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玄関のドアが閉まる音がした。それは、まるで聞かれることを憚るような遠慮がちな物
音だった。吉岡淳一が居間の時計を見上げると、既に一時を回っていた。妻の遅い帰宅。
彼は不安をまだ消し去ることはできなかった。
手間取るはずはないと思うのに、なかなかドアに内鍵がかけられる様子はなかった。し
ばらくして靴を脱ぎ終えて、床を踏む足音が近づいてきた。そして、躊躇するようにノブ
がゆっくりと動いた。
居間に入ってきた優子は、ソファーに座っている淳一と顔を合わせると、小さな声で、
「ただいま」と声を掛けた。
「遅かったじゃないか」
押さえた語気の中に夫の怒りを感じたのか、優子は弁解するように言った。
「でも、今日は遅くなるって、断っておいたと思うけど・・」
彼女の目元が、酔いのためか赤らんでいた。
「二次会にも付き合ったのか」
「そう」
彼には、妻の帰宅が遅くなったことを、責める気持ちはなかった。彼女の勤める会社で
送別会を行うことは、もう何日か前に聞いていたことだったから。ただ、断っておいたか
らという理由で、携帯で連絡もしない彼女の態度に、彼は苛立ちを感じていたのだ。
「夕食は済んだんでしょ」
「ああ。帰りにファミレスに寄ってね」
「じゃあ、いいわね」
この時、淳一は、彼女が自分の方を見ようとしていないのに気がついた。はっきりと言
葉にすることはできないけれど、彼はそこに何か妻の秘密があるような気がした。
淳一が、妻の変化に気づいたのは、ちょうどひと月前の事だ。その頃、庭に春サザンカ
が咲き始めたのを覚えている。
その日の朝、会社が休日だったにも関わらず、優子は九時になると出勤の準備を始めて
いた。淳一は布団の中でその様子を見ていた。
「今日は、休みじゃなかったのか？」
「うん」
優子は化粧をしながら、こう続けた。
「新しい企画を任せられたのよ。その打ち合わせがあるの」
「じゃあ、君のほかにも誰か出勤するのか？」
「主任の秋山さん」
淳一は上半身を起こすと、優子の横顔を見つめた。口紅を引いている妻に、自分の見知
らぬ女の表情を感じたのはどうしてだろうか。
「二人きりでか？」
「そう」
妻の屈託のない答え方に、彼は逆に何かこだわりを感じた。名前しか知らない妻の上司
に嫉妬している自分を愚かしく思いながらも、彼は彼女に一言尋ねておきたくなった。
「休日出勤までして、打ち合わせておかなくてはいけないようなことがあるのか？」
「いやね。変な人」
彼女は、困惑したような表情を浮かべた。
「必要があるから、行くんでしょ」
身支度を整え終えると、優子は言った。
「昼過ぎに帰ってくるけど、昼食は一緒に外でとる方がいい。それとも、あなたの食べた
い物を買ってきますか」
彼の顔を覗き込むようにした妻の表情には、普段と同じ笑みが浮かんでいた。淳一の心
に、上司との仲を勘ぐっている自分を恥じる気持ちがわいた。彼は、苦笑いを浮かべた。

「慌てて帰ってくることないよ。でも、忘れなかったら、サンドイッチを頼む」
妻を送り出した後、彼は新聞に目を通したりテレビの番組を見たりしながら、時間を過
ごした。けれども、時間が無為に流れていくようで、彼の気分は次第に重くなっていった。
結婚して六年になるが、二人の間にはまだ子供がいない。新婚でもないのに、優子が側
にいない休日が、思いのほか退屈なものに感じられてならなかった。
セーターを着込んで、外に出てみると、庭にサザンカが咲いていた。何げない花の付き
方なので、これまで見過ごしていたのだろう。派手さはないが、ひっそりと咲くサザンカ
の様子に彼は目を惹かれた。庭にはサザンカの他に花はない。紅白の花をつけたサザンカ
が、彼の無聊を慰めてくれるような気がした。
淳一は薬品販売会社に勤めていたが、仕事を家庭に持ち込まない主義で、妻に自分がど
んなことをしているのか話したことはない。それは、彼女にしても同じだった。お互いに
相手の仕事には干渉しない。それが、二人の暗黙のルールになっていたはずだった。
「なのに、今日のおれは、優子の休日出勤が気になっている」
サザンカの花に手を触れながら、そんな愚痴を零している自分に気づいて、淳一は思わ
ず顔を歪めた。
優子が「工芸社」という美術工芸品を扱う会社に勤めたのは、彼らが結婚するよりも以
前のことだ。二人の勤めの間には接点がないので、彼女の仕事の内容については知識がな
かった。ただし、結婚式の時の彼女の上司の挨拶が、彼女の仕事ぶりを暗示していた。
「優子さんから、結婚するから会社を辞めたいという申し出があった時、正直言って当惑
しました。なぜなら、彼女の才能を惜しいと思ったからです。だから、必死で慰留しまし
た。仕事を続けられるようにしてほしいと」
背の高い中年の男だったが、
彼がお世辞で優子を褒めているのではないことは分かった。
あの時の男性なら今は五十を越えていると考えられる。そう考えると、今日一緒に仕事を
すると言っていた秋山は、おそらく彼とは別の人物なのだろう。三十代半ばになる自分と
同じくらいの年格好の男を思い描いて、淳一は、少し嫌な気分になった。日ごろ無関心を
装っているだけに、彼女の会社のことをあれこれと尋ねることは憚られ、何も言えなかっ
た。だが、秋山のことは聞いておくべきだったかもしれない。彼は、後悔していた。
昼過ぎには帰ると言う話だったが、優子の帰宅はその日の三時になった。淳一は、帰り
が遅かったことを詰るつもりでいたが、妻の平静な顔を見て、なぜかそのことを問い正す
ことができなくなった。
「仕事は順調に進みそうか？」
気持ちとは違うことを尋ねている自分に、
心の中で舌打ちしながら、
彼は妻を見つめた。
「ええ、何とか」
はっきりした話をしないうちに、
優子は慌ててキッチンに向かい、
皿を一枚持って来て、
テーブルの上に置いた。そして、手提げから袋を取り出して、中のサンドイッチを丁寧す
ぎると思われるほどきれいに並べ始めた。
「おなかすいたでしょ。サンドイッチつまんでて。飲み物は、コーヒーでいい？」
「ああ。君は、食べてきたのか」
「ごめんなさい。主任が食事をおごると言ってくれて。あなたのことを考えなかったわけ
じゃないけど、一緒に食べて来ました」
「そうか」
彼女はそそくさと立ち上がると、再びキッチンに向かった。しばらくすると、彼女は湯
気の上がっているコーヒーカップを一つ持ってきた。それをサンドイッチの皿の横に置く
と、彼女は服を着替えに隣室に入っていった。
その後ろ姿を見ているうちに、彼は不思議な感覚に捕らわれた。彼女の様子にどことな
くいつもとは違うものが感じられたのだ。そして、出掛けるときには分からなかったが、
彼女の着ているスーツに見覚えがなかった。
そのことを、普段着になって部屋に戻ってきた彼女に、彼は確かめてみたくなった。
「新しいスーツ、買ったんだね」

「うん、どう、似合ってた？」
それは、隠そうという意図は感じられないこだわりのない返事だった。
「襟が大きいし、それに、君がワインレッドが好きなんて、今まで知らなかったから」
「ちょっと気分を変えてみようと思って」
「新しい仕事に合わせてか」
優子は夫を見ながら、笑顔で頷いた。
彼女の休日出勤を黙認してしまったこの日を境に、彼女はかなり自由に振る舞うように
なった。淳一は、そう感じている。突然残業の連絡を寄越したり、休日の午前午後に関わ
らず家を空けたり、それまでになかったことがかなり平気で行われるようになった。身勝
手に感じられる妻の行動にクギを刺そうと思いもしたが、それが彼女から誤解されてしま
わないか心配で、結局彼は何も言えなかった。
淳一の隣で、優子は静かな寝息をたてている。酔いのせいもあるのか、布団に入るとす
ぐに、彼女は倒れるように眠りに落ちた。
妻の帰宅が一時を回った記憶は、これまでにない。二次会があっても、その日のうちに
帰宅するのがいつもだった。彼は、妻の横顔を見ながら、漠然とした不安を感じていた。
万一とは思うけれども、彼女が会社の誰かに好意を抱いているのではないか。仕事がで
きるという理由だけで、上司が、家庭のある女性社員に残業や休日出勤を求めてくるとは
考えにくかった。自分を辱めるような気分にはなるが、彼は妻の突然の変化に何か特別な
理由を考えたくなっている。不倫。馬鹿げたことだと思うが、頭に浮かんでくる言葉。
六年の結婚生活の中で、二人の間に、心ときめくような男と女の関係はもう成立しなく
なってるのかもしれない。だが、夫婦の間で馴染んできた部分も増え、習慣のようなもの
をお互いの中に育みながら、安心できる関係を築いてきたのだ。
それが、なぜか今壊れようとしているように思われる。理由も分からず、行き先不明の
列車の中に乗せられたように、今の彼はただ不安の中にいた。以前は互いを必要としてい
た二人なのに、今の妻の視線は芒洋としている。彼女の目に、淳一は見えているのか。彼
には「そうだ」と答える自信がなかった。
それから、三週間後のことだった。
机上の電話が鳴った時、淳一にはそれが妻からのものかもしれないという予感のような
ものがあった。会社にいる以上、取引先の薬品会社や病院からの連絡だと考える方が普通
なのに、そう考えなかったのは、その時優子のことが頭にあったからに外ならない。
「はい。Ｋ薬品販売の吉岡ですが」
「わたし。優子です」
少し聞き取りにくい感じはあったが、思った通り妻の声が受話器から聞こえてきた。
「ちょっと伝えたいことがあって」
「どうしたんだい。急用か？」
すると、彼女の返事がやや遅れた。背後に、アナウンスの声が流れているようだった。
「今ね、駅の待合室にいるの。今朝、伝えようとしたのだけど、でも、言い出せなくて」
「何か言いにくいことか」
平静を装いたいが、淳一の口調はもう尖っているのかもしれない。
「実は、主任から出張を頼まれていたの。今度陶器展の計画があって。それで、黒楽に興
味を持っているクライアントの依頼で、新しい作家を発掘してきてほしいって」
「くろらく・・」
焼き物の知識など皆無の淳一にとっては、彼女の言うことは理解できなかった。仕事の
内容よりも、彼女が口にした出張という言葉の方が気になった。慌てて腕時計をのぞき込
むと、十一時を回るところだった。
「もう昼近くじゃないか。どこまで出張するんだ。そんなことを、急に言われても・・」
言葉に詰まりながら、淳一は優子を非難した。彼は、自分の感情を押さえられなかった。
「本当にごめんなさい。今朝、言おうと思っていたのよ。でも・・」

彼女の「でも」に続く言葉は、淳一にも理解できた。妻が話そうとしても、慌ただしく
家を飛び出してきた彼には、彼女の話を聞く余裕はなかったのだ。それを言いたいのだ。
「わかったよ。それで、どこに、何日間行っているんだ」
「京都に、一週間。場合によったら、もう少し伸びるかもしれない」
思わずあげそうになった声を、彼は辛うじて押さえた。室内には同僚がいて、彼らには
電話の内容を知られたくなかった。
はっきりとは分からないが、仕事の内容から言えば、一週間の出張は仕方のないことな
のかもしれない。彼はそう思おうとした。だが、どうして、彼女は長期の出張のことを直
前まで黙っていようとしたのだろうか。
「でも、連休の前には必ずうちに戻ります」
淳一は、彼女の言葉から、今が四月半ばであることを思い出した。妻が言いたいのは、
会社の仕事を優先させるが、連休には二人で過ごすという意味なのか。淳一は、彼女の良
心を信じたいと思った。
「一週間分の荷物の準備は？」
「大丈夫。用意してありますから」
それにしても、妻が京都行きの準備をしていたことに、彼は全く気が付かなかった。夫
に知られないように注意しながら、着々と計画を進めていたような気がして、淳一はその
ことにショックを覚えた。
「以前から決まっていたことなんだろう」
行くなと言いたい自分を感じながら、彼は彼女にそう尋ねていた。
「ええ・・。急に、こんなこと言い出して、あなた、怒っているでしょうね」
「まあ・・」
「新幹線に乗る前に、ちゃんと言っておこうと思って。本当にごめんなさい」
淳一には、連絡が遅れたことに対して妻が謝罪しているのか、それとも別の意味でそう
言っているのか理解できなかった。
「じゃあ、京都に着いたら電話をしてくれ。仕事が終わってからでいいから」
受話器を置くと、彼は急に脱力感に襲われて、ため息をついた。本当は何日も前から分
かっていたのに、出張が告げられなかった理由を、彼女は今朝の出来事のせいにしようと
している。彼は憂鬱な気分に陥っていた。
朝食のテーブルの上に、トーストの皿とハムエッグの皿、それにコーヒーカップが、向
かい合わせに二人分のっていた。それを見て、淳一は意外な思いに捕らわれた。
妻は、いつも、朝食は淳一の好みに合わせて、ご飯とみそ汁を用意してくれる。ところ
が、その日に限ってトーストにかわっていた。彼はそのことに戸惑ったのである。
怪訝そうな夫の表情を見て、優子はパンをかじりながら説明した。
「本当のことを言うと、わたし、みそ汁って苦手なの」
「朝はトーストの方がいいってことか？」
「そう。みそ汁を時にはやめてもいいでしょ」
何かを宣言するといったような大袈裟なものではなかったが、彼女の半ば決定済という
ような言い方が、彼の自尊心を傷つけた。
「でも、どうして今ごろ、そんなことを？」
不満そうな夫の反応が彼女の予想と違っていたのか、優子はばつの悪そうな表情を作っ
て淳一を見た。ハムの上に乗せてあった目玉焼きは半熟で、それをフォークの先で壊しな
がら、彼女は独り言のように言った。
「ちょっと、考えてみようかなと思って」
「いったい何を」
含むような妻の言い方が気になって、彼は彼女を凝視した。そんな夫の視線を避けなが
ら、彼女はこう呟いた。
「今までは、他の何よりもあなたのことを優先してきたの。それが一番だと思って」
優子は、自分に言い含めるように一つ頷くと、言葉を続けた。

「でも、この頃ふっと本当にこれでいいのかなって考えてしまう。自分のやりたかったこ
とは、何だったのか。こうしてあなたの妻として生きるだけなのかって・・」
淳一は、はっとした。そして、今彼女の心の中にあるものと対峙することが、なぜかひ
どく恐ろしく思われた。
「でも、それは、ただの我がままなのかな」
最後は、こんなふうに冗談に紛らせて、優子は夫に言った。彼女の口元には笑みが浮か
んでいた。だが、淳一は、彼女の目の中に逆に切羽詰まった色があるのを見て取った。
妻が、和食を作ることに飽き、朝食を洋食にかえたいのなら、それは我慢できないこと
ではない。トーストが何日か続いたところで、文句を言うほどのことではなかったから。
淳一が拘っているのは、
夫のことを考えたくないとでも言いたそうな妻の話の内容だった。
トーストを口にしながら、淳一は朝刊を見ていた。だが、新聞の記事を目で追っている
つもりが、それとは違うことを考えていた。
妻が、仕事に専念し始めたことと、自分の好みをはっきり言い始めたことの間には、何
か共通するものが隠されているような気がする。それは、もう何度も彼が反芻してきたこ
とと関係があるのではないか。
「まあ、君の好きなようにしてみれば」
自分では冷静でいるつもりだったが、彼の言い方は、妻を突き放しているような語調に
なっていた。
朝食の後、気まずい思いが残った。優子の方を窺うと、何かを言いたそうにしている様
子が見えた。淳一は、卑怯かもしれないと思いながらも、わざとそれを無視した。
玄関に立ち、優子の困惑したような表情を目にした時も、彼はまだ冷静になれない自分
を感じていた。自分が好きなように振る舞うことで、俺を傷つけていることを分かってい
るのか。声に出してそう言いたかった。けれども、そうする代わりに、淳一は彼女の手か
らカバンを受け取ると、黙って家を出た。
これが、その朝、彼らに起こった事だった。
帰宅して、優子が帰っていないことを確かめると、淳一は、自分が微妙な状況に追い込
まれていることを意識した。
妻が仕事のために京都までいったことに不安を覚えているが、
それはただの杞憂だろうか。
スーツから普段着に着替えて、時計を見上げると、時刻は七時を回っていた。
彼は、食事をとるために外出して、ファミレスに入った。淳一の注文したカツ丼定食は、
十数分もするとウエイトレスが運んできた。四人掛けの席に、彼一人だけが座り黙々と定
食を食べている。そんな光景は、見様によっては侘しいものかもしれない。
隣の席には、二歳くらいの女の子を連れた若い夫婦がいて、揃ってハンバーグを食べて
いた。女の子は、母親の横の幼児用の椅子に腰掛けていた。女の子は、しきりと母親に何
かを話しかけ、母親の皿から小さく切り分けてもらったものを口に入れてもらっていた。
一方父親は、そんな二人を無視したように、自分のハンバーグに専念していた。けれど、
しばらくすると彼は席を立って、フリードリンクのコーナーでアイスコーヒーを二つ作っ
て戻って来た。一つを彼の妻の前に置いた。淳一は、その時、彼女の口元が「ありがとう」
と動くのを見た。微笑ましい光景だった。
結婚して六年になる淳一たちに子供がいないのは、彼らが避妊を続けているからではな
かった。新婚当初、優子は一度妊娠したが、すぐに切迫流産で流してしまった。その後は、
どうしてもうまくいかない。お互いに子供を望んでいるのに、不妊について面と向かって
話し合ったことはなかった。
でも、
今日のように幼い子供のいる家族を見ると、
淳一の心に何か寂しさがわいてくる。
可能性がないという判断を下されたわけでもないのに、諦めに似た感情がわいてくる。
誰もいない部屋に戻り、ニュースを見ていると、電話の呼び出し音が聞こえてきた。
「遅くなってごめんなさい」
受話器から、優子の声が近くに聞こえてきた。朝も昼も、お互いに感情に痼を残してい
ただけに、彼は妻の声を聞いてほっとした。

「今、食事から戻ったところだ」
本当は、彼女の電話を三十分近くも待っていたのに、彼はそのことには触れずにいた。
「ちゃんと食べましたか」
「カツ丼をね。君も、この時間だから食事はすませたんだろう」
「うん。ちょっと奮発して湯豆腐を」
「京都の湯豆腐って、高いんだろ」
「でも、今日だけよ」
久しぶりに機嫌のいい妻の声を聞くことができたと、淳一はほっとした。
「ひとつ、聞きたいのだけどいいかな」
「ええ。でも、何？」
「今度の出張は、君一人なんだろう。会社の誰かと一緒ということは絶対ないよね」
「わたし一人。大きな会社ではないのだから、何人も同時に出張はできません」
「うん。了解」
淳一も、妻と離れていて冷静になれる部分もあり、珍しくふざけた調子で答えた。
仕事に夢中になっているらしい優子の様子に、彼はほっとしていた。仕事の内容につい
ては理解できないことが多く、力になってあげることはできないが、彼女のやりたいこと
なら応援していくことはできそうに思えた。
妻が変わりつつあることは確かだが、そのことに不安を覚えるよりも、彼女の仕事を理
解するようにしたい。彼は、そう思った。
約束したとおり、優子は一週間すると帰宅した。そして、淳一に「おたべ」と、陶器の
入った箱を手土産として持ち帰った。
彼女が、恭しく箱から取り出したものは、意外に小ぶりの湯呑み茶碗だった。黒い釉薬
が、陶器の肌に微妙な光沢を与えていた。
「陶芸の世界にも登竜門になるコンテストがいくつかあるの。これを作ったのは、相沢俊
介といって、まだ二十八歳と若いのに、既に作品がコンテストに数回入選しているの」
「へええ、そうなんだ」
二十八歳というと、淳一よりも七歳も若い。それにもかかわらず既に自分の道をしっか
りと歩みつつある。そのことに、彼は羨望を感じた。そして、胸の奥に微かに痛みを感じ
た。
優子はそんな彼には気づかず、話を続けた。
「彼に、出来の良いものを二、三点選んでもらって、主任と部長の二人に見せたの」
新人発掘の自負がそうさせるのか、妻は頬を紅潮させ、門外漢の夫に熱心に語った。妻
は、自分の仕事のことをほとんど話したことはなかった。この変化は何に起因するのだろ
う。淳一は、不思議な思いに囚われていた。
「主任が満足しているのは、
すぐわかったの。
茶碗に触れながら陶然となっている様子に、
私、やったと叫びたいくらいだった。でも、部長はどうか、ちょっと心配だったの」
「何か不都合でもあったのか？」
「ううん。目の肥えている人だけど、これなら良いと言ってもらえた」
濡れた瞳が、興奮した彼女の気持ちを雄弁に物語っていた。
「そうか、よかった」
妻にそう声を掛けながら、淳一は、彼女がまだ着替えもしていないことに気づいた。そ
して、春の装いに合わせたような明るいブルーのスーツは、この間のワインレッドのもの
と同様に新調したものらしいと分かった。
「あなたには、私の勝手なお願いを無理に聞いてもらって、本当に感謝しています」
多少他人行儀に聞こえる優子の言葉を聞きながら、淳一は照れたように笑った。
それからひと月後に、市内の百貨店を会場にして、現代陶器展が開かれた。百貨店の屋
上からは、それを知らせる大きな垂れ幕が下がっていた。主催は百貨店側で、協賛の一つ
として「工芸社」という優子の勤める会社の名前があげられてあった。だが、実際には企

画は彼女たちがやったことであった。
催事用に設けられたフロアーはかなりの広さがあり、そこに百点を越す陶器が並べられ
ていた。同時に即売会も行われていた。
淳一は、会場を巡りながら、妻の姿を探していた。彼女が家を出る時に、短時間だけど
会場に寄るつもりであることを告げていた。
「吉岡さん」
背後からふいに声を掛けられて、驚いた表情のまま、淳一は振り返った。
「今日は、本当によくおいでくださいました」
結婚式の時に、妻に祝いの言葉を贈ってくれた上司だった。顔は覚えていたので、淳一
はとにかく彼の前に頭を下げた。
妻の上司は、髪に白髪が交じり、五十過ぎの年令に見えるが、長身で穏やかな印象を与
えた。彼は、淳一に「工芸社営業部長 門井信吾」という名前の入った名刺を差し出した。
「優子さんにかなり無理を言ってしまい、ご主人にも迷惑をおかけしていると思います」
淳一の脳裏に、部長にも陶器を気に入ってもらえたという妻の言葉が浮かんできた。
「とんでもありません。家内もこの数ヵ月間生き生きとして、仕事にやり甲斐を見いだし
ていたようです」
「そう言っていただけると、安心できます。黒楽の新人捜しを優子さんが提案した時は、
さすがに驚きましたが」
「はあ・・」
淳一の表情は一瞬曇った。彼女は、京都への出張は頼まれたことで、断り切れない仕事
のように言っていたはずだ。事実は、優子が言っていたことと違っているのだろうか。
「着眼がいいと思いました。古い陶器作家には、それなりに落ち着きのある作品が多いの
ですが、新鮮味はないのです。値が上がり過ぎて、実質と桁違いの値段がつく作家もいま
す。その点、新人なら、いくら良いものでも、驚くような値段のものはありませんから」
ショーケースの中を指さしながら、門井部長は説明したが、彼の話は、淳一の耳には半
分も耳に入らなかった。妻が最近自分の仕事に没頭していて、時として夫の存在を蔑ろに
しているのではと感じられることもあった。それでも応援してきたのは、妻を信頼してい
たからだ。それなのに、自分に正しく知らされていない部分が多すぎる。
「やっぱり、来てくれたのね」
顔をあげると、淳一の前に妻の優子が立っていた。彼女がいつもより美しく見えた。
「良かった。成功おめでとう」
淳一には、彼女の装いがいつもとは違っているような気がした。今日に合わせてヘアー
スタイルを変えていた。スーツ自体は先日のブルーのスーツだったのに、どこかいつもと
は違う印象を受けたのはそのためだろうか。
「優子さん、ご主人をご案内したら」
門井部長は、年長者らしく落ち着いた物言いで妻を促した。
優子は、上司に向かって軽く礼をすると、
「それじゃあ、お言葉に甘えて」
と言いながら、お客に対するように夫をエスコートして歩き始めた。
淳一が連れていかれた「楽焼」のスペースは会場全体の四分の一もあり、彼は、妻の任
せられた仕事の大きさを感じた。ショーケースの中に並べられてある陶器のうち相沢俊介
という名前のついたものが十数品あった。優子が発掘したという新人だが、陶芸に素人の
彼が見ても、ほかの作品よりも心を惹き付ける何かを持っているように思えた。
淳一が作品に見入っている様子を、優子は側で見守っていたが、一言こう言い添えた。
「彼、若いけど、才能のある人なの」
淳一は、僅かだがそこにも嫉妬を抱いた。
催事の期間として二週間というのは、それほど長いものではなかっただろう。だが、優
子たちの企画は、地元では大きく評価され、夕刊の片隅に紹介記事も載った。
淳一は、新聞記事のことを妻に伝えながらも、なぜか誇らしい気持ちとは異質のものが

胸に兆しているのを覚えた。
陶器展の間、妻は忙しく立ち回らざるを得なかった。そのために、淳一の生活に多少の
不都合があったのは仕様がないことだった。だから、夕飯を一人外食ですませることも、
休日に彼女が家を開けるのも、もちろん文句も言わず大目にみてきた。そして、寛容な気
持ちで、妻の活躍を見てきたつもりだった。
けれど、彼の正直な気持ちを言えば、妻の様子を平然と見ていられる状態とは程遠かっ
た。必要なときに身近に妻がいないと状態に、彼はため息をつくことが増えていた。
そして、彼を憂鬱にさせていることがもう一つあった。彼はこの頃、会社での自分の地
位が妙に気になっていたのだ。肩書として、彼に特別与えられているものはない。ただし、
そのことを気に病んだことはこれまで一度もなかった。けれど、妻の活躍を目にした時か
ら、気持ちに変化が生じてきた。自分には充実したものが何もない。心のどこかで、こん
な自分の姿に不安を感じていた。
その日は、催事の最終日だった。日曜日なのに、妻は早朝から百貨店に出向いていった。
淳一は一人家に残り、今は庭先に立ち、欠伸を繰り返していた。梅雨明け間近になり、
ヒマワリの背丈もぐんと伸びてきた。
寒気の中で庭を賑わわせていたサザンカは、本格的な夏を迎える前に今は青葉になって
いる。紅白の花を咲かせていた時期に、優子は企画責任者を任せられた。そして、半年後
の今日、ようやくその仕事に終わりを迎えようとしている。
「長かった・・。
」
彼は、わざとそう言葉に出して言ってみた。妻の出張や、土日不在の時の居たたまれな
いが気持ちが胸に蘇ってきた。二人には子供はいないので、食事以外のことは、彼女がい
なくても大きな障害はなかった。だから、できる限り妻の出社には協力してきた。けれど、
それが当然という彼女の態度に不満がなかったわけではない。
「でも、それももう終わる」
何げなく庭を見回したとき、くすんだようなサザンカの緑が目に入った。近寄って見る
と、部分的にだが、葉が茶色く萎びたようになっている箇所があった。肥料不足になると、
葉の色艶が悪くなることがあるが、どうやらそれとは違うようだった。よく見ると、茶褐
色に変色した葉の上に、小さな虫の卵が発見できた。さらには、別の葉には二、三センチ
くらいのイモムシが這っているのも見つかった。サザンカの葉は、知らない間に病害虫に
侵されていたのだ。
それを悟った瞬間、淳一は、自分と妻の関係を思い描いた。そして、彼は、なぜか言い
ようのない不安を感じたのである。
その日、優子が打ち上げを終えて帰って来た時は、既に午前二時を回っていた。送別会
の折は、臆するような様子があったが、今回は玄関のドアを開けるなり「ただいま」と大
声を出した。妻の変化に淳一は唖然とした。
「実は、君に話がある。聞いてくれるか」
淳一は、水の入ったコップを手渡しながら、これまで胸にしまっておいたことを理解し
てもらおうと、こんなふうに話を切り出した。
「でも、いったい何？」
この日も二次会に参加した彼女は、酔った顔を夫の方へ向けて返事をした。無事仕事を
終えたことを喜んでくれることを期待していたのか、彼女は訝るような表情を見せた。
二人は、ソファーに向かい合って座った。
「君が、仕事に没頭したい気持ちは分かっているよ。会場で、君の姿を見たからね」
そこで、淳一は一旦口を閉ざし、妻の目をのぞき込んだ。その時、赤らんでいる顔ほど、
彼女が酔っていないことが分かった。
「でもね、最近の君の様子は普通じゃなかったと思う。いまさら仕事をしてはいけないと
言うつもりはないけど、君のような立場なら、もっと楽なことをさせてもらうわけにはい
かないのかと思って」

「何ですか？わたしのような立場って」
「だって、君は結婚しているわけだし」
「ええ、それは分かるわ。じゃあ、もっと楽なことって、いったい何なの」
こんな会話をやり取りをしている間に、彼女の表情が変わっていくのが分かった。珍し
く彼女が苛立っているのが分かった。それが、彼には意外だった。けれども、淳一は気づ
かないふりをして続けた。
「僕たちは、結婚しているんだ。君は、一人じゃないんだよ。仕事、仕事、仕事。君は、
いったい何を考えているんだ。日曜日まで駆り出されて。職場に好きな男でもいるのか」
淳一のその言葉に、彼女の目は大きく見開かれた。そして、次の瞬間には、
「ああ・・」
と呻くような低い声が、彼女の口から漏れた。彼女の目は堅く閉じられた。
「君の仕事の邪魔をする気はないさ。でも、休日に一人放って置かれるのは、もう我慢で
きないんだ」
黙り込んだ優子に、淳一は話し続けた。今はっきり言っておかないと、取り返しのつか
ないことになりそうな気がして。
何をどうしゃべったのか、覚えていない。ふと気が付くと、彼の耳元に低い声が聞こえ
てきた。それが、彼女の泣き声だとなかなか分からなかったのは、なぜだろうか。彼は、
妻の閉じた瞼からあふれ出た涙が頬を伝うのを見た。その刹那、後悔に似た苦い思いが、
彼の胸の奥から込み上げてきた。
淳一は、大きくため息をつくと、隣室に敷いてある布団の中に、逃げるように潜り込ん
だ。掛け布団を頭まで被り、目を瞑った。
おれは、彼女を泣かせるような悪いことをしたのだろうか。彼女の涙は明らかにおれを
拒否していた。今、優子は、いったい何を望んでいるのだ。巡る思考の中で、彼は、陥穽
に落ち込んでいく自分の姿を意識した。
翌朝は、月曜日だった。
いつものように出社に間に合わせるために淳一は六時半に目を覚まし、布団から起き出
した。傍らの布団を見ると、妻の背中が無言のまま、彼に向けられていた。
淳一は舌打ちしたい気持ちを押さえて、彼女の肩に右手をのせて軽く揺すった。
「優子、起きてくれないか。休暇の君には悪いけれど、食事をして出たいんだ」
夫の声は届いているはずなのに、彼女からは返事は返ってこなかった。昨夜の飲酒のせ
いで起きられないのだろうか。諦めて、寝室から出ようとした時、くぐもったような妻の
声が聞こえてきた。
「体の具合が悪いの。パンがテーブルの上にあるから、それで済ませてください」
背中を見せたままの姿勢のだったので、彼女の表情を確かめることができなかった。
「分かった。休んでいればいいよ」
労りの言葉をかけるつもりが、不機嫌な言い方をしている自分に、淳一は気づいた。昨
夜の様子では、起きられないほど酔っていたとは思えなかった。はっきりとは言えないけ
れど、妻の言葉に嘘が感じられた。
彼が食事を済ませ、
着替えを始めても、
彼女は布団の中から出てこようとはしなかった。
その日、淳一が帰宅すると、優子の姿は家になかった。買い物にでも出掛けているのだ
ろうと、初めはそれほど気にしていなかった。ところが、彼女から何の連絡もないまま、
八時を過ぎ、彼は急に不安に駆られた。
電話を取り上げ、
短縮ダイヤルで彼女の携帯を呼び出してみたが、
電源が切られていた。
寝室に入り、妻のクローゼットを開けてみると、新しく作ったスーツを含め、かなりの
洋服がなくなっていた。旅行用のスーツケースも見つからなかった。
心当たりはないが、会社から急の出張を命じられたのかもしれない。そんな考えが脳裏
を掠めた。優子の話だと今日は休暇をもらったということだったが、藁にでもすがる気持
ちで彼女の会社に電話を入れてみた。
数回の呼び出し音の後に、受話器から男の声が聞こえてきた。

