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『記憶のほとり』
ミーヨン!［著、写真］

（松柏社）
"#$%&円（税込）

『目で見ることばで話をさせて』
アン・クレア・レゾット !［著］
／横山!和江!［訳］（岩波書店）
価格：'#("&円（税込）

『キャスリーンとフランク』
クリストファー・イシャウッド
［著］／横山!貞子!［訳］（新潮
社）
価格：)#($&円（税込）

『夏』
アリ・スミス!［著］／木原!善彦
［訳］（新潮社）
価格：'#*)&円（税込）

『記憶のほとり』
ミーヨン!［著、写真］
松柏社
文学／日本文学、評論、随筆、その他
$*%+**)+&'%*&

'&'',&*,&*

"#$%&円（税込）
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目のよさが現れでる澄み渡った文体
［レビュアー］!大竹昭子（作家）

　パリに留学した後、故郷のソウルにもどらず、日本に来て日本語で文章を書きだしたという変わった経歴
をもつ著者の五冊目の著作だ。メモワールのような七つの物語には、写真家としても活躍する彼女の手に成
る写真が随所に挟み込まれている。淡くて揺らぎに満ちた、記憶そのもののように不確かな像の数々。

　最初の「カモメの記憶」では高校二年のとき、クラスメート七人と行った泊まりがけの旅が描かれる。電
気の通っていない宿で二本の蝋燭で過ごした夜。蝋燭が尽きると本物の闇に仲間の声だけが飛び交い、彼女
たちはこんな声をしていたのか、と姿を見慣れていた七人の声音に新鮮な驚きを覚える。

　記憶とは「なにものにも邪魔されない別の次元に住み処をかまえ、いつまでも生きつづける」ものだ。し
かもその「住み処」は不動ではなく時間の変化を受けるが、その揺らぎやすい領域を感情によらずに視覚を
動員して辿っていく。文章にはおのずと目のよさが現れでる。憶えていることを書くというより、書くこと
により視覚を覚醒させていくような文章は、読む者にも同じ効果をもたらし、シーンを鮮やかに浮かびあが
らせる。

「夜を照らす光」は人里離れた竹山のふもとに独りで暮らすしんさんを、満月の夜に訪ねる話だ。各駅停車
の列車でむかう道行きがゆっくりした筆致で描かれ、幽玄の境地に誘われる。目立ったことが何も起こらな
くても、眼差しが描写されるとそのまま物語になっていく。澄み渡った文体の力でもある。

「トゥールの国際寮」はフランス留学時代に同じ寮に暮らしたイラン人と台湾人の仲間の当時とその後が描
かれるが、人のなかを通過する「時間」が主人公のような不思議な余韻を与える。

　細く見えても勁くてちぎれない糸のような文章。「見る」「感じる」「考える」が、時間をかけて丁寧に
より合わされた成果だ。
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株式会社新潮社「週刊新潮」のご案内

344.5,,66678390:3-83;7:-7<.,83=>;08390:3-,

'&"?年に創刊?&周年を迎える「週刊新潮」。数々のスクープを連発し
社会に衝撃を与え続ける総合週刊誌です。
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プロフィール

大竹昭子（作家）
おおたけあきこ!"$)&年東京生まれ。作家。小説、エッセイ、批評など、ジャンルを横断して執筆。小説
に『図鑑少年』『随時見学可』『鼠京トーキョー』、写真関係に『彼らが写真を手にした切実さを』『ニ
ューヨーク"$%&』『出来事と写真』（共著）など。朝日新聞書評委員。朗読イベント「カタリココ」を
開催中。!［→］大竹昭子のカタリココ

対象書籍

関連記事
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「大竹昭子」その他のレビュー

起伏ある人生が心を捉える作家　その筆致はリズミカルだが――! ! 3
大竹昭子（作家）! 提供：!新潮社!週刊新潮

内戦後のレバノンを彩る　多弁で朗らかな食卓の情景たち! ! 8
大竹昭子（作家）! 提供：!新潮社!週刊新潮

写真はわからない　撮る・読む・伝える──「体験的」写真論　小林紀晴QきせいR著! ! 1
大竹昭子（作家）! 提供：!中日新聞!東京新聞

ジャンル「文学・評論」のレビュー

破滅的なるも気高く美しき母を支える少年、自伝的な愛の物語! ! 0
小橋めぐみ（女優）! 提供：!新潮社!週刊新潮

「怪物」「博士」「鈍重」は誤解だった　S彼Tの胸打つ言葉を雅なる原作で! ! 0
吉川美代子（アナウンサー・京都産業大学客員教授）! 提供：!新潮社!週刊新潮

『夜の少年』ローラン・プティマンジャン著、松本百合子訳 ! ! 0
産経新聞社! 提供：!産経新聞

ジャンル「海外の小説・詩集」のレビュー

破滅的なるも気高く美しき母を支える少年、自伝的な愛の物語! ! 0
小橋めぐみ（女優）! 提供：!新潮社!週刊新潮

「怪物」「博士」「鈍重」は誤解だった　S彼Tの胸打つ言葉を雅なる原作で! ! 0
吉川美代子（アナウンサー・京都産業大学客員教授）! 提供：!新潮社!週刊新潮

『夜の少年』ローラン・プティマンジャン著、松本百合子訳 ! ! 0
産経新聞社! 提供：!産経新聞

あわせて読みたい本

注目レビュー

『集団浅慮　（原題）
!"#$%&'()*　政策決
定と大失敗の心理学的研
究』アーヴィング・Ｌ・
ジャニス著（新曜社）
牧野邦昭（経済学者・慶応大教
授）
『集団浅慮』!アーヴィング・ジャニス
［著］／細江!達郎［訳］（新曜社）

