景物）描写、小説末尾の設置法

を中心によしもとばななの作品、特に『キッチン』における癒し要素と癒しの

方法を分析する。 
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摘  要 

 

吉本芭娜娜是日本现代著名女作家，与村上春树，村上龙同为日本当代文坛的代表

人物。她的作品被译介到三十多个国家，深受人们尤其是年轻人的喜爱。芭娜娜文学

作品中存在的【治愈】之感被人们认同，甚至形成了各地的“芭娜娜现象”和“芭娜

娜热潮”。笔者此次以《厨房》这部作品为中心，以先行研究为基础来说明吉本芭娜娜

小说中的“治愈”要素。 

本论文首先介绍吉本芭娜娜的生平及她的代表作品。其中的关键点在于不带先入观

来研究吉本的创作目的，并且简单介绍治愈系、治愈文学及其现实意义。在此基础上

以小说的几个特定主题、人物（景物）的刻画描写以及小说结尾的设置来分析吉本的

作品尤其是《厨房》中的治愈要素和吉本在这部小说中的治愈方法。 

 

关键词：吉本芭娜娜 ；《厨房》 ；治愈系  ；文学 
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はじめに 

よしもとばななの小説は大人気がある。彼女は「海燕新人文学賞」、「泉鏡花

文学賞」、「山本周五郎賞」、「紫式部文学賞」の受賞者で、日本の有名な女流作

家である。日本の伝統的な作家と違って、純粋な和風派ではなく、民族特性の

制約性から脱出し、人間の共通点を掘り起こすのは吉本の創作の風格だ。吉本

の作品の特徴は大衆向きで分かりやすいのである。彼女はいつも人物の瞬間の

微妙な心理活動を捉え、不意に読者の脆い心に触れ、共鳴を呼び起こす。それ

ゆえに、「癒し系」作家と言われる。『キッチン』、『ムーンライト・シャドウ』、

『アムリタ』、『不倫と南米』等の作品はいろいろな外国語に翻訳され、香港、

台湾、中国の大陸、及び歐米で大流行になった。「ばななブーム」は現代の若者

を主体とする読者に大きな影響をもたらしている。大学 1 年生の時、吉本の短

編小説『キッチン』を読んで感動した。当時この小説が私に深い印象を残した。

「死亡」主題に縦貫されるこの作品は重苦しい感じではなく、私から見れば一

種の「癒し系」のメッセージをしみじみ感じてきた。それからよしもとばなな

のほかの小説も読んだが、その「癒し」の感じは変わらなかった。だから、好

奇心を持ってこの視点から吉本の文学作品『キッチン』を中心に考察しようと

思うのだ。勿論よしもとばななを研究する学者が多いが、例えば荒木奈美が発

表した「よしもとばなな『キッチン』論」では、青年期教育において文学教材

が果たす役割についての考えを分析したのだ。中国では吉本文学と「癒し系」

文学に結び付ける研究論文はあるが、おおよそ全般的な角度から吉本文学の風

格を探求した。特に特定の作品についての研究が多くないので、本論で補充し

たいと思うのだ。 

「キッチン」が 1987年 11 月の雑誌『海燕』に発表されたが、続篇の『満月』

と処女作の『ムーンライト・シャドウ』と併せて本にして出版された。そして、

第六回の「泉鏡花文学賞」を受賞し、大好評を受けた。それについての研究が

多いが、おおよそ吉本の独特な小説概念、叙事風格を分析するのだ。確かに文

体の軽さ、精神的な場面における実物、平易な言葉も彼女の作品の慣例である。

また、超能力の有り様、エスパーの世界と現実の世界を混じらうことも特徴で

ある。吉本は軽い文体に異なり、「死」という重いテーマを扱い、誰でも直面す

る問題を物語で文字通りに展示し、読者の心に強く印象付けられた。彼女の小

説によって、過酷な現実に打たれてもどうやって現実を克服し、絶望のどん底

から立ち直るかと、現代の若い人たちに希望の所在を提示することができる。 
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第一章  よしもとばななと『キッチン』 