「工芸社です。申し訳ありませんが、今日の業務は終わっていますので」
「吉岡と申します。家内はいますか」
「ああ、吉岡さんのご主人ですか。私、秋山と申します。吉岡さん、一週間の休暇を申請
されて・・。ああ、それじゃあ、ご一緒じゃなかったんですね」
男は、淳一の話から何か不都合を感じたのか、急に語尾を濁した。
相手が電話を切った後も、彼は受話器を握り締めたまま、混乱する思いと闘っていた。
たぶん昨夜の口論が原因だろう。でも、あれだけのことで家を出た妻の真意が理解でき
なかった。自分なりに彼女のことは考えてきたつもりだった。それなのにいったい。彼の
頭の中を、こうした疑問が渦巻いていた。
微かに玄関で電話の音がしていた。それは、遠くからだれかが呼んでいる声のようにも
聞こえた。打ちひしがれたような気持ちでいたので、それに気が付くのが遅れた。居間か
ら飛び出していった時には、電話は切れていた。
優子からの電話だったような気がした。それを確かめられないのが残念だった。また連
絡があるかもしれないと思い、
彼は電話のある場所から離れられない気持ちになっていた。
すると、再度呼び出しの音が玄関に響いた。
「ごめんなさい」
受話器をつかむなり、こういう妻の声が聞こえてきた。その声を聞いた瞬間、彼の心の
中で何かが弾けるのが分かった。
「優子、君だね。君なんだろう」
「黙って出ていって、本当にごめんなさい」
泣いているのか、声は聞き取りにくかった。
「そんなことは、いい。今、どこだ」
居場所さえしっかりと分かったら、後は何とかなる。そんなことを必死に考えながら、
彼は彼女に話しかけた。
「わたし、もう帰れません」
「どうして？昨日のことなら、謝るから」
いきなりの彼女の言葉に、彼は動揺した。落ち着け。淳一は自分にそう言い聞かせた。
「あなたに、隠してきたことがあります」
その言葉に、彼は耳を疑った。
「わたし、本当のことをいうと、仕事に没頭して、早く忘れたかったのです」
「何を、忘れたかったというんだ」
彼は、激してくる自分の感情を抑えようと必死になっていた。
「ごめんなさい」
また、彼女は謝っている。そのことが、まどろっこしく思われて、彼は声を荒げていた。
「分かった。でも、はっきり言ってくれ。優子。何があったんだ」
すると、突然彼女の低い泣き声が聞こえてきた。しゃくりあげるような声がしたと思う
と、電話はそのまま切れた。
淳一は、その場に呆然と立ち尽くした。事を曖昧にしたまま、彼女は自分から離れてい
こうとしている。そのことが、彼の気持ちを惨めな形で押し潰していた。
勤め先に一週間の休暇を申し出たのなら、少なくとも会社には戻る意思があると思って
いたが、その予想は完全に裏切られた。彼女が会社宛に退職願いを出したことを、部長の
門井が電話で伝えてきたのだ。自宅に帰ることはないだろうと考えていたが、それでも、
彼女が会社を辞めることは予想外だった。結婚前から勤めてきた職場を、そう簡単に辞め
ることができるものだろうか。頑なになった妻の心が見えるようで怖かった。
淳一は、一人の部屋にいて、ぼんやりとしている日が多くなっていった。優子の居場所
を探る方法はなくなったと思うと、彼のやり切れなさは徐々に大きくなっていった。
優子からは電話も、手紙もなかった。どこにいるか分かりさえすれば、どこであろうと
駆けつけるつもりはあるが、彼女からは何の連絡もなかった。
その日は土曜日で、
布団から出るのが十時過ぎになっていた。
新聞を取りに庭に出ると、

空は青く澄んでいた。それでも、彼には心地よさは感じられなかった。酒を飲んだわけで
もないのに、このごろでは体が重く、いつも情緒が不安定だった。
妻の失踪から、三ヵ月が過ぎて、季節は初秋を迎えていた。虫食いの状態が分かった後
も、サザンカの手入れをすることもなく放置していたせいで、葉の多くが茶褐色に変色し
てしまっていた。それを見ながら、淳一は、思わずため息をついた。妻の裏切りに自信を
なくして自暴自棄に陥っている自分と、今は枯死しかけているサザンカ。淳一は、自分と
サザンカとを重ね合わせて考えていた。
土曜にも郵便が配達されることがある。彼も、妻がいなくなってからしばらくは、もし
かしたらと思いながら郵便受けを覗き込んでいた。今は連絡のないことが当然という気持
ちになっているが、それを忘れたように、彼は郵便受けに近づいた。手を差し入れると、
何か封筒のようなものに触れた。中から、白い封筒が出てきた。表には「吉岡淳一様」と
丁寧な文字が書かれていた。
その文字を見た瞬間、彼はそれが誰から送られたものか理解した。心臓の拍動が一気に
激しくなるのが分かった。裏返すと、思った通り差出人は「吉岡優子」になっていた。
優子の手紙に、彼は興奮していた。封筒を掴むと、彼は急いで家の中に駆け込んだ。
封を開けると、思いがけなく一枚の薄い書類が落ちた。一見して、それが離婚届という
ことが分かった。それを想像しなかったわけではないが、淳一の落胆は大きかった。氏名
の欄には吉岡優子と記入済みで、印も押してあった。彼は、二人がもう後戻りできないこ
とをはっきりと悟った。
封筒の中には、もう一枚、便箋が入っていた。彼は、それを取り出して読み始めた。
『淳一さん、お変わりありませんか。
京都に来て、二ヵ月になります。この二ヵ月で、わたしも百円程度の湯呑みを作れるよ
うになりました。楽焼には程遠いのだけど、今はこれがわたしの仕事です。
淳一さん、あなたには本当に感謝しています。我が儘ばかりのわたしを優しく見守って
くれたこと、今も忘れません。
あの日、電話で言えなかったこと。今日はそれを伝えたくて手紙を書きました。電話も
考えたけど、声を直接聞くと取り乱してしまいそうです。それが怖くてやめました。
実は、あなたに隠してきたことがあります。赤ちゃんのことです。わたしは、もう産め
る体ではありませんでした。先生からそう言われた時、あなたに正直に話していればよか
ったのかもしれません。でも、わたしは言えなかった。あなたから、女として、妻として、
わたしはもうだめだと言われそうで。
だから、わたしは仕事に逃げようと思ったのです。熱中していれば、その間は忘れてい
られる。私の生きがいにもなる。そう思って。
だけど、結局は無理でした。あなたに嫌われなくて隠していたことも、わたしなりに頑
張ってきたことも、あなたに誤解される結果になりました。
あなたのこと、ずっと愛していました。今も、本当は心のどこかで許してもらいたい。
今、相沢さんの手伝いをしながら、楽焼の基礎を教えてもらっています。ろくろを使わ
ない陶器ですが、大学の時から興味をもっていたので、意外と楽しくやっています。
淳一さん、あなたの重荷になりたくないので、離婚届を同封しました。あなたの新しい
人生を、わたしはずっと応援しています』
手紙を読み終えた時、淳一は彼女の本心を知ることができたと思った。そして、自分が
今何をしたらいいのか分かったような気がした。時計を見ると、まだ十一時前だった。こ
れなら、今から準備したら、京都へは三時過ぎには着くだろう。
旅行カバンに衣類を詰めながら、淳一は考える。いなくなったのが三ヵ月前なので、彼
女はひと月近くは方向も定まらない生活を続けていたはずである。彼は、その間の彼女の
気持ちを想像してみた。
不安はあったと思うのに、
それでも頑なに無言を続けた気持ちを。
とにかく話してみよう。やり直しせるものならやり直すのだ。彼は、心にそう誓った。

小 説
●新人賞
ホセ・リサール ─ある独立運動家の独房─
長谷川 敏 和
裾野市立深良中学校

一若いスペイン人官吏
ホセ・リサールは独房の中にいた。その独房は、粗末なベットと、簡易トイレ、そして
手洗場があるだけだった。もう一つあった。それはホセが看守に頼んだ机代わりの高さ三
十センチ、横六十センチ、縦四十センチ程度の木の箱だった。マンゴーでも入れていたの
だろうか、ほのかな果物の甘酸っぱい香りが箱の底に漂っていた。
そして、その独房の南側に二十センチ四方の窓があった。その正方形の窓には、五セン
チおきに三本の鉄格子が縦に並んでいた。そのわずかなすき間を冬の月光が、独房の中を
照らしていた。冬といっても、ここは、南国フィリピン。日中は三十度を越えるときがあ
る。だから、冬の独房といっても、寒さは感じない。日本の冬とは全然ちがう。そう、東
京とマニラは、遠く四百キロ離れているのである。しかし、日本とフィリピンはフィリピ
ン海峡を境界とする隣国ではあるのだが。
ホセはあと数日で、処刑される。そう、ホセは十九世紀末となる一八九六年の十二月の
晦日に処刑されことが決まったのだ。
日本ではこの二年前の一八九四年日清戦争が起こり、翌年清国に勝ち、下関条約を結ん
でいる。また、この六年後には日英同盟を結び、その二年後には日露戦争が勃発している。
世界では帝国主義が闊歩し、軍事力を持った国がそうでない国々を植民地化していった
時代である。日本もそれにおくれまいと必死になって欧米諸国に追いつこうとしていた時
代でもあった。
当時のフィリピンは、不幸にもスペインの植民地となり、まさに虐げられていたフィリ
ピン人の人権を取り戻そうという気運が生まれてきた時代でもあった。
ホセは鉄格子の入った窓越しに月を見ていた。雲ひとつも無く、月だけが光っていた。
独房のドアが叩かれた。
「？」
ホセは怪訝に思った。こんな時間に誰が何のようだろうか？不思議に思った。施錠をは
ずす金属音が牢獄内に響いたと同時に、ドアが開いた。
「具合はいかがですか？」
若いスペイン人の官吏だった。ここに投獄されてから、何くれと無く心遣いをしてくれ
た人間だった。ホセは窓脇にあった椅子に静かに座った。月の光が左側の顔を照らし、そ
の分右側が黒く塗りつぶされそのコントラストをはっきりさせていた。
「あなたのなにくれない親切で、何とか元気でやっていますよ。ありがとう。
」
少しやつれてはいるが、眼光は鋭かった。
若いスペイン人官吏は、ややためらっていたが、意を決したように切り出した。
「あなたが、もし、キューバで医療奉仕をするなら処刑を本国政府は取り消すといって
います。是非、受けてください。
」
ホセはうつむいていた顔をおもむろにあげた。相変わらず、その眼光は鋭かった。
「それは、できないのです。それをすれば私のこの祖国フィリピンに対しての今までの
行動や民衆に言ってきたことはうそになる。私はうそはつけない。
」
「そんなかっこをつけているときではないでしょ。あなたは、このままでは処刑される
のです。命が無くなるのですよ。銃殺刑ですよ。一瞬にして何発もの弾丸があなたを貫通
する。いや肉や骨に食い込むかもしれない。そして、あなたの命は確実になくなるのです。
是非この提案を受けて下さい。
」
「それはできない。
」
ホセはきっぱりと言った。
「なぜですか。あなたも頑固な人だ。命を失ったら何もできないじゃありませんか。あ
なたには、力がある。あなたは、語学の天才だ。アラビア語、スペイン語、中国語、英語、
フランス語、ドイツ語、イタリア語、マレー語、ポルトガル語、ロシア語、タガログ語、

そしてフィリピンの諸言語を自由に操り、ギリシャ語、ラテン語、ヘブライ語、日本語、
サンスクリット語をも理解できる人です。
そうあなたは語学の天才です。
そんなあなたが、
下品で粗野なスペイン兵の手にかかって死ぬなんて私には耐えられない。その才能をもっ
ともっと、あなたの祖国、フィリピンのために使わなければならない。生きてください。
第一、あなたは、フィリピンの最高学府である、サント・トマソ大学で医学を学び、充分
医療奉仕ができる。ひょっとしたら、あなたはキューバでのどの医師よりもすぐれた医者
になるかもしれない。あなたの才能ならば、医療奉仕を通じて、医療の道も極めることが
できるだろう。私にはあなたのその才能がもったいない。どうか、この条件を受けて下さ
い。
」
ホセがサント・トマソ大学の名を耳にしたとき、ホセの目は遠くを見るうつろな目にな
っていた。
「サント・トマソ。そう言えばそんな名前の大学があったけねえ。そこで私は哲学と医
学を学んだ。そこで学んだことは哲学と医学だけではなかった。サント・トマソを運営管
理していたのはドミニコ会員だった。ドミニコ会員はすべてスペイン人である。私は、彼
らのフィリピン人に対する差別、偏見そして、フィリピン人蔑視をも学んだ。
」
若い官吏は黙るしかなかった。
二物乞い
投獄されて間もないとき、物乞いがリサールの独房を訪ねてきた。看守は追っ払おうと
したが、物乞いはなかなか帰らない。ちょうど、若いスペイン人官吏がその場に居合わせ
た。どうしても、リサールに会いたいと物乞いは言う。なぜ、この物乞いがリサールに会
いたいのか、若い官吏は怪訝に思った。
物乞いが独房に入っている囚人に物乞いをするとでもいうのか。看守は、この物乞いを
追い出すため、無理やり引っ張り出そうとした。
「ちょっと待ちなさい。
」
若い官吏が看守を制した。若い官吏はリサールに問うてみた。
「会いますか？」
「会います。私に会いたいという人がいれば、誰とでも。
」
物乞いがおずおずと入ってきた。
「あなた様は、私のことを覚えていらっしゃいますか？」
リサールは、しばし、その物乞いの顔をみたが思い出すことができなかった。
「すみません。思い出せません。
」
物乞いは、ゆっくりとリサールの顔を見ながら、静かに語りだした。
「そうでしょうとも。あなたのような立派な方が私なんぞのような虫けらを覚えている
わけがありませんね。しかし、私は覚えています。忘れでもしたら、それこそ、ばちが当
たります。地獄に落ちちまいます。私がいつものようにルネタ広場で、物乞いをしている
とき助けてくれたのです。そう、あのとき私はスペインの軍人の前で物乞いをしました。
そうしたら、こう言いました。
」
『犬のまねをして、俺のまわりをまわってみろ。そして、俺の股の間をくぐってみろ。
そしたら、十ペソくれてやる。
』
「私には十ペソは大金です。私には子供が一人います。恥ずかしさを忘れ、金のために
しました。そんな恥ずかしいことをしたあと、軍人は大笑いしながら、周りに集まってい
た民衆にこういうではありませんか。
」
『こいつには、誇りというものがないのか金のためなら、なんだってやる。
』
『おまえには、子供がいるのか？』
『います。
』
『おまえの子供もいつか、こうやって同じことをするのだろうよ。ハッハッハッ』
「私はかっとなりました。思わず、目を見開いて、その軍人をにらんでいたのでした。
右手はこぶしを握っていました。
」
『なんだ、その目は。俺を殴ろうというのか？この物乞いが、卑しい原住民が！』
「私はその軍人の腕をつかんでいました。
」

『何をするか、けがらわしい！』
「私は突き飛ばされてしまいました。ほとんど、ここしばらく、食べ物らしい食べ物は
口にしていなかったのです。その軍人はうずくまった私を殴り、蹴りました。手かげんな
どないのです。私は我に返りました。
」
（そう私には子供がいる。腹をすかせた子供がいる。子供に食べ物を与えなければ。ど
んなみじめでも命をなくしてはいけない。
）
「私はその軍人に懇願しました。
」
『お許しください。どうか、もう、ぶたないでください。どうか、お命だけは、私には
子供がいるのです。どうか、お命だけは。
』
「私はうずくまって、あえぎながら蚊の鳴くような声で懇願しました。しかし、そう言
えば言うほど軍人はますます頭に登ってくるのです。そんなとき、あなた様が私の前に立
ってくれました。まわりは、興味本位の人だかりです。スペイン人も、そして同じフィリ
ピン人も。
」
『よしなさい。この物乞いは無抵抗ではないか！』
『なにを！』
「軍人があなたの顔面にこぶしを投げつけたとき、あなたは両の二の腕で受けていまし
た。びくともしませんでした。殴ろうが蹴ろうが、あなたはその二の腕で、すべて受けて
いました。そうただ受けているだけでした。あなたは一度たりとも手を出しませんでした
やがて、軍人も疲れたのでしょう。
」
『馬鹿やろう！』
「捨て台詞を吐いて、去ろうとしました。そのとき、はじめて、あなたは、その軍人の
からだに自分から触れたのです。その軍人の肩をつかみ、ぐいとあなたは自分のほうに引
き込みました。引き込まれた軍人は両の二の腕をぐっとつかまれ、全く身動きできません
でした。
」
『あなたは、大切なことを忘れている。約束は守らなければならない。あなたは、この
人に十ペソ渡さなければならない。それからどこへでも行くがいい。
』
「軍人はいまいましそうな表情を浮かべながら、金を私に投げつけようとしました。あ
なたは言いました。
」
『投げつけてはいけない。彼には約束どおり報酬を受ける権利があるのだから。しっか
り渡さなければならない。
』
「軍人は渋々金を私に手渡しました。そして、さっさと走り去ってしまいました。
」
物乞いの話は終わった。長い沈黙が続いた。それから、物乞いが小さいが、はっきりと
した声でリサールにその気持ちを伝えた。
「あのときは、本当にありがとうございました。あのままだったら、この命もどうなっ
たか、わかりませんでした。スペイン人は我々フィリピン人の命など微塵ほどにも思って
いませんから。そればかりか、お金もいただきました。おかげさまで、あのとき私たち親
子は飢えをしのぐことができました。あのときのことは一生忘れません。あなたは命の恩
人です。
」
リサールは、はっとした。
「思い出しましたよ。あなたは、ひどい目に会っていた。あんな理不尽なことは、私に
は許せないのです。私は当たり前のことをしただけの話です。なぜスペイン人があんな傲
慢な態度でいるのか、そしてなぜフィリピンの民衆はそれに甘んじているのか。人は平等
なのです。
」
「平等？平等とは同じということですか？人は全て平等だというのですか？フィリピン
人もスペイン人もですか？スペイン人の方が偉いんじゃないんですか？」
物乞いには学がなかった。平等などという言葉の意味もあまりわからなかった。
「そうです。フィリピン人もスペイン人もそのからだの中にも赤い血が流れている。同
じ人間なのです。ただ違うのは、アジア人は、自分の楽園に満足し、のんびりと暮らして
いたことなのです。自然と共存することで充分満足していました。そんな平穏なアジアに
ヨーロッパ人は侵略してきたのです。

ヨーロッパ人はアジアに進出し、その富を搾取したのです。事実、マゼランがこのフィ
リピンに来襲したときこそ、セブ島でマゼランを殺害し、植民地化を防ぎましたが、スペ
イン人ミゲルがセブ島を支配したのを皮切りに、どんどん植民地を広げ遂にマニラ市を含
む大部分がスペインの領土になってしまいました。このフィリピンという国名も当時のス
ペイン皇子の名からきているのです。これが、スペインによるフィリピン統治の始まりで
す。アジアで唯一キリスト教が国教となった国なのです。しかし、我々にはなんら搾取さ
れるいわれはない。我々が、何をしたというのだ。ヨーロッパ人種こそ罪人ではないか。
いまこそ、我々フィリピン人は立ち上がらなければならないのだ。
」
ホセは鉄格子ごしに輝く月をじっと見た。
「私には、学がありません。難しいことはわかりません。しかし、あなた様が立派な方
であることは確かなことです。その方がいつ処刑されかもしれない。私はいてもたっても
いられなくなったのです。とても残念なことです。私は何もすることができない。
」
そばに立っていた看守の表情が硬くなった
「いえ、そうやって私のことを案じてくれるだけでありがたいのです。本当にありがと
う。
」
物乞いは小さなまっ赤なりんごをふところから取り出した。
「この林檎をもらってくれませんか。私にはこんなことぐらいしかできないのです。そ
れとも、物乞いが得た林檎ではいやでしょうか。
」
ホセはとっさにその林檎にいろいろな想いを馳せた。この林檎を得るために、この物乞
いは、
つらい思いをしただろう。
ただ人の善意から恵みを得る手段しか知らないこの男は、
きっと苦労してこの林檎を得たのだろう。この物乞いには、確かに子供がいる。その子供
に食べさせたいだろうに。
「お気持ちだけ有り難く頂きます。お子さんにあげてやってください。
」
「いえ、ぜひ食べてください。こんな物乞いのものなどとお思いなさるかもしれません
が、こんな虫けらのような人間にも夢がございます。孫子に伝えたいことがございます。
私のような者の林檎をあなたのような立派な方が食べてくださった。こんな名誉なことが
あるでしょうか。私は孫子の代までこのことを言い伝えられるのです。お願いです。もら
ってください。
」
物乞いの決心が固いことがわかった。物乞いのささやかな夢もわかった。そんなささや
かな夢をかなえるのに何ら躊躇する必要があろうか。
「わかりました。あなたの林檎を頂きましょう。いまここで。あなたの目の前で。
」
リサールは、さほど大きくない林檎を、がぶりとひとかじりした。
「おいしい。あなたも食べてください。
」
物乞いは驚いた。
「あなた様のような方が食べた物を、私のような卑しい者が食べるなんてできません。
「なぜあなたが卑しいのですか？うそをつきましたか？物を盗みましたか？人を騙しま
したか？人に暴力をふるいましたか？あなたはこの地で生きるためには、物乞いという方
法しかなかっただけの話だ。仕事をしたくてもその仕事がない。仕事を得るために同じフ
ィリピン人同士で争い、
騙しあい、
挙句の果てには暴力までふるって仕事を得ようとする。
あなたはそんなことはしなかった。そんなあなたがなぜ卑しいのですか？いっしょにあな
たの林檎を食べましょう。
」
「おお！なんという人だ。私のような人間を認めてくれたのはあなたが初めてだ。あな
たはイエス様の生まれ変わりではないか！」
物乞いは、リサールから林檎を受け取り、大きくかじった。物乞いは林檎がこんなにも
美味しい物だとは思わなかった。口の中にさわやかな甘味と香りが広がっていった。物乞
いは涙が出て止まらなかった。物乞いの一生はみじめなものだった。同じように物乞いを
していた女を女房にした。しかし、仕事が得られたとたん仲間から逆恨みされ、けんかに
なり川に落ち、あっけなく命を落としてしまった。二人の間には、子供が一人いたが、そ
の子供のためだけに生きてきたようなものだった。人からは蔑まされ、ひもじい思いをず
っとしてきた。これからもそれが続くだろう。でも、こんな人間でも一個の人間として認

めてくれる人がいたのだ。認めてくれた人はただの人ではない。我々フィリピン人のため
に命をかけた人なのだ。そんな人が認めてくれた。物乞いは何かしら安堵した。勇気らし
いものも出てきた。自信らしきものも出てきた。彼はうれしかった。
「ごちそうさまでした。久しぶりに林檎を食べました。ありがとう。
」
リサールは満面笑みをたたえていた。
「私の願いを聞いてくれてありがとうございました。これで息子に自信を持って話がで
きます。息子もきっと喜ぶことでしょう。
」
物乞いは静かにドアを開け月夜に消えていった。
若いスペイン人官吏は一部始終を見ていた
「彼は神なのか？いつ処刑されるかわからないというのに、なぜあんなに落ち着いてい
られるのか。彼は人間を超えているのか。なぜおびえないのか。なぜ死ぬことを恐れない
のか。不思議だ。
」
三初老の男
それから、二日後、恰幅のいい初老の男がホセの牢獄を訪ねた。その初老の男はスペイ
ン人であった。
「ホセ君、君のその才能を、我々スペイン協会のために使おうと思わないかね。我々のス
ペイン協会は、キリスト教を媒体として、ヨーロッパの進んだ科学、そして、その経済機
構を全世界に広げようとしている。世界の貧困なる諸民族に我々の進んだ科学的技術やそ
の考え方、経済のしくみを知らしめ、その貧困から彼らを救い、世界の模範となる我々の
人道主義を広め、彼らを豊かにしたいのだ」
ホセにはそれらの言葉が、空虚に空々しく聞こえて仕方がなかった。
「豊かにする？何を」
ホセの目は鋭くそして厳しくそして懐疑的にその初老の男を射抜いていた。
「も・もちろん彼らの思想と生活をだよ。
」
「馬鹿馬鹿しい。私たちフィリピン人がもらったのは何もない。強いて言えば、人を蔑視
し、皮膚の色が白い者には逆らってはいけないということを学んだだけだ。あとは、搾取
されただけだ。豊かな自然が奪われ、土地も奪われた。特産物も、一部の有力な企業に独
占され、ごく一部の豪農のフィリピン人にその富が集中しているだけではないか。
」
「あなたは、資本主義、いや自由主義を否定しているのか？」
「そんな主義主張のことをいっているのではない。私は努力をしない人間が貧しいのはし
ょうがないことだと思っている。しかし、今のフィリピンは、努力したくてもその努力す
る場がない。全てスペイン人を中心とするヨーロッパ人に有益な職場は独占され、有益な
仕事をしたくてもそんな仕事はない。
ただ肉体であながえる日雇いのような仕事しかない。
ただ食うだけの仕事。それがあればまだいいほうだ。それさえもなく、我々同胞はわずか
な、しがない仕事を奪い合い、喧騒の中で生きている。あなた方はそんな環境を我々に与
えたに過ぎない。
」
「しかし、そんなあなたが軽蔑している世界の経済や語学そして自然科学、医学を学んだ
のはあなたではないか。やはり、進んだ文明にあこがれ、身に付けようとしたではないか。
それを全て否定するということは、取りも直さず自己のこれまでの生き方、自分自身の存
在をも否定することではないのか。
」
初老の男は、初めて自分が優位になったような優越感を一瞬感じることができた。
「そう、私は西洋の文明にあこがれた。その科学、その合理的な考え方。そしてあなた方
の姿かたち。しかし、学べば学ぶほど、あなた方の考えは、我々発展途上国から搾取する
ことをねらいとしていることがわかった。学べばそんなことはわからず、何も悩むことな
く無頓着に毎日を当たり前のこととして生きていただろうに。学んだがゆえに、その学び
を得た国のねらいと卑劣さを知ったとは、なんと皮肉な話か。
」
ホセは、自嘲気味に目を落とした。
「最後にもう一度言う。我々と一緒に君の才能を埋もらせることなく、世の中に使ってみ
ようと思わないかね。我々といっしょに働こう。
」
初老の男は、全身の力をこめて言った。

「残念ですが、私の気持ちは変わらない。私の死は、わずかながらでも私の同胞フィリピ
ン人に独立の気概を与えることになるかもしれない。したがって、あなたの提案に同意す
ることはできない。私の気持ちは変わらない。どうぞ引き取ってください。
」
「こんなに言ってもわからないとは、あんたは大ばか者だ。あきれたもんだ。勝手にする
が言い。死のうがどうなろうが私の知ったことではない。失礼！」
初老の男は、さっさと独房を後にした。彼の提案に乗れば、命は助かる。キリスト教会
でなにかしらの仕事につけば、教会に守られ生き長らえることができる。しかし、それが
何を意味するのだろうか。主義を捨てた人間がどうやって生きていくというのだ。生きる
屍として、連綿と生きているのみ。人々の心無い仕打ちと言動が待っているであろう。
『あの男は、生き延びるために我々のことを捨てた。
』と
四手紙
それから、二、三日して、ホセの独房に一人の三十前後の女が入ってきた。細面の知的
な顔立ちの女だった。
「ホセさんですね。私はアンジェロと申します。日本からの手紙を持ってまいりました。
一通の手紙を差し出した。表書きは日本語であった。ホセは、日本語についても造詣が
深かった。流暢な会話こそできなかったが、読むこと、書くことはできた。一ヶ月ほど東
京にホセは滞在したことがあった。そのとき身の回りの世話をしてくれた、おとせからの
手紙だった。
『いかがお過ごしですか？お元気にしておられますか？正直申しまして、あなた様が、投
獄されていると聞きまして驚いているしだいです。ましてや年内にも処刑されるとの事を
聞いて、居ても立っても居られず手紙をしたためました。私としては、そちらに行きたい
のですが、なにせそちらは遠い異国です。事情もわかりません。なにより、私には、そん
な異国まで行く路銀がございません。お命さえ危ないというのに私には何もできません。
お許しください。そんなわが身を歯がゆく思っています。
思えば、あなた様が日本に来たのは今から八年前のことでした。日本は欧米諸国に追い
つけとばかりに、欧化主義の真っ只中でございました。政府の高官や華族が、訪米諸国と
結びました不平等な条約をなんとか改正しようと諸外国要人を鹿鳴館に招き、日夜、舞踏
会と申す物に明け暮れていたときでした。確かあの不平等な条約は日米和親条約とか言っ
ていたと思うのですが。そんな条約名はどうでもいいことですわね。
あなたは、あなたの祖国ルソンが独立できるよう、やはり欧米列強の力に屈して結ばざ
るを得なかった理不尽な条約を改正し、同等な立場になろうと躍起になっていた日本から
何か学ぶことができるのではないかとお思いでしたね。そのため、はるばる、日本にやっ
てきたのです。あなたが日本に来た、翌年の四月、大日本帝国憲法が世の中に出されまし
た。日本はアジアでは初めての立憲君主国となったそうです。
わたしは、最初あなた様の世話をすることに躊躇しました。私の父は身分こそ低いもの
の武士でした。江戸幕府に仕える末端の身でしたが武士であることには間違いありません
でした。それが、あの薩摩・長州から出てきた新政府とやらに幕府が倒され、私の父も上
野の彰義隊として立てこもりました。新政府とやらが持ち出してきた大筒から出された砲
弾が父の右手を噴き飛ばしました。父はのた打ち回りながらも自分の吹き飛んだ右腕を探
し回ったようですが、
どこにもありませんでした。
父は不具の体となってしまったのです。
わたしは、それ以来、母を助け何とか家計をやりくりしてまいりましたが年端もいかない
弟と妹がそれぞれおりましたので、私のわずかな稼ぎでは追いつきません
わたしは身を売ることにしました。家族が生きていくためには仕方がなかったのでござ
います。それから十年。遊女として働きました。売られたときが数え年で十八歳。稼いで
も稼いでも利子が増え、借金が膨らむばかりでした。遊郭の元締めが、働けるだけ働かせ
ようとする巧妙な手口でございました。あなた様とお会いしたときは、私はもうすでに三
十歳。
遊郭も私をもう売れない女と決めていました。
実際客もほとんどつきませんでした。
次から次へと私のような境遇の若い女がくるのです。私のことをどこか手頃なところをや
ってしまいたかったのです。そんなときあなた様が東京に来ました。なにやら御自分の国
が独立とやらするために、日本に学びに来たということです。あなた様は見知らない異国

の日本で何かと不自由だから、だれか身の回りの世話や日本のことなどを教える手頃な人
間が居ないかと、役人が探していたとのことでした。遊郭の主人にとっては渡りに船だっ
たのです。私に行ってはどうかと話がございました。わたしは、はっきり申しましていや
でございました。ただ、身も知らない異人の人間の世話などするのはいやでした。それで
は、唐人お吉と同じではありませんか。ハリスとやらの妾になったお吉は、世の中から蔑
まれ、せっかく船大工の鶴松とやらと所帯を持ちましたが、すぐ別れてしまいました。そ
んな思いをするのは嫌だったのです。現にお吉は六年前、身を川に投げて果てました。
でも、そんな私には選ぶことは許されませんでした。借金はあるは、お客はこないは、
八方塞でした。あなたのとこへ行けば借金は棒引きにし、年老いた母にはそれなりの金子
をくれるというのです。私は負けました。あなた様のところへ行ったのはそんな事情でし
た。
』
ホセは、一気に手紙の半ばまで読み手紙から目をはずした。そして、改めて、おとせの
身を思った。おとせがホセのところへくるにあたっては、すべて事情は知っていた。どん
な人が来るのか。ホセ自身欧米人ではない。欧米化に必死になっていた日本は欧米人こそ
下にも置かない待遇を示していたが、同じアジア人には冷たかった。未開の非文明人とし
てしか映らなかった。それでもホセが滞在していたときは、日清戦争が始まっていなかっ
たから中国人である清国人にはまだ畏敬の念を持っていた。しかし、ホセはフィリピン人
であった。ただキリスト教を国教としている民族ということで日本も仕方がなく相手にし
ていたのである。そんなホセにあてがわれたのがおとせだった。
文明国として開かれた国としてその面子を保つために日本はホセの面倒を見ていたに過
ぎない。欧米諸国の顔色を窺っていただけなのだ。ホセはそんな偽善的な日本のやり方が
すぐ、わかった。ただ、欧米の真似をして西洋化し、富国強兵に勤めようとする日本から
何らホセは学ぶものがなかった。そして、そんな日本が嫌になって、祖国に戻ってきたの
だ。そしてスペインに渡った。
ホセは純粋に言えば革命家ではなかった。ただフィリピン人の生活改善を願う一改革者
だったのだ。決して最初からスペインからの独立を考えていたのではない。ただ、祖国で
のフィリピン人の生活を改善させることを目的としただけだった。だが一人では何もでき
ないことをホセは知っていた。
彼はバルセロナでスペイン在住のフィリピン人留学生たちを組織してまずプロパガンダ
運動を始めた。内容は次のようなものだった
一フィリピンはスペインの一地域であること
二スペイン政府議会へのフィリピン代表派遣の権利が認められること。
三スペイン人の聖アウグスチノ修道会員、ドミニコ会員、フランシスコ会員でなくフィリ
ピン人聖職者の養成を行うこと。
四言論の自由が認められること。
五フィリピン人に法律的平等が与えられること
何ら不当な要求はない。至極当然のことばかりである。スペイン人統治者は、この当然
の要求さえ植民地支配を脅かすものとして、ホセを危険視した。ホセのその才能と情熱と
そしてなにより大衆をひきつけるそのカリスマ性がスペイン統治者にとっては脅威だった
のだ。スペイン政府はホセをこの世から抹殺することを虎視眈々と狙っていた。そしてそ
のチャンスが訪れた。一八九六年秘密結社カナプティンが独立闘争を始めたとき、ホセを
その首謀者として逮捕したのだ。何らその闘争にはホセは関与していなかった。ホセをス
ペイン政府が首謀者に仕立てただけの話である。暴動の扇動容疑で銃殺刑の罪に処したの
だった。
おとせの手紙はまだ続いていた。
『私は、最初、本当に仕方なくあなたのお世話をしていました。お金のためです。身の
回りのお世話、洗濯、そうじ、食事の用意、そして…私は覚悟していました。唐人お吉の
ことは知っていましたから。私もかたぎの女ではないのですから。でもあなたはほとんど
自分のことは、自分でなさる方でした。
「いいのですよ。私は自分のことは自分でできます。あなたは自分のことだけをしてく

