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マラマッドの短編「顧客」をめぐる私の作品解釈

─抒情的忘己利他を中心として─

岡　田　春　馬

　筆者は、バーナード・マラマッド（Bernard Malamud, 1914－ 86）の「顧客」（“Steady 

Customer”1943）という短編の作品解釈を通じて、彼独特の抒情的忘己利他のテ

ーマが、いかに展開されているかを、作品からの具体例をもとに検証してみたい

と思う。

１．アイリーンの死

　レストランのウェイトレスであるグレーシー（Gracie）とクララ（Clara）が、

午前 10時 30分に、仕事にやって来た時、レストランのシェフであり、オーナー

でもあるモルンドーフ（Mollendorf）から、悲報を聞かされた。その内容は、グ

レーシーの親友で、ウェイトレスでもあったアイリーン（Eileen）が、病院で

〈胆
たんのう

嚢の手術〉（“gallbladder operation”）を受けた後、死んだということだった。

それからというもの、グレーシーとクララは泣きっ通しで、目は赤く腫れ上がっ

ていた。昼食時間が終って、レストランの仕事が一段落すると、２人はレストラ

ンの奥の壁に掛かっている鏡の前のベンチに腰かけて、アイリーンが受け持って

いた、もっとも現在は誰も坐っていない、がらんとしたテーブルを悲しそうに眺

めたかと思うと、また、泣き始めた。

　午後４時、夕食担当の２人のウェイトレスが到着すると、グレーシーとクララ

は、彼らに、アイリーンが突然死んだことを話した。すると、また、みんな泣き

始めた。

　年輩のウェイトレスのメアリー（Mary）が〈あの子はまだ 28才だったのにね。
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可愛想なことをしたわね〉（“She was only twenty-eight,”...）と言った時、ウェイ

トレス達は、病院にいるアイリーンのことを考えると、悲しみがこみ上げてきて、

一層激しく泣くのだった。

　午後４時 15分になると、レストランのオーナーであるモルンドーフがエプロ

ンをかけ、シェフの帽子をかぶって、調理場から出て来た。彼は、レストランの

経営者という立場上、ウェイトレス達に悲しみを堪
こら

えて、夕食をとりにやって来

る客のために、ちゃんと夕食の用意をするようにと指示した。モルンドーフは客

達への優しい配慮から、泣いているウェイトレスに食事を出してもらうことは、

客達にとって好ましくないことであると考えた。

　ところで、モルンドーフはウェイトレス達に向って、〈今晩は、君達のうち

の誰かに、アイリーンの持ち場をやってもらえるかね〉（“Which one of you girls 

wants to serve Eileen's station tonight ?”p.39）と尋ねる。このような問いかけに対

しては、誰１人として答える者はいなかった。そこで、モルンドーフは、今晩ア

イリーンの代りを勤めてくれた者には、以後もずーっとやってもらうことにする

と提案する。なぜならば、アイリーンの持場はレストランで一番良い持場であっ

たからだ。つまり、〈いつも一晩で、少くとも、１ドル以上にはなるおいしい〉（“good 

for at least a dollar each night,”p.40）持場であったからだ。ウェイトレス達はみん

なこのことを知っているのにもかかわらず、誰１人として名乗り出る者はいなか

った。

　この時、４人のウェイトレスがモルンドーフに言った返事は、次の通である。

親友の誼
よし

みをもって引き受けてくれんかとの、モルンドーフからのたっての誘い

に対して、グレーシーは〈結構です。私には、そんなこと、本当に、とてもでき

ません〉（“No, please, no, Mr. Mollendorf, Honest, I couldn't.”p.40）と真心から答える。

　次に、クララに対して、モルンドーフが余分に少しばかりお金が儲かるのだ

が、やってくれないかと誘いをかけても、〈モルンドーフさん、結構です〉（“No 

thanks, Mollendorf.”p.40）とにべもなく断る。今度は、モルンドーフはメアリー

に問いかけると、彼女もまた実にあっさりと〈結構です〉（“No, sir.”p.40）と答

える。また、モルンドーフがエルシーに尋ねると、これまた、にべもなく〈いえ、

結構です〉（“No, thank you.”p.40）と答える。
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　ここで、従来から店にいる４人のウェイトレスから拒絶されたとあって、悄然