1.1よしもとばななの生い立ち 

よしもとばななの本名は吉本真秀子である。1964 年、東京都生まれ。日本有

名な評論家・詩人吉本隆明の次女である。４歳頃から作家になるのを夢見てい

た。日本大学芸術学部文芸学科卒、卒業論文の「ムーンライト・シャドウ」で

芸術選奨新人賞を受賞した。10 日ぐらいしかかからなかったこの作品が父親吉

本隆明の賞賛をもらっただけでなく、彼女自身も作家なりの夢を固く信じてく

る。彼女は小さいごろから自由を望んでいた。性格を縛る管理制約に反感をも

つ性質が吉本の少年時代を通り抜けながら、伝統的家族に対する批判と理想的

な家族の組み合わせへの憧れはそのあとの創作生涯によく映されていたのだ。 

1．2 よしもとばななの代表作は 

「『アムリタ』という小説で、『キッチン』から続いてきた「第 1 期の吉本ば

なな」は終わったと考えています。多分、これからはまた別人になって全く違

ったものを書いていくでしょう。」1吉本は 20 世紀 90 年代初期の小説『アムリ

タ』で自分の作品を二つの期間として分けている。第一期の作品では、1988 年

に発表した『キッチン』で吉本は人に知られて文壇に登場したのだ。同年、『哀

しい予感』を発表した。1989 年に『うたかた/サンクチュアリ』で芸術選奨新人

賞を受賞し、また、『TUGUMI』を発表し、山本周五郎賞を受賞した。1994 年に、

『アムリタ』で紫式部文学賞を入賞した。吉本の前後期の作品の変化は主題シ

ーンの設定から最も見られる。第一期の作品は単一の主題にして小説を深いと

ころまで完成できたが、例えば、『キッチン』の中で描いていたように、どうや

って肉親を亡くしたショックの中から立ち直るかという主題は明らかである。

しかし、第二期の作品は多重な主題の並行になってくるのだ。2『アムリタ』は

そのひとつの代表である。現実の世界と虚構の世界、日常の奇跡、兄弟の愛情

等のいくつかの主題が含まれている。1994 に発表した『マリカの永い夜・バリ

夢日記』も多重な主題である。 

                                                     
1 吉本ばなな 『ばななのばなな』株式会社メタローグ 1994 年 1 月 第 301 ページより 
2 周閲 『吉本ばななの文学世界』寧夏人民出版社 2005 年 2 月 第 22 頁 
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よしもとばななは「多産」の作家と呼ばれる。小説だけでなく、エッセイ、

一連の対談集もよく書く。最も得意なのは短編小説である。彼女の作品は青年

教育においての教材に入選して、更には日本の大学入学試験の出題となったこ

ともある。 

1.3『キッチン』について 

『キッチン』はよしもとばななが日本文学に進出するシンボルであり、世界

の文壇に入る踏み台でもある。続篇の『満月』と処女作の『ムーンライト・シ

ャドウ』と併せて出版する『キッチン』という本は若い読者に大好評を受けた。 

この小説は大学生の桜井みかげが両親の若死にを経験したあと、最後に頼り

合って生きてきた祖母にも死なれ、「宇宙の闇」のような境遇まで堕ちてしまう

という物語を述べる。主人公みかげは「天涯孤独の身」の気持ちになって、毎

日台所でしか眠れない。ある日田辺雄一と彼の母親（実際は性転換者の父親）

に拾われて、結果的に家を出て彼らのマンションで一緒に暮らし始める。結局、

生きる実感を亡くした状態から新たな道を見つけ、希望を持って立ち直ること

ができた。 

『キッチン』を創作したのは吉本が大学を卒業した後のことだ。当時の吉本

はレストランでアルバイドをして生計を立てたので、大変だった。創作中、彼

女は失恋を経験し、よりによって母親も病気で入院した。平静な生活が乱され

たので、あの時の吉本は非常に落ち込んでいた。「いいことは一つもないそう

だ」3だから、その気持ちは全部主人公桜井みかげに預けた。何年間後、吉本は

「キッチン」の創作時期を思い出した時こう言った：「自分の創作する人物だか

ら、自画像かもしれないが、ただ一部だけ」。「『キッチン』を書く時、人生が苦

しくてたまらないと感じた．．．」4これまで、吉本の創作目的は「人を癒す」た

めではない、ただ自分の気持ちと心の奥底のことを小説に託して吐き出すだけ

だと分かってきたのだ。しかし、いくら時代が変わっても、思春期にいる青少

年の考えること、頭を悩ましていることには共通点がある。だから『キッチン』

を読む時、今時代の若者にも共鳴感を感じるわけである。 

 
 
 
 