ださい。それよりも…」
「それよりも？」私なりにそのとき覚悟していました。するとあなたはこういうではあ
りませんか。
「日本の事をたくさん教えてください。そして日本語も。
」たどたどしい日本語でした
あなたは、
いろいろ日本のことを聞きました。
覚えていらっしゃるでしょうか？例えば、
明治天皇とは、どんな人で日本国にとってどんな役割をしているのか到底私には答えられ
ない政治的な問題から、日本人の好きな食べ物は何か？フィリピンも正月があるが、日本
の正月はどんなことをするのか？どうしてそんな髪形をしているのかなどたわいのないこ
とまでお聞きになりました。あなたは一生懸命、日本のことを学ぼうとしていました。食
事から洗濯まで何でもあなたは自分でやりました。私は、ほとんどといっていいほど何も
しませんでした。強いて言えば、あなたの質問に答えることでした。ときには、あなたが
お国の料理まで作ってくれ私に食べさせてくれました。あのときのことは、よく覚えてい
ます。
」
「おとせさん、唐辛子をたくさん買ってきてくれませんか。
」
「唐辛子？何をするんですか。
」
「いや、久しぶりにフィリピンの料理が食べたくなりました。それには唐辛子がいるの
です。お願いします。
」
わたしが、たくさんの唐辛子を買ってきましたら、あなたは満足そうにその大きな目を
唐辛子に向けていました。そして、どんどんその唐辛子を台所に持っていって、料理をし
始めました。
「でき上がりましたよ。一緒にどうですか？」
『私は初めてフィリピン料理というものを食べてみました。フィリピン料理を食べた日
本人は私が初めてではないでしょうか。
「辛い！」思わず私はその辛さにびっくりしてしまいました。
』
「やっぱり辛いですか？日本の味付けは薄味ですからね。
では、
こちらのほうをどうぞ。
」
『あなたはなんと、もう一種類の料理を用意していたではないですか。それはちょっぴ
り辛いものでしたが、食べることができました。日本にはない味でした。そんなやさしく
料理を用意してもらったことなどいままで私はなかったのです。うれしかった。一週間が
過ぎていきました。あなたは、私に何も求めなかった。ただ、日本のことを聞いて満足し
ていた。日本の昔話さえ聞いていた。そのときのあなたの目はまるで、子供のようだった。
あなたのひたむきさ、誠実さ、祖国を思う気持ちが私にも伝わってきました。しだいにあ
なたに惹かれていきました。何人にも公平な態度で接し、おごることなく、へつらうこと
なく、まっすぐ生きていらしている。そんな人は私は知りませんでした。うらやましゅう
思いました。その意志の強い瞳にどうかすると吸い寄せられてしまいそうなときが幾度も
ございました。あなたは、夜、決まった時間に必ず粗末な机に向かい、私にはわからない
本を取り出しては微動だにせず一生懸命勉強なさっていましたね。そしてきっかり、ねの
刻になると就寝なさいました。規則正しい日常でした。しかし、ふと、寂しそうな顔をな
さっていました。あなたが日本を去る二週間前、わたしにはわかりました。祖国のことを
思っていることを。そして、わたしは、あなたのことを想う気持ちが日に日に増していく
のがわかりました。あなたも、私の気持ちを察していくのがわかりました。私たちもやは
り男と女ですね。いよいよ、帰国三日前というとき、どちらからということもなく、私た
ちは結ばれました。あなたとだったら。私はお吉とは違う。……………
あなたに私は言わなければならない。
あなたとの間に子供ができたのです。
女の子です。
およねと言います。あなたに似て目がパッチリしてとても利発そうに見えます。もう数え
で八歳になります。あなたには子供のことを一生言うつもりはありませんでした。あなた
が生きていさえすれば、それを糧に、そして子供を糧に生きていけるのです。でも、あな
たは処刑されるとかぜのうわさに聞きました。
この子は正真正銘父なし児になってしまう。
生きてさえ居れば、どこぞでまた、会えるかもしれない。遠い異国に行ってしまった人よ。
でも生きてさえすれば、何かの縁で、会えるかもしれない。それが私の支えです。しかし、
死んでしまったのではそれもかなわぬことです。一縷の望みも絶えてしまいます。お願い

でございます。何とか命ばかりは落としませぬように。私のことはいいのです。お願いで
ございます。あなたの子供のためにも。命があればそれが支えとなるのです。御短慮は控
えて何とか生き長らえてくださいませ。聞けば、キューバとか言う異国で医療に携わる仕
事をすれば処刑は取り消されると聞きました。私のことはいいとはうそです。私のために
も、子供のためにも生きてください。私の気持ちを御くみください。御身を御大切に。
敬具
おとせ
明治二十年吉日 』
『子供がいたのか？』
最初ホセは手紙を読み終えると、しばらく虚脱状態が続いた。そして、時間が経過する
うちに、遊女をしていたにもかかわらず、崩れきっていない気品を漂わせたおとせへの想
い、そして、顔も知らない我が子への想いが募っていった。
ホセも一人の男である。もう一度おとせにあいたい。子供の顔も見たい。その子供をわ
が手に抱いてみたい。強い恋慕へと変化していくのがホセにもはっきりとわかった。
いつものように、月が独房を照らしていた。まんじりとしない夜をホセは迎えた。処刑
を明後日に控えていた。
五躊躇
翌朝、若い官吏が独房に入ってきた。
「処刑は明日です。最後のお願いにきました。お願いです、私の提案を聞いてください。
聞けば、日本からの便りがきたそうじゃないですか。どんな内容なんですか？よければ教
えてくれませんか。
」
「君には、言葉に尽くせないくらい世話になった。しかし、この手紙の件だけは許して
くれたまえ。そっとしてくれたまえ。
」
若い官吏は、それ以上手紙のことをきくことをやめた。
「わかりました。あなたの個人的なことまで立ち入ろうとしたことを許してください。
しかし、私のあなたに対する気持ちは変わらない。キューバでの医療事業に参加してくだ
さい。そうすれば、あなたは助かる。今はだめでも、いつかあなたの祖国フィリピンの独
立への夢はかなうかもしれない。あせることはないと思うのです。あなたのその才能が惜
しいのです。
」
ホセの脳裏におとせとまだ見ぬ幼子のことが浮かんだ。
「済まない、明日まで返事を待ってもらえないか？」
「えっ！考えてくれるのですか？今まで全く考えてもくれなかったのに。本当ですか。
待ちますとも。処刑延長のことも掛け合ってきますとも。急いで、所長のところへ行って
来ますよ。待ってくださいよ。
」
若い官吏は息せき切って独房を飛び出して行った。まるで、ホセが彼の望みを承諾した
かのように。
時間が過ぎていった。今までのことをホセは考えた。時間が経つにつれホセは冷静にな
ってきた。躊躇したことが恥ずかしくさえ思えてきた。確かにおとせのこと、子供のこと
を考えた。会いたいとも思った。しかし、いままで自分のなしてきた祖国独立のための運
動は何であったのか。ここで、彼らの案を飲むことは、今までの彼の信念を裏切ることに
なる。いや彼だけの問題ではない、いままでいっしょに戦ってきた同志をも裏切ることに
なるのだ。
彼は一瞬でも迷ったことを恥じた。
「私は明日予定通り処刑されよう。処刑されなければ意味がないのだ。一日でも伸ばして
はならないのだ。一日伸ばすことはそれだけ、命乞いをしたことになる。一日命が延びた
ってそれが何になるのか。恥をかき、皆からあざ笑われるだけである。私は自らの死のみ
で自らを証明できるのだ。私が死んでも世の中は変わらないかもしれない。十中八九おそ
らく変わらないであろう。しかし全くの可能性がないわけではない。私の死は私のこれま
での私の生きてきたことの証なのだ。生きながらえて何の意味があろうか。ここで死から
逃れれば、綿綿と後悔の念だけが残り、生きる屍となるのだ。誰がそんな男と一緒に戦っ
てくれるだろうか？おとせ、子供よ許せ。もし生き長らえておまえたちと暮らしてもその

私はもう私ではないであろう。芯のない人間と暮らして、何の幸せがあろうか。おまえた
ちを嘆き悲しませるだけである。私も惨めになるだけである。そんなことを私はおまえた
ちに要求はしない。堂々と死なせてくれ。きっとそんな私の死が、おまえたちの支えにな
るに違いない。夫は、父は死をも恐れぬ真の勇者だったと、誇りをもてるに違いない。自
分の家族のことばかりになってしまった。そう私には、大きな夢があったのだ。祖国の独
立という夢が。その実現のために私の死がほんの少しでも役立てば本望だ。祖国万歳。私
は今はっきり確信した。迷いが吹っ切れた。迷った分私の意思は強固になった。そう明日
死のう。明日のわたしの死は、私が生まれる日なのだ。死を恐れることはない。死は誕生
の始まりなのだ。私の心は決まった。…そうだ、あの若い官吏をよぼう。
」
ホセはすぐさま番兵を呼び、すぐさま若い官吏がくるように頼んだ。その依頼は言葉こ
そ丁寧であったが、何かしら聞かざるを得ない迫力があり、そそくさと番兵は若い官吏の
ところへ行ったのだった。
六処刑
暗闇の地平線から太陽が昇り、処刑の朝となった。静かに独房のドアが開かれた。処刑
執行人と若い官吏が静かにホセの独房に入ってきた。
「ホセさん、お気持ちは変わりありませんか？まだ間に合いますよ！」
「いや、もういいんだよ。私の心は決まった。そのためにも私は君に短いながらも日本へ
の手紙を託したのだよ。私の死は決して無駄にならないだろう。いや無駄になったとして
も、私は自分の信じるままに生きた誇りをもって死ぬことができるのだ。こんな機会を与
えてくれた神に感謝さえ抱いているのだよ。
お願いだ。
私の気持ちを尊重してくれたまえ。
私は祖国フィリピンのために死ぬ。誰も私のことをわかってくれないかもしれない。しか
し、こう言いながらも私は誰かが私の意志をついで、祖国フィリピンが独立するために命
をかけて行動してくれると思っているのだ。…手紙を頼む。
」
もう若い官吏は何も言うことはなかった。
執行人が一歩前に進み出た。
「ミスターホセ、私と一緒に来てください。刑の執行を執り行います。
」
決してぞんざいな言い回しではなかったが、きわめて事務的な言い方であった。顔立ち
を見れば、やはりスペイン人執行官であることはすぐわかった。
ホセはゆっくりと前に出た。そして、やはりゆっくりとその歩を進め、一年半過ごした
独房から出た。もう二度と戻らぬ独房から。
ホセがたどり着いたところは刑務所の広場であった。その広場は普段は囚人がよく会話
したり、運動したりするところである。しかし、その日は全くそのさまは一変していた。
その広場の中央に一本の太い柱が立てられ、三人の銃を持った兵隊が三十センチほど離れ
てその柱をまっすぐ見ていた。その顔立ちからホセと同胞のフィリピン人であることは間
違いなかった。支配者スペイン王国の傭兵となった者であろう。三人は、まっすぐと白い
太い柱を見ていた。
「あなたは、これからスペイン王国の法規にのっとり、死刑を執行されます。最後に言
うことはありませんか。
」
若い官吏は、その執行人の発声器官となる乾いた唇を見ていた。
「特にない。さあいきましょう。
」ホセはさっさと柱に向かっていった。執行人はホセの
目に白い目隠しをしようとした。しかし、ホセはそれを断った。
「目隠しはいいのです。私はこの祖国の空を見て死にたいのです。私に銃弾を打ち込む
三人が嫌と言ってもそれを変えるつもりはありません。
」
ホセは柱にくくりつけられた。三人の兵士がホセに向かって銃を構えた。構えたとたん
三人とも震えがきた。
『彼は祖国の星だ。その人を殺すことになるとは！なんというめぐり合わせなのだ。打ち
たくない、しかし、打たねば……』
三人の気持ちは同じだった。三人は引き金を支える指が震えるのを止めることができな
かった。
ホセは静かに正面を見据えていた。口元には微笑みさえ浮かべていた。三人は一斉に銃

を構えた。瞬間、ホセはかっと目を見開き、青く澄み切った空を見上げた。三人の指の震
えが止まった。
「祖国フィリピンよ、幸あれ！そして…」
言い終わらぬうちに、パアーンという乾いた三発の銃声が広場に響いた。一発はホセの
眉間を、一発は左胸を貫いていた。一発は外れた。
ホセの顔は穏やかであった。目は閉じられ、口元は緩やかに笑みを浮かべていた。その
顔はゆるやかに青く澄み切ったフィリピンの空を向いていた。
その青い空に浮かんでいるものは、何一つなかった。
完

小 説
●佳作
野中広三 その時

田 代 千代子

退職互助部（駿東）

「放課後のダンス練習」
日暮れの早いこの時期は下校を促す必要もなく、校舎全体はひっそり静まりかえってい
た。用務員さんに戸締まりをお願いして北校舎の土間に出た時、蓄音機からの音を耳にし
た。
（まだ、残っている生徒がいたのか！）
半ば怒りを覚えて土間を小走りに走った。一番奥の広三の教室からだ。暗さを増してきた
廊下に立つと、
幽かに残る明るさの中で数人の女生徒がダンスの練習をしていた。
そして、
その中に澄子がいたのだ。広三は一瞬目を見張った。友達の動きに合わせて懸命に動く澄
子のおかっぱ頭が左右に大きく揺れている。ガラス戸を開けて叱りつけるつもりが逆に身
を引いて中を伺った。
幼児期に脳を患い言葉と身体に障害が残ってしまった澄子が、中学校最後の運動会にダ
ンスだけを踊りたいと申し出てきたのだ。二学期始まって早々のこと、小学校以来、ずっ
と見学席での参加だった澄子にとって、これは大きな挑戦になる。担任としてはなんとか
叶えてあげたい。しかし、どんなに頑張ってもワンテンポ遅れての動きは否めない。
「おぼつかない動きでみっともないですが本人がどうしても踊りたいと言うので、是非や
らせて下さい。
」
母親の強い要望もあって広三は担当する女教師に話した。
「友達の力を借りましょうよ。澄ちゃんの気持ちを大事にしてあげたいわ…。
」
多少の不安が表情から読み取れるが、良子先生は了承してくれた。そして、数人の女生徒
が放課後を使って指導していることを知った。
（しかしこんな時刻まで練習していたのか。
）
数日後に迫った大会に仲間も真剣そのもの。リーダー格の信子がリズムをとりながら手拍
子に合わせて声をかけている。広三はガラス戸に顔を付けて中を見た。蓄音機をのせた机
の回りに三人の男子生徒がいる。一人が抱え込むようにしてハンドルを回している。手を
ゆるめたら音は止まるので、交代で懸命に動かしている。暗闇に動く男子生徒の顔が目に
入った。叱られナンバーワンの省司と、ちょこまか動き回ってはいたずらをする公雄と勝
治、いつもの三人組だ。問題ばかり起こして注意を受けていた三人の男子が、女生徒に混
じって澄子の踊りに力を貸している。目を凝らして見ていた広三は、かつて覚えたことの
ない感動で戸を開けるのを忘れていた。
「やあ、ご苦労さん。
」
上ずった声で入り口を開けた。生徒達は一瞬驚いたが踊りは続けられ、ハンドルを握る男
子生徒の力強い動きも続いていた。
「本当にご苦労さんなー。ありがとう、もう遅いから終わりにしようなー。
」
広三がそれだけ言うと、三人の男子生徒は照れくさそうに今まで見せたことのない笑みを
広三に返した。
クラスの力で澄子の演技も難なく終了したが、何より嬉しいことは、あくたれ坊主の三
人がいじめ役ではなく協力組に回り、級友の望みを叶える為の大きな原動力になったこと
だ。三人はその後、
「先生、あんなに褒められたことは生まれて初めてだ。
」
と話してくれた。
「かけ出し教師、毒には毒を持って制す」
生まれた村の役場に就職したのは復員後間もない昭和二十二年の暮れ、広三二十二歳の
ときである。
敗戦後の日本は復興という名の下、
農業政策にも大きな転換期を迎えていた。
土木課に属していた広三は長靴姿で測量という仕事に明け暮れていた。外での仕事が自分
に向いていると思い、測量機材を担いで動き回る仕事も苦にならなかった。
そんな矢先のことである。助役から、

「中学校教師にならないか。数学を教えてほしいという要請がきているのだが…。
」
突然の話に受け止めることができず、聞き流していた。しかし翌日、助役のところに呼ば
れ再度話がきたときは驚きを通り越して、
（この私がなぜ？）
という思いで助役の顔を見ていた。教師になるなど考えたこともない私に降って湧いた話
である。生徒の前に立つ自分の姿など想像したくもない。しかし、山上教頭の度々の話と
恩師である先生の姿を前にして
（お手伝いできることがあれば、やらなくては。
）
とそんな思いで受けることとなった。
旧制中学校五年間、相撲部で仲間と鍛え合い、キャプテンとして遠征した当時は近隣の
学校に恐れられていたようだ。
「君は男の中の男、太く明るく生き抜いてくれー。初めて君を見た時、こいつはなかなか
恐ろしい奴だと思った。しかし、二度目に見るとこいつはなかなか愉快な奴だと思った
よ。
」
卒業時の交換写真の裏にこんな文を書いて渡してくれた友人も何人かいた。
そんな彼が生徒の前に立った。早速ついたあだ名が〝だっこちゃん〟。当時、国内外
で何万個と売られていたヒット商品である。玩具店の入り口には山のように吊り下がった
黒い顔の人形が人気の高さを象徴していた。歩く若者の胸には一様に曲げられた二本の手
が絡みついて、思わず触りたくなる商品である。カールした黒い髪と真っ黒な顔の人形を
横目で見ながら、広三は生徒の反応の早さに苦笑した。
職員室から廊下に出ると、今までに味わったことのない緊張感がある。教師になっても
将来の仕事として続けていくことができるだろうか。今も迷っている。広三には正式の教
員免許状がない。しかし、若いというのは強い。教師という名だけで近所の子ども達が自
分の将来や進路について相談に来てくれる。夜は勉強にもやって来た。生まれた村である
だけに、どの父兄も生徒も広三を十分理解してくれた。何よりの励みである。
三年目を迎えた新学期、三年生担任を告げられた。広三は名簿の中に問題とされた生徒
の名を見た。弘という生徒で、家庭環境が複雑で学校は休みがちである。父親は精神の病
いがあり、知人から仕事を貰って細々と生活しているようだ。母親は農家に雇われ、畑仕
事や家事などを任せられ、その真面目な働きぶりに多くの人が感謝しているという。
教室に入ると、
すぐに広三から目を反らして落ち着かない態度の生徒を見つけた。
弘だ。
様子の分からない担任に、やや控えめな虚勢を向けているように思えた。
（怠惰な生活を送ってきた弘をどのように導くことができるか。変えていくことができる
か。
）
広三は逸る気持ちを抑えるのに苦労した。弘の家は借地ではあるが、建物の横に狭い畑も
借りていた。しかし農地もないのに、秋には米の脱穀をしているという不思議な光景を村
の人は目にしていた。
噂では、
どうも他人の稲をこっそり刈り取って米にしているようだ。
暗くなるのを待って見張り役に弘を使っているとも人は話していた。何とも常識では考え
られない出来事ではあるが、病む者の仕業と村の人は大仰に取り上げようとしなかった。
困った父親の行動に小学生の妹と母親が頭を下げて歩いていたという。
六月に入ったある日、息咳き切って母親が学校に来た。二日間登校していない弘が家で
寝煙草を吸っていることを知らせに来たのだ。広三は自転車で弘の家に向かった。土間を
開けた時、弘は何か察知したのかパンツ一丁のまま裏口から逃げ出した。広三は畔道で彼
を捕まえた。土手に顔を付け、身体を押さえた。雨上がりの畔道はぬかるみ、裸の弘は泥
だらけになって土手に転がった。広三は腕を掴み、流れのある川の中へ弘を入れて泥を払
い落とした。弘の部屋に入り、薄い敷布団をめくると、彼のズボンが寝押しされていた。
おしゃれだけは一丁前だ。無言の広三に恐れをなしたか抵抗するでもなく、黙って広三の
後ろから学校に向かった。
弘は、それからしばらくは毎日登校していたが、長続きはしなかった。弘は家を飛び出
したのだ。行く当てもない彼が住みついたのは工事人夫が住む合宿所で作業現場の近くに
設けられた所謂、飯場と呼ばれている小屋だ。

台風の被害で大幅な修復が必要となった町は県の支援も受けて多くの人夫が投入された。
若者はそこを溜まり場として町の遊び人との交流をもっていた。分担ごとに飯場は建てら
れていたが、落合地区にある宿舎はとりわけ大きく、そこを拠点として各地区の現場に指
示を出していたようだ。弘は其処から働きに出ているらしい。クラスの仲間も気にかけて
はいるが、ある種の恐怖感を抱いている。
─夕方、映画館の前で見た─
─神社の前で若い衆とたむろしていた─
などの報告も受けた。
日暮れに少し間がある土曜日の午後、広三は飯場を訪ねた。自転車で行くことも考えた
が、若者の集まりそうな場所を見つけたいと思い、徒歩で向かった。飯場と呼ばれる建物
は限られた場所にあり、仕事が終わればすぐに取り壊せられるような簡易施設でもある。
車の通らない細いだらだら坂を下ると、間口の狭い民家が両側に軒を連ねていた。屋根の
間からかろうじて夕暮れの空が見える。真向かい同士の家は玄関に座ったまま互いに話が
できそうな目と鼻の先にある。下町の風情を残す懐かしさを覚えた。ごみごみとしたこの
奥に飯場はあると聞いた。なおも下って行くと細い川があり、小川とは呼べない水量が目
の前に見える大川に流れ込んでいた。太い丸太を組み合わせた頑固な橋を渡って暫く行く
と、畑の中にそれらしき建物はあった。此処だ─。建物の外に人影はない。広三はゆっく
り歩いて横長の中央にある引き戸の前で声をかけた。
しかし、
人の声はするが反応はない。
「ご免ください。
」
もう一度声を出すと、白いシャツの若い男が出てきた。
「私は中学の教師ですが、ここに弘という生徒がいると聞いて引き取りにきました。
」
「弘─。
」
声を出すと同時に、奥から大柄な男が出てきた。
「そんな人間はいねえよ─。
」
ぶっきらぼうに言ってのけた後、広三の顔を鋭い目付きで見た。ここで引き下がる訳には
いかない。
「や、ここにいると聞いて来たんですよ。
」
男は広三の前に近づいて、
「いないものはいないんだ！。
」
怒鳴りながら厚い腹巻に右手を入れた。
（おっと、こんなところで刃物でも出されたら…。
）
瞬時にそんな思いが頭を過ぎった。広三は相手の目を見据えたまま、
「分かりました。もしその生徒が来たら連絡して下さい。
」
それだけ言って足早に其処を去った。流れ者とよく言うが、こうした飯場にはいろいろな
過去を背負った者達が混じっていると聞いている。
しかし、
こんなことでは埒が明かない。
陽の傾きかけた農道を広三は急いだ。
噂では、ヒロポン中毒者も町中で出ていると聞いている。身体を蝕む麻薬の取り締まり
も思うように進んでいないようだ。広三はその足で自治体警察を訪ねた。
自分の生徒を救う手立てはないものか、対応に出た署員に相談したが、署員の話は非常
に消極的でうだつが上がらない。やる気のないことを悟った広三は引き返して、灯りがと
もる役場に向かった。
（匿う理由は何もない。一網打尽に捕らえることはできないものか。
）
そんな思いが広三の胸に渦巻いていた。助役は話を聞いて、
「分かった。でも警察を通すと事が大きくなるな。何か別の方法を考えようや。
」
広三の長い一日は終わった。
二～三日過ぎた夕刻、先輩教師から思いがけない提案を頂いた。
「隣組に飯場で働いている男性がいるんだが、そんな話は山ほどあるそうで、そう簡単に
は解決できないようだよ。
」
と話してくれた。
先輩教師は、

「広三君、〝毒には毒を持って制す〟って知っているかい？これでいこうよ。
」と切り出し
てくれた。つまり、飯場を取り仕切る親分ならこうした話は解決できる…と持ちかけた
のだ。
「〝毒には毒を持って制す〟か。うん、この手でいきましょう。
」
先輩教師はここ数日の広三の気持ちを見抜いていた。逸る気持ちは分かるが、事を急い
ではやり損ずる。そこで親分、つまり、不埒な輩を取り仕切っている人物に直接会って話
してこいというのである。広三は親分という言葉を聞いても怖いという感覚はなかった。
任侠の世界に生きている頭は筋を通すという話を耳にしているので、会って話すことに乗
り気だった。そこで、酒造りの名人と呼ばれている農家を訪ね、取って置きの濁酒を一本
手に入れた。つまり、密造酒である。
勤務時間終了後、町中にある親分の家に出向いた。通りに面したその家は、道路から見
上げる場所に建てられていた。高揚する気持ちを抑えて石段を登った。頑丈な塀に取り付
けられたベルを押すとラフなズボン姿の若い男が出てきた。中学校の教師であることを告
げ、
「親分さんにお願いしたいことがあって伺いました。
」
男は奥に引き返すと、
「どうぞ、中に入って下さい。
」
と、思いがけないほど、あっさり通してくれた。洒落た石を敷き詰めた上を歩いて玄関に
入った。間もなく出てきた親分と呼ばれる男性は五十代前後に見える。物静かな対応で広
三を茶の間に通してくれた。若い者が茶を勧めた後、
「お前達は下がっていろ。
」
回りにいる二～三の男達を奥へ追いやった。広三は座りなおし、親分の顔をしっかり見据
えて、自分のクラスの生徒が工事現場で寝泊りしていること、担任としては中学校だけは
しっかり卒業させたいという思いを述べた。黙って聞いていた親分は、
「ようがす。引き受けやした。わっしの面子にかけても必ず生徒を連れて行きやす。
」
と、きっぱりと言い放った。そして目の前の濁酒に目を向け、軽く頭を下げた。
「必ず学校に連れて行きやす。
」
親分はもう一度念を押すように言って奥に消えた。
すっかり暗くなった街頭を歩き、広三は家に向かった。近いと思って歩いたものの、往
復六キロ余りの道のりとは思ってもみなかった。神経の疲れからか、家路に向かう人は皆
広三を追い抜いていった。安堵した気持ちからか、ゆっくり歩を進めている広三には、む
しろ心地よい疲れのようにも思えた。
それから数日経った朝、教室にいた広三に客が来ているという知らせがあった。職員室
に戻ると、あの親分が弘を連れて入り口で待っていた。広三を見ると柔らかい笑みを浮か
べて頭を下げた。広三は嬉しかった。
「ここではなんですから…、こちらへ。
」
空いている音楽室へ二人を通した。
「先生、約束通り連れて来やした。
」
そして弘に向かって、
「てめえ、今度町中をうろついていたら容赦しねえぞ。
」
叱りとばすような声を出しながら弘の頭を手で押さえた。六月の朝、小雨の降る冷たい雨
の中を親分自らが約束を果たしてくれたのだ。依頼してそれほど日も経っていない中、親
分はそれなりに手を尽くしてくれたのだろう。任侠の世界に生きる男の仁義の厚さに、改
めて深い感銘を受けた。
「ありがとうございます。本当にお世話をかけました。
」
広三は深々と頭を下げてお礼を言った。
その後、弘はクラスの友人宅に身を預け、農業を手伝いながら中学を卒業した。卒業後
は東京へ働きに出た。詳しい住所等は不明だが、下町の小さな工場で真面目に働いている
ということである。

「渾名は、田舎教師」
就職して六年目、広三は生まれた村の中学校からＳ町に転勤した。村の生徒と違って町
中の生徒達と接するには多少の心構えが必要だろうか？そんなことを考えてみたが、さし
たる違いはないだろうと思い直し、新学期を迎えた。
前任地は、子ども時代には日暮れまで遊んでいた村で、隅々まで知り尽くしていた。新
任地は列車で通過したことはあっても降り立った覚えはない。駅に近い民家の小さな借家
を借りてスタートした。
駅裏は表玄関と違い、一面に畑が広がっている。線路に沿って小さな店が並んでいる。
通学路は広い道路を突っ切り、線路を横に見ながら約一キロメートルの道のりを歩くと中
学校に着く。菜の花の鮮やかな色が目に付く。長閑な気分になる。しっかり花を咲かせて
いるのは、多分種を採るのだろう。菜種畑で遊んだ子ども時代を思い出す。
生徒数は前任校の倍で、中学は町の東西に一つずつあり、学区は広範囲に散らばってい
る。
赴任して間もない広三に早くも渾名が付いた。
（〝田舎教師〟か。よかろう。
）
広三自身、すんなり納得できる愛称と捉えた。もっとも、色黒で骨太の彼がスーツを着て
もスマートさを出すのは到底無理な話であった。
そんな広三に転機が訪れた。友人の紹介で一人の女性と見合いをし、婚約することとな
った。
彼女との始めてのデートは映画館。土曜日の午後、映画館の前で待ち合わせることにな
った。映画館の前で彼女は先に広三を見つけ、控え目に手を振った。後に彼女は、
「あまりの色の黒さにびっくりしたわ。白いワイシャツに陽が当たってぎらぎらしたあな
たの顔に汗が光り、顔一杯の笑顔の中で目だけが象さんのように優しかった。
」
と話した。そして、
「お見合いは夜でしたものね。電灯の下では色の黒さは見抜けなかったわ。
」
と事もなく笑って言った。初対面の人は誰もが広三を、外見から、スポーツ選手か土建業
の仕事かと思うようだ。
学生時代の彼を下級生は恐れていたようだ。しかし、反面、〝弱きを助け強きをくじく
〟と評されていた。
ある日、こんなことがあった。他校の生徒数人に下級生が痛めつけられているのを見た
広三が、怯むことなく一人で立ち向かい、三人をやっつけてしまったのだ。そんなことか
ら、ますます彼は硬派と思われていた。
妻との結婚式を挙げたのは、新婚生活を始めてからだいぶ後のことである。大学卒業の
目処が立ち、中学と高校の教員免許状を取得してから結婚式を挙げようと決めていた。し
かし、一人前の仕事を持ちながらの勉強は並大抵のものではない。卒業できたのは百人に
三人と聞かされた。苦学生と呼ばれる所以はそこにある。それだけに、やっと実現できた
結婚式は喜びもひとしおであった。
新任校では社会と数学を担当した。
一時間の授業目標は決まっているが、
彼の授業は時々
脱線する。歴史上の人物のエピソードを交えて話すと、生徒は身を乗り出してくる。興に
乗じて大幅に授業が遅れることもある。だが、テストはどのクラスもよくできていた。脳
の回路は柔軟にできているのだろうか。まわり道かと思われる脱線話でも、肝心な歴史上
の事柄とうまくかみ合って、生徒はよく覚えてくれる。中には、テストの裏にまで解答を
詳しく書いてくる生徒もいた。しかし、研究授業という公開する授業になると、まるっき
り駄目である。
筋書き通りの流れのような授業展開は苦手で、
いつも冷や汗をかいてきた。
しかし、広三は、生徒が興味を持って参加する独特の授業パターンがあってもよいのでは
ないかと密かに思ったりもしていた。そして自分は、〝脱規格品の教師〟でもいいと思っ
た。受験戦争に勝ち残ったエリート達が面一された教師として生徒の前に立つことに疑問
を感じていた時もあった。戦争体験もあり多くのことを見聞きしてきた彼は、まだ教師と
いう職業が将来の自分の仕事になるかを考えていたりもした。しかし、ここでも彼の泥臭

