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スタッフのメッセージ
運動が大嫌いな私ですが、腰が悪い私は、腰痛を治
すため＆ダイエットの為にも、少し身体を動かした方
がいいのではないかと思い、去年の秋からスポーツジ
ムに通っています。友達もでき、部活動をしている気
分（懐かしい！）で、仕事後に通っています。
中でも、はまっているのはボクシング＆キックボク
シング！憎い脂肪を落とす為＆強くなる為に、ジャブ
・ストレ−ト・キック等でストレス発散です。汗をダ
ラダラかきながら、一生懸命ナックルパンチや膝蹴り
を練習しています。これも、意外と奥が深く、パンチ
を出すには、腕の筋肉が、キックをかますには、腹筋
が必要になるらしく、私は、一生懸命鍛えました。
…・気がつくと、腹筋が割れ、力こぶが出来ていま
した。更に、困ったことに、動いた後のビ−ルが美味
しい！！ついでにご飯も美味しい！！故に、ダイエッ
トにも縁にもほど遠く 、
「何かが違う 。
」と思い出した
時には 、すっかり男らしくなっていたのです 。しかも 、
最近○○度目かのギックリ腰にもなり、ジムに通って
いる意味に疑問を感じている今日この頃。
だけど、ボクシング後、皆で味わうビ−ルの味が忘
れられず、今日もせっせと、ジム通いなのです。
八重洲古書館
大久保明子

ニュースタイル
６月５日にオープンいたしました実験店舗です。ファッ
ション店の什器を活用しての展開ですから、ボリューム感
にかけるのですが、一見した雰囲気は〟古書店〝とは思え
ない愉しいものがあります。焼き物が置かれていたり、グ
リーンが置かれていたり、絵が掛かっていたり、ワインが
あったりします。これからも、色々なものが仲間入りして
くることでしょう 。これからの変身ぶりをお楽しみ下さい 。

ＲＥＴＲＯ＝懐古趣味
ＲＥＶＡＬＵＥ＝再評価する
ＲＥＣＹＣＬＥ＝再利用、環流する
これからも、本をお売り戴くこと、お買い上げ戴くことの両
面にわたり、相変わりませずご利用いただきたくお願い申し
上げます。

ご意見ご感想ご提案をお待ち申し上げます。
下記宛にお寄せ下さい。
金井書店営業本部
〒161-0032 東京都新宿区中落合42116
- ＦＡＸ ０３−３９５３−７８５１
Ｅ−ｍａｉｌ：ｏｆｆｉｃｅ＠ｋｏｓｈｏ.ｃｏ.ｊｐ

八重洲古書館店長
金井書店八重洲店店長

渡辺明子
川上亜衣子
スタッフ一同

最新情報はインターネットホームページをご覧下さい。

http://www.kosho.co.jp/

文壇で最も権威ある賞のう
ちの一つであり、本の好きな
人にとっては最も受賞作が気
になる賞のうちの一つである、
芥川賞と直木賞。昭和10年か
ら続いているこの二賞の第12
3回目の受賞作がこの７月に
発表されます。今回の20世紀
懐古館は、その芥川賞と直木
賞にスポットを当て、中でも、
本の好きな方が個人的に蒐
集された作品を特別にお借り
して、これを中心に展示して
いきたいと思います。
この二賞を制定した菊池寛
は、目的や選定基準などを、
文藝春秋の制定発表号に掲
載しています。その後も、少し
づつ基準に変化があったよう
ですが、それぞれ名を冠され
た作家にちなんだ作品が選
定の基準となっているようで
す。そこで、まずは芥川龍之
介と直木三十五、それぞれに
ついて見てみる事にしましょ
う。
芥川龍之介は、夏目漱石
の最晩年の弟子であり、大正
5年に発表した「鼻」を激賞さ
れて、文壇での地位を確立し
て行きます。古典や説話に材
を取った王朝ものや童話など
の短編の作品群は、学校の教
科書でもお馴染みのもので、
誰しも一度は読んだ記憶があ
るのではないでしょうか。ま
た、巨匠黒澤明により映
画化された「羅生門」を
御覧になった方も多いこ
とでしょう。晩年は、体調
がすぐれず、また精神
的にも不安定で、昭和2
年、35歳にして、致死量
の薬物を仰ぎ、自殺しま
した。
一 方 、直 木 三 十 五
は、流行り廃りの激しい
大衆 文学の作家の宿

命からか、今では
その作品はもとよ
り、名前すら知らな
い人も多いのでは
ないでしょうか。もと
もと、『直 木 三 十
一』としてデビュー
した彼のペンネー
ムの由来は、当時
の年齢が31歳であ
った為と言われて
います。その後、
年齢に応じてペンネームの数字も上がって行きますが、
作家として認められた作品である「
由比根元大殺記」を執
筆した歳が35歳であった為、その当時のペンネームであ
る『
直木三十五』
に落ちつきました。「南国太平記」などの
作品を発表しており、広く大衆に受け入れられ、流行作
家となりますが、肺結核・脊椎カリエスに侵され、昭和10
年に43歳で没しました。
今回の展示は、最初に述べたとおり、一読者の個人的
な蒐集品をお借りし、それを中心にして展開しています。
ですから、とても二賞の全てを網羅することはできません
が、特に作品が充実している作家を見てゆくことで、芥川
賞・直木賞それぞれを探ってゆければと思います。