                                                     
3 周閲 『吉本ばななの文学世界』寧夏人民出版社 2005 年 2 月 第 9 頁 
4 周閲 『吉本ばななの文学世界』寧夏人民出版社 2005 年 2 月 第 10 頁 
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第二章 癒し系について 

2.1「癒し」の概念解明 

「癒し」は新明解国語辞典の解釈によると、精神的な不安や苛立ちなどを沈

めて、平安な気分にさせること。1980 年代を中心とした「癒しブーム」以降に

頻繁に使用される「癒し」という言葉は、宗教学や宗教人類学で、未開社会の

暮らしを続ける人々の間で呪術医が、病に陥った人を治す悪魔祓いの行為につ

いて言ったものだという。5現在では、その用法のあらましをみると、ストレス

やうつ病や自殺未遂傾向など、過度の緊張や慢性的な心的疲労を蓄積させてい

る人にストレス軽減のための手段を提供する行為、手段を総称して、「癒し」、「癒

しグーズ」という言い方がよく使われている。つまり、癒しの持つ力で心身と

もに持続的・恒久的・継続的な安らぎの効果が保たれる。1999 年、癒しはその

年の流行語トップ 10 に入選した。 

特别提醒： 

本站所有可以免费下载的论文均为去年及之前的发表或答辩过的论文，这些论文由于都已经

被论文数据库收录，所以大家只能参考使用，绝不能直接拿过来作为毕业论文使用，因为这

些论文是不可能通过学校论文检测的，特此提醒，以免造成不良影响！论文由于超过购买时

间限度或不符合新的论文要求所以可以免费下载，仅登部分论文以供参考！ 

另外，如果有需要本年度最新的精品论文请到论文频道购买，我们保证所购买论文的省唯一

性，切实维护顾客利益！ 

购买说明： 

一，现成论文来源：每年 11 月—5 月为毕业论文写作旺季，其余时间为需求淡季。我们的写

手在写作淡季没有代写任务，这时公司会根据他们自己的喜好急专业特长写做一些论文。这

是我们现成论文的来源，现成论文适合没有确定题目或者可以修改论文题目的同学购买使用。

对于要求比较高，或者已经确定题目的同学只能购买代写论文。 

二，现成论文保障：我们出售的现成论文均为我们的签约写手原创，并且是最新一季写作的

论文，我们绝不会拿以前的旧论文来给大家，这样就会避免雷同现象的发生。 

对于现成论文我们提供以下两种购买服务：①200 元一篇保证省唯一性，即同一篇论文在同一

个省份字出售一次，这样就可以避免和同学雷同也可以避免最后的省内审稿雷同。②买断版

权，只要出 500-600 元即可买断现成论文的版权（6000 字内的 500 元，6000 字以上的 600 元），

                                                     
5 http://ja.wikipedia.org/wiki/よしもとばなな 
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即同一篇论文只出售给一个人。如果一篇论文被人 200 元买过省唯一性，就不可以再买断了，

更好保证客户利益。 

三，论文交易流程： 

1、通过交流，确定顾客所需论文的字数，写作方向及顾客学校所在省份。 

2、客服先发给顾客可以选的题目，顾客选几个题目，然后发给顾客这几个题目的大纲和目录

等基本内容。 

3、顾客选取一个最中意的论文，并通知客服预定，我们这里把你预定的论文保留，你去找老

师，问问他大纲和题目是否合适，同时也看看题目是否跟同学重复，导师批准以后在购买论

文。  

4、为防止我们提供网上抄袭的论文或者质量不高的论文。买前可以按顾客要求发论文的某一

部分给顾客看看写作质量。同时顾客可以自己到网上搜查一下题目等内容并核对是否有重复

的论文。等顾客觉得没问题了再进行购买。 

注：如果现成论文不适合您，可以进行代写，我们有数十位专业写手为您提供专业的写作服

务。 

 

- 

 

 