い根っこが頭を持ち上げてくる。
（らしからぬ教師、それでもいいだろう。どんな時でも真正面からぶつかってやる。ごま
かしたり怯んだりしたら俺の負けだ。
）
町中の中学生と向き合う中で、自分の心の中にいつしか揺らぎは消えていった。人間の成
長に大きく関わっている教師像を自分なりに掴んできたように思う。
二か月が過ぎた或る日のことである。
午前中の授業がそろそろ終わりを告げる頃、広三の教室の横を一人の生徒が口笛を吹きな
がら廊下を歩いてきた。まだ授業中というのに前ボタンをはずし、だらしない服装で行っ
たり来たりしている。教室の中をちらちら覗いては口笛を吹き続けている。暫く見過ごし
ていた広三は爆発した。窓際に近づいたところを生徒の襟首をつかみ、ぐいっと教室の中
につかみ入れた。生徒一人を片手で吊り上げるその早業に、他の生徒たちは息を呑んだ。
「てめえ、なんだと思ってる。今授業中だぞ。俺の授業を邪魔する気か！。
」
広三は凄んだ。〝田舎教師〟の異名を持つ冴えない新任教師をからかうつもりで来たのだ
ろう。しかし、広三は決して逃げたりはしなかった。
「二度とこんなことをしたら絶対に許さないぞ。覚えておけ。
」
鳴り響くような大声で彼を突き放した。校内一の暴れん坊の不良少年であることをあとで
知ったが、廊下を傍若無人に振る舞い闊歩していた彼は震え上がり、すっかり怖じ気をな
した。
「すみません。
」
すごすごと教室の外に出た。授業を受けていた生徒たちは目の前で繰り広げられた教師の
勢いに固唾を呑んで見ていた。左手に教科書を持ち、右手で廊下から生徒を引っ張り入れ
る腕っぷしに只々驚いていた。やがて正午の鐘が鳴り、午前中の授業は終わった。広三は
何事もなかったように職員室に戻った。
この中学校は比較的物静かな教師が多いが、広三と体育主任だけは鳴り響くような声の
大きさを持っていた。学校長は東北出身者で色白の顔に角張った顎と鋭い目が何かを見透
かしているようで、第一印象は怖かった。しかし訛りの残る話し方が逆に温かみを感じさ
せ、集会時の校長の話は、生徒にも教師仲間にも評判がよかった。世の中の動きを説教で
はなく、柔らかい口調で話すので、全校生徒は集中して聞いていた。
三年担当が決まった新学期、図体の大きな生徒の多いことに少し驚いた。学年主任とし
て多少の気負いは感じつつ、
（一人の脱落者もなく全員無事に卒業させてみせるぞ。
）
と心に誓った。
朝のホームルームのだらんとした空気を見た。椅子を後ろ向きにしてまたぐように座り
雑談をする生徒たち。一見楽しそうだが、広三には〝無気力〟と映った。喝を入れること
は簡単であるが、広三は黙って見据えた後、
「お前ら、今日の特別活動は芝山に行こう。
」
と言うと、生徒たちは歓声を上げた。芝山は学校から十二～三分の所にある小高い丘で、
冬はスキーに格好の場所であるが、今は一面の芝生で転がって遊ぶのにちょうどよい。
生徒は校外が好きだ。歩いていたのがいつの間にか駆け足になっていた。芝山に着いて
広三はすぐに、
「お前ら、俺と相撲を取らないか。
」
言い終わらないうちに生徒はもう構えている。
「ちょっと待て、一人ずつだぞ。いいか、一人ずつかかってこい！。
」
転がっても怪我をしない場所に立ち、広三は腰を落として構えた。久しぶりのポーズだ。
すかさずでかいのが飛びかかってきた。難なく投げ飛ばした。五人、十人…、次々とかか
ってくる生徒を広三はいとも簡単に円の外に押し出した。腰の弱い生徒は広三がちょっと
手を当てるだけで転がっていく。飛びつく生徒の力を利用して投げるだけだ。広三は二十
数人いた男子生徒全員を投げ飛ばした。相撲部で鍛えた身体と技には自信を持っていたの
で、広三は力むことなく倒した。芝スキーをしていた女子がいつの間にか集まってきて驚
きの声を出していた。一時間はあっという間に終わり、山道を帰途についた。広三は生徒
の後ろを歩きながら、自分の中学生時代を思い出していた。

（みんな大学を目指し、競争が激しかった。感化された先生も何人かいたなあ。教えるこ
とに自信を持ち、力を付けてくれた先生、叱られても説教しても、俺を理解してくれた
先生、体力があり強い先生、みんないい先生だったなあ。
）
広三は中学時代の先生の顔を一人ひとり思い出していた。そんな教師像に誰もが傾倒して
いった時期。その当時の自分と同じ生徒の背中が少ししぼんで見えた。
（困難から逃げるな。ごまかしたり怯んだりするな。努力が報われないときも諦めないで
向かっていけ。
）
広三は生徒たちの背中に話しかけていた。
「苦学」
正男から電話があったのは土曜日の昼時。
「相談したい。話したいことがあるんです。
」
短い会話であったが、正男の声は弾んでいた。
（あいつ、どうしたんだろう。元気かな。
）
中学卒業と同時に定時制高校に進学し、それから四年、久しく会っていない正男の顔を思
い浮かべながら帰途についた。
クラス担任として初めて正男の家を訪れた四月、狭い土間に重なり合った履物の多さに
びっくりした。小作農の長男として生まれた正男の下には小学校入学前の妹を含めて五人
も子供がいることを知った。家計は楽ではなく、高校へ進みたいと願う正男の希望を両親
は受け入れられなかった。特に母親は、正男が働くことを強く願っていたが、担任として
は、
なんとか勉強を続行させたいと思い、
働きながら学べる定時制高校への進学を勧めた。
隣町にある紡績工場は、東北地方からの女子工員を大量に受け入れ、綿生地の生産は全
国に販売網を拡大していった。県境の小さな町も労働者で膨れ上がり、三つに分かれた周
辺は若い女性で活気があった。小高い丘に建てられた工場の下を流れる豊富な水を利用し
て、大規模な水力発電所も設置され、町もその恩恵を十分に受けている。女子工員の宿舎
も増設され、食事用の賄い人や調理職員も随時受け付けていた。
頑固に拒んでいた母親も、
（紡績工場なら家から通えるわ。高校も近いから…。
）
と父親の顔を見た。父親は、正男次第だが、へこたれないで続けられるか、非常に心配で
あった。
迷った末、両親は受け入れてくれた。正男は勉強が続けられる嬉しさに、担任である広
三の前で深く頭を下げ、お礼を言った。正男は炊事係で、しかも飯の担当となった。朝五
時に家を出て、朝食から夕食まで三度の飯を炊く仕事に就いた。大釜三つに五升ずつの米
を入れ、炊き上げるまでが彼の仕事である。バケツに入れた米の多さで研ぐという作業が
上手くいかず、
班長に度々注意を受けた。
平たい板で芋を洗っているのは見た事があるが、
米は手で研ぎあげなくてはならない。白い水が薄くなるまで洗い流し、水切りをした後大
釜に入れるのだ。小柄な正男は身体全体を使わないとできない重さで、首から掛けたゴム
の前掛けはいつも水がかかっていた。仕事は通り一辺の指導しか受けないので、後は自分
で要領を掴むことが当たり前となっている。
厨房は五十代の班長の他に三人の男性がいる。同年齢の若い男は、小柄な正男と違って
長身でおとなしい男性だ。彼は食材を運び、洗い場での作業が主な仕事で、黙々と動いて
いた。
正男は仕事の呑み込みは早かったが、飯は美味しく炊けないとどうしようもないので、
非常に緊張する仕事であった。米粒のふくらみ具合と火力の調整で旨みが決まる。旨くで
きると班長は、
（今日の飯は旨いなあ。
）
と褒めてくれる。そんなときは、仕事に馴れた安堵感と嬉しさが沸いてきた。
飯炊きは時間との戦いでもある。下りの一番列車が通る頃に炊き上がっていないと就業
時刻に間に合わない。熱気を帯びた厨房から外に出ると、真冬でも顔に当たる冷気は気持
ちよい。上司の男性は休み時間に高校の本を読んでいる正男を見て、

「そうかお前、勉強があるんだったなあ。
」
と感心したように顔を覗き込んでくる。
夜間高校の生徒は十七人で、中には集団就職の女子工員もいた。正男はすっかり日の暮
れた校舎で、仲間とともに日々学んできた。
そんな正男から電話があったのだ。広三は正男に会えると逸る気持ちを抑え切れず、勢
いよく自宅玄関の戸を開けた。正男はぐっと広三に駆け寄り、弾んだ声で挨拶をした。
「先生、日大の夜間に入学が決まったので報告に来ました！。
」
「そうか、お前大学にいくのか。頑張ったな。偉いぞお。
」
広三は高校の定時制入学を決めたあの時を思い出しながら、改めて正男の成長ぶりを感じ
ていた。膝に乗せた彼の手は骨太のがっしりした働く男の手になっていた。冬場の水仕事
は大変だと聞いていたが、厚くなった手の甲には黒いひび割れの筋が残っている。弱音も
吐かず働き続けている正男を見て、胸の熱くなるのを覚えた。
「それで先生、今日は下宿を見つけてもらいたいとお願いに来ましたが、一緒に行って下
さいませんか。
」
「下宿か！。
」
「昼間は今の仕事を続けるので、寝るだけの部屋を探したいと思っています。駅の近くで
安い下宿はないでしょうか。
」
正男は不安げに広三の顔を見つめた。
「そうか。寝るだけでいいんだな。
」
「始発列車で行けば炊事の仕事に間に合うので、できるだけ駅に近い場所を見つけたいと
思っています。
」
話を聞きながら広三は、これから始まる正男の一日の時間帯を頭の中で追っていた。簡単
なものではなかろう。
「分かった。今から行こう。下宿の入れ替えの時期なので、丁度いいかもしれない。
」
二人はＴ駅で下車し、周辺を当たった。不動産屋の出入り口には案内の広告がべたべた
張られていたが、
値段はどれも高い。
彼の給料を考えて見合う下宿を探すのは骨が折れる。
何件目かの不動産屋の案内で、四畳半の部屋を見た。家具なしの部屋には十分の広さだ
った。廊下には共同のトイレがあり、トタンを張っただけの洗い場に蛇口が三つ、横長の
鏡が壁にかかっていた。部屋を出た正男は、
「先生、十分な広さでもったいないようですが、ここに決めます。
」
「そうだな。何より駅に近いことがいいよ。
」
不動産屋で契約を結び、〝保証人〟の欄に広三は自分の名前を書いた。
駅前の大通りにはがっしり構えた昔ながらの店が建ち並んでいたが、一歩路地に入ると
居酒屋風の飲み屋が低い軒を連ねていた。古びた簾、擦り切れた雑巾を目にして路地裏の
暗さを感じた。
帰りの電車は空いていた。
「正男君、これから勉強も難しくなるなあ。よかったらわたしの古い参考書を使うといい
よ。
」
「ありがとうございます。ぜひ使わせていただきます。
」
正男は並んでいる広三に頭を下げた。
「君も頑張ったな。短大卒の資格を取ったら今の職場も大きく開けてくるよ。
」
「はいっ。
」
下宿が決まったことに正男の表情も明るく、自分から話しかけてきた。
「先生、四年間の飯炊きで美味しいご飯は火力の調整と蒸らしの時間で味がうんと違いま
す。
」
「そうだろうなあ。飯が美味しいとおかずなんかいらないもんな―。
」
広三は薄暗い土間の隅で飯を炊いていた母親の姿を思い出していた。
「冬も夏も厨房の仕事は大変だな。でも君は根性があるからきっと乗り切れるよ。二年間
はあっという間かも知れないよ。
」
励ましている自分が、逆に正男から勇気を貰っている…そんな錯覚をふと感じた。その時

である。前の席に座っていた一人の男性が言葉をかけてきた。
「話を聞かせてもらいました。君は偉い。働きながらの勉強は大変だろうが、若いときの
勉強はどんどん身に付くよ。
」
薄汚れた作業着姿の男性は、前の席でずっと寝ていたように思うが…。突然話しかけられ
一瞬どぎまぎしたが、顔を上げた男性の表情を見て、二人の緊張も解れた。正男は腰を浮
かして深々と頭を下げた。
髪には白いものが混じり、
五十代後半の年齢かとも受け取れる。
落ち着いた物腰と品格が身体全体から滲み出ている。そして広三の方へ視線を向け、
「突然名も告げず話に入ってしまい大変失礼しました。私は東芝機械のエンジニアでＹ町
から通っています。
」
と丁寧に挨拶をした。彼は、国立大学の理学部を卒業し、今の職場に就いたことなども付
け加えて話してくれた。何の気負いもなく淡々と話す男性の表情がなんとも柔和で眼差し
がとても優しい。
「君の将来は素晴らしいよ。頑張ってください。
」
広三は中学教師であることを告げて、ゆっくり腰を上げて電車を降りた。〝ゆきずり〟と
はいえ、一人の男性との出会いに、広三は言い知れぬ感動を覚えた。将来に向かっての旅
立ちに見知らぬ男性からの大きな励ましは何よりも嬉しい。二人の対話は電車の中でまだ
続いているだろう。人の持つ品性は見た目だけで判断できない。真心が彷彿してくる初老
の男性との出会いに、広三も大きな感銘を受けた。彼の心の奥に刻まれた〝人は自分だけ
では生きていけない。人と人との出会いと絆を大切にしよう〟という思いはこれからの広
三の人生に大きな影響を与えることになった。
（あれから何年経っただろう。
）
彼は県西部の紡績工場に転勤し、かなりの地位に就いたと報告を頂いた。
「還暦」
卒業証書
野中 広三殿
やさしく慈愛に満ちた目で子ども達の頭をなでられた校長先生、いや子ども達ばかりで
なく同じように若き女性とのスキンシップも大切にされた校長先生。そのスキンシップに
喜びの悲鳴を上げた女性も一人や二人でありますまい。
ますます若々しく多少の風邪などものともせず、毎日学校へ来るのが本当に楽しそうで
した。その校長先生もなぜか給食の時間は折角の美女には見向きもせず、一人淋しくテレ
ビ相手に食事されていた姿は、今も目に焼きついています。小鳥と奪い合った白菜や大根
作りの腕はプロ級で、見事に出来た大根の入ったおでんの匂いは、Ａ棟全体を悩まし、つ
いに耐えかねて叱られながらつまみ喰いをしてしまう不届き者を出す程、素晴らしいおい
しさでした。しかし、あの見事さの秘訣は化学肥料などの手抜きではなく、体内で暖めた
液体肥料を直接かけてやるという、校長先生の深い愛があったからこそと後から聞き、な
るほど、かくも深い愛の持ち主だからこそ素晴らしい教育者になられたのだと感銘を受け
ました。
心身共に太くたくましく抱擁力のある校長先生、その顔色からしても正しく北小の大黒
柱でした。ここにその教員としての全課程を終了したことを認め、卒業証書を授与し、更
にいつまでも元気であれと願うものです。
Ｎ町立北小学校
職員一同
還暦を迎え、退職する三月末、お別れの席で職員からの卒業証書を頂いた。女性教師が
いつの間に作ったのか、赤い頭巾にチャンチャンコを着せてもらい、赤の座布団の横に立
った広三は、大きな涙を流した。初めて泣いた。
「広三 八十三歳」
あの威圧するような強靭な身体は急激に劣ろえ、
盛り上がった肩と胸の肉は削げ落ちた。

「八十過ぎた人間の身体になったんだよ。
」と、本人は素直に受け止めている。
過去を振り返る姿も多く見られるようになった。小・中・高と教鞭を執り、公立校最後
の学校で、職員からの温かい卒業証書なるものも頂戴した。今日も感慨深げに見ていた。
当初、〝液体肥料〟の箇所を見て家族は驚いた。
「えっ、そんなことしたの。
」
広三は破顔一笑─。
（脱、規格品の教師であってもよい。教師らしからぬ教師がいてもいいじゃないか。
）
戸惑いと迷いの中で教師という職に就いて四十有余年の歳月を終えた。
庭の紅葉を見上げている広三の右手には杖が握られている。
黄昏の迫った周辺に、深まりゆく秋の気配が色濃く漂っていた。

詩
●優秀賞
遠い兆し

音の絶えた凪ぎの海をけだるい貨物船が行く
予告なしにやってくる魚たちの声もなく
渚で戯れる親子の影だけゆるりと揺れる
ずり落ちたパンツ気にもせず
ゆっくりとみぎわを駆ける少年
後を追うよちよち歩きの幼女
浜辺にはのどかな気配が漂う
その一瞬、画面を引き裂くように
超音速の黒い翼が北へ飛んだ
ノープロブレム
自分は岸壁の陰でコミックを見ている
ボートハウスから間の抜けたラジオが流れ
いつものニュースを歌うが気にしない
大丈夫か CO2
、混乱する中東情勢テロの渦
景気浮揚と格差社会における飢餓貧困
はるか彼方の歌声か
頭上を浮遊する蜉蝣
いつもどおりの時間が止まっては動く
日はなお高い
奇妙な静寂の中
遠くから誰かの呼ぶ声がする
沖合に目をやる
突然わらわらと
河口を逆のぼる潮のざわめき
激しい波浪に泡立つ岸辺
午睡に耽る漁師たちは気づかず
時計に振り回される都会人は知る由もない
人々の壮大な怠慢と無責任な日常がもたらす
地球規模に及ぶ崩壊の始まりか
視野いっぱいの大地がグラリと傾き鳴動する
岬へ続く浜辺も消え
渚に人影はすでにない
海嘯は有無を言わせず沿岸を犯す
ひたひたと寄せくる壊滅の予感
言葉が失せ歴史が消える
しかしなお、遠い仮想の現実に見え
もどかしい……
神の悪戯か巧みなバーチャルか
あ・ん
やがて水平線の青いベールを
澪標が柔らかに切り裂いて行く
後には何事もなく
べた凪ぎの海原が広がっている
わたしは再びコミックに目を落とす

池ヶ谷 政 男

退職互助部（浜松）

詩
●佳作
くが

父を送る、挽歌

植 松 邦 文

退職互助部（富士）

ず いう ん

この陸の西の極み、こんなになだらかな山並みの、まるで非のない隈々の形跡に、たっ
ぷり金色の光の油をあふれさせ、ひずるしく日は沈む。橙色から朱、むらさきに棚びく瑞雲

まがまが

へんじょう

をつぎつぎに染めて、今日も日は沈む。
あの夏の日、八歳の少年は自転車の後ろ荷台に、右手に「ぶったい」を、左手に潤川か
らの賜物をずっしりと下げ、父親の運転に危くバランスを保ちながら赤い夕日を浴びてい
た。父と子は昼過ぎからこの川に漁して、
「どじょう」や「うたっこ」や「かぁじっかぁ」
や「ごおにゃあ」や、そして赤腹の「いもり」を獲物にしたのだ。その晩夏の日の落日の
ありさまが、還暦を過ぎた今も瞼に蘇る。
「禍々しいほど紅の 返 照 の中、走る自転車。父親の確かな背中がそこにあった。そして、

かっ かく

月日は経つものだ。
」
かの日の父親は、今や認知症が進行し、山麓の大きな病院に囚われの身となった。食う
ことへの執着はとみに減じ、夕食の介添えにほとほと困じる息子にこう言うのだ。
「車で来てるら。乗せて帰ってくりょう。
」
と。この哀訴は二重に息子を苦しめる。
病院の裏の小高い丘へ車椅子で登る。そこから展望する「西の山」の赫々とした落日を、

たく

あなたはどんな思いで眺めたのか。車椅子を押す者が息子であることも認識できなくなっ
ていくあなたは。
信心篤きはずの人よ、夕日の彼方の岸に向かい、み仏の救いを祈るがいい。
そして幾度かの容態の急変と、転退院の騒動があった。二箇月にわたり酸素吸入と点滴
のみで繋ぎ続けた命の緒。医者をして稀有の生命力と言わしめた生への執着もついに絶え
た。
「西の山」の山腹にある菩提寺で、あなたは寺の護持に貢献した。住職が「厳親院誠心
禅居士」という立派な戒名を下さったのは、その功績に報いてのことに相違ない。
「死後に
どんなに大層な贈り名も無意味なことだ。
」などと言うなかれ。
「厳格にして親身な」人格
との称賛を面映ゆいながらも喜んでお受けなさい。かくして西方浄土に遷った挙げ句は、
好きな酒を存分にお飲みなさい。生前積んだ功徳の褒美として、み仏もお許し下さること
だろう。謫仙人と自認した李白などとも酒くみ交わし、極楽の赤提灯で酒仙居士と自慢し
て、快く酔ってあれ、あなたよ。

詩
●佳作
草刈り

初夏の暑い陽射しの中で
汗と油と埃にまみれながら
草を刈る
時折、草の汁が
粘っこい村人の舌のように
ドバッと俺の顔や服にかかる
草刈機のばかでかい音は
田圃の畔を越え
用水路を越え
低いひさしの家々の
便所の窓や
台所のテーブルを
震わせる
ブタクサやオオバコ
スズメノテッポウなどが
小さな田圃の
狭い畔に
村人たちの
薄ら笑いのように
しがみついている
俺は
俺の身体に
ヘクソカズラの蔓のように
巻きついてくる
村人たちの手を
払い落とそうと
草刈り機のクラッチを
目いっぱいにする
エンジンは
呻り声をたてながら
上目づかいの屋根や
荘厳な神社の森に
こだまする
俺は
こんちきしょう
こんちきしょう
といいながら
草をとばし
土をとばし
この村の風景をとばす

土 屋

誠

伊豆市立土肥中学校

一

童話・童謡
●優秀賞
磐田寺の七重の塔

し

の

も

と

「もう三時になったかのう」

て んとう

後 藤 澄 夫

忍野は、母都をゆっくりふり返りながら、話しかけました。

退職互助部
（磐周）

「お天道さまが、あそこまで行っています。そのくらいの時刻にはなりましょう」
やかた

「朝早くから、三里もの道を、お歩きなさったのです。さぞお疲れでございましょう。
お 館 までは、まだ一里はございます。一休みにいたしましょうか」

たんぼ

くわ

と母都がすすめました。
道が下り坂になり、大きく曲がった道ばたの石に、忍野は腰をおろしました。風が吹く
たびに、満開の大きな山桜の花びらが舞い落ちて、二人の髪を花かんざしのように飾って
います。
笠をとって西の方を見ると、坂の下に広がっている田圃では、鍬で耕す人、鎌で草を刈

しい

かし

くす

っている人がいます。そのすぐ向こうに、金や銀の糸で織った何本もの帯のように、天竜
川が光っています。小舟が、太い一本の帯の真ん中をゆっくり下っていきます。

う

み か た ばら

椎や樫や楠などの葉の緑がいく色にも折り重なって、磐田原台地の山道にいくつものト
に

ンネルをつくっています。

お とが み

ゆうげ

壬生の家に着いたときには、
赤い夕日が三方原の森にかかっていました。
坂道をのぼり、
門の前までくると、主の弟上が、待ちくたびれた頭をして立っていました。
たね

「朝方は雨じゃったから、遠い道のりで、なんぎじゃったろう」
「お母都もご苦労さまじゃった。お種にしたくをさせといた。着がえをして、夕餉じゃ。

ふかだ

あきまろ

いち う んさ い が わ

話しはゆっくりと聞かせてもらおう」
腰は曲がってはいませんが、七十になる弟上の頭は、黒いものを見つけることがむずか
しいほど白くなっています。

ひしお

「深田の秋麿が、今朝、一雲斎川でとれたと、鮎を持ってきてくれよった」
じよう

「数は少ないが、この時期にしちゃ珍しいごちそうじゃ」
「ちいっとお種がこがしたが、お前のからだの滋養になる。日塩をつけて食べるとうま

二

いぞ」
とさかんに忍野にすすめました。

くすし

「薬師さまは、なんといったかの」

た かまろ

忍野の顔をのぞきこむようにして、弟上は、返事を待っています。
六十二にもなる忍野には、考えもつかないことでありましたが、近ごろ、どうも身ごも
っているような気がしてならなかったのです。
しかし、
「からだの具合がわるい。
」
と話すこともできないで、心配を心にかくして、毎日をすごしてきました。

ぐんじ

そんなある日、馬のいななきが門の外でします。忍野の弟で、実家の主の隆麿が、お供
なかいずみ

の者を二人をつれて、ひょっこり立ち寄ったのです。 中 泉 で、郡司の仕事をしています。
久しぶりのこととて、夕食をたべながらゆっくり話をして、帰っていきました。
隆麿は、大きな声で、ほがらかに、いろいろな話をしました。その中で、

こくふ

へいじょう

とおとうみ

くに

「中泉の国府の近くに、平 城 の都からおみえになった薬師さまがお住まいで、遠 江 の国
かみ

もろこ し

の守さまの、むずかしい病を治しなさった」
「唐土で修業をなさったお方らしい」

み

と評判になっている、という話をしました。
弟の帰りしな、
「身ごもっているのではないかと、心を痛めています」
とは口には出せませんでしたが、
「このごろずっと、からだの具合がわるく、気分がすぐれなくて、困りはてています」
と忍野はつい口にしてしまいました。
「どうも、お元気がないようにお見うけし、心配になっていたところです」
「どんなお具合でございますか」
とそれまでの笑顔とはうってかわり、顔を曇らせて、隆麿がたずねました。
「できることなら、先ほどお前がお話しになった、唐土帰りの薬師さまに、診てもらえ

さと

るようとりはからってはくださらぬか」
と前まえから固く心にきめていたかのように、忍野が頼みました。
隆麿は驚きましたが、姉さまの思いつめた表情に、薬師さまへの頼みを約束したのでし
た。
三

かみ が た

十八になったばかりの母都をお供に、
降りしきる雨の中を朝五時に壬生の郷を出発して、
みつけ

中泉の薬師さまに診てもらって帰ってきたのです。

に

う

とつ

中泉の町には、見付で生まれ育った忍野にも、見たこともない髪形や服を着た人たちが
行き来していました。
忍野が壬生の豪族、丹生氏の長男、弟上に嫁いできたのは十六のときでした。それから
はな

もう五十年近くにもなりますが、中泉には、二十年ほど前に来たきりでもありました。
薬師さまは国府の裏通りにある、大きなお屋敷の離れを借りておいでになりました。半

ひと

こ は ん どき

時ほど、待たされはしましたが、隆麿が頼んでくれてあったこともあって、笑顔を浮かべ
て快く迎えてくれました。
薬師さまは、忍野のお腹のあたりをさすりながら、瞳をこらしたり、目を閉じたり小半時
かんなづき

ほど診察したのち、澄んだはっきりした声で、

と

し

「たしかに身ごもっています。神無月の頃には生まれるでしょう」
と告げ、忍野に年齢をたしかめながら、
くすりだな

つぼ

「こういうことは、今まで聞いたこともありません」

ひ

や げん

といいながら立ち上がると、 薬 棚の壺の中から、茶色をした薬を取り出しました。ひとし
きり、薬を挽くおもおもしい薬研の音がゆっくりと部屋の中に広がりました。
帰りしな、
「お腹が痛むようなことがおきたら、飲みなさい」
といって、薄い黄色い紙に包んだ薬を、十袋持たせてくれました。
四
忍野が話し終わると、弟上は、
「こんな年齢になって、そんなことがあるものかのう」

けらい

と驚きと疑いの入りまじった表情を顔に浮かべ、忍野の顔をまじまじとながめ、ため息を
つきました。
忍野が嫁いできたとき、弟上は二十四の男盛りでした。それから二年後、十八のとき、
忍野は身ごもったことがありました。
その年の秋の初め、大雨がつづき、天竜川ぞいの郷はどこでも、米はいつもの三分の一
もとれませんでした。
そのうえ、年の暮れ、川向こうの三方原の豪族が、数十人の家来をしたがえ、天竜川を
おもや

こえて壬生の郷をおそいました。お倉に納めたばかりの米をのこらず待っていかれたばか

やみ

りか、丹生の館は、母屋までも焼かれ、弟上の家来が五人も殺されてしまいました。

やしろ

なん

忍野は、くら闇にまぎれて、お屋敷の西北の角にある、大きな椎の木の下の地の神さま

うじがみ

のお 社 にかくれ、難を逃れることができました。しかし、思わぬ恐ろしいできごとに、そ
の数日後、流産をしてしまいました。

あ

み

だ

ひゃくど

それからは、三町ほど離れた小高い山の上の氏神さまに、朝晩おまいりしました。磐田

りやく

寺に阿弥陀さまがおいでになってからは、お願をかけ、お百度まいりもいたしました。

しょうじん

か

い

こ だ から

ご利益がある、からだに良いと聞いたことは何でもやってみました。長い年月、涙ぐま

ははうえ

しいほどの 精 進 をいたしましたが、その甲斐もなく、子宝には恵まれませんでした。

よ

つ

弟上の母上が

こずえ

か んだ か

「世継ぎがないと、丹生の家は絶えてしまう。ご先祖さまに何とおわびをしたらいいじ
なげ

ゃろか。
」

けやき

と嘆くのを聞いては、涙を流したことがいく度もありました。
五

ま んじ ゅ しゃ げ

九月の末になりました。空が青く澄み、裏山の 欅 の 梢 では、もずが甲高い声で鳴いて
います。稲の穂が頭を下げはじめ、曼珠沙華が道のあちこちを、静かに赤く飾っています。

しちや

かいほう お し ょう

薬師さまのお見立てどおり、忍野は無事に女の子を産みました。ふつうの子供の半分ほ
どの重さではありましたが、髪は黒々とし、色白で目鼻だちのはっきりした、それはかわ
いい赤ん坊でした。
弟上は、お七夜がくるのも待ちどおしく、磐田寺の海豊和尚さまに、名づけ親を頼みに

ほんぞん

行きました。
海豊さまは、
「話は聞いておりました。阿弥陀さまが授けてくださったのじゃろうと思っております」
「これでいかがかの」
と話しながら、ご本尊さまの前にお供えしてあった短冊を、うやうやしく手に取ると、お
やすの

じ

ひ

ごそかな表情を浮かべ、弟上にわたしました。
「安野」
と墨で黒ぐろと書かれ、その下に
「ご本尊さま、阿弥陀さまのご慈悲にあずかりますように」
と少し小さい字で書かれています。
案ずることもなく、安野は人並みに大きくなり、声を出して笑い、つたり歩きもできる
ようになりました。
弟上も忍野も、安野に明け、安野に暮れる毎日で、

「わが子を持つということは、こんなに幸せなことかのう」
さ いほう じ ょう ど

「海豊さまがお話し下さった、仏さまの世の中にあるという、西方浄土にいるようじゃ

たんじょう び

のう」
と顔を見合わせては話しあいました。
しかし、一歳の 誕 生 日を過ぎたのですが、
どうしたことか、
左手は五本の指を伸ばして、

ぐあい

こん

開くことができないのてす。忍野のあどけない表情やしぐさ、笑い顔などの一ひとつに喜
びながらも、
「もしかすると、この子の左手は一生こんな具合かもしれぬ」

ばち

あ

「お前のせいじゃないが、あまりにも年齢をとって産まれた子じゃからのう。根が、一
つぐらいそなわっていなくても、仕方ないことじゃ」
「磐田寺の阿弥陀さまが授けてくださったのかも知れぬ。大事に育てぬと罰が当たるぞ」
そういって二人は、かわいがって育てました。
六
五つになり、六つになりました。
大きくなるにつれ、色白で目鼻だちがととのっている上に、姿もすらりとして、その美し
き んざ い

さは、壬生ばかりか近在の郷では、だれ知らぬ人のない、評判の娘となりました。

てなら

左手を使わなければならないときには、
不便そうではありましたが、
近所の子供たちと、
笑いころげながら、日の暮れるのも忘れて、よく遊びました。
手習いは、五つ六つの子供の字とはとても思えないほど上手になりました。
ねいろ

笛も上手になりました。隆麿がくれた竹の横笛なのですが、それは美しい音色で、裏山

え んが わ

の鹿もえさを食べるのをやめて、聞いているとうわさになるほどでした。
そんな一つ一つを、弟上と忍野は目を細めてながめ、わが子を持った幸せをかみしめな
がら、老いの日々をおくっていたのでした。

とと

かか

安野が七つになった、よくはれた秋の日のことです。縁側でお茶をのんでいると、
「父さま、母さま、見ていただきたいことがございます」

ほお

といって、庭の大きないちょうの木の下に、二人をつれていきました。いちょうの葉の間
からもれてくるお天道さまの光が、安野の頬を黄金色に染めています。

まめつぶ

「父さまも、母さまも、私が左手を広げ、五本の指を伸ばすことができないことを案じ
なさってこられました」
「私も、指を一本一本伸ばそうと、数えきれないほどいろいろやってみました。阿弥陀
さまにもお願いしましたが、どうにもなりませんでした」
「だけど、今日は朝から指がむずむずして、手が開きそうな気がしてなりません」
そういいながら、こぶしになった左手を、二、三度動かしてみました。
すると五本の指が一度に全部伸びて、開いたのです。そればかりか、手のひらには、豆粒

ほどのものが二つ、お天道さまの光にあたって白く光っています。
「これは、何というものでございましょうか。今まで、私の手の中にあるとは思いもし
ませんでした」
「どれどれ」
そっと指でつまむと、弟上は自分の手のひらにのせました。
石のようでもあり、骨のようでもあります。
「はてさて、不思議なことじゃのう」

け ん とう

「忍野、お前もよく見ておくれ。七年もの間、安野がにぎっていたのじゃ」
忍野も自分の手のひらにのせ、お天道さまの光にあててみたり、影にしたりしてみまし
たが、かいもく見当がつきません。