と肩をすくめ、〈斡旋所〉（“agency”p.40）に頼んで、１人寄こしてもらい、い

ちばんおいしい持場をやらせることも、致し方ないと言い、４人のウェイトレ

ス達の決断を促す。さりとして、４人のウェイトレスは、いずれも、いつでも店

で働けるばかりの服装をしていたが、みんな黙りこくっていた。それに、ウェイ

トレス達はみんな、アイリーンの死を悲しんで、〈おびえた〉（“frightened”p.40）

表情をしていたので、モルンドーフ自身、彼女らの心情に同情した。モルンドー

フはオーナーであるから、現実問題として、店の経営を考えねばならず、傷心と

同情の板挟みにあって、悩み苦しんだ。そこで、モルンドーフはウェイトレス達

の悲しい心情を考慮して〈ようし分かった、みんな、めそめそするなよ。俺も悲

しいんだ。何しろ、あの子は、とても、とてもすばらしく、いい子だったし、そ

れに、まだ、28才という若さでもあった〉（“Okay, girls,”...“don't worry. I'm hurt 

too. She was a very fi ne person, very fi ne, and only twenty-eight years.”p.40）と言って、

彼らの気持ちに同調する。モルンドーフは手の裏で涙をぬぐって、店の奥にある

台所に姿を消して行った。このような、モルンドーフの言動をまのあたりにしな

がらも、メアリーの目は厳しい。つまり、彼女は〈あの人は、大して悲しんでな

んかいやあしないわよ〉（“He ain't so bad, ”p.40）と言って、モルンドーフの冷

たい心を非難する。このようなメアリーの非難に対しては、他のウェイトレス達

も同調する。このように、ウェイトレス達が、モルンドーフの真意を誤解したの

は、アイリーンの死に対する悲しみによって、感情的に混乱していたからである。

２．グレーシーの提案

　アイリーンの顧客が店に入って来た時、その応対は新入りのウェイトレスに任

かせず、彼女自身がやると主張する。この提案には、クララも同意する。

　午後５時 30分に、斡旋所から紹介された、新しいウェイトレスが来た。新し

く来たウェイトレスの名前はローズ（Rose）であった。グレーシーは直ちに、ロ

ーズに、アイリーンの手術による死について、詳細に説明する。すると、その瞬間、

ローズの胸に、アイリーンに対する深い憐憫と同情の念がこみあげ、〈私、それ
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を聞いて、とても悲しい。本当に、悲しい。私、死んだ人のお陰で、金持ちな

んかになりたくないわ〉（“I'm very sorry to hear that,”said Rose,“truly I am. I don't 

want to enrich myself on the dead.”p.41）と言う。グレーシーもローズに同調して〈そ

りゃ、誰だってそうよ〉（“No, nobody does.”p.40）と言って、何とかして、ロー

ズに引き受けさせようとする。が、ローズは頑として自説を曲げず〈他の人な

らいざ知らず、すくなくとも、私は、絶対にいやだわ〉（“Leastways not I.”p.41）

ときっぱり答える。

　そこで、グレーシーはローズに対して、アイリーンの顧客のことを詳しく説明

した後、妥協案を出す。アイリーンの顧客が入って来た時には、給仕の役はグレ

ーシーに任かせてくれないかと提案する。この提案に、ローズは快く賛成する。

ローズの物分かりの良さは、次の言葉で分かる。

　“I understand perfectly, Rose said. Anything I can do, I will gladly do it.”　　　（p.41）

　〈よく分かりました。私にできることなら、どんなことだって、喜んでやりま

すわよ〉とローズは言った。

　ここで、ローズは、グレーシーに、アイリーンと顧客とは恋人同志の関係だっ

たのかと尋ねる。この質問に対する、グレーシーの答えによって、二人の関係が

いかに親密な愛情で結ばれていたかが分かる。つまり、二人は、まさに、以心伝

心の関係にあった。さすが、アイリーンの親友だけあって、グレーシーの答えは、

大変こまやかな点に触れている。これを引用で示すと、下記の通りである。

　“Well─ not exactly, but they woulda soon. He's been coming here every night for the 

past two years and he always sits at Eileen's table. She knew exactly what he wanted. All 

he does is give the meat order, everything else is the same. First, he has fruit cup, then 

green-pea soup with croutons or vegetable soup─ it's all according what we've serving