2.2「癒し系」誕生の時代的背景 

1986 年（昭和 61 年）12 月から 1991 年（平成 3 年）2 月までは日本の“バブ

ル景気”という時期で、株式や不動産を中心にした資産の過度な高騰、経済拡

大期間を指すことが主である。1999 年後半、つまり“バブル崩壊”の 1997に消

費税 5％の増税とアジア通貨危機の発生で大不況が更に深刻化したのだ。そのき

っかけで国民のこころが完全に荒れたり病み始めた。特に、1995 年に起こった

阪神大震災が人々の心身を傷づけ、心的外傷後ストレス障害（PTSD）は社会の

問題になりつつ、「癒し」は改めて注目された。「癒し系」は元々テレビに出演

する女性芸能人において、和み・癒し・安らぎを感じさせるような人物及びそ

の振る舞いを指す。大きなきっかけとして、1999 年に坂本龍一が発表した楽曲

「energy flow」が癒し音楽として大ヒット、更にヒーリング楽曲を集めたオム

ニバスアルバムの「feel」シリーズや「image」シリーズも大ヒットして「癒し

系」ブームになり、それ以降は人物などに対しても、癒し系と評されることも

増えていった。2000 年代には男性にも使われるようになり、優しくおっとりと

した雰囲気を持った一部の男性アイドルや俳優などが「癒し系」と称されるこ
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ともある。今日本では、「癒し系」が音楽、映画、アニメ、文学及び芸能人等の

広い範囲に関連する文化産業になるのだ。 

2.3「癒し系」文学の特徴と現実意義 

「癒し系」文学は文字通りに、人を癒す力を持つ文学である。学者の王波は 

「文章を読むことが保健、養生、病を治る手段として、文章の中から習ったこ

とあるいは他人と討論して理解したことによってストレス軽減、病を治ること

ができる。」と指摘した。「癒し系」文学の特徴について多くの評論家の間でだ

けでなく、読者の間でも激しい討論が行われた。現実における素材を採用する

のは普通であり、生活の細部から読者に納得のいく精神的な舞台を創造する。

つまり、叙述のリズムがゆっくりしていて、清新的な筋と内容に向上心が見ら

れるという言い方は最も人に認められる。 

最初の「癒し系」文学の創始者は 90 年代の大江健三郎とよしもとばななで、

前者の『治療塔』と後者の『キッチン』に「癒し」要素が見られるが、当時「癒

し」という文学概念はまだ出ていないのだ。近年間、心の“傷”と癒す手法は

日本の青年作家の間で重大な主題となる。村田沙耶香、青山七恵、金原ひとみ

と江國香織等の女流作家は身の周りの些細な事によって現代の青少年の敏感な

心（虚無、寂しさ、惑い及び同性愛の苦しさ）を繊細的に描き、読者に「癒し」

の感じを与えるのだ。これらの作品は伝統な日本文学と違って、社会問題で受

けた傷より、個人的な心の傷に注目するのだ。 

 

2.4 よしもとばななの他の小説に見られる「癒し系」 

吉本小説には主に主人公が傷ついた後、各手段で悲しさの闇から脱出する、

という特徴がある。『哀しい予感』の中で、主人公弥生の両親が交通事故で亡く

なった後、弥生は“新しい”家族に拾われ、その暖かくて安らぎのある家族で

成長していた。それと同時に、自分の姉を失意な過去から解放させ、苦境を乗

り越えるのを助力した。その癒しの過程で、“新しい”家族の弟哲生と恋をして

きた。また、『ムーンライト・シャドウ』の主人公早月と柊は好きな人に亡くな

られた後、それぞれ自分なりの手段で悲みから抜け出すのだ。早月はジョギン

グし、柊は亡くなった彼女のセーラー服を着ることにした。二人は相互の慰安

から感情を昇華させることができた。 

吉本の小説では主に現実社会に起こりうる物語が展開するが、エスパーの世

界も設置された。『哀しい予感』、『Ｎ・Ｐ』、『白河夜船』等の小説の主人公は大
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体超能力を持っている。吉本の小説では、現実世界とエスパー世界が共存して

いる。この幻のような筋が読者を虚構の世界に導くと同時に、そこで現実世界

の生活をも味わわせる。それは幻でありながら真実を展示し、デタラメであり

ながら日常を表し、超現実主義でありながら現実を映す芸術表現である。彼女

の目的は象徴的に現実を反映することだと思う。吉本が当代日本の若い人たち、

特に都会に生きている独身青年のバランスを失う精神的世界を掴んで、彼らの

孤独、自我喪失及び生活に対する絶望を小説の形式で表したのだ。 
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第三章 『キッチン』における「癒し」の表現 