ぎ ょう き

「私にもわかりませんが、安野の大切な宝物にちがいありません」
と弟上にゆっくりと手わたしながら返事をしました。
「海豊さまなら、おわかりになるかもしれぬ」
弟上は、大事そうに二つの白い粒を紙に包み鹿革の袋に入れると、馬の用意をさせ、西
南の方角に一里ほどはなれた磐田寺に出かけて行きました。
七

しゃか

磐田寺は、十五年ほど前、行基さまという旅のお坊さんがお建てになりました。白い土
塀に囲まれ、ご本尊のお釈迦さまをおまつりした金堂や講堂などの建物が、磐田原台地の

こうき

西のふもとに静かに立っています。
海豊さまは、日あたりのよい本堂の縁側で、お経の本を写しておいでになりました。行
基さまのお弟子で、十年ほど前に、住職となって都からおいでになりました。年齢は、弟
上よりも二十ちかくも下になります。
高貴なお生まれのお方とかで、壬生の郷ではだれ一人知る人のなかった、阿弥陀さまの
みちび

お像とみ教えをお持ちになりました。弟上と忍野が阿弥陀さまをおまつりすることになっ
たのは、海豊さまのお 導 きによるものです。

しゃり

弟上は、海豊さまの向かいがわに腰を下ろすと、安野の手が開いた話をして、さげてき
た袋の中から、二つの粒をとりだしました。
「この年齢になるまで、本物を見たことがなかったのじゃが、話に聞くお舎利さまじゃ

ひとめ

ろう。お釈迦さまのお骨じゃ」
「こんな貴いものが何であったんじゃろか」
と腰を抜かさんばかりに驚いて、大きな声を出しました。
この話は、壬生の郷中に知れわたり、
「一目拝ませておくんなせえ」
ず

し

とたくさんの人たちが、館にやってきました。
「奥の部屋のお厨子の中にしまってある」
た りもち

「拝ませるわけにはゆかぬ」
と腰の曲がった門番の足持は、
朝から晩まで、
何回もくり返さなければなりませんでした。
この話は、国の守さまのお耳にも達し、わざわざ壬生の郷までおいでになりました。
「話には聞いたことがあるが、実物を拝ませてもらうのは初めてだ。ありがたいことだ」
「できることはなんなりと力を貸そう。ねんごろに、おまつりすることじゃ」
とありがたいお言葉を下さいました。
八

て んじく

いつのころであったか、海豊さまが、

しんた ん

「お釈迦さまは、天竺という遠い西のはての国にお生まれになった」
「それから、み教えは、長い年月をへて、山や砂漠をこえて震旦につたえられ、海をこ
えてわが国にまでつたえられたのじゃ」
「阿弥陀さまは、お釈迦様のみ教えのなかにおいでになるのじゃ」
「塔というものは、天竺でも震旦でも、もともとは、お釈迦さまのお骨や、お使いにな

あさげ

った貴いものをおさめた建物じゃ」
「都の大きなお寺には、立派な七重や五重の塔がそびえている」
などと話したことがありました。
霜のおりた朝のことです。朝餉の最中に、

うじ

かみ

「塔を建てることにした」
「小さくても、七重の塔にしたい」
などと、突然、うわごとでもいうように、弟上が自分の思いを話しだしました。
雲をつかむような話に、
「お金はどうするのか」
「いつ、どこに建てるのか」
心配になって、忍野は一々聞きたださずにはいられませんでした。
「わしは、四十年以上もの間、塔を建てたいと、願いをたててきた」
忍野が今まで一度も聞いたことのない話です。
「赤く光る玉を塔の中におさめ、丹生氏の頭領、氏の上として、わが一族のご先祖さま

やまずみ

やまいぬ

と、壬生の郷人の先祖をおまつりするためにじゃ」
「いつまでも、壬生の郷人があんのんに暮らせることをお願いするのじゃ」
赤く光る玉は、その昔、山住峠から、山犬が口にくわえてきたと伝えられている、弟上
きじ

家の宝です。氏神さまを真ん中、右にお釈迦さま、左に阿弥陀さまをおまつりしたお座敷

ひのき

とち

の奥の祭壇に、欅の箱に納められています。雉の卵ほどの大きさというのですが、忍野は
や しろ や

見たことがありません。
「社山には欅、 檜 、杉、松、栃もあれば、竹もある。たくわえた金を全部使って、足ら
け いだ い

ずは田畑を売ってまかなうのじゃ」
「磐田寺の境内に建てさせてもらう」
くろ くに

「何といわれても、変えるつもりはない」と、いわんばかりの顔をしています。
話し終わると、着がえと馬のしたくを急がせ、二十歳になったばかりの黒国をお供につ

そう りん

きだん

れて、磐田寺に出かけていきました。
弟上は海豊さまと相談を重ね、半年たつとおおよその段取りをつくりあげました。
とうりょう

じ んそう

七層として、それぞれの層の高さは十五尺、頂上には二十尺の相輪。基壇を含めると高
さ百三十尺の七重の塔です。棟 梁 には、都で塔を建てたことのある、甚藏に頼むことにし

じ ょう きげ ん

きしん

ました。猫背の小男で、見付の郡の役所のそばに住んでいます。
段取りが仕上がると、弟上はご報告とごあいさつのため、国の守さまのお屋敷にうかが
いました。国の守さまは上機嫌で、

ほうがち ょう

「できるだけのことはして進ぜよう」
とのお言葉を下さいました。
壬生や近在の郷の人々も、奉加帳をまわして、お金やいろいろの物を寄進してくれるこ
とになりました。
忍野が心配することもなく、お金や木材などがたくさん集まり、心配していたほど、田
畑を売らずにすみそうです。
九

ひがん

塔の工事は、計画よりも早く進み、三年半かかってできあがりました。
春のお彼岸のお中日に、塔の落成をお祝いし、お舎利さまと赤く光る玉をお納めするお
まつりがおこなわれました。朝から、雲一つなく晴れた、おだやかな日でありました。

て んに ょ

す いえ ん

都からはるばる運ばれてきた相輪が塔のてっぺんに取り付けられ、天女が水炎の中で舞
ほうじゅ

さ んぽ う

い踊り、宝珠が金色に輝いています。塔のまわりには、紅白の幕がはりめぐらされ、正面

あきはやま

ふと

いぬ い

の大きな真新しい三方には、赤や白のお餅、きびだんご、栗や栃の実などが、山のように
お供えされています。

ろうにゃ く な ん に ょ

壬生や近くの郷の人、見付や中泉の町から来た人、秋葉山の麓の犬居から、いくつもの

どうし

峠を越えて、七里もの山道を馬で来た人、天竜川を舟で渡ってきた人。着飾った 老 若 男女
ひいろ

で磐田寺の境内はあふれんばかりです。
金色の帽子をかぶり、緋色の衣を着た海豊さまが導師となって、おまつりは進められま
とな

した。海豊さまの後ろには、紫や茶色や黒の衣を着たお坊さんたちが並び、海豊さまにつ
づいてお経をお唱えします。その声は一つになって境内にみちあふれ、磐田原台地から天

こ う ごう

竜川にまで、ひびきわたっていきます。
お経とお線香の煙が流れるなかを、国の守さまを先頭にして、磐田郡司の隆麿、国や郡
のお役人、塔をつくるために寄進をした人々などが、一人ずつ祭壇の前にすすみでて、お
祈りとお焼香をします。その列は、山門をこえて、境内の外に長く伸びていきました。
何番目でありましたか、弟上と忍野につづいて、安野の順番になりました。上は白、下
は地べたにまでとどく赤い着物。頭につけた金色の飾りが風にゆられ、かすかな音をたて
てきらきらと光っています。
色白な顔に、少し赤みがさしています。深ぶかと頭を下げ、手を合わせ、お焼香をする
姿は、美しく、神々しくさえあります。
お祈りの列が終わったときには、お天道さまは三方原の山の上にかたむきはじめていま
した。海豊さまにご挨拶をすますと、三人は馬に乗って、磐田原台地の麓の山道を家路に
つきました。
馬の背にゆられるたびに、くたびれた体の中に、満足と安どの気持ちがしみわたってき
て、弟上は思わず涙がこぼれそうになりました。
十
ひより

ちょうちん

お祭りが終わってから、七日がすぎました。その間の暖かい日和つづきに、壬生の郷は
どこに行っても桜が満開で、日暮れになっても花の明かりで、 提 灯 がいらないほどです。

な

む あ み だ ぶ つ

おぼろ月夜にさそわれたのでしょうか。
「安野、一つ、笛を聞かせてくれぬかの」
とめずらしく、弟上がたのみました。
「よろしゅうございます。何でも、お求めのことはいたしましょう。母さまは、どんな
ことがよろしゅうございますか」
と忍野にたずねました。
「そうじゃのう。阿弥陀さまには、たいへんなご利益にあずかったから、大きな字で、
『南無阿弥陀仏』と書いては下さらぬか」

すず り

と忍野はたのみました。
「私が、おしたくをいたしましょう」

しょくだい

というと、母都は 硯 と紙を縁側の机の上に並べ、墨をすりはじめました。さしこむ月明か
りで、筆で書くのには、 燭 台の火がいらないほどです。
十の字にたすき掛けをして、両のたもとをあげてもらうと、畳を四つ切りにしたほどの
大きな紙に、安野は二度手習いをしました。
すわりなおし、目をつむると

ねが

くどく

いっ さ い

およ

われ

しゅじょう

みな

ぶ つ どう

「なむあみださま」と三度お唱えをして、
『南無阿弥陀仏』
墨黒々と、一気に書きあげました。
「ほう。見事じゃのう」
弟上は、目を細め、ためいきをつきました。
忍野は、『南無阿弥陀仏』
と書かれた紙を押しいただくように手にとると、
深く頭を下げ、
手を合わせて、
「願わくは この功徳をもって あまねく一切に及ぼし 我らと 衆 生 と皆ともに 仏道

ね んぶつ

をじょうぜんことを」
「なむあいだ
なむあいだ
なむあい
なむあい
なむあいだんぶつ」
と声をふるわせて、お念仏をお唱えしました。

ねしず

安野は、母都の助けをかりて、たすきをはずしてもらうと、庭に向かってすわりなおし、
目をとじて、笛を吹きはじめました。
今まで、弟上も忍野も聞いたことのない調べです。天竜川のはげしい流れのような力強
い音色と、寝静まった磐田原の森のようなやさしく静かな音色が、壬生の館から月明りの
空にすいこまれて行きます。
おぼろ月は、姿をかくしたかと思うと、また顔をだしました。森の奥から、ふくろうの
鳴き声が聞こえてきます。
十一
うぐいす

弟上は、話し声に目をさましました。夜は白みかけてはきましたが、鶏も 鶯 もまだ起

きり

きだしてはいません。忍野と母都があわてているようすです。
弟上は起き上がると、着がえをして、声のする安野の部屋に行ってみました。向かい合
った忍野と母都の不安そうな顔が、燭台の火に浮かび上がって見えます。
弟上の顔を見るなり、
「弟上さま。安野の姿が見あたらないのです」
と消え入るような声で、忍野がいうのです。
たしかに、昨夜、
「お休みなさい」
といつものように弟上と忍野にあいさつをして、自分の部屋にかえっていったのです。
部屋の中は、ふとんも着物もかたづけられ、笛をいれる桐の箱が机の上におかれていま

そらみみ

す。忍野がふとんにさわって見ると、安野の暖かみと娘らしい香りが、ほのかに残ってい
ます。
物音に気づいた門番の足持がやってきて、
「ひとしきり前、もの音が聞こえました。たしかに、門の音だなと思い、番小屋まで見
に行きましたんです。じゃが、しっかりとしまってましたし、犬もなかなかったんで、ま
た、年よりの空耳かと思って、寝なおしちゃいましたんです」
と目をしょぼつかせ、体をいっそう小さくして、ぼそぼそと話しました。
朝の暗いうちから、思いもしなかったできごとに打ちのめされて、弟上も忍野も朝餉が
のどを通りません。母都がはこんできたお茶をやっと飲むと、忍野は縁側にしゃがみこん
でしまいました。
お天道さまが、
欅の梢ごしに、
弟上の丸めた背中と忍野のつかれた顔を照らしています。
この年齢になって、なぜこんなにつらい苦しみに会わなければならないのでしょうか。二
人は言葉をかわす元気もありません。
どのぐらい時がたちましたか、黒国が大声をだしながら走ってきました。馬小屋から、

人の乗った小舟が一雲斎川を下っていくのが見えるというのです。
弟上と忍野が息を切らして、母屋から南に少し下った馬小屋の前までくると、小舟が一
そう、一雲斎川を下り、天竜の大きな流れの中に、ゆらゆらと入っていきます。
白と赤の長い着物、頭には飾りをつけた若い娘が、たった一人で乗っています。手を振
っているようにも見えます。
「あれは安野じゃ。どうしたのじゃろう。あのままじゃ、海にまで流されてしまう」
「誰か、あの舟を止めてくれ」
「安野、安野を助けてくれ」
と弟上が叫びますが、誰れにもどうすることもできません。
小舟は、きらきら輝く流れの中をゆっくりと下りつづけ、ついに見えなくなってしまい
ました。
十二

ほ んが ん

思わぬできごとの驚きと悲しみに、忍野は床についてしまいました。それでも一月ほど
たつと、あきらめの気持ちはつきませんでしたが、少し元気になりました。
弟上は忍野をつれて、磐田寺に出かけることにしました。海豊さまには、塔のおまつり
のお礼をすませていませんし、このたびの安野のできごとについても、大変なお心づかい
をいただきました。
海豊さまは、おだやかな笑顔を浮かべ、先にたって、二人を奥の座敷に案内しました。
「お二人とも、大変ご苦労なことじゃったのう」

は

「弟上どのは、長い間、塔を建てたいと、願っておいでじゃったが、いつまでたっても本願

ねが

え

を果たすことがかなわなかった」
「じゃが、
『願ひて得ずということなく、願ひて果たさずということなし』とは、昔から

じゅず

いわれてきたことじゃ」
「弟上どのの本願をかなえるために、阿弥陀さまが、安野のお姿になっておいでになっ
たのじゃ」
「十年もの月日がかかりはしましたが、七重の塔が立派にできあがったのをお見とどけ
になり、おかくれになったのじゃ」
「阿弥陀様のお導きで、本願を果たし話は、いくつも古い本に書かれていますのじゃ」

なむ

し ゃ か に ょら い

本師 釈迦如来

ほんし

話しおわると、海豊さまは、数珠に手を合わせ
き え ぶ つ

「なむ 帰依仏
あ み だ ぶ つ

なむ 阿弥陀仏」
とお唱えするのでした。
（二〇〇七・十一）

童話・童謡
●佳作
あれあれ なーに
一 お母さん
あれあれなーに 白い花
あれはあれちの 野ぎくです
朝の光りに 銀のつゆ
ちからいっぱい 歌います
二 おじいさん
あれあれなーに 青い山
あれはふるさと だるま山
こんどいっしょに登ろうよ
おむすび持って のぼろうよ
三 おばあさん
あれあれなーに 高い雲
あれは積乱 入道雲
鬼の子どもが 鬼ごっこ
太鼓ならして 遊びます
四 お父さん
あれあれなーに 細い道
あれは坂道 峠道
世界につづく 夢の道
シルクロードの レインボー

山 本 祐 一

退職互助部（浜名）

３ 羽があったら
お空へとんで
綿菓子みたいな
小鳥とお話
小鳥のさえずり

２ 羽があったら
大きな海へ
砂のベッドに
貝とお話
貝のささやき

１ 羽があったら
野原へとんで
お花畑に
花とお話
花の香りに

どこへ行く
行きたいな
手をつなぎ
作りたい
みどりのわ

どこへ行く
行きたいな
雲にのり
してみたい
子守歌

どこへ行く
行きたいな
こしかけて
してみたい
波の音

どこへ行く
行きたいな
ねころんで
してみたい
つつまれて

童話・童謡
●佳作
人のわ 花のわ みどりのわ

４ 羽があったら
遠くの国へ
知らない人と
みんなで人のわ
人のわ 花のわ

服 部 静 子

三島市立北上小学校

（最近は、空も海も野原も自然の美しさを失いかけています。みんなで力を合わせこの美
しいみどりの地球を守っていきたいという願いをこめました。
）

童話・童謡
●佳作
庄屋さんちのおっちゃん
渡 辺 忠 栄

退職互助部（沼津）

一 カルチャーショック
「利雄さん。あんた、砂糖を使ったでしょう。何に使ったのよ？」
昭和二十四年（１９４９年）四月中旬の土曜日の昼下がり。小学校に入学したばかりの祐
二と、中学一年の兄（あん）ちゃと、その一年先輩の哲夫さんの三人は、江戸時代には庄
屋さんだったという大きな母屋の玄関先で、おっちゃんと呼ばれている、中学三年生の利
雄さんを待っていた。そのとき、おっちゃんの姉さんらしい人の、問い掛けの声が聞えて
きた。祐二は、この言葉に目を見張った。
その当時、祐二の住んでいる東北地方のど田舎では、東北なまりのズウズウ弁で、
「利雄。おめえ、砂糖を使ったばい。何に使ったんだい？」
と、話すのが普通で、学校の教科書のような、あるいは、アナウンサーが話すような標準
語で話す家庭は、ほとんど無かったからだ。すると、おっちゃんと思われる男性が、
「ああ、砂糖ね。昨日、カルメ焼きに使いましたよ」
と、事もなげに答えた。この会話に、祐二はオッタマゲた。
当時、授業のときに教員や要職にある人が、改まって標準語で話すことがあったが、そ
れもなまっていたのに、おっちゃんの言葉は、少しのなまりの無い完ぺきなものだったか
らだ。祐二は、
（ここらでは、
『ああ、砂糖がい。昨日、カルメ焼きに使ったぞい』と言うのに、ラジオの
アナウンサーがしゃべるような、標準語を話す人が、おれげの近くにいるんだ！）
と、大きなショックを受けた。
さらにビックリしたのは、戦後しばらく砂糖は配給品で、決められた少量だけしか買え
ず、どの家も滅多に使えなかったので、祐二の母ゃんもどこかに隠しておいて、使う時だ
け出してきていた。それが、おっちゃんの家では、子供でも自由に使っているらしかった
からだ。
「上手く作れるようになったから、今度、姉さんにも焼いてあげますよ」
おっちゃんは、こう言い残すと、右手に鉛筆ケース程の、木で作った小さな四角い箱を持
って、外に出てきた。
二 おっちゃん、とは？
今日、昼食が済むと兄ちゃが、
「今がら、庄屋さんちのおっちゃんの家に遊びに行くげど、おめえも行ぐか？」
と、誘ってきた。祐二は驚いた。というのは、昨年まで兄ちゃは、家の周りで遊んでくれ
ることはあっても、外出するときは一人で出掛け、祐二を連れて行くことは無かったから
だ。
「行ぐ、行ぐ。一緒に行ぐ」
祐二は、二つ返事で答えた。そして、
（俺も、小学生に成ったからだな）
と、大人になった気分になった。
兄ちゃが「おっちゃん」と呼ぶ人に会うからには、年配の人に会うのだと思った。とこ
ろが、兄ちゃは歩きながら、
「庄屋さんちのおっちゃんは、来年中学を卒業して、高校を受験するんだ。学校中で一番
の成績だってよ」
と話した。祐二は、エッとなった。
というのは、この地域では、成人した男性を「おんつぁ」と呼び、
「おっちゃん」とは呼
ばなかったが、言葉のひびきから、他の地域で使われている「おじさん」の呼び方だと思
っていたのだ。だから、祐二は庄屋さんちのおっちゃんとは、年配者の「あだな」だと思
いこんでいたのだった。ところが、おっちゃんと呼ばれている鈴木利雄さんは、まだ十五
才で大人ではなかったのだ。
「なんで、若いのに『おっちゃん』て呼ぶんだべ？」

祐二が尋ねると、兄ちゃは、
「わかんねえけど、皆がそう呼ぶんだ。俺もまねをして呼んでいるが、本人は、まったく
気にしていねえんだって」
としか、答えなかった。
後で思うに、同年代の人よりも知識が豊富で、落ち着いふんい気だったので、
「おっちゃ
ん」がふさわしかったのかも知れない。
三 庄屋さんの屋敷
訪問していた庄屋さんの家は、今も江戸時代のままで残っていたのだった。
祐二は、物心のついた最初の墓参りの時、その屋敷の前を通って、その大きさにびっく
りした。
そのころ、祐二たちの住んでいる農家の庭は、農作業をするので広く、また、母屋も作
業や倉庫代わりに使っていたので、平屋でも二階建てのように高く、町の家の倍以上の広
さがあった。
ところが、庄屋さんの家は道に沿って生垣が百メートルも続き、途中に茅ぶきの門が在
り、もう少し歩くと、時代劇に出てくるような武家屋敷造りの正門があった。そして、母
屋に向かって右側の一部は、ゆるやかな傾斜を持つ高い土手になっていた。
祐二は、開いている正門から屋敷をのぞいた。二階建の家が、五十メートル以上の長さ
で続いていて、部屋が幾つあるのか分からないほどだった。祐二は、
（俺も毎朝、家の土間を掃除をしているんだけど、掃除がてえへんだろうな）
と、驚いて見ていた。
祐二の驚いた様子を察した父ちゃんは、
「鈴木さんの家は、江戸時代は庄屋さんの家で、屋敷は石垣に取り囲まれていたんで、小
さなお城みてえだったんだと」
と言った。また、父ちゃんは、
「だが、明治維新になって、石垣に税金が掛かることになったんで、土をかぶせちまった
んだってよ」
とも語った。
この庄屋さんの家がどれほど大きいかは、入学する前の就学時健康診断で、小学校のそ
ばの診療所に行ったときに、改めて知った。
祐二の育った村は、この時代には保育園や幼稚園は無く、四月に、いきなり小学校の一
年生に入学したのだ。それで、二、五キロも離れた学校の建物や、運動場の大きさがどれ
ほどのものか、入学前には知らなかったのだ。
二階建ての小学校の木造校舎を見たとき、
「庄屋さんちは、俺の通う小学校と同じ位でかいんだ」
と、祐二は改めてビックリしたのだった。
兄ちゃの後を追って、おっちゃんの家の茅ぶきの門をくぐって庭に入ると、芝が一面に
張ってあったのが見渡せた。
（俺の学校の、校庭の広さだな、それに、家も校舎と同じぐれえ長えなあ。俺の学校の子
供達、七百人が入れるぞ）
初めて屋敷の全体を見て、改めて敷地の広いことに驚いた。
母屋に向って歩いていると、母屋の二十メートル程手前に、縦一メートル横二メートル
程の、石の坂で仕切られた長方形の池があった。注意していなかったり、夜の暗い中だっ
たりしたら、落ちそうな作りに成っていた。
近寄って見ると兄ちゃが、
「そいつは、昔の便所だってよ。気をつけろ」
と注意した。祐二には信じられなかった。便所は家の隅っこにあるのが普通なのに、玄関
近くにあり、屋根付の小屋も無い、むきだしのまんまだったからだ。
祐二は、こわごわとのぞいて見たが、五十センチ程下に水が緑色に濁っていて、深さが
分からなかった。金魚一匹も見られず、カエルが一匹だけが浮いていた。祐二は、

（きったねえ水だ。本当に、便所なんだか）
と、不思議な便所に驚いて、兄ちゃに、
「おっちゃんとこでは、この便所を毎日使うんかい？」
と、尋ねた。すると、兄ちゃは、
「家の裏にもあって、そいつを使っているんだってよ」
と、答えてきた。祐二は、また尋ねた。
「そんじゃ、こいつは誰がつかうんだ？」
「そんなこと知るもんか。俺は、便所と聞いただけだ」
兄ちゃは、にべもなく答えただけだった。
（おれは、こんな所で用を足さねえぞ。チンチンが見えちまうもんな）
祐二は、兄ちゃの後を着いていきながら、そう思った。
四 おっちゃんとの初対面
祐二は、初めておっちゃんと対面した。おっちゃんは、初めて見る祐二に、何の反応も
示さなかった。
おっちゃんと呼ばれているからには、大柄な人だと予想していたら、案外小柄で丸顔を
していて、丸い眼鏡を掛けていた。この眼鏡も、その当時の田舎では、目を悪くするほど
勉強や読書なんかしなかったから、眼鏡を使用する者はいなかった。だから、眼鏡をかけ
ているだけでも、勉強家のシンボルの一つだったのだ。
これだけでは深い印象に残らないが、その日、おっちゃんは祐二に、驚くような作り物
を紹介し、事件も起こしてくれた。
「おい、今から観音様に行こう」
おっちゃんは、小声で言った。祐二は、小声で話すには、何かの秘密かくわだてがある、
と直感した。
祐二は、おっちゃんの後を着いて行きながら、初めて聞いたカルメ焼きというものが、
どんなものなのか考えていた。
後日、祐二は祭りの屋台でカルメ焼きを見て、どんなものかは分かった。以後、屋台や
店頭でカルメ焼きを見る度に、
「利雄さん、あんた砂糖を使ったでしょう」
という、あの時の情景を思い出すのだった。
二百メートルほど南にある、観音様の社に着いた。社は大きな杉の防風林で取り囲まれ
ていて、昼でも薄暗かった。
観音様のお堂の中には自由に入れ、また、広場では遊べるようになっていた。だか、兄
ちゃが、
「二年前に、観音様で強盗が出たんだってよ」
と言っていたし、薄気味悪く、遠回りになるので、祐二は通学路に使っていなかった。
おっちゃんは、
「これは、電気パン焼き器だよ。ぼくが作ったんだ。今から、これで焼いてみよう」
と言って、例の小箱を出して見せた。箱の中には、練ったうどん粉が入っていた。
そのときの祐二には、よく理解できなかったが、小学生の高学年になって電気コンロを
見たとき、これだったんだと思った。それは、箱の底にニクロム線を取り付け、電熱で焼
くようだった。しかし、祐二は、電気コードを付けた器具など見たこともなかったので、
よく材料や器具が手に入ったものだと感心した。
戸を開けて中に入ると、おっちゃんは、
「戸を閉めて。電灯を点けると、外から見つかるから。作業は手探りでしよう」
と話し、薄明りの中で、コードを伸ばした。お堂の中は暗く、何かの像があって気味が悪
かった。
「家で焼きたいけれど、ヒューズを飛ばすと叱られちゃうんで、ここでやってみよう」
おっちゃんはこう言うと、プラグを柱のコンセントに差しこみ、箱を下に置きながら、

「今に箱が暖まって、パンがふくらんでくるから」
と、自信ありげに説明した。
当時は、配電盤は無く、亀の子タワシのかっこうをした、十センチほどの小さな陶器を
ワンコと呼び、その中に鉛製のヒューズが入っていた。漏電したり多量の電気を一度に使
ったりすると、鉛のヒューズが溶けて切れ、事故を防止していた。そこで、多くの家庭で
は予備のヒューズを用意していたが切れやすいので、荷札の針金を使って事故につながる
こともあったようだ。
誰もしゃべらなかった。祐二には、長い時間に思えた。
五分位たったころ、おっちゃんは、
「もう暖まったぞ。焼けているはずだよ」
と言って、パンに触ってみたが、
「あれ？全然暖まってないぞ」
と声を少し大きくして言った。皆がパンに触ってみたが、うどん粉は冷たいままだった。
不思議に思ったおっちゃんは、
「電灯のスイッチを着けてみて」
と言った。哲夫さんが柱に付いたスイッチを押したが、電灯は点灯しなかった。
「おかしいぞ。ヒューズを飛ばしたかな？」
おっちゃんは、近くの壁に取り付けられた、ヒューズの入っているワンコを開けた。
「あれ、ヒューズが、き、切れている！替えが無いから、だ、駄目だ！」
おっちゃんは、あわててパン焼き器のコードを抜いてまとめると、
「帰ろう。今日のことは、言いっこ無しだよ」
と言って、お堂から出た。
祐二は歩きながら、逃げられた魚が気になるように、あの電気パン焼き器で焼いたパン
は、どんな味なのか色々考えたのだった。
お堂のヒューズは、取り替えたようだった。というのは、あの事件の二週間後に、観音
様の祭りがあった。お堂には、ちゃんと電気が点灯していたからだ。祐二は、四人で秘密
を持ったということで、おっちゃん達の仲間に成ったような気分になり、ちょっぴり大人
になったような気がした。
五 おっちゃんとの別れ
あのパン焼き器事件の一ヶ月後にも、おっちゃんと兄と哲夫さんの四人で、近くの井戸
で釣りをしていた。
井戸といっても、山裾からわき出る水を貯めて置くだけだったが、広さが六畳ほどあり
深さも一メートルほどあったので、小さな池のようだった。
井戸の水は、少しの傾斜を持って田んぼに流れこんでいたので、ふなやどじょう、カエ
ルや赤腹
（いもり）
、
源五郎等がまぎれ込んで住み着いていた。
水は少しにごってはいたが、
それらが泳ぎ回っているのが見えるのだから、釣り糸をたれたくなるのが人情だった。
釣り糸をたれると、水面で漂う浮きをカエルが見つけ、これにしがみつき、また、源五
郎は餌を獲るときに、魚がかかったように引いて、釣りを邪魔した。特に、釣り針にかか
った赤腹は、引きが大きいので、喜んで竿を上げると、紅色の腹に黒のはん点を散らばら
せ、手足をぶらんとした格好で上げられてきた。祐二は、こんな時は赤腹をくつで踏み付
けて、口を開かせて針をはずした。
今は、釣り糸や針をどこへでも放置するので、野性の動物が迷惑しているが、この時代
は釣り道具が希少価値だったので、終わったときには釣り針を水で丁寧に洗い、使用する
ときに錆びていれば灰で磨いた。神話の「山彦、海彦」のように大切にしたのだった。
「あっ、ま、また逃げられた！」
おっちゃんがさけんだ。
「こ、こ、これで三度目だ。ようし、い、意地でも、つ、つかまえて、や、やる」

おっちゃんは、あわてたり、力んだりすると早口になり、つまることがあるらしかった。
おっちゃんは、獲物を入れるために持ってきた桶を持つと、井戸の水をかき出した。か
いぼりを始めたのだ。
三人は、最初、持主に叱られやしないかと心配してためらっていた。
この井戸の持主は、五十才代の独り暮らしの男性だったが、若い時分に精神を病んでし
まい、昔はこのへんでは、かなりの財産家だったのが、今では没落してしまっていた。
そういえば屋敷裏に、大木の杉の木の根っ子が七、八本掘り起こされて、引っくり返っ
ていた。防風林の、なれの果てなんだろうが、往時は立派な景観だったに違いなかった。
持主は、以後もはかばかしくなく、周りの人は変人扱いをして、交わりをしなかったの
で、彼の動静はほとんど知られていなかった。
ところが、おっちゃんは、
「あ、あのおやじさん、く、薬を売りに行ってて二、三週間は帰らないから。そ、それま
でに水は貯まっていますよ」
と言って、作業を中止しなかった。かくて、井戸の中のカワズならぬふなとどじょうは、
四人によって一網打尽にされてしまった。
祐二は、苦情がこないかと心配していたが、確かに持ち主はしばらく姿を見せず、その
うちに井戸は満水となったので、一安心した。またまた祐二は、地区の多くの人が知らな
い変人の動向を、おっちゃんが詳しく知っているのに、感心してしまった。
これ以後、祐二は、おっちゃんと行動を共にすることはなかった。
おっちゃんは、姉と妹にはさまれた長男で、三人きょうだいだった。この時代の農家の
長男は、どんなに秀才であっても、跡を継ぐのが当然だったが、次の年おっちゃんは、郡
山市の有名進学校を受験して合格し、祐二らの前から消えてしまったのだ。
「この村から、十年に一人位しか受かんねえ、難関校なんだ。有名な作家も出ているんだ」
祐二の父ちゃんが、感心していた。
六 おっちゃんは不在でも
おっちゃんに代わって、
おっちゃんの父ちゃんと縁ができた。
おっちゃんの父ちゃんは、
村の教育長をしていたので、朝の登校途中で会ったし、運動会や学芸会でも会った。おっ
ちゃんとは違って、目立たなかった。
おっちゃんの家にも、畑や田んぼはあった。
祐二の祖父は、
「明治の終わりごろに、田植えに人足で出された。田んぼがすごく多かった。
『苗が無くな
れば、今日の仕事は終わりだ』と言うんで、皆で苗を田んぼの中に、踏んごんじまった」
と、言って笑っていたが、祐二が知っている限り、今の庄屋さんちの田んぼは、二人ばか
りの人手を頼んで、二日ばかり作業をしているところに出会うだけだった。
戦後の農地解放ででもとられちまったのか、農業は眼鏡をかけた奥さんだけでやってい
た。
当時、農家の若い女性は、どんなに視力が落ちていても、眼鏡を掛けることはなかった
ので、眼鏡を掛けた奥さんに出会うとハイカラさんに会ったように思えてならなかった。
祐二が二年生になったとき、庄屋さんの屋敷を、とくとよく見た。おっちゃんの土ぞう
の一つに、戦火を逃れて住んでいる家族があったからだ。祐二より一年下の男の子がいた
ので、めんこやビー玉をやって遊んだ。そんなときは、屋敷内でも遊び回った。
庄屋さんの屋敷内には、向かって左手の外れに、馬を何頭も飼える馬小屋もあったし、
土ぞうも三つばかりあった。江戸時代には、たいした庄屋だったことがしのばれた。
例の便所は相変わらずあったが、使用されている様子はなかった。しかし、皆は便所と
信じ込んでいた。
庭で野球をやると、打球が便所に落ちることがあった。その時代は、ボールは貴重品だ
ったので、打者に木の長いハシを持ってこさせて拾わせ、水で洗って再度使用した。止せ
ばいいのに、決まって誰かが匂いをかぐのだった。そして、仲間内では、
「あの便所に打ったやつは、アウトにする」