昭和32年上期にあたる、第37回の芥川賞受賞は、菊
村到の「
硫黄島」でした。この「硫黄島」は、大平洋戦争が
背景に織り込まれており、どことなく重たい感じがします
が、内容そのものは、しっかりとした作品です。作者の菊
村到は、本名戸川雄次郎といい、兄は政治評論家の故
戸川猪佐武、父は作家の故戸川貞雄です。昭和23年
に、早稲田大学文学部英文科を卒業した菊池到は、読
売新聞社に入社し、社会部・
文化部で活躍をしました。そ
の後、昭和32年に、「不法所持」で文学界新人賞も受賞
し、以後は推理小説を中心とした文筆活動に専念しま
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開催期間：2000年７月１日(土)〜７月３０日(日)

す。菊村到といえば、官能サスペンスの作家、という印象
が強い方も多いと思いますが、彼が官能サスペンスを中
心に執筆したのは、晩年のことです。没年は平成11年の
4月3日、享年73歳でした。ここ数年、偉大な作家の訃報
が相次いでおり、残念に思うことしきりですが、菊村到もま
た、そのうちの一人として数え上げなければならない作家
でしょう。
芥川賞は、新聞・
雑誌に発表された純
文学の短編作品、と
いうのが選定の対象
となっています。今回
の展示のための資料
にあたって、菊村到
が受賞していると知っ
た時には、正直いっ
て、随分驚きました。
純文学という定義と、
菊村到という作家が、
どうしても結びつかな
かったのです。そし
て、長い間、直木賞
作家だという錯覚が
あったせいでもあると
思います。が、実際に
過去の受賞作や受賞
作家を見てみると、石
川達三・安部公房・
由
起しげ子らの、いかに
もとうなずける作家達
にまじって、五味康祐
や松本清張・宇野鴻
一郎らの名前もありま
した。そして思ったこ
とが、芥川賞は、自分
で考えている程には、

とっつきにくいものではないのかもしれない、という事で
す。実際に、受賞作家に名を連ねている作家は、受賞作

ではなくても、面白いと思
って読んだ事がある作家
も多くありました。 芥川賞
と聞くと、 純文学 という
定義付けもあり、なんとな
く『敷 居 が 高
い』『難解』と
いうイメージ
が先に立っ
て、ゆっくりと
時間のある時
に、などとつ
い敬遠しがち
です。この理
由 に は 、芥
川龍之介を
筆頭に、 学
校の教科書
に教材とし
て使われる機
会が多いこ
とで、純文学
→学校→勉
強・・・という連想が、無意識の内に働いているのかもしれ
ませんが、根本的に 純文学＝難解 という図式自体が、
成り立たないのかもしれません。
一方、昭和26年上期、第25回の直木賞受賞は、源氏
鶏太の「英語やさん」他、でした。昭和9年に処女作を上
梓した源
氏 鶏 太
は、本名
田中富雄
といい、富
山県の出
身です。
軽妙な語
り口 の 文
章と、サラ
リーマン小
説の第一
人者、とい
うことで活
躍をした作家です。彼が活躍したのは、ちょうど高度経済
成長へと向かってゆく時代であり、社会の中でも、また人
々の生活のなかでも会社が中心となってゆく、そんな時
代を感じさてくれます。また、第25回の直木賞を受賞する
前にも、何度か候補に作品があがっており、実際に受賞
したときは、やっと、という感じだったのかもしれません。
享年は73歳。明治の晩年に生を受けた源氏鶏太は、平
成まであと少しという、昭和60年の9月12日に、生涯を終
えました。
直木賞の選定基準は、大衆文芸作品の短編・長編で、
新聞・雑誌に掲載されたもの、及び単行本として上梓され

たものと
なりま
す 。ま
た 、源
氏鶏太
の例を
見ると
分かる
ように、
大 衆
文芸作
品 とい
うこと
で、まさにその時代を担うような作家の受賞も多くみうけら
れます。また、受賞作家の幅も広く、エッセイや、ノンフィ
クションなどの雰囲気の作品もあります。ただ、やはり大
衆文芸の宿命なのか、すでに文学の歴史のなかに埋没
してしまって、今では名前も作品もほとんどといっていい
ほど知られていない作家も、たくさんいます。私自身、江
崎誠致や、有馬頼義など、今回の資料をあたって、初め
て目にした
作家もたくさ
んいました。
これは、芥
川賞でもある
ことですが、
や は り直 木
賞 の ほ う
が、その傾
向が強いよ
うに思われま
す。現在の
出版業界
は、年間数
万 冊 という
大量の新刊
が出版され
ています。
そのため、
絶版になるものも多
く、どんなに良質の作
品であっても、また一
世を風靡した作家で
あっても、いつの間に
か、消えてゆくことは、
珍しいことではありま
せん。しかし、これは本を愛し、読書を喜びとする人たち

にとっては、とても残念なこと
でもあります。
今回の展示品のなかには、
単行本はいうに及ばず、文庫
としてもすでに絶版となって久
しいものも、たくさんあります。
今回(第123回)の両賞の受賞
を楽しむとともに、過去の作品
と触れあい、新たなる作家や
本との出会いが皆様に訪れる
なら、古本屋の店員として、ま
た、本の好きな一読者として
も、これほど嬉しいことはありま
せん。
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