3.1 『キッチ』に於ける「癒し」要素の必然性 

3.1.1 死亡 

「死亡」はこの小説でよく使われているテーマの一つである。『キッチン』は

最初からいくつの人物の死を報告した。「私、桜井みかげの両親はそろって若死

にしている。そこで祖父母が私を育ててくれた。中学校へ上がる頃、祖父が死

んだ．．．．．．先日、なんと祖母が死んでしまった。びっくりした。」6続篇の「満

月」も冒頭は恵理子の死から始まっているのだ。「秋の終わり、恵理子さんが死

んだ。」7その死亡の中で“自然死”、“突然死”があるのだが、どの種類の「死

亡」に対しても小説に直接に残酷な画面は描かなかった。婉曲的に描いたのだ

った。世の中では「死」は一番の悲劇とされるのに、彼女が冷静的な筆致で悲

惨だったはずの死を描いたのだ。父との対談集の中で、「死っていうのは死んだ

人間の問題ではなくて生きている人間の問題だ」と思う、「やはり死そのものよ

り心が癒されてゆく過程を描くことに興味があるんだと思う」と答える。8彼女

は誰でも直面しなければならない「死」とその対立面である「生」を人によく

考えるようにと提示する。もちろん、吉本の「死亡」テーマの存在は人生の悲

しさを描くためではなくて、愛する人の死の苦しみから抜け出し、光明な未来

へ歩いてゆくべきだと主張するのは彼女の目的だった。それはいわゆる「癒さ

れてゆく過程」である。 

『キッチン』の中で、主人公は最後の肉親、祖母に死なれた後、自分がいつ

でも不安な気持ちで生きていたと分かった。「――いつか必ず、だれもが時の闇

の中へちりぢりになって消えていってしまう。」みかげは祖母の死を経験してか

ら「死」と「生」を改めて理解してきたのだ。吉本は人物の死を設置すること

によって、残されたみかげを非血縁の人間の新たな家に投入し、暖かい人情で

癒されることを描いた。そして、「死」で関わっている男女主人公たちは残酷な

現実を経験したあと、気持ちから精神まで豊かな変化が起こり、そして普通の

価値観を破り、新しい人生の価値観を築くのだ。それは少年少女の成長の物語

                                                     
6 吉本ばなな．『キッチン』福武書店 1988 年 1 月 30 日 第 8 ページより 
7 吉本ばなな．『キッチン』福武書店 1988 年 1 月 30 日 第 73 ページより 
8 吉本隆明．吉本ばなな『吉本隆明×吉本ばなな』．ロッキング．オン 1977 年  
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でもあると言える。吉本の関心点は死ではない、生きている人はどういうふう

に人生を対処するか、という問題である。この小説はいくら苦しくても現実か

ら逃げるのはだめだと教えてくれる。 

3.1.2 孤独 

「孤独」は「死亡」とともに、吉本小説の重要なテーマであり、「死亡」と分

裂できない。家族という、確かにあったものが年月の中でひとりひとり減って

いって、自分がひとりここにいるのだと、ふと思い出すと目の前にあるものが

すべて、うそに見えてくる。生まれて育った部屋で、こんなにちゃんと時間が

過ぎて、みかげは驚かされた。肉親の死でみかげは孤独感を満喫した。実は吉

本から見れば「死」は 2 種類に分けられる。一つは生きている人の肉体がなく

なること、もう一つは精神上の死亡であること。人間は極度に孤独しているう

ちに、精神の死亡の恐れがある。祖母と死に別れたみかげは自分を台所に閉じ

こめて、元気がないし、何をするきもない。また、雄一は“母親”恵理子が死

んだ後の何日間に、みかげに連絡する勇気すらない。しかし、孤独の本質は彼

らが次に会った時のお互いの慰安と応援の中で変わってきた。彼らは絶望と孤

独から脱出し、自立の望みが生まれるのだ。吉本の小説はなぜか人間の孤独を

癒すことができる。恵理子の言うとおりに「人生は本当にいっぺん絶望しない

と、そこで本当に捨てらんないのは自分のどこなのかを分からんないと、本当

に楽しいことが何かわからんないうちに大きくなっちゃうと思うの」。9『キッ

チン』の主人公たちは肉親の死にショックを受け、そして自分自身の“精神上

の死亡”を始める。肉体の死亡は変えられないが、生きている人の“精神上の

死”は克服できるのだ。つまり、死亡の恐ろしさと孤独を克服し、精神的な救

いを求めることができるのだ。これは吉本が「孤独」主題を設置する原因であ

る。 

 