─ then he has his meat order-medium, with string beans and mashed potatoes, and then 

homemade apple pie or blueberry pie, if blueberries are in season, and coffee with two 
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creams, because he likes it light, Eileen knew exactly what he wanted, He didn't have to 

say two words.” （p.41）

　「そうねぇ、必ずしも恋人同志という関係ではないけど、いずれ、そうなるで

しょう。その方は、ここ２年というもの、ずっと毎晩このレストランにやって来

ては、いつもきまって、アイリーンの受持ちのテーブルに坐るんです。アイリー

ンは、その方の注文するものは、全部正確に知っているんです。だから、あの方

がする唯一のことと言えば、それは肉の焼き方の注文を言う位で、その他のもの

は、まったく、いつも通りなんです。あの方が最初に注文するのは、フルーツカ

ップ、その次には、クルトンを浮かしたグリーンピーススープ、あるいは、野菜

スープなんです。それらは全部、私達が差し出す順序と全く同じなんです。それ

から、肉の焼き方の注文をするんです。焼き方はミーディアムで、さやまめとマ

ッシュドポテト、それから、ホームメイドのアップルパイ、あるいは、もしもブ

ルーベリーが旬であれば、ブルーベリーパイといった順序なんです。最後には、

２杯のクリーム入りのコーヒーを注文なさるんです。というのは、その方は、ク

リームがたっぷり入った、薄い色のコーヒーが好きなんだからです。アイリーン

は、その方の好きなものは、何でもすっかり分かっているので、その方は二言と

話す必要はなかったんですのよ。」

　このようなグレーシーの説明を聞いた時、ローズは〈その方、きっと、心底

から、彼女と気心が通じあっていたのに違いないわね〉（“He musta been used to 

her.”p.41）と言うと、グレーシーは、更に、説明を続ける。

　“Yeah, and he liked her. At fi rst he was shy and didn't talk to her much, but after about 

fi ve or six months she sorta won him around with her smile and her nice ways and he 

began to talk to her. Eileen always said he was very smart.”（p.41）

　「もちろんよ。あの方はアイリーンのことが好きだった。最初のうち、あの方

ははずかしがっていたせいか、余り彼女に話しかけませんでした。しかし、５、
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６ヵ月も経つと、アイリーンは持ち前の微笑と仕草、態度によって、あの方の気

持ちをいくらかひきつけることに成功した。それで、彼はアイリーンに話しかけ

るようになり始めた。アイリーンはいつも、あの方はとても頭のいい方だと言っ

てました。」

　このように、グレーシーは、アイリーンと顧客との、真情交流による恋愛関係

を確信していたので、アイリーンの死は、顧客の心に大きなショックを与え、悲

嘆のどん底に突き落すことになると確信していた。感傷に耽っていたローズは、

もちろん、グレーシーの考え方に同調した。

３．グレーシーの対策

　グレーシーは、アイリーンの恋人を迎える対策を具体的に考える。

　まず、グレーシーはローズを他の３人のウェイトレスに紹介したり、アイリー

ンの持ち場に案内した。グレーシーは〈恋人はいつもここに坐るのよと、壁沿い

の第３のテーブルを指差して説明する。更に、恋人は痩せていて、いくぶん金髪

で、しかも、いつも「世界電報」（World-Telegram）という新聞を読んでいるから、

一目ですぐ分かると説明する。そこで、ローズは、その恋人が来たら、すぐにグ

レーシーに知らせるということで、２人の取り決めが成立する。

　ここで、恋人が来るまでには、若干の時間的余裕があった。従って、この時間

を利用して、４人のウェイトレス達は、ローズに、アイリーンの人柄とか、身の

上話を聞かせる。こういったことの裏には、ローズに積極的に協力させようとい

う狙いがあった。この時、ウェイトレス達がローズに話したことの内容は、次の

通りである。

　They told Rose stories of Eilecn's goodness─ how she never got married because she 

was supporting her old mother, whom her two married brothers had neglected, and how 

pretty and good-natured she was, never getting angry at a girl who cut in ahead of her in 

the kitchen, and how she was always smiling so that every one liked her. （p.42）
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　「４人のウェイトレス達はローズに、アイリーンのいい所を、いろいろと話し