という決まりが設けられた。祐二は、なぜうめないのか、と不思議でならなかった。
庄屋さんの家は、若い男手がいなかったので、二十メートルもある高い柿の木から、実
を収穫する者がなかった。
「広い庭なんで、石を投げたって平気だ。落どとして、三時のおやつにすべえ」
柿の実を頂だいしたのは、鳥達と、時折、観音様の前を通って下校する祐二達だけだった。
哲夫さんや兄ちゃも、中学校を卒業すると高校に進学したので、祐二は同じ年の仲間や
弟と遊ぶようになった。
おっちゃんの屋敷の土手下に、かなり大きな農業用の池があった。そこで、祐二達はふ
なやどじょうを釣った。
祐二が五年生のとき、仲間四人と池で釣りをしていると、若い母親と三才位の女の子が
釣りを見にきた。祐二は、
（一年生のときに会った、おっちゃんのお姉さんだ）
と直感した。お姉さんは、アナウンサーのような共通語で、
「こんな池でも、魚が釣れるの？」
と、祐二達に話し掛けてきた。祐二は、
「鯉はいねえけど、ふながよく釣れます」
と、方言と共通語をごちゃ混ぜにして話した。
お姉さんは、祐二の持ってきたバケツの中の、二センチばかりの小ぶなを見て、
「かわいい魚が釣れたね」
と、笑いながら言った。女の子はしゃがんで見続けていた。
お姉さんは、祐二達としばらく話をしていて、子供から目を離していた。
途中でバケツに目をやったお姉さんは、
「とこちゃん。あんた、お魚食べちゃったの？」
と、驚きの声を上げた。祐二は、バケツの中を見た。確かに、小ぶなは消えて、何もいな
かった。女の子は、
「うん」
と答えた。祐二は、もしやと思ってバケツの周りを見たが、落ちてはいなかった。また池
に投げ返したら、波紋ができるが、そうした気配もなかった。祐二は、
（ふなのやつがのろいのか、あの子の方がすばしこかったのか。どっちだったんだ）
と思いながら、釣り竿を動かした。
「後で、ポンポンが痛くならないかな。お魚ちゃん、ポンポンの中で泳いでいるね」
お姉さんは、こう言うと、女の子を連れて帰って行った。
女の子は、「小ぶなの踊り食い」
をしたが、
ポンポンを痛くしたという話は聞かなかった。
六 おっちゃんとの再会
祐二が庄屋さんの屋敷の前を通るのは、墓参と道草をくうときとなり、おっちゃんとの
記憶も薄れていった。
中学三年生のときの六月、祐二達は東京・鎌倉などを見学する修学旅行に行った。
その日の朝、出発に先立って、眼鏡をかけて、ベレー帽を被り、漫画家の手塚治虫にそ
っくりの若い青年が紹介された。
「万一の場合にど、修学旅行に行ってもらうごどになりました、鈴木利雄先生です。……」
おっちゃんは、お医者さんの卵になっていたのだ。そして、今のように、養護教諭のい
ない時代だったので、母校の中学生に付き添って行くことになったのだった。祐二は、お
っちゃんと再会したのだ。
おっちゃんは、医者のふん囲気を出していたし、祐二のことなんか忘れていると思った
ので、恥ずかしくて話し掛けられなかった。
バスの中でのことだった。おっちゃんは、最後尾の座席に座っていて、祐二は、その前
の座席を占めていた。

ガイドは、東北地方の方言を持ち出し、
「おれげで、スス払いをしたあとで、皆でスス（寿司）くった」
とか、
「シ（死）の用心、シ（火）に気をつけよう」
と言って、笑いを誘っていたが、東北の者にとっては、からかわれている気分で笑えなか
った。そんなとき、おっちゃんがなまりの無い、折紙つきの共通語で、
「ガイドさん。マイクを貸してください」
と、言った。皆は、何事が起こったかと見守っていた。おっちゃんはガイドに、
「今から言う言葉を、標準語に訳して下さい」
と言ってから、
「おれげのベゴ、カンプラくった」
と、二度言ってから、ガイドにマイクを返した。ガイドは、
「おれげは、私の家で、ベゴは牛ですね。カンプラは天ぷらでしょう。だから、私の家の
牛が、天ぷら食べた、でしょうか」
と、答えた。祐二は、おっちゃんの機知に富んだからかいに満足したし、皆も腹を抱えて
笑った。たわいのない事なんだが、田舎もんという劣等感を、おっちゃんが救ってくれた
気がした。
何のことない、カンプラは方言で、じゃが芋のことだ。カンプラ芋と呼ぶ地方もあるん
だから。
その年の、八月の旧盆の十六日のことだった。祐二の家は、静岡市に引っ越すことにな
ったので、
「ここでのお盆は、最後だ。お寺でやる盆踊りを見ておくべ」
ということで、弟と二人で見に行った。
「仮装大会で優勝した者には、賞金だか、賞品が出るんだって」
とかで、とりどりの仮装をした男女が、櫓（やぐら）を取り巻いて踊っていた。
石原裕次郎や小林旭、そして、美空ひばりの全盛時代だったので、そんな人物をまねし
た仮装が多い中で、一際目立つ仮装があった。
見物している連中は、
「あの黒人の仮装が、一番だべ。誰だべ？」
と、予想したり、本人を探ったりしていた。
仮装は、上手かった。誰かが、
「裸の全身を、鍋か釜から採ってきたススで塗りたぐり、腰みのも、かぼちゃで作ったド
クロも、手に持った槍も、そっくりだべ」
と言って、ほめちぎった。もう一人も、
「その上、踊りもひょうきんだべ。あれは、庄屋さんとこの、息子だっていうぞ」
と、話していた。確かに、踊り方は、当時の映画で見る、黒人の踊り方そのものだった。
庄屋さんとこの息子、と聞いて、祐二は、
「そうだ。この村で、これだけの創作と演出が出来るのは、あの電気パン焼き器をこさえ
た、おっちゃんしかいない」
と確信した。そして、
「おっちゃんなら、あの槍は本物だ。自分の家のもんだ」
と、思った。
祐二と弟は、盆踊りが終わるまで待たずに帰宅した。
次の日。近所の人が、
「仮装大会の優勝者は、庄屋さんとこの、おっちゃんだった」
と言っていた。祐二は、
「秀才臭さも無く、皆を喜ばせる心根が憎いなあ。俺も、あんな人になりてえなあ」
と、感心し、もっとおっちゃんが気にいってしまった。
七 その後のおっちゃん
おっちゃんとは、遠く離れてしまったが、時折、古里の親せきの家に行った時に、おっ

ちゃんのうわさを断片的に耳にした。おっちゃんと同じ地区に住む伯父は、
「利雄は、入学した大学の先生に成ったとかだ。村始まって以来の、国立大学の教授だべ」
と、我が事のように自慢していた。
「そうなんだ。俺は、隣町あたりで開業すんのかと思っていたが」
祐二は、地方大学だが、医学部の教授になった、おっちゃんの姿を思い浮かべた。だが、
おっちゃんの顔は、修学旅行で出会ったままの顔立ちであり、漫画家の手塚治虫の顔とダ
ブってしまっていた。
おっちゃんとの初対面から五十年近くたったときに、庄屋さんの屋敷は取り壊わされた
と聞いた。両親は亡くなったが、おっちゃんは帰ってこず、また、姉と妹も相続をしなか
ったらしい。
村では、貴重な財産だから、と保存をしたかったらしいが、維持管理が大変だったらし
いので、断念したようだった。
祐二は、おっちゃんを手本として教員生活を送り、退職した。そして、庄屋さんの屋敷
の跡地を訪ねた。雑草は刈り取られていたが、だだっ広い土地が残っているだけで、柿の
木も便所も無くなっていた。
祐二は、兄ちゃと一番最初に尋ねたときの場所に立ってみた。すると、
「利雄さん、……」
という声が聞こえてきたように思え、
あのパン焼き器の場面が、
鮮明によみがえってきた。
「おっちゃんは、偉いなあ。おっちゃんの父ちゃんは、もっと偉いな。あの時代に、長男
のおっちゃんを、こんな田舎に押し込めず、才能を最大限に発揮させたんだから」
教育長の鈴木先生の、笑っている顔が浮かんできた。
「一つの時代が終わり、新たな時代が始まる。おっちゃんは大学を退職して、新しい病
院を始めているかもしれないなあ。開けっぴろげの、気さくな小児科のお医者さんがにあ
うな」
祐二は、勝手に決めてしまった。そう言うと、手塚治虫とおっちゃんが重なって、目の前
に浮かんできた。
「あのときのパンは、どんな味だったのかな。食べてみたかったな」
祐二は、電気パン焼き器で焼いたパンを逃したことで、おっちゃんと最初に会った時の思
い出が今でも新鮮で、
「もう一度、会ってみたいな」
と、おっちゃんの人柄をなつかしく思うのだった。

童話・童謡
●佳作
キミちゃんとたっちゃん
大 重 貴 子

浜松市立新津小学校

１
キミちゃんが顔を上げると、机の上の鏡の中で、もう一人のキミちゃんが泣いていまし
た。辛くて悲しくて、そして悔しくて…。涙が、キミちゃんのほっぺたをぬらしました。
「たっちゃんなんて大嫌い」
意地悪なたっちゃんのゲジゲジまゆが、目にうかびました。ハハハッと笑うときの大き
な口もです。
たっちゃんは、ほかの女の子にはしないのに、キミちゃんには悪口ばかり。小学校に入
学してから二週間、ずっとそうなのです。
今日は、給食を食べているときでした。
「たまごのキミ、キミ、キミちゃんは、
」
おかずの八宝菜の中に、小さなウズラの卵が入っていました。それを見付けると、たっ
ちゃんは、歌い始めたのです。
「チビ、チビ、チビだ。泣き虫だ」
そして、ハハハッと笑うと、あんぐりと大きな口を開けて、うずらのたまごをぱくっと
呑み込みました。
たっちゃんの歌がおもしろかったのか、
みんなもアハッと笑いました。
ひょっとしたら、
先生まで。その時はがまんできたけど、今になって考えると、それも悔しいのです。
「キミちゃん」
近くで、声が聞こえたような気がしました。キミちゃんは、部屋の中を見回しました。
でも、誰もいません。
「キミちゃん」
もう一度、小さな声。
目の前の、鏡の中から聞こえてくるようです。キミちゃんは、鏡をのぞいてみました。
「あっ」
鏡の中には、キミちゃんの顔。でも、鏡の中のキミちゃんは、ニコニコ笑っていました。
「あなたは、だれ？」
キミちゃんがそう言うと、女の子は、フフフッと楽しそうに笑いました。
「わたし、キララ」
「キララちゃん？」
キミちゃんが鏡の前に右手を出すと、女の子は左手を出しました。二人の手と手が触れ
た時、キミちゃんはなんだか温かい気持ちがしました。
「キララちゃん。どうして、わたしのことを知ってるの」
女の子は、また、フフフッと笑いました。
「だって、わたし、鏡の部屋からキミちゃんのこと、ずっと見てるんだもの」
「鏡の部屋？」
「そう」
女の子は頷きました。
「たっちゃんって子が、いじめるのね」
「うん」
キミちゃんは答えました。
女の子の顔が、キミちゃんの方へ近寄ってきました。
「おでことおでこをコッツンコ。それから、それから、目を閉じて…」
呪文のような言葉です。キミちゃんは、言われたとおりにしてみました。
「一、二、三」
虹の光がぱっと広がりました。
「まぶしい」

キミちゃんが目を開けると、
二人は手をつないで、
不思議な部屋の中に立っていました。
「ようこそ、鏡の部屋へ」
女の子は、キミちゃんに言いました。
鏡の部屋は、明るく光っていました。星のようにキラキラ光っているのは、たくさんの
窓でした。
「ここから、キミちゃんの世界が見えるの」
女の子は右手を上げて、魔法使いのようにクルクルと回しました。すると、大きさも形
も違う窓は、鳥のように、クルクルと部屋の中を飛び始めました。
女の子が、手を横にふると、一つの窓がキミちゃんの前にきて、ぴたりと止まりました。
その窓の中をのぞくと…。
壁に、プリティモモちゃんのカレンダー。ベッドに、クマのぬいぐるみ。それは、キミ
ちゃんのいないキミちゃんの部屋でした。
それから、女の子は、次から次へ窓を選びキミちゃんの前に運んでみせました。
ひげそりをしているのは、隣のおじさん。タクシー運転手です。きっと今からお出かけ
です。テレビゲームに夢中になっているもっちゃん。やりすぎて、ママにしかられないか
な。お風呂に入っているのは、ゆうちゃん。アニメソングを歌っています。いつもは大人
しいさっちゃん。妹とけんかしてるよ。
「すごーい」
キミちゃんは、感心しました。
女の子が、手を横に振ると、また新しい窓が、二人の前に止まりました。キミちゃんは
窓をのぞいてみました。
窓の中に、女の人が見えました。夕食の支度をしているようです。
「あっ、お母さん！」
エプロンをしたお母さん。お鍋の中には、ジャガイモ、ニンジン、タマネギ、それから
お肉がグツグツにえています。お母さんの楽しそうなハミングも聞こえます。
「わーっ。私の大好きなカレー」
キミちゃんは大喜び。お母さんのカレーはもうすぐ出来上がりです。
「じゃあ、キミちゃん。もう一度目を閉じて…」
女の子の言うとおりに、目を閉じました。
「一、二、三」
再び、虹の光が広がりました。
「まぶしい」
キミちゃんが目を開けると、鏡の中には、驚いた顔のキミちゃんが映っていました。そ
して、台所からは、おいしそうなカレーの匂いが、プーンとしてきました。
２
キミちゃんは、今日も、たっちゃんにいじめられました。
体育のときです。一年生になったばかりのキミちゃんは、まだ上手に前回りができませ
ん。鉄棒の上に乗ると、それだけで怖いのです。もちろん、ふとっちょのかっちゃんも、
三月生れのりかちゃんもできません。
でも、たっちゃんは、いつものようにキミちゃんだけをからかうのです。
「たまごのキミ、キミ、キミちゃんは」
あの給食のときから、キミちゃんはたまごのキミちゃんになりました。
「ヘタ、ヘタ、ヘタだ。前まわり」
たっちゃんは、大きな口を開けてハハハッと笑いました。ゲジゲジまゆは、への字に下
がっています。
今度は、先生も困ったような顔をして、
「まあ、たっちゃん。だめですよ」
と言ってくれたけど、みんなはやっぱりアハハと、笑いました。
キミちゃんの肩を、先生がそっと支えてくれました。慰めるように。だけど、辛くて悲

しくて、悔しくて…。キミちゃんは唇をぎゅっと噛みました。
うちに帰ると、お母さんが、
「キミちゃん、どうしたの？」
と心配そうに聞きました。
（ただいま）も言わないキミちゃんは初めてだったからです。
「何かあったの？」
「ううん。なんでもない」
ランドセルをおろして、キミちゃんは首を振りました。
本当はお母さんに、みんな話したかったのです。でも、キミちゃんは、お母さんに心配
かけたくなかったから、黙っていました。
「キミちゃん」
机の上の鏡の中。女の子の声が聞こえてきました。
「キララちゃん？」
鏡の中で、キミちゃんに似た女の子は、にっこり笑いました。
「たっちゃんが、また意地悪したのね」
「うん…」
「だから、元気ないのね」
キミちゃんを見て、女の子は言いました。そして、フフフッと笑いました。
「おでことおでこをコッツンコ。それから、それから、目を閉じて…」
あのおもしろい呪文の言葉です。
「一、二、三」
あっという間に、キミちゃんは鏡の中の部屋に立っていました。広い部屋の中いっぱい
に、たくさんの窓がキラキラ輝いています。
女の子は、右手を上げて、クルクルと回しました。女の子が窓を指さして、手を横にふ
ると、キミちゃんの前まで飛んできました。
「のぞいてみて」
キミちゃんは、
「うん」と頷きました。
窓の向こうに、男の人が見えました。ハンカチを出して、手をふいています。
「あっ、お父さんだ」
お父さんは、メガネを外して、両手でほっぺたをパンパンとたたきました。がんばるぞ、
という時のお父さんのくせです。おかしくなって、キミちゃんはクスクス笑いました。
すると、お父さんの顔が、にゅうと、キミちゃんに近寄ってきました。だから、キミち
ゃんはびっくりして、後ろに下がりました。
「キミちゃん、大丈夫。向こうからは絶対に見えないから」
「ああ、よかった」
キミちゃんは、そう言って安心しました。
こんなお父さんの独り言が、聞こえてきました。
「キミちゃん、残念がるかな。残業だって分かったら。今日は、早く帰ってゲームしよう
って約束したのにな…。
」
お父さん、お仕事大変だな。キミちゃんは、ため息をつきました。
お父さんは、言いました。
「でも、今度の日曜日、キミちゃんをディズニーシーに連れて行ってあげようかな」
女の子には、こうなることが初めから分かっていたのでしょうか。
「ありがとう、キララちゃん」
キミちゃんは、女の子にお礼を言いました。すっかり楽しい気持ちになっていました。
３
今日という今日は、いくらキミちゃんだって、我慢できませんでした。
たっちゃんは、キミちゃんの大事にしているミニーちゃんのハンカチを返してくれない
のです。初めて連れて行ってもらったディズニーシーで、お父さんが買ってくれたハンカ
チでした。

本当は、いやだけど、がまんして貸してあげたのに。それなのに、たっちゃんは「知ら
ないよ」というのです。
だから、キミちゃんは、たっちゃんの意地悪を先生に話したのです。
先生は驚いたような顔になって、たっちゃんに言ってくれました。
「たっちゃん、本当なの。早く返してあげなくっちゃ」
でも、たっちゃんは、首を振り続けました。そして、最後にキミちゃんに向かって、い
つもの、意地悪な歌を歌ったのです。
「たまごのキミ、キミ、キミちゃんは」
たっちゃんの歌は、なんだか、やけっぱちな調子？に聞こえました。
「ウソ、ウソ、ウソつき。大嫌い」
今日は、いつもたっちゃんの味方をしているみんなも、笑いませんでした。だから、し
んとなった教室の中で、キミちゃんは、思わず大きな声で、泣いてしまったのです。
「キミちゃん」
鏡の中から、女の子の声が聞こえました。
「たっちゃんのこと、嫌い？」
「うん」
と、返事すると、キミちゃんの目から、涙がこぼれました。
女の子のおでこが、キミちゃんのおでこにこつんと触れるのが分かりました。
「たっちゃんの秘密、知りたい？」
女の子は、そう尋ねました。
「キララちゃん、何か知ってるの？」
「だって鏡の国からは、どんな子の秘密も覗けちゃうから…」
窓からのぞいたお母さんやお父さんの姿が、キミちゃんの目に浮びました。
「おでことおでこをコッツンコ。それから、それから、目を閉じて…」
いつもの呪文です。
「一、二、三」と言った途端…
「まぶしい」
虹の光が、目の前に広がりました。
キミちゃんは、鏡の部屋にいました。
女の子は、右手を上げて、魔法のようにクルクルと回しました。すると、窓が、星のよ
うにキラキラ光りながら、キミちゃんの前に飛んできました。
「キミちゃん、この窓を覗いてみて」
窓の奥に、男の子が見えました。男の子は、花瓶を洗っていました。そして、洗い終わ
ると、お花を花瓶に挿しました。初めは分からなかったけれど、それがたっちゃんでした。
「たっちゃん、何、やってるの？」
キミちゃんは、いつも意地悪をされていることを忘れてたっちゃんに尋ねました。
「キミちゃん、向こうには聞こえないよ」
女の子は、フフフッと笑いました。
たっちゃんは、お花でいっぱいの花瓶を抱えて、廊下を歩き始めました。今にも転びそ
うで、キミちゃんは、たっちゃんのことが心配になりました。後ろ姿が、だんだん小さく
なっていきました。
「たっちゃん、どこへ行くの？」
すると、女の子は手を横に振って、違う窓を呼び寄せました。
「この窓の中を見ると分かるよ」
キミちゃんは、窓を覗きました。
部屋に入ってくるたっちゃんが見えました。たっちゃんが、窓の方へ近づいてきて、花
瓶を置きました。
「たっちゃん、ありがとう」
ベッドの中にいた、白い服の女の人が、うれしそうに言いました。

たっちゃんは、笑っていました。今まで見たことがないような、やさしい顔でした。
「ママ、ぼく、なんでもやってあげるよ」
「じゃあ、今度はお水、持ってきてもらおうかな」
たっちゃんは
「うん」
と返事をすると、コップを持って、廊下に出ていきました。
女の子が、言いました。
「たっちゃんのママ、病気で、もう二ヶ月も病院にいるの」
そのとき、キミちゃんは、思い出しました。入学式のときのことです。あの日、キミち
ゃんは、たっちゃんに聞いたのです。
「入学式なのに、どうして、たっちゃんのお母さん、来なかったの」
って。
キミちゃんは、ぽつりと言いました。
「たっちゃん、わたしのこと、きっと怒っているのね…。だから、意地悪したのね」
でも、キミちゃんは、こうも思いました。たっちゃんは確かに意地悪だけど、今まで考
えていたよりも、ずっとやさしくて、強い男の子なのかもしれないって。
４
次の日のことです。
「ごめんね、キミちゃん」
なかよしのリカちゃんが、キミちゃんにそっと言いました。
リカちゃんの手に、ミニーのハンカチが握られていました。キミちゃんは、びっくりし
ました。
「たっちゃんに、頼まれたの？」
キミちゃんがそう尋ねると、リカちゃんは首を横に振りました。
「昨日、たっちゃん、キミちゃんのハンカチ見せてもらってたよね」
「うん」
「わたし、早く見たかったの」
なんだか、リカちゃんは言いにくそうです。ゴクンとつばを飲むのがわかりました。
「だから、たっちゃんに見せてって頼んだの」
キミちゃんは、頷きました。
「たっちゃんの代わりに、キララちゃんに返してあげるねって言って…」
「たっちゃんの代わりに？」
「うん。それで、ハンカチ、見てたら、二人がけんかを初めて…」
「あっ」
「キミちゃんに、返さなくっちゃって思ったけど、こわくなって…。ごめんなさい」
「ううん。いいよ」
キミちゃんは言いました。
キミちゃんは、何でもなかったようなふりをして、リカちゃんの席から離れました。で
も、本当は（困ったなあ）と思いました。
「勘違い、しちゃったな…」
たっちゃんの席の横を通るとき、たっちゃんが睨んだような気がしました。
「ごめんね」と言おうと思うけど、口が開きませんでした。
「いいよ。だって、たっちゃんは、いつもわたしに意地悪言うんだもの」
キミちゃんは、そんなふうに思ってみました。けれど、いやな感じはずっと続きました。
（明日は、土曜日。もう仲直りできなくなっちゃうかも…）そんな気がしました。
うちに帰ると、キミちゃんは、自分の部屋駆け込みました。
「キララちゃん…」
鏡の前で、キミちゃんは女の子を呼びました。
「キミちゃん、初めて、わたしを呼んでくれたのね」

女の子は、うれしそうに言いました。まるでキミちゃんを待っていたようです。
「たっちゃんのこと、相談してもいい？」
「ハンカチのことだよね」
「うん。悪かったのは、わたし。だけど、たっちゃんに絶対謝りたくないの。キララちゃ
ん、それは、ダメなの？」
女の子は、フフフッと笑いました。
「それは、キミちゃんが決めることだよ」
キミちゃんは、ふうと息をはきました。
「じゃあ、鏡の部屋へ行こう」
「うん…」
「おでことおでこをコッツンコ。それから、それから、目を閉じて…」
女の子は、呪文の言葉を言いました。
「一、二、三」
虹の光が輝いて、キミちゃんは鏡の部屋にいました。
女の子は手をクルクルと回して、昨日の窓を、キミちゃんの前に運んできました。
たっちゃんがいました。花瓶に花をさしながら、背の高い男の人とお話しています。
「パパ、今日は会社早く帰れたの？」
「うん、いつもたつやにばかり、ママのお世話、頼めないだろ」
「ぼく、いいよ。だって、ママのこと、大好きだし」
いつもいばっているたっちゃんが、甘えん坊になっています。
「あのね、パパ…」
「うん？」
「ぼく、クラスの女の子とけんかしてるの。キミちゃんっていう子」
キミちゃんは、急に自分の名前がでたので、はっとしました。
「どうして？」
男の人は、聞きました。
「だって…」
たっちゃんは、口をとがらせました。
「キミちゃんが、ぼくのこと、意地悪って言うんだもの」
「たつやが、意地悪してないのに？」
「う、うん」
たっちゃんは、ごまかしたように言いました。
「ぼくね、キミちゃんのこと、嫌いじゃないよ。でも…」
「わかった。でも、意地悪しちゃうんだ？」
「うん」
「たつや。それはきっと、おまえがキミちゃんのこと、気になっているからさ」
たっちゃんのパパは、あっさりとそう答えました。そして、たっちゃんの頭に手をのせ
てニッコリしました。
「ぼく、意地悪するつもりじゃないの」
「そういうものさ。どうしていいか分からないとき、まるで逆のことしちゃうんだ。パパ
だって、小さいとき、そうだった」
「パパも？」
たっちゃんは、パパを見上げて言いました。
そのとき、キミちゃんはみたのです。たっちゃんが、ほっとして笑うのを。たっちゃん
のゲジゲジまゆは、下がったままでした。
キミちゃんは、心臓がドキドキしました。今まで、たっちゃんに嫌われていると思って
いたのに、どうやら違うようです。そして、そのことが、なぜかうれしかったのです。
「たつや、いいこと、教えてあげようか」
「うん」
男の人は、声を小さくして言いました。

「ママ、もうすぐ、おうちに帰ってくるよ」
たっちゃんのゲジゲジまゆが、ゆっくり下がりました。それから、たっちゃんは、大き
な口を開けて、ハハハッと笑いました。
「本当？」
「パパは、うそをつきません」
「やった。パパ、やったね」
花瓶を男の人に預けると、たっちゃんは廊下を急いで行きました。
女の子はフフフッと笑って、右手をクルクルと振ると、違う窓を運んできました。
たっちゃんは、ベッドのお母さんに抱きつきました。
「まあ、たっちゃんたら」
「ママ、本当に、うちに帰れるの？」
「パパから、聞いたんだ」
「うん」
「もう少しがまんしてね」
すると、
「たつや、ママを独り占めなんて、ずるいぞ」
男の人が、花瓶を抱えて入ってきました。
「よかった」
キミちゃんがそう言うと、女の子はうれしそうな顔をしました。
「変なキミちゃん。だって、たっちゃんが嫌いなんでしょ」
５
月曜日。キミちゃんはいつもより少し早めに学校に行きました。靴箱のところで、キミ
ちゃんはたっちゃんが来るのを待ちました。
「たっちゃん。おはよう」
初めて、キミちゃんからたっちゃんにあいさつしました。
「なに？」
ちょっと怒ったようなたっちゃんの声
「ごめんね。ハンカチのこと」
たっちゃんは黙って、キミちゃんを見ました。目をパチクリしています。
「リカちゃんが持っていたの」
「うん…」
「本当に、ごめんなさい」
ひとまず謝ることができました。キミちゃんは、ほっとしました。
「いいよ」
もう怒った声ではありませんでした。
「あのね、たっちゃん。入学式のとき、わたし、たっちゃんに悪いこと言ったね」
「えっ」
「お母さんのこと。どうして来ないの、って」
キミちゃんがそう言うと、たっちゃんは困ったような顔になりました。
「だって、ママ、病気だったんだもん」
「怒っていない？」
「うん」
それから、たっちゃんは、ちょっと恥ずかしそうにキミちゃんに言いました。
「ママ、病院から帰ってくるんだよ」
「よかったね、たっちゃん」
知っているよ。キミちゃんは、本当はそう言いたかったけど、それは我慢しました。
キミちゃんは、その後は知らん顔をして、たっちゃんの側を離れました。
キミちゃんは、女の子と一緒に鏡の部屋にいました。頭の上で、いろいろな窓がキラキ

ラ光りながら回っていました。
女の子が、右手を上げてクルクルと回すと、一つの窓が二人の前に飛んできました。
窓の中で、たっちゃんは、あかんべをしたり、ほっぺん膨らませたりしています。
キミちゃんと女の子は、思わずハハハッと笑いました。
「キララちゃん、お願い」
「うん」
キミちゃんは、女の子の秘密を聞いたのです。それを試してみることにしました。どん
な秘密かって…。まあ、見ていてください。
女の子は、窓に顔を近づけました。そして、窓に顔を当ててこう言いました。
「たっちゃんに、なあれ！」
すると…。女の子は虹の光に包まれました。キミちゃんに似た女の子は、だんだんたっ
ちゃんそっくりになっていきました。
「すごい」
まるで手品を見るようです。
「たっちゃん」
窓の向こうのたっちゃんに、女の子、いえ、たっちゃんそっくりの男の子は、呼びかけ
ました。
「だれ？」
たっちゃんは、不思議そうにあたりを探しています。そして、鏡の中を見て、あっと声
をあげました。
「ぼくは、キララ」
男の子は、笑っていいました。
「キララ君？」
たっちゃんのゲジゲジまゆが、泣きそうです。それに、たっちゃんの顔、ちょっと間抜
けに見えます。でも、それは仕方のないことかもしれません。だって、突然、自分そっく
りの男の子に話しかけられたのだから。
「ぼくのこと、知ってるの？」
「知ってるよ。キミのことなら、何でもね」
「ふうん。でも、どうして？」
「だってぼく、いつも君のこと、鏡の中から見ているもの」
キミちゃんは、
最初に女の子に会ったときのことを思い出しました。
あの日と同じです。
「たっちゃん、キミちゃんのこと、気になるんだよね」
男の子がそう言うと、たっちゃんは赤くなりました。それから、そっと頷きました。
「だったら、なぜ意地悪するの？」
「よくわからない。でもね、キミちゃんのこと、ぼく嫌いじゃないよ」
たっちゃんは、ぽつりと言いました。
「今日初めて、キミちゃんが、ぼくにあいさつしてくれたよ。ぼくも、おはようって言い
たかったんだ。本当はね」
「たっちゃん。じゃあ、教えてあげるね」
キミちゃんは、ドキドキする胸に手を当てて、じっと耳をすませました。
「キミちゃんは、たっちゃんとなかよくなりたいんだよ」
「えっ、本当？だったら、ぼく、うれしいな」
たっちゃんのそんな言葉が聞こえました。
「なかよしになれる？」
男の子が言うと、たっちゃんは「うん」と頷きました。そして、たっちゃんは、
「たまごのキミ、キミ、キミちゃんは」
と、突然いつもの歌を歌い始めました。
驚いて、キミちゃんが窓の中を覗くと、たっちゃんのゲジゲジまゆは、楽しそうに下が
っていました。
「ぼくの、大事な、大事なお友達」

たっちゃんは、大きな口を開けて、ハハハッと笑いました。男の子も、たっちゃんのま
ねをしてハハハッと笑いました。
最後に、それを見ていたキミちゃんは、エヘヘと笑いました。
このお話は、これでおしまいです。
キミちゃんとたっちゃんは、今は大のなかよしです。たっちゃんは、時々「たまごのキ
ミちゃんの歌」を歌います。けれど、前のように意地悪な歌ではありません。
キミちゃんは、鏡の部屋にもう一度行ってみたいと思うけど、今は我慢しています。で
も、たっちゃんと一緒に女の子に会いに行けそうな気がしています。そう、いつかきっと。