3.2 景物に見られる「癒し」要素 

『キッチン』を通り抜ける景物描写は読者に注目されていた。どうも吉本は

景物を描くのが好きらしい。その中で、夜に関わる描写は多い。「．．．窓の外に

は淋しく星が光る」。10祖母と別れた主人公の最初の夜は暗くて長い。そして、

家を出て田辺家に行く途中の夜は少し変わった。「公園を抜けていくと、夜の緑

                                                     
9 吉本ばなな．『キッチン』福武書店 1988 年 1 月 30 日 第 8 ページより 
10 吉本ばなな．『キッチン』福武書店 1988 年 1 月 30 日 第 7 ページより 
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の匂いでむせかえるようだった。濡れて光る小路が虹色にうつる中を、ぱしゃ

ぱしゃ歩いていった。」11それから、田辺家に転居する最初の夜は随分変わった。

「窓べで、微かな明かりに浮かぶ植物たちが 10Fから豪華な夜景にふちどられて

そっと息づいていた。夜景――もう、雨があがって湿気を含んだ透明な大気で

きらきら輝いて、それはみごとに映っていた。」12眠れない夜は眠れる夜になっ

て、みかげの心理も変わったのを暗示している。 

それに対して、昼に関する画面も少なくない。 

「真昼、春らしい陽気で、外からはマンションの庭でさわぐ子供たちの声が

聞こえる。窓辺の草木は柔らかな陽ざしに包まれて鮮やかなみどりに輝き、は

るかに淡い空にうすい雲がゆっくりと流れてゆく。」13 

「よく晴れた午後で、風も雲もなく、金色の甘い陽ざしが何もない私の故郷

であった部屋をすかしていた。」14 

「バス停の、通りをはすんだ反対側にある高いビルの窓が並んで、綺麗に青

に浮かぶのを見ていた。その中で動いている人々も、上下するエレベーターも、

みんなしんと輝いて薄闇にとけてゆきそうだった。」 

夜に比べて見れば、昼はもっと暖かくて楽だ。“青空”、“陽ざし”、“流れる雲”

は人に静かで落ち着いた感じをもたらす。色彩の流動は豊かで、生活の素晴ら

しさを反射している。 

3.3 暖かい結末に現れる「癒し」要素 

『キッチン』の結末は暖かいものである。「癒し系」小説では主人公の運命が

変わるのが一般的である。肉親の死の悲しみで、自分なりに孤独を守っている

中で、「生」の意義を見つけ、自分自身が抑圧した感情から乗り越える。『キッ

チン』の最後、吉本はこう書いていた。「もっともっと大きくなり、いろんなこ

とがあって、何度も底まで沈み込む。何度も苦しみ何度でもカムバックする。

負けはしない。力は抜かない。」15それは誓いを立てるような言葉で、生活の大

変さに負けない自信でもある。みかげは夢のキッチンがどこにも存在すること

を信じる。心の中、あるいは現実生活に、あるいは旅先に、彼女の生きるすべ

ての場所に、きっと存在するのだと信じている。それは人を癒す場所としての

キッチンがどこにも存在するのを構想している。人に力を伝えたいのではない

かと思う。 

                                                     
11 吉本ばなな．『キッチン』福武書店 1988 年 1 月 30 日 第 14 ページより 
12 吉本ばなな．『キッチン』福武書店 1988 年 1 月 30 日 第 27 ページより 
13 吉本ばなな．『キッチン』福武書店 1988 年 1 月 30 日 第 29 ページより 
14 吉本ばなな．『キッチン』福武書店 1988 年 1 月 30 日 第 52 ページより 
15 吉本ばなな．『キッチン』福武書店 1988 年 1 月 30 日 第 70 ページより 
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『満月』の結末は主人公みかげと雄一の会話で終わったのだ。最後に「部屋

はあたたかく、わいたお湯の蒸気が満ちてゆく。私は、到着の時刻やホームの、

説明を始めた」16と書いていた。自然的で、生活的で終わる結末は主人公の幸せ

に対する憧れといってもいい、生活に希望を持っているといってもいい、そこ

からは生きて行く熱意が見える。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                     
16 吉本ばなな．『キッチン』福武書店 1988 年 1 月 30 日 第 164 ページより 
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第四章 『キッチン』における「癒し」の方法 