た。例えば、あの子は、年老いた母親の面倒を見ていたために、結婚できなかっ

た。というのは、結婚していた２人の兄達が面倒を見る義務を怠ったからだ。あ

の子は、とても可愛いくて、実に気立てのいい、優しい性格だったので、台所で、

あの子より先に割り込んできた子に対しても、決して怒ったりするようなことは

なかった。」

　ローズはグレーシーから、アイリーンの恋人がレストランに来るのは、大体

午後７時 30分頃だと聞いていたので、反射的に腕時計を見た。すると、すでに、

午後７時 50分だった。そこで、グレーシーは〈時たま、来ないこともあるのよ。

ひょっとしたら、今晩は雨のために来ないのかも知れないわね〉（“Sometimes he 

don't come in. Maybe on account of the rain he won't come in tonight,”... p.42）とも言

ったりした。ところが、ローズは〈その方には、ぜひ来てきただきたいわ〉（“I 

hope he does.”p.42）と言った。このように、ローズが積極的に意思表示をした

のには、アイリーンに対する憐憫と同情の念があったからだ。

　その後しばらくして、グレーシーが再び店に出ると、恋人の姿を見かけた。そ

の瞬間、グレーシーとローズの視線が合った。ローズは、その男が「世界電報」

という新聞を読んでいるのを確認したので、心得顔にほほえんだ。他のウェイト

レス達も、視線が交換し合った。いよいよ、雰囲気の緊張度が高まって行った。

　ここで、グレーシーはアイリーンの恋人に悲報を告げなければならぬ時期が到

来したことで、彼女自身、緊張感に包まれる。しかし、グレーシーは決然たる態

度で、事に臨む決意をする。グレーシーはアイリーンの受持ちのテーブルに坐っ

ている男の所に行って、一杯水をコップに注いだ。すると、男は新聞から顔を上

げた。男の目は薄ぼんやりとした、ブルーのような色をしていた。頭のてっぺん

部分の髪の毛は、かさかさしていて、薄くなっていた。男はグレーシーの顔を見

て、いささか驚いたような表情をした。グレーシーは、男がアイリーンがいない

のを不審に思って、彼女のことを尋ねたら、悲報について話そうと思い、一瞬身

構えた。他のウェイトレス達も仕事をしながらも、事の推移を見守った。男は長

い骨ばった指で顔を軽くこすりながら、いつも通りの注文をした。グレーシーは
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メニュを閉じて、しばらく、男がアイリーンのことを尋ねるのを待ったが、新聞

に目を落とした。グレーシーはがっかりした。男は再び、顔を上げた時、〈僕は、

何か悪いことでもしたんでしょうか〉（“Did I─ is something wrong? ”p.43）と言

った時には、グレーシーは〈いいえ〉（“No, sir.”p.42）と言ったきり、失望と落

胆と怒りの余り、深刻な顔をして、台所に駆け戻った。

４．メアリーとクララの反応

　グレーシーは男に、アイリーンの死に関する悲報を伝えた時の反応について、

メアリーとクララに話す。〈そう、あの男はアイリーンがいまどこにいるかを聞

きさえもしなかったわよ〉（“No, he didn't ever ask where she was.”p.43）とグレー

シーが言った時、メアリーはがっかりした顔をした。そして、彼女は〈おや、まあ、

何と薄情な男なんだろうね〉（“Oh.”p.43）と大声で叫んだ。クララは至って冷静で、

〈男という者は、みんな、あんなもんだね〉（“That's the way they are,”p.43）と言

う。メアリーは〈多分、あの男は、今晩はアイリーンが非番だと勘違いしている

のかも知れないわよ〉（“Maybe he thinks she's off tonight,”p.43）とも言う。しかし、

クララは〈この際は、男にはっきりと事実を伝え、その反応をしっかり見ること

にしようよ〉（“tell him outright and see what he says,”p.43）と断固たる態度で言う。

　そこで、グレーシーは早速、この提案を実戦する。グレーシーはバタつきの

パンとサラダとフルーツカップを持って行き、男の坐っているテーブルの上に置

いた。すると、男は新聞を下ろした。グレーシーが男に〈お客様〉（“Sir”p.43）

と言った時、男は顔を上げたが、その表情は〈ほとんど、おびえて〉（“almost 

frightened”p.43）いた。グレーシーは単刀直入に、アイリーンは病院で胆のう手

術を受けて死んだことを話す。その時、グレーシーはこみあげる感情を抑える

ことができなかった。彼女の口は歪み、涙が頬をつたって流れ落ちた。他のウ

ェイトレス達は、いよいよグレーシーが男に悲報を伝えたことを知って、男の表

情や態度の変化、および、どんなに悲しむのかを固
か た ず

唾を呑んで見守った。ところ

が、ウェイトレス達の期待は裏切られた。というのは、男は無言のまま、〈感情

を堪えて、のどをごくりとさせ、まごつき、いらいらした表情であたりを見渡し、
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他のテーブルをじっと眺める〉（“swallowed and was embarrassed, and he looked 