評論・書評
●優秀賞
言葉は政治家の生命─安倍総理の言葉
竹 本 公 一
退職互助部
（駿東）
はじめに
安倍前総理は、 年の自民党総裁選の時こそ圧勝したものの、自ら総裁として指揮した
年の参院選で惨敗し、民主党に参院の第一党を譲ると共に、自民党・公明党を合わせて
も参院の過半数を下回った。
この原因は色々考えられる。小泉元総理の掲げる「市場原理主義」に基づいて、様々な
規制緩和策が講じられたが、その光より影の部分が顕著になってきた時期に登場したのが
安倍（以後、初出以外は総て敬称略）だった。安倍が先ず手をつけなければならなかった
のは、雇用の拡大、正規雇用と非正規雇用の賃金及び都市と地方の、そして大企業と中小
企業の、
格差是正であった。
ところがそれらに取り組んでいる間に様々な問題が起こった。
最大の問題は、社会保険庁の年金記録不備による「年金問題」である。この問題が野党か
ら指摘された時、安倍内閣の対応がスピードに欠け、国民に背を向けたものであった為、
安倍内閣の支持率は急落した。だがそれだけではなく、松岡元農水相の政治資金の使途疑
惑と彼の自殺、久間元防衛相の原爆投下に関する問題発言、赤城元農水相の事務所費使途
問題……挙げれば切りがない。松岡や赤城については、安倍が二人の大臣更迭を速断しな
かった為、内閣の支持率は更に落ちた。また安倍はこの間、日本の経済を専らマクロ的に
見て、その数字から経済が上向いていることを声高に訴えたが、その恩恵に浴しているの
は国民の極一部で、大多数はそれと無縁であることを痛感している庶民に、それは通じな
かった。
更に選挙中には、衆院選でもないにも拘らず、
「皆さん、この選挙は、安倍を選ぶか小沢
を選ぶかの闘いです」と、言わずもがなの呼び掛けを国民に向けた。その上で惨敗したに
も拘らず、
自らの責任は棚上げして続投を宣言、
テロ対策特措法延長は自分がやると言い、
所信表明演説をした直後に政権を投げ出したのだ。参院選中から政権投げ出しまでに見せ
た、安倍のとった行動を、歴代総理の中に見出すのは困難だろう。それほど安倍の行動は
個性的且つ特徴的だった。だが、安倍の言葉遣いもまた、歴代総理の中で個性的且つ特徴
的であった。
歴代の総理の中で、その特徴的発言でよく引き合いに出されるのが、故大平正芳氏（在
職 ・ ・７～ ・６・ ）と竹下登氏（同 ・ ・６～ ・６・３）
（いずれも二十
世紀の人）である。大平は、有意味のフレーズとフレーズの間に必ず「アー・ウー」とい
う無意味な音声を入れた。聞いている側からすると、発言のテンポがゆっくりで、幾分イ
ライラするところがある。だが彼の発言からこの「アー・ウー」を削ると、正確で分かり
易い日本語となるのが、その特徴だった。これに対して竹下は、単語やフレーズ、それに
センテンスだけを取り出すと、各々の発音も明瞭で一定の意味は伝わってくるのだが、そ
れをパラグラフに範囲を広げて理解しようとすると、何を言わんとしているかが曖昧にな
った。それ故竹下の発言は、
「言語明瞭、意味不明」と揶揄された。
政治家、特に総理ともなれば日本の国内の、また国外からの、多様な要求に応えていか
なければならない。当然互いの利害が相反する要求もその中にはあるだろう。その狭間に
あっての発言であるから、
総理は自分の発する一言一句に極めて慎重でなければならない。
大平の場合、その慎重さが「アー・ウー」になったのだろう。超善意に考えれば、竹下の
「言語明瞭・意味不明」も、同じ磁場にあるのかもしれない。私はこの二人の発言を詳し
く調べたことはないが、存命中耳にしていた二人の発言は、確かに、今もそのようなもの
として耳に残っている。
大平、竹下以後も多くの総理が誕生したが、安倍ほど発言に特徴のある総理はいないよ
うに思われる。私が安倍の発言を少し細かく調べてみようと思ったのは、その為である。
そして私が安倍発言の特徴を解明しようと使ったのは、 年７月８日・午前９時よりＮＨ
Ｋ第一放送局で放送された「日曜討論」だ。これは７月 日の参院選を控え、各党党首が
出席して行なわれた、政治討論会である。私はこの番組の 分総てを録音し、それを文字
化し、それをもとに、主として安倍の発言に焦点を当てた。以下引用する安倍の発言は総
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て修正されていない、生の言葉だ。一方司会者及び他の党首の発言は、特に断わりなき場
合は、その発言の主旨を書いたもの、と考えてもらえばいい。
（一）増量剤の混入
①「それぞれの法案について、しっかりした議論がなされたと、私はこのように思いま
すね」
②「まあ、いじめの問題、いじめの問題を苦にして子供達は自殺をする、という悲しい
事件がありました」
③「法律に定められているルールに則って、そして（政治資金に関する――筆者注。以
下カッコ内は筆者注）色んな書類をとって、そしてそういう中に於いて、ちゃんと公開し
ていくというのが、これはルールですね」
（司会者に、
「安倍さん、疑惑があるなら、領収
書をつけて出す訳にはいかないんですか」の質問に答えて）
。
④「……ええ、先ず私どもはですね、ええ、早く名寄せをしていくということに、この
システムをフル活動させなければならないと考えました。そしてその上に立って、分かっ
た段階で、ええ、同時にですね、実は同時に、ええ、名寄せをして、それと同時に通知も
出せるということが、システム上も可能だということが分かってきたので、名寄せをした
ら出していくという方法に変えたことによって前倒しができた。そしてその上に於いて、
これは（書類が）二枚行くと分からなくなってしまいますから……」
（司会者から「年金の
履歴が、今すぐにでも国民に知らされるべきではなかったか」の質問に答えて）
。
挙げていけば切りがないが、ここに引用して傍線をつけた部分は、無くても内容に影響
を与えない、言わば「言葉の増量剤」で、限られた時間内に多数の人が時間を分け合って
発言しなければならない場合、単位時間当りの発言効率が悪いばかりではなく、聞く側に
も実に耳障りだ。
①の傍線部は、引用部分が非常に長い場合にはいいが、文字にして僅か 数文字から成
る短い引用に用いるのは、おかしい。安倍はこれより短い引用文にも、この手をよく使っ
ているから驚く。
②は二度言う必要のないフレーズを繰り返しており、
更に、「いじめを苦にして自殺する」
という言い方がベターなのに、
「問題」という無駄な言葉を加えて、却ってコロケーション
の滑らかさを欠いている。
③と④に出てくる、
「そしてそういう中に於いて」や、
「その上に立って」
、更には「そし
てその上に於いて」は、安倍がよく使うフレーズだ。そして③の「これは」は①で触れた
通りである。④の「ええ、同時にですね、実は同時に、ええ……」では、
「分かった段階で」
の「で」が「同時に」の意味を含んでいるから、あえて「同時に」を加えることはない。
それ故「実は同時に」などと、わざわざ勿体をつけて繰り返す必要は全くない。その上、
傍線の少し後に、また「それと同時に」と発言しているので、これまた驚きだ。安倍はこ
の種の繰り返しを、時々自身の発言時間確保の為に使うことがあるが、これは大平の「ア
ー・ウー」とは本質的に異なる。そして「アー・ウー」と異なって安倍のそれは有意味で
あることから、とても聞きづらい。
（二）文法・文体の乱れ
①「いじめの問題を苦にして子供達は自殺する、という悲しい事件がありました。こう
した問題の正に根本はですね、一番深刻な点は、見て見ぬふりをしてきたクラスであった
り、学校であったり、教育委員会であったり、ですから、根本に立ち返って改革を行なっ
ていくのが私の教育再生であって……」
②「だからこそ私達は、国会を延長してもこの法律を通して、そしてこの五年前しか溯
れないという時効を撤廃して、国が間違えていればいつまでも溯って、これは受給できる
ということになりました」
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③「先ずですねえ、先程申し上げましたように、正規雇用、ここ四半期中で増えていま
す。そしてですねえ、失業率、改革を進めて失業率が下がっていった。しかし一時的には
ですねえ、小泉内閣時代に５・５％まで上がってしまった。それから４点数％まで下がっ
ていった。そして私の内閣になって、９年振りに３・８％まで下がりました。そしてその
間雇用を 万人作った」

①の「全く大間違い」の「全く」と「大」は「間違い」を強める為に使ったのだろうが、
これは実に稚拙な表現である。また、
「間違い」を数字等に関して用いるのならまだしも、
この際の司会者からの問いかけに、これは向いていない。一般的には、
「それは大きな誤解
だと思います」ぐらいが適当ではないか。
②の冒頭の傍線部は、仲間同士が親しく語り合っている時の一部としてなら許されるか
もしれないが、政治討論会の場面で語られるのを聞くと、強い違和感を覚える。司会者の
問い掛けに、形式的には明瞭に答えているが、それを聞いている国民には、そこから参院
選挙に必要な情報は何も伝わってこない。ただ空しい空気の振動だけが、一時耳元を通過
するだけで、貴重な時間は着実に流れて行く。次の傍線部分は、
「民主々義の結果」ではな
く、
「国政選挙の結果」とすべきではないだろうか。
「民主々義」をどうしても残しておき

①「それは全く大間違いだと思います」
（司会者から「命と暮らしを安倍内閣は軽視して
きたのではないか」と質されて）
②「私は広い心を持っていますよ。広すぎるじゃないかって言われるぐらいですね。や
はり民主々義の結果で議席が配分されて、そしてしっかりと法案について議論がし尽され
た段階で採決をする。それが民主々義のルールだと思います。正にこの国会では、それぞ
れの法案についてしっかりした議論がなされたと、私はこのように思いますね……」
（小沢
一郎氏の「民主々義ゆえ多数決は結構だが、野党や国民がもっと議論をして欲しいと言う
時には、与党だからもっと広い気持になって議論を深めることが大切」との発言が、司会
者を通して安倍に伝えられたのに対して）
。

（三）子供っぽい語り口

①の「一番深刻な点」は、そのすぐ前の「正に根本」を言い換えたものだ。この種の言
い換えの場合、後の方の表現に重点があるのは当然で、その為に言い換えるのである。と
ころがこの場合、
「正に」と「根本」に強いインパクトがあるから、これを言い換えてもほ
とんどその御利益はない。その上文章心理学的には、その言わずもがなの「一番深刻な点」
が、
「クラス」
、
「学校」
、
「教育委員会」に続いていってしまう。言い換えなしでこの三つの
名詞が「根本」から繋ってきているとしても多少違和感はあるが、
「点」から続くよりは増
しだろう。この場合、
「根本的な原因は、学校やクラスや教育委員会に在ります」とでも言
えばいい。それに続いて「……クラスであったり、教育委員会であったり、ですから……」
との言い方は誰もが違和感を持つ。
「ですから」の前は終止形にして、
「あったりします」
とでも言えばいい。話は前後するが①の冒頭の「子供達は」の「は」は「が」の方がいい。
②で安倍は、
「私達は」が文法的には「撤廃して」までを支配し、それ以後は、
「私達」
の「政治活動によって生まれた結果」を述べたものだ、と言いたいのであろう。そしてこ
の部分は、文字で読むより肉声で聞く方が分かり易いが、どちらにしても、こういう言葉
の流れに接すると妙に疲れてしまう。
「……という時効を撤廃しました。だから……」とで
もすれば、分かり易くなる。
③は「です・ます」調と「である」調が必要以上に激しく入り乱れ、聞いていてとても
落着かない。この種の討論では、基本的には「です・ます」調を用い、時に「である」調
が交じる程度がいい。言葉の流れの勢いで、その存在を聞き手があまり意識しない頻度で
「である」調が出てくる分には、差し障りはない。安倍は一方では、
「申し上げている」と
か、
「申し上げておきたいと思います」のような丁寧すぎる表現を用いながら、一方では、
ぶっきらぼう表現を使うことが多い。
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たいのなら、民主々義と選挙の関係に若干触れなければなるまい。幼児は思ったことをす
ぐ口に出してしまう。その「言葉に対する計画性の無さ」が言葉と言葉の間に軋みを生む。
しかし大人の善意によって、その軋みを乗り越えて、幼児の言わんとすることが理解され
ると、それが幼児の可愛らしさに繋がったり、幼児の言語運用の心理研究に役立つ。しか
し、政治討論会の場で幼児言葉が発せられるのは、好ましいことではない。
（四）無駄な応酬
安倍の発言の特徴にこれまで触れてきたのだが、社民党・福島瑞穂党首の発言も、かな
り安倍に似ている。
「です・ます」調と「である」調が入り乱れる点、語り口に子供っぽさ
を残す点などである。従ってこの二人が討論の場で意見を交わすのを聞いていて、空しい
気持になることがある。以下に記す福島の発言は生のままで要約ではない。Ｆが福島、Ａ
が安倍である。
Ｆ「松岡農水大臣の何とか環元水や事務所費についても漠然とした説明しかされなかっ
た。で、結局領収書も出さなければ、明細も実は出さなかったことが、私達は疑惑が晴れ
なかったと考えています。で、赤城農水大臣のきのうの記者会見と、本日の安倍総理の説
明も、ずれていて違うんですねえ。そうしますと私達は益々おかしいと思いますので、こ
れを払拭する為には、御本人が領収書を含めて、人件費だろう、人件費だというのであれ
ば、それも含めてこうですと、乱高下（事務所歳費が年度によって大幅な増減を繰り返し
ていること）しているのはこれが理由ですと、きちっとパーフェクトにおっしゃればです
ねえ、それで充分疑惑は晴れると考えています……」
Ａ「……ええ、先程福島さんが私の発言と赤城さんの発言が食い違っている、食い違っ
ていませんよ、全く。私と赤城さんの発言は食い違っていませんよ。そういう風にですね
ぇ、いかにも誤解を与えようと彼等はしている訳ですが（ここでＦが「いや……」とＡの
発言を遮ろうとして不発に終る）
、そこでですねぇ、ポイントは何か、ポイントは何でしょ
うか、ポイントはですね、つまりこれ（赤城事務所の経費の数字）をつけ換えているかど
うかということなんですね」
Ｆ「きのう……。ただ先程、ええ、赤城大臣と安倍総理の発言が食い違うと申し上げた
のは、きのう今日総理は細かい細かい説明をされましたけれど、釈明会見ではそこまで細
かくは言っていらっしゃらないんですよ。ず、ずいぶん、それは違うんです。それと二点
目は……」
Ａ「それは食い違いではないですよね」
Ｆ「いや、だって、そういう風に説明されないという点では食い違いですよね。それか
ら……」
Ａ「いや食い違いではないですよ（笑）
」
Ｆ「いや食い違いですよ」
Ａ「
（笑いながら）言っていることが違う場合が食い違いですよ、世間で一般的には」
Ｆ「人件費に、いやごめんなさい、人件費に使ったとかは言っていないですよ」
この引用は少し長くなったが、二人の発言だけが交互に行なわれていた訳ではない。別
の党首達の発言の合間をぬって、約 分間くすぶり続けた。事の発端は、赤城の事務所経
費疑惑に関して安倍がこの日の「日曜討論」でした説明が、前日赤城がした説明より細か
い点にまで踏み込んでいる、と福島が指摘したことだった。恐らく福島は、本人よりも大
臣の任命権者である安倍の説明が細かいのはおかしい、どことなく作為的なところが透け
て見えることを問題にしたかったのだろう。
「作為的」という言葉の灰汁の強さを承知の福
島が、それを避けて使ったのが「ずれて違う」だった。説明の詳しさの濃淡を示すこの福
島の表現は、
「善意をもってすれば」理解できるが、正確さを欠いているのも事実だ。そこ
を指摘したのが安倍である。
二人は党を背負っているから、
論戦に破れる訳にはいかない。
この、内容を伴わない語法談義が、他の党首達の発言を挟んでくすぶり続ける。面白いこ
とに、安倍は福島に「食い違い」を指摘したが、福島は「ずれて違う」とは言っているも
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のの「食い違い」とは言っていない。だがこのことで二人の語法談義が新たに始められた
ら、国民は更に苛立つ。政治で論じられるべき内容を置き去りにしているからだ。結局安
倍は、この語法談義の陰に隠れて、福島の質問に「善意をもって」答えることはなかった。
そして気になるのは、安倍がこの討論会を通して最も生き生きし、能弁だったのがこの場
面であったことだ。
今述べてきたことをも含めて、二人の遣り取りで気になった個所に傍線を付した。これ
らには敢えてここでは触れないが、どういう点がおかしいかは、明白だろう。二人の使う
言葉は、まるで歯槽膿漏の歯のように、ぐらぐら揺れている。
（五）俺様主義
①「そして私が総理に就任して以来この９ヶ月、４月までの間にですね、 万人の職を
作ることもできました」
②「私の内閣になって（失業率が）９年振りに３％まで下がりました。そしてその間雇
用も 万人作った。そして私は誰でも何回でもチャンスのある社会を作っていきますと、
途中で挫折してもそれで終りという社会ではない、何回でもチャンスのある社会を作って
いくと、その為の支援策、２３７の支援策を出して、１７３０億円のお金を出しました」
③「……（公務員の天下りについて）たとえば私は、押しつけ的天下りというのは、国
民の目から見てそうであれば押しつけだ、という政府の解釈に致しました」
60

３週間後に参院選を控え、この討論は、ラジオだけでなく、テレビにも放映された。各々
の党首としてはこの討論会が、国民に自分の党の政策を訴えるチャンスだ、と考えるのが
極自然だ。中でも安倍は、自民党総裁であると同時に総理大臣でもあることから、余計力
が入ったことは、想像に難くない。そして安倍は、より高い役職である総理大臣の立場に
立って発言したのも当然だ。この時点で、安倍が、参院選で与党が過半数の支持を得ると
確信していたかどうかは知る由もないが、経済政策もさることながら、自らが任命した閣
僚達の失言や政治資金疑惑等が重なり、ある程度の危機感はあっただろう。それ故に自ら
のイメージを高めて選挙戦を有利に展開しようと思ったのか、頻繁に「私が……をした」
という発言が目立った。
万人の雇用を生み出すのには、政府の方針、関係省庁や企業の協力、経済状況の好転
などが欠かせない条件だが、これを①では、
「私が生み出した」と発言している。レトリッ
クとしては、当然このような言い方は可能であるが、それにしても、こういうレトリック
が国民に受ける時期を、安倍は疾うに過ぎていたのではないか。
②や③の傍線部分も耳障りだ。②の最後の傍線部は金銭が絡んでくるだけに、国民は「何
だ、総理のポケットマネーから出してくれたんだって？」と総理に悪態をついてみたくも
なるというものだ。③の「私は……致しました」の部分では、国民に対する限りなき迎合、
頑なな総理中心主義（大統領制的）を連想する国民も多いだろう。
自分を取り巻く状況が順風満帆ならば、強気の発言（内容）や強気のレトリック（比喩
を含む）が更に背中を押してくれるが、逆風を受けている時はそれが、歯の浮いた言葉と
して感じられ、却って逆効果になる。安倍は７月８日の時点で、選挙情勢をどのようにと
らえて、
「私が、私が……」という、言わば「俺様主義」に固執していたのだろうか。
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初めに挙げる例は、民主党の小沢党首と司会者の発言をも含めて、三者の発言の流れを
知っておく方が理解し易いので、三者の発言とも記しておく。小沢をＯ、司会者を「司」
、
安倍をＡとして表わす。
Ｏ「政治資金については、特に公開、透明性が必要だ。個人的には一円から公開すべき
だと、私は従来より言ってきた。赤城の両親はその事務所は使われていない（従って事務
所経費は不必要）と言っているが、赤城は使っていると主張。この食い違いは直ちに国民

（六）曖昧な応答・説明の欠如
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に説明すべきだ」
司「この点任命権者としてどう考えるか」
Ａ「先ず、説明をしていない、実態を明らかにしていないと言われましたが、それは間
違いです。ええ、昨日赤城が 分を超えて記者会見を行ない、説明しましたね。そしてそ
の時に、まあ、何がポイントかと言えばですねえ、先ず架空であったかどうか、それは架
空ではない。架空ではないことの説明としてですね、この事務所は、おじいさんの時代か
ら使ってきた事務所であって、そしてここに計上するのは、この事務所だけではなくて、
水戸の事務所をも含めての計上ですよ、ということになります。……つまりこの事務所と
水戸の事務所を合わせた人件費、光熱費、事務所費、ええ、そしてまた消耗品費等々です
ね、ええ、のお金を計上することができるんです。人件費もですよ。そしてたとえばこの
年度を見てみますと、光熱費は月８００円、８００円ですよ（小沢「 年度はね」と割り
込む）
。そして事務費３万円です。そして人件費は５万円。まあつまりですねえ、段々この
事務所の占める比率が低くなって、①恐らく水戸の方の事務所の比率が高く①なったんで
しょう。だからそういう印象についてですね、関係者の方々がですね、おっしゃったの②
かもしれない。そしてそれを確かめていけば、かつては主たる事務所として、ええ、本当
に主たる事務所として使っていたの③かもしれない。で、これは人件費も入っていますか
ら。人件費も入ってますね。人件費というのは、たとえば、色んな事務所を足し込んだ人
件費ということになればですねえ、人件費だけで数千万円という方、一年間に、という方
だっていらっしゃいますよ。ですからこの赤城さんの今のところをですねえ、ここのとこ
ろを
（司
「では問題ないということですか」
）
よく説明されておられませんでしたけれども、
たとえば３００円、ええ８００円の、８００円の光熱費というのは、④おかしいでしょう
かねえ」
司「さあ、その辺はどうでしょうかねえ」
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この時の発言は、安倍の言葉の特徴の内、筆者が（一）
、
（二）
、
（三）で触れたものも随
所に見られるが、ここでは触れない。ただ筆者は、ここでもまた、録音テープから流れる
音声を何度も繰り返して聞き、細部にわたって点検して、誤写なきよう努めたことを強調
しておきたい。
さてこの場面は、赤城の事務所経費問題で、野党側の「領収書を会計報告書に添付した
上で公開しなければ、説明責任を果たしたことにはならない」という主張に対し、安倍が、
赤城に領収書添付を求めることはせずに、
「説明責任」を果たそうとしているところだ。①
～③を各々含むセンテンスは、
「事実」ではなくて「憶測」であり、従ってこれは「説明責
任」を果たしたことには、全くなっていない。①という「憶測」の下に②という「憶測」
があり、その②の下に③という「憶測」がある――砂上の楼閣の上に願望だけ抱いて安住
の地を求めているようなものだ。このような安倍の発言が、国民の目に、疑惑を持たれて
いる者に対する過剰な肩入れと、映らない筈はない。ある行動結果の正当性を言葉が主張
できなくなった時、その結果は別の行動で正すしかない。それには潮時がある。安倍は言
葉と行動の境界線を弁えていないように思われる。
④は政治家の発言として極端に拙い。ここも安倍の言う「説明」をしているところだ。
この種の説明は、自信を持って力強く述べなければ説得力はない。しかしここでは、自分
が相手を説得しようとして持ち出した数字の妥当性を、逆に相手に尋ねている。これでは
相手に説得力も持たなければ、発言そのものが「説明責任」を果たしていない。赤城が年
によっては１００万円を超える光熱費を支出しているのに、報告書に出ている中で光熱費
が極端に少ない平成 年度を引き合いに出したことに、安倍がある種の後めたさがあった
のかもしれないが、それならそれに触れなければいい。こういう場合の安倍は、国民から
は、実に頼りなく思える。
安倍の発言中司会者が、
「では問題ないということですか」と言葉を差しはさんだ背景に
は、
その口調から、
安倍の発言から得られる単位時間当りの情報量が極端に少ないことに、
苛立ちがあったことは明らかだった。しかし安倍はこの司会者発言の真の意味を知ってか
知らずか、司会者発言の数分後、野党から例の「会計報告書への領収書添付」を迫られた
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時、次のように言っている。
「あのう、一回一回、すみません、答えさせて頂かないとね。５人に色んな説明されて、
私も同じ１分じゃあ説明しきれませんよ」
この傍線部の「説明されて」はそのまま録音を筆写したものだが、分かりづらい。しか
し傍線部全体で考えれば、大よそ、
「野党は少数党が多く５党もあるので、党首１人当りの
発言時間が１分ずつでは、多数党たる自民党党首の私に対する割当て時間が、少なすぎる」
という意味のことを言っていることは理解できる。この日の討論会には、自民、公明（以
上与党、以下野党）民主、共産、社民、日本新党、新党日本の各党首が出席したから「５
人」とは、民主以下の党首を指しているのである。合計７党の党首が出席したこの討論会
では、確かに安倍がここで不満を述べたい気持も分かる。しかし司会者はこのことに気を
つかって、安倍の発言時間を充分とり（勿論各党の議席数に比例してという訳にはいかな
いが）
、そのしわ寄せが少数政党党首にきて、気の毒なくらいに感じられた。このことは数
字で示せばよく分かる。討論会の約 分の内、各党党首の発言時間を調べてみると次の通
りだ。ただし、発言時間は司会者に指名されて正式に発言した時間を、カッコ内は司会者
に指名された回数を示す。これらを合計すると、 分 秒となるが、残りの５分余は、テ
ーマ音楽、司会者の発言、各党首間の非公式な遣り取り等の合計時間だ。
分 秒（ ）
安倍（自民）
小沢（民主）
８分 秒（７）
太田（公明）
６分 秒（６）
志位（共産）
６分 秒（５）
福島（社民）
４分 秒（５）
綿貫（国民新党） ３分 秒（４）
田中（新党日本） ４分 秒（４）
なお自・公与党の合計は 分 秒、野党５党の合計は 分 秒であった。これから考
えると、安倍の不満は当っていない。それよりも筆者が（一）
、
（四）
、
（六）で指摘してき
た、安倍自身の言語活動のレベルアップを図るべきだ。
おわりに
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（一）から（三）は、日常の言語生活に欠かせない、言わば、言葉の基本的マナーに関
する事柄だ。発話は刻々と流れていくから、この「マナー」に関しては、非の打ちどころ
のない優等生はいない。問題は「欠礼」の頻度で、それによって聞き手に快・不快を与え
ることになる。その意味で安倍は、もっと「マナー」を重視し、簡潔な表現を身につける
べきだ。
（四）～（六）は、言葉の形式というより、その形式の中に盛られた内容について触れ
たが、同時に、形式と内容が不即不離の関係にあることにも触れた。権謀術数に満ちた政
治現場で問題を先送りしてきたツケを、安倍は言葉で払拭しようとしている。だがこの荷
は、言葉には、重すぎるのだ。これを払拭するには、行動しかない。
（一）～（三）から見て、言語表現にたどたどしさのある安倍が、政治現場からの大波
に抗して発したのが、
（四）～（六）の発言だった。そして安倍の発言はその中で、以前に
も増して大きく乱れた。それは致命的な乱れだった。選挙結果が出てから述べるのも気が
引けるが、 年参院選を３週間後に控えたこの「日曜討論会」を聞いていて、筆者は、安
倍即ち自民党の惨敗をある程度予測できた。
言葉のマナーに従って正確且つ簡潔な表現を使うこと、言葉に力強さを出せるような政
治状況を作っておくこと――こういう意味をも込めて、
言葉は政治家の生命であることを、
安倍が身を以て教えてくれたことになる。
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随 想
●優秀賞
学校賛歌雑句日誌抄

ひたむきに春歩む師よありがとう

松 本 治 雄

退職互助部
（志太）

春うれし欠席者ゼロ新学期
おはようと花吹雪踏み登校す
活気ある新年度スタート。各学級から先生方の意気込みが伝わってくる。それに呼応し
て子供達の表情が引き締まっていく。快い緊張と新たな出逢いの高揚感が、校舎に満ち
てくる。子供は担任を選べないと言われるが、人生では、此方が主体となって選び取れ
る出逢いというものの方が圧倒的に少ないであろう。この学級でよかった、この学校で
うれしい、と思える子供に幸あれ。
夏服の腕の健やか走り行く
薫風やあの子もみなとドッチボール。
半袖の子が多くなってくる。
張りのある腕の光沢。
あちこちと動き回る活力が心地よい。
肌に直接受ける風は爽やかであろう。今日はクラス遊びの日。別室登校の彼も、級友に
誘われてグランドへと走る。見届けた担任も後を追う。彼には、今少し見守る時間と、
彼のペースの時間が必要になろう。
運動会敗者心の金メダル
全力をバトンでつなぐ運動会
心の金メダルが、
グランド一杯に溢れていた運動会。
子供達の表情にやり遂げた満足感、
成就感が光る。
「優勝はできなかったけれど、みんなが心をひとつにして、全力で戦って
くれたので、悔いはありません。心の金メダルはつかむことができました。
」との、応援
団長の終わりの言葉。なんとも健気な、爽快な、心憎いほどの小気味よい終了宣言。先
生方の奮闘ぶり熱狂ぶり細やかな配慮ぶりもお見事である。我が自慢の子供達、教職員
に心の金メダルを捧げたい。
梅雨畑傘さし如雨露傾ける
こぶし大スイカを撫でる二年生
校長室の窓の下に、二年生が各々選んだ野菜を植えて育てている。雨の日も、雨水では
なく、自分の思いを入れ込んだ水をかけては世話をしてきた子のスイカが、こぶし大に
なっている。
両手で包むようにそっと持ち上げて眺めている。
大きくなるといいのだが。
一方、蔓が切れてしまって、しょんぼりしている子もいる。しばらくして、思い直して
か、その蔓を土に挿しているのに頬をゆるめる。朝夕に花壇を見て回っている担任の先
生のフォローが目に浮かぶ。
七夕や高きところに凡の夢
短冊に安心安全大書きす
様々な願いが短冊に記されている。
読んでいくと、
経済的な富みに魅力を感じていたり、
名声を得て世間の脚光を浴びることに憧れていたり、成績上昇を願ったりと、世相を映
しているものが多い。そんななか、家族の健康を祈ったり、周りの人達への感謝の気持
ちを表したり、
転校していった友達を思いやっているような、
ほほえましいものもある。
なかに「小学校の先生になりたい」を目にすると、単純にうれしくなる。聞いてみると、
担任の先生に憧れて、とのこと。当の先生の思いは、いかばかりか。
やや寒のプール開きの青しぶき
歓声がプールに戻る雨上がり
いよいよプールシーズン。多くの子が喜び勇んでプールへ向かう。なかにはためらう子

あり。個々の差が大きくなる水泳。指導者の腕の見せ所である。目標を泳ぎ切った得意
げな顔。安全への配慮に心を砕く先生方のご苦労も大きい。
「よごれていたプールをきれ
いに掃除をして、ぼくたちが気持ちよく泳げるようにしてくれて、六年生のお兄さんお
姉さん、ありがとう。
」校内放送で流れた、下級生からの感謝の言葉。伝える方、受け取
る側の思い如何に。その背景にある先生方の耕しと深慮、仕掛けあり。
梅雨明けの宣言出ずに終業式
老鶯の誘いしいざ夏休み
こちらは嬉々として終業宣言。確かな成果を得ながらここまで辿り着けたことを喜ぶ。
これも子供、教職員や関係各位のお陰である。大好きな我が母校に乾杯。子供達には、
安全で、愉快に過ごしてほしい。先生方、夏休みにはぜひリフレッシュを。
紅葉燃ゆ命のリズム音楽会
残菊も楽師となりしハーモニー
心洗われる音楽会。涙が出そうになるほど胸がきゅっとなる。あるいは、わくわく明る
く愉快な気分になる。音楽が創り出す不思議な世界に浸るこういう機会をいただけるの
も、この仕事故であり、ありがたいことである。子供達の上達ぶりはたいしたものであ
る。それを引き出し押し上げた先生方もまたすごい。その指導には並々ならぬご労苦が
あったことだろう。本校教職員と子供達の力はやはり素晴らしい。我が誇り、我が自慢
である。心のハーモニー賞の授与。
プレゼント終業式は雪の朝
水仙のしゃきっと豊かに終業式
珍しくうっすらと雪化粧。校庭に、子供達の足跡が次々に重なっていく。この一年の子
供達が辿ってきた足跡は、如何に。確かな歩みを実感できることがうれしい。時に季節
には嘘が混じるが、努力は嘘をつかない。先生方の営々とした、流れる水に字を刻むご
ときのご奮闘の賜である。よい年を。
始業式氷を割って満を持す
水仙やそろって明日に頷きて
始業式の朝、氷が張りぐっと冷え込む。先生方は、外から持ち込まれる多くの課題に囲
まれる中ではあるが、心新たにスタートできただろうか。子供達はいたって元気溌剌で
ある。代表児童による抱負の発表に、こちらも力をもらう。
「校長先生今日の話けっこう
よかったよ」と子供に言われる。うれしい合格点の出発である。夢膨らむ。
縄回り遠く近くに雪の富士
大縄を跳ぶ子春待つ地の鼓動
冷たい風が吹き、富士山がくっきり姿を見せている。縄の円が、富士を括り取るように
回っていく。
こちらは背を丸めているが、
上着を脱ぎ捨てて大縄跳びをしている子供達。
上手にリズムを取る子は、春を待つ大地の鼓動と呼応しているのであろうか。回し手の
友達と共鳴しているのか。リズムに乗れない子の背中を、テンポを伝えながら押してあ
げる子。跳べるように速度を調節してあげる回し手。今日も子供達から英気をお裾分け
してもらう。それにしても、寒風の中、授業を進める先生方には頭が下がる。
白富士の赤味増し子ら登校す
遅刻して俯く歩道に仏の座
雲が吹き流された空。富士山に朝日が映えてほのかに赤味を帯びる。子供達の登校を待
ち受ける。平凡でもいいから、今日も佳き日であってほしい。しかし、彼女は家を出た
ものの学校には来ていない。双子の姉妹。喧嘩をしたとのこと。担任、関係職員と共に、
探しに出る。たまたま、ベンチに悄然と座っている彼女に行き会って、ゆっくりと学校