4.1 物に対して 

『キッチン』で名をつけたのは主人公にとって台所はとても大切な場所だか

ら。祖母が亡くなった眠れない夜に、「冷蔵庫のブーンという音が、私を孤独な

思考から守る」「となりに人がいては淋しさが増すからいけない。でも台所があ

り、植物がいて、同じ屋根の下には人がいて、静かで．．．ベストだった。ここ

は、ベストだ。」 17魔法力があるような台所は人を安心させる。                                                                                                                                                                     

ひたすら悲しいのでもなく、彼女はいろいろなことにただ涙をながしたかっ

た気がしていた。ふと気が付くと、頭の上に見える明るい窓から白い蒸気が出

ているのが闇に浮かんで見えたというシーンは『キッチン』に書いていた。耳

をすますまと、中からにぎやかな仕事の声と、鍋の音や、食器の音が聞こえて

きた。――厨房だと彼女は気づいた瞬間、どうしようもなく暗く、そして明る

い気持ちになってしまって、頭をかかえて少し笑った。言い換えれば、台所は

みかげにとって家の象徴である。台所は相対的に言えば狭いし、コントロール

しやすい場所なので、そこで注意力と圧力を緩めるのがもっと容易いのだ。そ

して、祖母が生きていた時よく厨房で働いて料理を作ること、厨房を花で飾る

のが好きなこと．．．みかげは厨房を見ると、祖母がそばにいる幸福な感じがす

るのではないかと思う。だから、吉本は厨房が「癒し」の場所としてみかげに

とって大切な存在だと書いていた。 

4.2 主人公自分自身の在り方 

みかげは田辺家に転居した後、５月が来るまでだらだらすることを自分に許

した。そうしたら、極楽のような毎日が楽になるそうだった。そして、アルバ

イトもちゃんと行ったが、家の掃除をしたり、ＴＶを見たり、ケーキを焼いた

りして、普通人と一緒な主婦の生活をしていた。文の中で「少しずつ、心に光

や風が入って来ることがとても、うれしい。」18と書いたが、それは正常な生活

がみかげを暗い闇から救うのだ。後は田辺家から引っ越して、しかたなく彼女

は何もかもをていねいにやるよう心がけた。ボールをきちんとふき、調味料の

                                                     
17 吉本ばなな．『キッチン』福武書店 1988 年 1 月 30 日 第 27 ページより 
18 吉本ばなな．『キッチン』福武書店 1988 年 1 月 30 日 第 35 ページより 
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蓋をそのつどしめ、落ち着いた手順を考え、イライラして気が狂いそうな時は

手をやすめて深く呼吸をした。始めはあせりで絶望したが、ふいにすべてが直

り始めた時はまるで自分の性格まで直っちゃったみたいよ！と思った。 

「私は火傷も切り傷も少しも怖くなかったし、徹夜もつらくなかった。毎日

が来てまたチャレンジできるのが楽しみでぞくぞくした。手順を暗記するほど

作ったキャロットケーキには私は魂のかけらが入ってしまい、もう戻れない。」19

と一生懸命料理を作る。仕事での旅行は彼女をこの半年から解き放すようだっ

た。この生活状態は彼女に落ち込んだ注意力を分散した。だから実はそれがみ

かげ自分自身の救助だ。仮に彼女は自暴自棄だったら、自分を台所に閉じこめ

るのなら、料理なんで旅行なんで彼女を救わない。 

 