around nervously at the other tables.”p.43）のだった。それから、男は〈お気の毒

ですね〉（“I'm sorry.”p.44）と言ったが、その声は奇妙なほど、抑制されてはい

なかった。男は一言言うなり、新聞に視線を落とした。グレーシーは目をしばた

かせて、目から涙をはじき出し、唇をぎゅっと噛み締めて、その場を去った。

　仲間の所に帰って来たグレーシーは、男のいかにも薄情な言動に憤
ふんまん

懣やる方な

き思いに、怒り狂い、クララに向って、〈あんな男くたばりやがれだ。あんな男

なんか、くたばっちまえばいいんだ。かくなる上は、あんな男はくたばることを

望むのみだよ〉（“The hell with him,”...“The hell with him. I only hope he croaks.”

p.49）と言う。クララも激昂して〈あの男にとって、それが当然の報いというも

のだわ〉（“He deserves it,”p.44）と言う。

　そこで、グレーシーはローズを呼び寄せて、注文帳から、男の請求書を引きち

ぎって、あの男の無神経ぶりと言うか、冷酷ぶりには我慢できないから、自分の

代りに、あの男の所に持って行ってくれと頼む。

　グレーシー、メアリー、クララ、ローズ、エルシーなどの喋っていることが他

の者達にも伝わって行ったので、彼らは皿などいっぱい載せたお盆をもって、男

のテーブルのそばを通り過ぎる時には軽蔑的な眼差しで、男を眺めた。ローズが、

男が使ったフルーツ用の皿を取り去り、スープ皿を乱暴に置いた時でも、男はそ

の音には一向に気づいていないようにみえた。というのは、男の目は終始、新聞

に注がれていたからだ。男の、このような態度は、ウェイトレス達の誤解を産む

結果となった。というのは、ローズなどは〈この厚切りのステーキを無理矢理、

あの男の喉に突っこんでやりたい位だわ〉（“I'd like to ram this chopped steak down 

his steak,”p.44）と、烈しい口調で言ったからだ。

　このように、男に対する敵対感情が、レストラン全体に広まっていった。しか

し、その男は、実際には、ウェイトレス達の外面的観察に基づく推察とはまった

く逆で、アイリーンの突然の死を悲しみ、彼女の面影を懸命に追い求める誠実な

男であった。このことは、次の引用で分かる。

　Once, he glanced up and he saw the people looking at him. His eyes fell quickly, and 
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his hand trembled as he cut his meat. Then suddenly he wiped his lips and laid his napkin 

on the table. He picked up his check and took his hat and coat from the hook on the wall. 

His face was very white. He quickly paid his check and left. （p.44）

　「一度、男はちょっと見上げた。すると、レストランの中にいた人達が全部、

自分の方をじろじろと見ているのに気づいた。男の目は伏し目になった。また、

肉を切る時の手は震えた。その時、突然、男は口を拭いて、ナプキンをテーブル

の上に置いた。（男は）伝票をとり、壁の上の帽子、洋服かけから、帽子と外套

をとった。男の顔はまっさおだった。男はすばやく伝票を清算し、足早に店から

出て行った。」

　このように、男が食事半ばにして、早々と立ち去ったことによって、男がアイ

リーンの悲報によって、いかに精神的に動揺し、周章狼狽していたかが分かる。

この光景をまのあたりに目撃したウェイトレス達は、茫然自失の状態となった。

従って、ウェイトレス達は食事をお客様に配るのを中断して、思わず、身動きが

とれず、その場に立ちつくしてしまった。男が店から出て、戸が締まった時、ウ

ェイトレス達はやっと、汚れた皿を集めて、台所に運んだ。

　クララはメアリーに〈あんた、あの慌てっぷりを見た？〉（“Did you see that?”