に向かう。この子の背負っているものの重さ、切なさ、厳しさは、重大な局面を迎える
ことなく過ごせている私などにはわからないものであろう。
学年でも大きな方の彼女が、
ランドセルをちょこんと乗せている背をかがめて歩く後ろ姿に、愛おしさが募る。喧嘩
したり、気持ちを高ぶらせたり、激情したり、周りに激しく当たったりするのも、諸事
情を慮れば、
無理からぬことである。
私達にできることはどんなことまでなのだろうか。
心を壊さずに中学へと進んでいってほしいと願うばかりである。
のどかさや背押すぶらんこ卒業生
ジャングルジムゆるりと登る春の風
六年生の隣でぶらんこをこぐ。背中を押してもらって大きく揺れる。なんとも幸せな気
分に浸る。六年生も今の刻を満喫し、名残惜しんでいるのだろうか。ジャングルジムで
鬼ごっこ。仲間に入れてもらう。てっぺんに逃げ登る。風はもう春の匂い。卒業生の希
望の歌響く羽ばたきを待っている。
巣立つ朝離れて濃くなる椿かな
卒業や越されし背丈師の誇り
卒業生のりりしく頼もしい姿。何とも愛おしい。ハンカチを手にする教職員。卒業証書
を渡す手がいつしか震えている。式辞の文字が滲み声が掠れる。こちらの不出来をこと
ともせずに、素晴らしい春の日に恵まれ滞りなく、そして感激の式が挙行される。この
上ない喜びである人生のひとつの節目に巡り合わせてもらえるのはなんと幸せなことか。
これも子供、教職員あってのことである。ありがたいことである。
修了式彼の子此の子も天使かな
修了の努力まっすぐに春光る
どの子の成長も目を見張るものがある。一人一人みな愛おしく思えてくる。教育の力っ
てやっぱりすごい。それを具体にしているのは教職員である。先生方には、それを誇り
に思ってもらいたい。現場の教育実践者としておおいに胸を張って矜持を高く持っても
らいたい。子供はみなよき存在。
おめでとう春多き子よありがとう

随 想
●新人賞
長い長い輪飾り

齋 藤 伸 子

静岡南部養護学校

我が家には、六畳の居間を半周する程の長い長い輪飾りがある。色紙を帯状に切ってつな
いだ何の変哲もない輪飾りだが、私にとってはかけがえのない宝物である。
この輪飾りは、私には「今を生きる」ことの大切さを改めて教えてくれ、私の息子には
心の痛みを残した。
私は現在までに何校かの養護学校に勤務してきた。どの学校でも、出会いがあり、学ぶ
ことは多かったが、自分が一人の人間としてどう生きていくかを根本から問われ続けたの
は、病院の中の教室で入院中の子どもたちと学ぶ機会を得た時である。
子どもも死ぬんだという現実に直面し、教師としてだけでなく、一人の人間として「生
きる」ということを問い直した日々であった。そこで学んだことは、子どもたちが命を懸
けて伝えてくれたメッセージであるように思う。
それは「今を生きる。今日一日がどんな日だったかが全てである。
」ということだ。今、
やらなければ取り返せないことがあることに気づかせてくれた。
小一の純君（仮名）は、事情があって、赤ちゃんの時から家族と離れ集団生活を送って
いた。純君は病気になり、長期に渡る治療をするために、入学直前に入院してきた。私は
入学前から病室に遊びに行き、純君と顔なじみになって、四月から担任をした。
いつもキラキラと瞳を輝やかせ、
面白そうなことを見つけては飛び回るヤンチャな純君。
入院までの集団生活の中で年上のお兄さんたちから浴びせられた乱暴な言葉で、病棟の友
達にかかわっていき、周囲を驚ろかせることもあった。小さな体にエネルギーが満ちあふ
れているような男の子だった。
病院の中にある教室で純君と数名の新入生は学校生活をスタートさせた。小学生が使え
る教室は一つしかなかったので三つのグループが同じ部屋で学習していた。好奇心旺盛な
純君は、他のグループで歓声があがったり、楽しそうなことをやっていたりすると、すぐ
にそちらへ行ってしまった。板書をして振りむくと純君がいないという状態がたび重なっ
た。一校時の間、集中して座っていることが難しく、特に授業の後半は、立ち歩いたり、
ぐずったりするので、授業が中断してしまうことが多かった。そこで、病室でよく絵を描
いていたことを思い出し、スケッチブックとクレパスを純君の机の中に用意してみた。
「純君、お勉強に疲れたら、いつでもいいから絵を描いていてくれるかな。他のお友達が
お勉強終るのを待っていてくれるとうれしいな。
」
と頼むと、純君は目をキラキラさせて
「ボク、絵を描いてもいいの？これ使ってもいいの？」
と、その日からよく絵を描くようになり、立ち歩きも少なくなった。そして、絵が描き
上がると、その絵に関するストーリーを、一生懸命語ってくれるようになった。その話が
面白く、日頃から子どもたちの生の言葉を書き留めておくようにという専門家のアドバイ
スもあったので、純君の語るストーリーを、絵の裏に走り書きするようになった。大体が
戦闘系の話で、登場人物全てにツノやキバ、鋭い爪のどれかが描かれていた。使う色も黒
っぽい色が二色くらいで、そこに最後は赤いクレパスで血しぶきが描かれた。お母さんも
赤ちゃんも「オニ」であることに、私は衝撃を受けた。
辛い治療が続く入院生活でも、ワーカーさんや看護師さんなどが根気よく純君と付き合
い、純君も入院生活に慣れて落ち着いてきた。
そんな頃、放課後、病棟に行くと、純君は看護師さんと二人でプレイルームで輪飾りを
作っていた。
「今日、お姉ちゃん（個室に入院している中学生）の誕生日だから、お部屋に飾ってもら
うように作ってるの。誕生日プレゼントだよ。
」
と、笑顔で教えてくれた。私は何気なく
「へェ、すてきねェ。お姉ちゃんもきっと喜んでくれるね。先生の家のお兄ちゃん（私の
息子。当時は中学生）も明日、誕生日なんだ。
」
と、返事をして教室に戻った。一時間程たった時、教室をノックする音。扉を開くと純

君がニコニコして立っていた。
「これ、お兄ちゃんに渡してあげて。ボク、がんばって作ったから。
」
と、両手にあふれる程の長い長い輪飾りを看護師さんに付き添われて届けに来てくれた
のだ。
「先生が戻られた後、純君が先生のお兄ちゃんの分も作るって、こんなに長く作ったんで
すよ。
」
「エー、純君ありがとう。すごいねェ。お兄ちゃんきっと喜ぶと思うよ。
」
と、感激してほめると、純君は照れながらも心からうれしそうな笑顔を見せてくれた。
その夜、居間に輪飾りを飾りつけ、息子にその話をしてお礼の手紙を書いてほしいと頼
んだが、反抗期真っ盛りの息子は「フン。
」と冷めた視線を送るだけで、何も言わずに終っ
た。私は純君の気持ちがうれしくてたまらず息子の名前でお礼の手紙を書いた。
『純君。すてきなプレゼントどうもありがとう。とってもうれしかったよ。 新より』
純君にその手紙を渡すと、
「わぁ、お兄ちゃん喜んでくれたの。ボク、初めてお手紙もらったよ。お兄ちゃんの名前
新君っていうんだね。
」
と、目をクルクル動かして喜んだ。私は純君に嘘をつき、純君をだました。チクッと心
が痛んだが、純君の顔を見て、これで良かったんだと思った。
翌日、純君は教室に入ってくるなり、
「きのう、新君の夢を見た。一緒にラーメンを食べたの。とっても楽しかったよ。それで
ね、お兄ちゃんにボクもお手紙書いてきたよ。
」
と、一枚の絵をくれた。一度も会ったことのない息子が、画用紙の中心に堂々と描かれ、
絵の左右には「あらたくん ありがとう」と覚えたてのひらがなでお礼の言葉がたどたど
しく書かれていた。
その絵には、赤や黄、緑、青などのきれいな色があふれ、息子の顔にはツノもキバもな
く優しい微笑みが描かれていた。
純君がだれかのために何かをし、そのことに対して感謝の気持ちを返されるという経験
は、私が思う以上に純君に大きな喜びをもたらしたに違いない。
息子は私のしたことに対して「偽善だ。
」と言った。私はたとえお礼の手紙が真実でなく
ても「やって良かった。
」とその当時は思っていた。
数ヶ月後、純君は亡くなった。たくさんの絵とストーリーと長い長い輪飾りを私に残し
て。
それから数年後、高校生になった息子と話をしている時、純君のことが話題になった。
「あんたは偽善だと言ったけれど、たとえ偽善かもしれないけどやってよかったと思って
いるよ。あの時、手紙を出さなければ、純君があんなステキな絵を描くことは無かったろ
うから。
」
と、伝えると、思いもかけない言葉が息子から返ってきた。
「オレは純君が亡くなったと聞いて、どれだけ心を痛めたか気づいていないだろう。純君
の誠意に対して何もしなかった自分は、もう純君が死んでしまったことで取り返せなくな
った。オレも苦しかったんだ。
」
そうだったのかと初めて息子の心の痛みが伝わってきた。反抗的なうわべの態度だけで
心の中も冷めているように思ってしまっていた自分が恥かしかった。
純君によって息子もまた「生きる」ということを正面から見つめていたし「今が大事」
ということも学んでいたのだ。
改めて純君との出会いに感謝の気持ちがたくさん湧いてきた。
人は人とかかわることで、苦しみ、悩み、もがく。しかしまた、人とかかわることで、
通じ合えた喜びを共有し、生きていて良かったと思えるものだ。
幸せは遠い先などにありはしない。今ここに、この足元に、この手に、ここにいる目の
前の人との間に生まれるものだと思っている。
今を大切に生きていこうと思ってからは、明日の朝、目が覚めなくてもＯＫと思えるよ
うになった。

現在もすばらしい子どもたちと出会い、感動するようなことがたびたびある。人が成長
していく場を共有できる喜び、自分も人間として成長していける喜びをかみしめながら、
つくづく教師という仕事にめぐり会ったことに感謝している。
純君、私は元気だよ。
そのうち会える時がくるのかな。
君の輪飾りは、今も我が家の居間にあるよ。
いつか新お兄ちゃんにゆずろうと思っているよ。
純君、ありがとね。
終
作品に登場する純君（仮名）については、お母様よりエピソードの発表の許可をとって
あります。

随 想
●佳作
私は、白秋

植 松 邦 文

い んよう ごぎ ょう

退職互助部（富士）

四季それぞれにマッチした色付けをするとどうなるか。
「青春、赤夏、白秋、玄冬」とい
う四季色彩観がある。中国古代に生まれたといわれる陰陽五行説によるものだ。それにつ

･
･
･
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こ

いて百科辞典とこよみ事典で調べてみた。「宇宙の森羅万象は陰と陽の二気が互いにどう働
き合うかによって秩序を保って存在する、という陰陽説。天地間の万物は、木火土金水の
五行（材）を根源として生成する、という五行説。この二説が中国戦国時代の末頃に合体
して陰陽五行説となった。
」最も簡明に要約したつもりだが、膨大なこの思想体系の詳細に
ついては諸説があり、その全体像を完全に理解し説明することは、俄仕込みの知識では至
難なことであろう。ともあれこの陰陽五行説によって自然界、人間社会のすべての現象は
五つの具体的なエレメントから成ると敷衍される。例えば、季節は春夏秋冬に加えて、土
用で五つ。色彩は青赤白黒に加えて、黄の五色。方位は東西南北に加えて、中央でやはり
五つの要素から成る。
「加えて」と書いたのは、我々の日常の常識的な発想では四つの要素
を一組と考えているからだ。四が五になるという意外な発想に大きな魅力を感じた。読者
にはあまり興味がないかもしれないことに駄弁を費しているのは、
「土用、中央、黄」とい
う五つ目のエレメントに現代の人間の思慮分別とは異なる発想の豊かさを感じ、現代文明
の死角を考えるための示唆を与えてくれるものではないかと考えるからだ。
四季に加えた土用とは、
「立春、立夏、立秋、立冬の前の各十八日間」のこと。自然の運
行、寒暖、晴雨、乾湿 などの気象の変化の中に配置された土用は、各季節の緩衝期間と
して機能し、月日の流れを円滑にそして豊かにする古代人の暦法の工夫であり、日々の優
しい生活への妙案なのではないか。
東西南北の方位の、位置の偏向を修正するエレメントとして中央という五つ目の要素が
あるという説に私は納得する。知識として理解してはいるが実際の生活の中では往々にし
て見失い、バランスを悪くしているような気がする。さらに中央が加わることで、空間は
三次元の立体として一層膨みのあるものとなると言うのは穿ちすぎだろうか。
五色とは、木火土金水の色。木の色は青、火の色は赤、金の色は白、水の色は黒、そし
て土の色が黄に配される。土の色とは。莫大な土砂の大地、中国。そのシンボルとしての
黄色は他の四色を圧倒して中心にあるべきものだと私には思われる。
次に四季と色とを結びつけてみる。こよみ事典による。
「春は草木萌芽の季節であるから
木を配して青で、青春。夏は暑いから火を配して赤で、赤夏。秋は穀物、果実が成熟し収
穫され、また草木が凋落し傷痍することに擬して刃を連想し、金（刃）を配して白で、白
秋。冬は夜は暗く冷え込むので水を配して玄（黒）とするで、玄冬。
」と説明されている。
秋の、刃の連想で白というのは全く想定外であり、古代人の感性の鋭さに驚かされた。あ
との三季は容易に理解できる。
別説に玄冬の玄（黒）についてこうも言っている。
「黒色によって象徴されるのは冬であ
り、植物動物の生命が妊まれ萌す暗黒の胎内であることを表す。
」と。つまり冬はすでに生
命を妊み、春へ移るモメントを胎んでいる。こうして冬は春へ循環し、春は夏へ循環する
という四季循環の理法が生まれる。これに五つ目の季、黄土用が潤滑油として加わると、
循環は、永遠性という陰陽五行説を支える大きな原理へとギアーアップする。
季節と色の結び付きと対応するもう一例を挙げる。高松塚やキトラ古墳の石室のことが
話題になっている。現代の最先端の科学技術によって石室の損傷を防ぎ保護する工夫がさ
れているようだ。キトラ古墳の石室の東西南北の壁に描かれた青竜、朱雀、白虎、玄武も
陰陽五行説の所産だ。この四獣は四つの方位を司る守護神だという。そしてここに、石室
の中央に「黄主」とでも言うべき主人公、被葬者がいる。天武天皇の第一皇子高市皇子と

お んよう

いう説があるそうだ。日本に陰陽五行説が伝わったのは文字の伝来と同時だという推測が
ある。しかしこの思想技術を理解し実践できる人々が現れるまで暫くの時を要し、七世紀
後半に、
天武天皇などの支持があって大いに流行したようだ。
天武天皇は本朝に初めて陰陽

のつかさ

寮 を設け、占星台を造営した。中国大陸からのこの舶来思想は次第に信者を集め、地上
の覇者の皇子の墓を守護する信仰にまで成長したのだろうか。
私は四季の色付けのことから始めて、思わず勢い余りキトラ古墳まで深入りしてしまっ
た。読者よ、深遠な陰陽五行説についての俄学徒の考察を「珍妙な」と一笑に付して頂け
れば幸いです。
閑話休題。
私の書こうとした主題に話をもどします。六十年余の私の人生の青春や白秋のことを書
きたかったのです。
「青春」とは
。生物が生長繁茂する生命力溢れる時期であり、
「人生の春、二度と
」などと讃えられる年代。
戻らないこの最良の時を大いに謳歌し悔いを残さぬように 。
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」は「憂鬱な」とい
一方で、未熟で危く不安を抱えた時期でもある。
「青」
、英語の「 blue
う意味もあるという。憂い陰りの青春の日々もまた我々の生を陰影濃やかにしてくれるも
のではないか。
萩原朔太郎の詩集「青猫」はこの憂鬱な心情を独特のイメージの世界に昇華させたもの
だ。二十七歳で早逝した石川啄木は、青春の明と暗、得意と失意の両極を生き、その喜び
悲しみを短歌に託した。啄木の絶唱は自分の胸を打つ。
私自身の青春は、自己卑下から否定へ脆くも崩れ去りそうな、そんな時代だった など
と書くと「暗過ぎ」と言われるだろうか。
教員になって大変な仕事だと痛感し、うまく進まない現代国語の授業に悩んでなどいる
うちに青春から赤夏に時は移った。転勤や結婚などの生活の変化はあったが仕事の困難さ
の実感は少しも減らなかった。自ら求めた職業であったが、能力の無さは如何ともしがた
かったのだろう。試合などが立て込むと土曜も日曜もなかった部活指導。振り返ってみる
と、よく頑張ったものだとこの点では悔いはないが、総じて大いに不燃焼の憾みを残した
私の「赤夏」ということになろう。
「白秋」とは
。二年前に定年を迎え、ある講演会で聞いた一つのことがらに大き
なショックを受けた。
「あなたが四十年近く働いてきた時間は八万時間です。そして定年後
に残されたあなたの時間はというと、一日に好きなことができる十一時間を平均寿命の八
十歳まで幸運に恵まれて続けられるとしたら、十一時間×三百六十五日×二十年間＝八万
三百時間です。働き続けてきたのと同じ長さの後半生があるのです。
」と。私はその場に躍
り上がって快哉を叫びたい思いであった。定年後の人生を細々とした余生ぐらいの思いで
いたからだ。
六十年余生きてきた過去のこと悲喜の感慨もろもろをミキサーにかけると、後に残るも
のは何色になるだろう。まるで手品のように白い何かが取り出されるのではないか。還暦
という人としての暦を一巡りして再スタートの地点にいるこの秋という時の色としては、
真っさらな白が似合う。これが私独自の「白秋説」だ。私はこの新しいキャンバスにどん
な色でも塗ることができる。今後の人生、言わば「白秋」を自分なりに生きようと思う。
私の生まれた昭和二十年に世界大戦に敗北というエポックを画する大事件があった。そ
して食うものも着るものも乏しかった終戦後の生活があり、六十年余を経て日本列島は大
きな変化を遂げた。衣食住は信じられないほど豊かになった。高速道路、新幹線の開通、
あれよあれよという間に文明は
オール電化の文化生活、ＩＴ革命、携帯電話の普及
超高速度で進み、さらにどこかへ向かって走っている。パソコンも扱えずインターネット
など無縁な自分は時流の変化に乗り遅れ、遥か後方に置き去られていく不安を覚える。加
えて、昨日まで価値のあったものを今日は無用として捨て去っていく非道な「文明」の振
る舞い、さらに傍若無人な「文明」は主人公であるはずの人間をまでも振り落としながら
目的もなく暴走しているのではないか、そんな不気味な不安を感ずる。
先日、小学校からの帰り道に笹舟を流した故郷の小さな川を源流へと遡ってみた。かつ
て滾々と清水が湧き出て泉を成していた水源は、埋めたてられ何軒かの家が建っていた。
富士山麓の豊かな地下水は枯渇してしまったのだろうか。半世紀前に越中ふんどしの少年
の水泳場であり、泉のたもとの駄菓子店のおばあさんがその水で冷やしたトコロテンを、

てん突きから押し出してくれた、そんな光景は夢の跡なのか。現在の水源は別の川からに
切り替えられていた。
身辺の凶事は見えつ隠れつ確実に増えているのではないか。自然も人情も回復できない
ような荒廃が進んでいるのではないか。私は残る八万時間何をなすべきなのか、白いキャ
ンバスに何を描くのか、今、模索中。
「私は今、白秋です。
」

選
第五部

小 説
【総 評】

評
文芸

審査員 沼津工業高等専門学校名誉教授

鈴木 邦彦

小説の応募総数は七編。多い数字ではないが県芸術祭や他の文学賞に応募される先生方も含
めて考えると決して少なくはない。多忙をきわめる先生という職業のかたわら、なお文学に志

病葉

大 重 晴 美

浜松市立県居小学校

はどうあるべきかを考えるための大きな灯となって教え子たちの心に還っていく。

を燃やす同志の存在はうれしい。小説を書く、文学にたずさわる、という行為は、必ずや人間

優秀賞
美術品展示を企画する会社に勤めている妻の帰宅が、ある夜一時を過ぎた。あきらかに今ま
でと様子が違う。夫はありえぬことと思いながら疑いを抱く。続いて休日出勤、京都への一週
間もの出張。さらに妻の失踪によって疑惑は極点に達するが、深まっていく夫の疑惑と苦悩を
ミステリータッチで重ねていく手法に引き込まれる。
妻の失踪の理由は作者も苦心したことだろうが、最後に手紙で明かされるその理由で読者を
納得させられるかが問題。

ホセ・リサール―ある独立運動家の独房―
裾野市立深良中学校

しかしこの作者には物語を紡ぎ出す魅力がある。次回作も期待したい。
新人賞
長谷川 敏 和

フィリピン独立運動家、ホセ・リサールの獄中での苦悩と煩悶を描く。煩悶の末処刑されて

田 代 千代子

退職互助部（駿東）

いく主人公ホセ・リサールの姿が読者の心を引きつける。題材のユニークさがいい。
野中広三 その時

生徒に愛情と誠実さを持って接し続けた、朴訥で正義感あふれる熱血先生の一代記。

佳 作

担任した問題児、中学生の弘が学校に来なくなる。村にある飯場に潜り込んでいるらしい。
主人公の若い熱血漢の教師野中広三は単身飯場に乗り込み親分とさしで向かい合う。「どうし
てもこの子を卒業させてやりたいのです」と頼み込む広三の目を見ていた親分が「ようがす、

審査員 日本現代詩人会会員

堀池 郁男

引き受けやした」と言って弘を学校に連れてくる。言わず語らずのうちに教師とは何かを思い
知らされる。

詩
【総 評】

捨て難い作品が揃っていた。その中から選ぶ作業は一種の辛さを伴った。何度も読み返し、

遠い兆し

池ヶ谷 政 男

退職互助部（浜松）

三つに絞った。どれにも多少の難点はある。そのあたりも考え、次のとおりとした。
優秀賞

詩は観念の領域に近づくと上すべりした印象を与える。その意味で、部分的に気になるとこ
ろもあったが、今の時代が直面している地球規模の危機を正面から見据え、独創性のある表現
とき、日本に住む者はそのことだけで加害者の立場にあるとも言える。にも拘らず、おおかた

をしているのがいい。生態系を含む世界の環境の現状と経済や貿易の実態などを併せて眺める
は無頓着。この詩の作者はそうした実情にも早くから気づきながら、一方で、自身の中の危機
感と責任の意識がなお希薄であることに苛立ってもいる。そんな内面の屈折が表現されたこと
で、詩に厚みが加わった。

父を送る、挽歌

植 松 邦 文

退職互助部（富士）

今は亡い父を想う気持の深さが伝わってくる。少年の日、父に連れられて行った川で〝ぶっ

佳 作
た〟を使って捕った〝どじょう〟や〝うたっこ〟などの獲物。それを父の自転車のうしろの荷
台に跨がって家に持ち帰った時の情景など、詩の前半に印象深く描かれている。感傷に陥りそ
としての迫力が弱くなった。
草刈り

土 屋

誠

伊豆市立土肥中学校

うなところも踏みこたえているが、後半の表現にいくぶん詠嘆の響きが出てしまったことで詩

佳 作
豊かな表現力を感じさせる。因習の残る〝村〟で永く暮しながら、そこに馴染めない者の疎
外感がよく出ている。詩は書き込みをしすぎると失敗するが、この詩は十分に抑制が効いてい
る。それはいいのだが、「村人たちの薄ら笑い」「村人の手」「村の風景」といったことばの

審査員 静岡県伊豆文学フェスティバル委員

中尾

勇

裏にあるものを読み手にそれなりに感じとらせるだけの〝伏線〟のようなものが少し欲しかっ
た。

童話・童謡

後 藤 澄 夫

退職互助部（磐周）

作品の内容、文章力ともに優れた作品が多くなり応募の数も多い。参加された人々と協力し

【総 評】

磐田寺の七重の塔

て今後の夢をはぐくみたい。
優秀賞

あれあれ なーに

山 本 祐 一

退職互助部（浜名）

がっちりとした内容、時代考証もゆき届いている。文章も推敲され締まっている。
佳 作

人のわ 花のわ みどりのわ

服 部 静 子

三島市立北上小学校

ふるさとへの思いが韻律とマッチして、自然に口ずさみたくなる調べとなっている。
佳 作

庄屋さんちのおっちゃん

渡 辺 忠 栄

退職互助部（沼津）

さわやかな願いが、しっとりとした言葉のリフレインで表現され、ねらいも深い。
佳 作

キミちゃんとたっちゃん

大 重 貴 子

浜松市立新津小学校

ぬくもりのある話で、風格のある回想談であり、文章力の実力は今後の楽しみが多い。
佳 作

中 川 希 世

退職互助部（志太）

少年少女のよりそう心理が楽しく表現されている。ほのぼのとした魅力に満ちている。
（その一）むささび太郎

渡 邉 定 信

退職互助部（富士）

樹木や森林と親しむ太郎の話が印象深い。これから大河童話となるらしく愉しみである。
うさこちゃんと桜の木

長 崎 良 夫

静岡県総合教育センター

ほのぼのとした話が丹念な筆づかいで進められていて、気持が爽やかになる話である。
初めてのお子様ランチ

荒 波 教 平

退職互助部（榛原）

幼な子の生命への思いが、お子様ランチによせられた実のところはせつない話である。
私は空を飛んだ

今 村 靖 子

退職互助部（志太）

空をとぶ夢を物語化するとこうした楽しい話になる。はずみと温もりがいっぱい。
子鬼の角の影ふんだ

小さな夢思いを大事にするという事を育て、いい話をくみたてている。今後が楽しみ。

評論・書評
【総 評】

審査員 社団法人静岡県出版文化会

清水

退職互助部（駿東）

猶

応募はお二人（二編）。おひと方は連続応募、もうおひと方は複数応募。お二人とも文筆活
言葉は政治家の生命―安倍総理の言葉

動に精力的であることに敬意を表する。
優秀賞
竹 本 公 一
『言葉は政治家の生命』と題した評論であるが、「言葉は命」「命の言葉」と換言しても何
ら違和感がない。おそらく、筆者はこの評論を論ずるにあたって、政界（国会討論会）を話材
その証拠に、評論『言葉は政治家の生命』は、大きく六節から構成されている。その中身は、

にしてはいるものの本音は、昨今の国語＝日本語の乱れを憂いていた一人ではなかったのか。
言葉の基本的なマナーを重視し、簡潔な表現を身に付けること、表現の形式と内容（行動）は
不即不離の関係にあること等々厳しく指摘している。
本論は筆者自身が述べているように、実に簡潔に歯切れよく、研ぎ澄まされた表現で展開さ

清水

猶

れ、読み手を意識した評論になっている。さらに、安倍総理を始め歴代総理の発言を取り上げ

審査員 社団法人静岡県出版文化会

ていることも読者に興味を抱かせるところである。

随 想
【総 評】
本年度は十三編の応募があった。そのうち約半数が学校中心に場面設定されていることは特

松 本 治 雄

退職互助部（志太）

それぞれの作品はテーマこそ異なれども、確かで筆力ある筆致である。当然のことながら、

筆に値する。また、退職者の旺盛な執筆活動には感服する。
読み手を作品に引き込む迫力を感じた。

学校賛歌雑句日誌抄

熟読玩味の上、優秀賞一編、新人賞一編、佳作一編を選んだ。
優秀賞

この作品は、まさに学校歳時記であり学校賛歌そのものである。子どもへの慈しみ、教職員
への労いと感謝の三十二句は秀作揃いである。
「ありがとう」「うれし」「おはよう」「健やか」「安心安全」「歓声」「ハーモニー」等々
どの句も、子どもと教師のハーモニーが原風景となっている。このことは、筆者の心の底に、

の言葉が輝いている。
常に「感謝の念」が流れていると言えよう。筆者の経営者としての「心配り」がひしひしと伝
わってくる。

長い長い輪飾り

齋 藤 伸 子

静岡南部養護学校

『おめでとう 春多き子よ ありがとう』は、この日誌抄のまとめに相応しい一句である。
新人賞

一人の人間として「生きる」ということを真剣に問い直した作品がここにある。
教師という仕事の中で出会った一人の少年純君との出会いがこの作品のモチーフと言える。
そして、数多くの想い出が残された今、筆者は改めて「今を生きる」ことのすばらしさと足下
にある幸せを実感している。
人間として生き甲斐を改めて感じている筆者のプロとしての脈動が、二人の少年（純君、新
君）を通して聞こえてくる。

植 松 邦 文

退職互助部（富士）

また、今ほど「生きる」ということを真剣に考えることが必要な時代であるところに、この

私は、白秋

作品の存在価値を見出した。
佳 作

「私は今、白秋です。」期待と不安が微妙に混在する心境を吐露した一文であろう。
定年後の人生を細々とした余生ぐらいにしか考えていなかった筆者が、これまでの人生と同

そんなとき、筆者は我が人生を陰陽五行説による四季色彩観になぞらえて一考してみたので

じ長さ（八万時間）の後半生があると快哉を感じたあるがままの心境を綴っている。
あろう。陰陽五行説について、実に詳しく調べ感服する内容であるが、結局は、前記のように、
我が後半生を自分なりの色合いでそれなりに生きようと心を決めるのである。
そう心決めした一方で、傍若無人な「文明」は、主人公である人間までも振り落としながら
目的もなく暴走しているのではないかと不安をも抱えている筆者の心も見逃せない。
他には、伊豆の片田舎の小学校での淡い初恋の情を切々と訴えた『目覚め』（鈴木さつき）。
「一期一会」という貴重な出会いを、同僚に見た筆者の心の軌跡を記した『大草先生』（森下
正夫）。妻の誘い、そして「とてもよかったよ。」というコンポジションは、強い絆をいっそ

健

鈴木未知代

草間

「腹の蟲」と嘆かわしい最近の世事に治まらぬ我が「腹の蟲」を重ね合わせた『庚申講と腹の

う印象づける。夫婦の愛重に満ちた作品、『妻からのプレゼント』（竹本公一）。庚申信仰の

審査員 静岡県歌人協会会員・あるご短歌会同人

蟲』（佐野鋐雄）、等々の作品が印象深い作品として心に残った。

短 歌
優秀賞 庭さきに柘榴のはぜてひかりをり思ひ出の中に人ひとりたつ
孫の息ふき込まれたる風船の部屋隅にあり去りて五ヶ月

佳 作 神主の警蹕の声に御扉は開きて御鏡鈍く光れり

佳 作 歩み初む児は母の手を拒みつつまろびてはまた若草に立つ

佳 作 ひわ色の母の形見の博多帯かすか残れる結び目の跡

佳 作 連れ添ふといふことの意味しみじみと思ひ沁みきぬ八十路に入りて

佳 作 ヴェスヴィオの山あかあかと染むるまで日の傾きてローマへ向かふ

佳 作 軽々と歩きし道を踏みしめてリハビリ散歩をする身となりぬ

後藤 浩子

水嶋 八束

高杉 光昭

森下志ずゑ

田中 初枝

前島沙江子

足立佳壽子

一描写から想起する人物が鮮明。寂寥感の中に愛惜の情が「息ふき込まれ」にある。

佳 作 身動きの未だ儘ならず秋深む試歩許されてやうやう二、三歩

阿部 廣美

熊谷 愛子

萩原とし子

審査員 「逢」主宰

佳 作 子供らの輝く視線を身に受けて読み聞かせの本静かに開く

俳 句

息白く静かに手話のつづきをり

優秀賞 工房の素焼きの壺に初明り

安藤 勝志

一連の五句に人間と大自然の中の営みが詠われていて、快く前向きのおおらかさもあった。
若々しい感性と心が息づいていて快い。おめでとう。
雪降る夜病む子に語る笠地蔵

佳 作 雪の森野うさぎを待つ罠一つ

石田 博人

雪のもたらす大自然の中に病む子とうさぎの罠、人間の生活の多様な明暗ともいえよう。
佳 作 宮大工目指す男の子と新酒汲む
わが秋思真砂女句集を読み返し

川嶋安起夫

宮大工という難しい仕事を選んだ教え子への愛とはげまし、真砂女句集を読む優しさ。
佳 作 宙に星地には夜学の灯あり
初凪やシーグラスといふ宝物

山本 啓子

夜学の灯と星、初凪の海とシーグラス（色ガラスの破片）の美、夜を学ぶ灯と星、海の贈物
の美。
佳 作 叔母は留守たつた一輪冬桜
いつのまに裸になったの銀杏さん

留守番をしている一輪の冬桜、知らぬ内に素っ裸になった銀杏の木、口語句調が却って生か
されやさしさになった句。

その他目についた句を一句ずつあげる。
歳を経てなお未知のあり秋灯下（松村竹雄）
撫子は寡婦四十年の母の花（三井 明）
明星の煌めく茅の輪くぐりけり（佐野和彦）
冬日燦足並み揃う鼓笛隊（遠藤昭三）
秋簾かけたる釘の錆にけり（野村 久）
新涼や引き締まりたる畳の目（市原昭三）
春の昼脚立の二等辺三角形（池谷貴彦）
明けてゆく田畑見下ろす辛夷かな（村松二本）
剣祭石垣埋める蔦紅葉（袴田毬子）
ままごとの馳走ねじ花サラダかな（竹本タカ）
教え子の眩しき臑の体育祭（松本治雄）
牧牛の噛み締めてゐるたんぽぽ黄（栗田美恵子）
長域やモンゴル遥か夏帽子（今関晴雄）
生活の中で「今」は二度ともどらない。同じ時は無いと思えば、眼前の刻を愛しくしっかり
見つめる事が出来る。
生きている、否生かされている「今」をしっかり把握する日常でありたいと思う。