4.3 人間関係 

「人間が自分の苦しみを自分の力で癒すことは困難であり、そのような時人

との関わりがその助けになることがある」20つまり、他人の力を借りて自分を癒

すことだ。雄一と恵理子とまだ会っていない時のみかげは日夜台所で寝ていた

が、体も心もあまり元気がない、何をする気もない。でも新たな家族がてきた

後彼女は「幸福だった ここはベストだ」と感嘆したのだ。もちろん、迷う時

もあったが、 

「彼の態度はとても“クール”だったので、私は信じることができた。目の

前に闇には、魔がさすときいつもそうなように、1 本道が見えた。白く光って確

かそうに見えて」21あの親子を信用できるのかと迷った時もあったが、彼女は台

所を信じた。それに、似ていない親子には共通点があった。笑った顔が神仏み

たいに輝くのだ。彼女はそこがとてもいいと思っていたのだ。結局、この親切

な親子を信じることにした。雄一がみかげの転居で元彼女とけんかした。みか

げは雄一の大きな包容力に感化された。また、恵理子との対話から自我肯定を

獲得した。 

「みかげは、みどころありそうだから、ふと言いたくなったのよ」 

「みかげの素直な心が、とても好きよ。きっと、あなたを育てたお婆ちゃん

もすてきな人だったのね。」 

「．．．ああ、みかげをひきとったこと！あれは最高に楽しかったわね。なん

だかみかげにとても会いたい。あの子も大切な私の子よ。」（恵理子の遺言状） 

                                                     
19 吉本ばなな．『キッチン』福武書店 1988 年 1 月 30 日 第 93 ページより 
20 荒木奈美 「吉本ばなｎ『キッチン』論――私の心に隠された物語」札幌大学総合研究 第 3 号（2012
年 3 月） 
21 吉本ばなな．『キッチン』福武書店 1988 年 1 月 30 日 第 12 ページより 
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恵理子と一緒に生活していた時でも、田辺家から出た後でも恵理子はみかげ

に対する関心は変わらなかった。さらには、自分の息子さんへの遺言状にみか

げのことまで話が及んだのだ。血縁のない恵理子からもらった肯定から自分の

価値を見つけた。それはいわゆる人との関わりから得た癒す力である。 

 

4.4 愛情 

愛情は吉本の小説の一番重要な主題ではないが、この要素が文の中に「癒し」

方法の一つとして存在している。最初は、男女主人公間の愛情は曖昧で言葉に

出せないのだ。雄一はみかげが亡くなった愛犬に似ているといい、彼女が好き

だった。みかげは雄一が好きかどうかはわからなくて、「私は今、彼に触れた、

と思った。一ヶ月近く同じ所に住んでいて、始めて彼に触れた。」ことによると、

いつか好きになってしまうかもしれないと彼女は思った。「恋をすると、いつも

だっしゅで駆け抜けてゆくのが私のやり方だったが、曇った空からかいま見え

る星のように、今みたいな会話のたびに、少しずつ好きになるかも知れない。」22

ただ、日常生活の中で、雄一はいい人だと思っていたのだ。 

不思議なことに、この 2 人は同じシーンを夢見たことがある。運命づけられ

ているようだったこの 2 人はお互いに孤独を分かち合い、愛を醸した。特に恵

理子が亡くなった後、雄一は落ち込んでいた。二人とも孤児になったので、お

互いの気分はよく分かっていた。ある意味で相手は唯一の親しい人になるのだ。

最後に、伊豆で旅行していたみかげは本格的か、衝動的かとも言えないが、勇

気を出して夜にタクシーに乗って雄一のいる I 市にカツ丼を送る。それは 2人

の愛情を暗示することだろう。『キッチン』は愛情小説というより、成長の物語

というほうが適切だと思う。主人公たちは不幸な境遇を経て、心の苦しさと孤

独をお互いに分担できた。そして、愛情も収穫して、落ち込んでいたところか

ら乗り越える。 

 

                                                     
22 吉本ばなな．『キッチン』福武書店 1988 年 1 月 30 日 第 49 ページより 
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終わりに 

本文で癒し系の角度から、日本現代の女流作家よしもとばななの小説作品に

ついて検討してみた。吉本小説がたくさんあるので、彼女の代表作『キッチン』

を取り上げて分析した。 

この論文では、まず、第一章は「よしもとばななと『キッチン』」についての

紹介である。作者の生い立ちと代表作、また、「キッチン」の粗筋を紹介した。

第二章、「癒し系」についての紹介である。その概念及び時代的背景、また、「癒

し系」文学の特徴と現実意義を説明した。バブル時期の日本社会における人の

不安、絶望を掲げた。癒し系文学が現代的な視角によって、社会問題より、人

の内心にもっと注目するのである。繊細的な言葉、積極的な内容で複雑な都会

で生活している人を孤独から守る。第三章と第四章は『キッチン』を中心に癒

し要素とその癒し方法を説明した。まずは二つの主題から吉本の小説を「癒し

系」角度から分析した。というと、それは「死亡」と「孤独」の二大主題であ

る。それから『キッチン』における景物描写を詳しく説明した。最後は結末の

設置である。その内容と主旋律から見られる向上心は癒し要素をの証明となる。

また、主人公自分自身、人間関係、物、愛情などのいろいろな方面から癒し方

法を分析した。 

 これからの研究は癒し系の角度から吉本のもっと多くの作品を分析すると

決める。吉本文学作品の「癒し系」要素をもっと明らかにし、「よしもとばなな

が癒し系文学の代表的な作家である」という観点にもっと多くの証拠を検出し

てみたいと思う。 
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