p.44）と尋ねた。すると、メアリーは〈あの男、きっとアイリーンのことで気

分が悪くなり、吐き気を催したに違いないんだわ〉（“He must've felt sick about 

Eileen,”... p.44）と言った。ところが、グレーシーは、この点に関して誤解した。

というのは、グレーシーは〈多分、私達ウェイトレスが、あの男のことをどうい

う風に思っているかということがわかったからでしょうよ〉（“Maybe he saw how 

we felt about him, ...”p.44）と、的外れなことを言っているからだ。これは、グレ

ーシーがアイリーンの親友であるだけに、アイリーンの死を嘆き悲しむの余り、

動転し、男に対する憎悪の念で、頭がいっぱいであったためと想定される。

　これに対し、クララは、この点に関しては極めて冷静で、男の心の真実をずば

り突いたことを言う。これは、次の引用で分かる。
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　“No, I don't think so. I think Mary's right,”....“Some guys are like that. They don't 

talk much, but inside they eat their heart out.” （p.44）

　「いーや、私はそうは思わないわ。私はメアリーの言っていることが正しいと

思うわ。男というものは、そういうものなのよ。つまり、余り喋らないが、内心

では、悲嘆に暮れているのよ。」

　このクララの言葉は、冷静な観察と洞察に基いており、傾聴に値する。これに

対し、グレーシーは、アイリーンの親友であるが故に、男に対して激しい憎悪の

念によって、感覚的にバランスが欠如している。これは、上記のクララの言葉の

真意を正当に理解することができず、〈私には分からないわ〉（“I don't know,”... 

p.45）と言う言葉から分かる。このグレーシーの言葉は、クララやメアリーとの

感覚的亀裂を示すものとして重要だ。しかし、クララはアイリーンに対する、男

の誠実にして、かつ、真実の愛を確信していたので、グレーシーのために、こ

れだけは、ぜひとも、言っておかねばならぬと考えて、〈私はね、あの男の方は、

実際には、アイリーンのことを本当に、とても深く愛していたと確信しているの

よ〉（“I'm convinced,”...“I'm convinced he really and truly loved her.”p.45）と断言

する。

５．結論

　1943年に発表された、マラマッドの「顧客」という短編は、小品であるが、

なかなか読み応えのある名作である。

　この短編では、胆のうの手術がもとで、病院で死亡したアイリーンという 28

才のウェイトレスが、レストランのウェイトレス仲間の中で巻き起こす微妙な感

情の変化が、実に鋭く追求されている。

　この短編における一番の問題は、アイリーンに恋愛感情を抱いていた顧客の男

が、この悲報を聞いた時に、どういう反応を示すかに、ウェイトレス達の関心の

焦点がしぼられる。ウェイトレス達は、この顧客の男がアイリーンの悲報を知っ
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たならば、さぞや、深い悲しみに泣き崩れるであろうと想像していた。ところが、

予想に反して、男の外観からは、激しいショックを読みとることができずに、が

っかりする。

　しかし、クララは鋭敏にも、顧客の心の真実、つまり、アイリーンに対する真

実の愛を看破する。これは、アイリーンの親友であったグレーシーの誤解とは、

まったく対照的である。この点を、マラマッドは、ちょっとした男の仕草、動作

などによる、いわゆるエピファニーの手法を巧みに使って、読者に深い感銘を与

えることに成功している。また、作品全体に溢れる、忘己利他による抒情性が読

者の心を何とも言い知れぬ優しい真情で包みこんでしまう。ここらあたりに、マ

ラマッドの短編を読むことの醍醐味が痛感される。

　技巧的な面で、特に目立つのは、特定の時間設定によって、作品の雰囲気の中

に、緊張感を高め、読者にスリルと興奮を味わせたことである。

　既に触れた通り、作品自体は小品であるが、この小品の中に書かれている単語

は、どれ１つとして疎かにすることができない、つまり、それ相当の重要な意味

を担っている。従って、読者がうっかり読みすごすと、とんだ誤解をし、ひいて

は、作品解釈を誤ることにもなりかねないであろう。

　筆者は、この小品の作品解釈を書くことによって、何度か作品を読み返したし、

また、いくつかの単語の再検討を余儀なくされた。

　この短編はさーっと読めば、別に大したことのない、並みの作品のようだが、

仔細に読んでゆくと、作品内容の重厚さが、読者の胸の中にじわりじわりと応え

てくる感動の名作品である。

※テキストは The CompleteComplete Stories of Bernard Malamud （Farrar, Straus and Giroux, 

1997）に収録されているものを用いた。