!""#$!%&'をフォローする

アクセスランキング

本よみうり堂$注目レビュー

『ふんどしニッポン』井上章一著
（朝日新書）
鵜飼哲夫（読売新聞編集委員）
『ふんどしニッポン　下着をめぐる魂の風俗
史』!（朝日新聞出版）

産経新聞$注目レビュー

『偉人メシ伝　「天才」は何を食
べて「成功」したのか？』真山知
幸著
産経新聞社
『偉人メシ伝』!（笠間書院）

中日新聞$東京新聞$注目レビュー

＜書評＞『私と街たち（ほぼ自
伝）』吉本ばなな$著
中江有里（女優・作家）
『私と街たち（ほぼ自伝）』!（河出書房新
社）

連載

高橋海人出演「ア
キラとあきら」原
作は必読！　映画
では描かれなかっ
た登場人物の背景
と葛藤を味わう
2022/08/31
大矢博子　ジャニ読
みブックガイド

(マッソ加納が明かす親友・フ
ワちゃんの素顔「何かを失った
人間の中で、一番最強だった」
2022/08/26

行儀は悪いが天気は良い

新聞社レビュー一覧（社名)*音順）

レビュー

人気レビュアー

ニュース

イベント

映像化

文学賞・賞

リリース

特集・インタビュー

対談・鼎談

インタビュー

イベント

近日開催のイベント

ランキング

アクセスランキング

コメント数ランキング

レビューの多い本

参加会社一覧（社名)&音順）

!

1-->!1;0Aとは？

1-->!1;0Aへの参加をご検討の出版社さまへ

著作権・リンクについて

ご購入・書誌情報について

免責事項

プライバシーポリシー

お問い合わせ

運営会社：株式会社新潮社

U1Vマークは、この電子書店・電子書籍配信サービス
が、著作権者からコンテンツ使用許諾を得た正規版配信
サービスであることを示す登録商標（登録番号第
?&$"*"(号）です。U1Vマークを掲示しているサービス
の一覧はこちら

W-.P@9A34QWRDXYZWXHDXU!U[[!I9A348!I/8/@\/M7!すべての画像・データについて無断転用・無断転載を禁じます。

レビュー ニュース 特集・インタビュー イベント ランキング 連載 コミックエッセイ !"#$!"#

新聞・出版社の書評まとめ読み！読書家のための本の総合情報サイト
]!記事掲載をご希望の方

書名、著者名、キーワードで探す
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新潮社!週刊新潮 !［レビュー］ !（海外の小説・詩集） !! 2

レビュー

 
いいね！ 22

著者 ：
出版社 ：
ジャンル ：
YD1Z ：
発売日 ：
価格 ：

 
いいね！ 22

著者・出版社：

価格：

文章の渦中にしかない興奮と
悦び

『文体の舵をとれ　ル＝グウ
ィンの小説教室』

父のビスコ　平松洋子著 星野道夫がいま人を惹きつけ
るのはなぜか

登録要らない「自宅の価値が
分かるサイト」でまさかの金
額が判明
FIQZ^^データスマートソーシングR

誰にもバレずにこっそり自宅
の価値を調べられるサイトが
すげぇ！
FIQZ^^データスマートソーシングR

【!"!!年】外壁・屋根リフ
ォームで助成金をもらう#つ
の条件
FIQ株式会社D.///R

「コンビニだけはカードで払
う」　理由に納得。

FIQクレカZU_YR

" 一覧を見る

" 一覧を見る

" 一覧を見る

レビュー ニュース

*+歳U_女優、%'歳デリヘル嬢`
「高齢者風俗嬢」の真実

英国で「末席」を用意された天皇
陛下を「最前列」に呼び寄せた人
物とは？　天皇陛下が尊敬される
理由

島田紳助の芸能界引退は何が理由
だったのか？　今こそ知っておき
たい「暴力団」

「人の肉体は最後にはこうなるの
だ」　死の裏方を知る「仕事師」
たち

「'&&&万円の損失を(日続けて出し
たときは本当に死にそうでした」
総資産+億円が目前の桐谷広人が語
ったどん底体験

" ランキングを見る

" 一覧を見る

ネット書店で購入する ▼

ネット書店で購入する ▼

ネット書店で購入する ▼
ネット書店で購入する ▼

ネット書店で購入する ▼
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