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浜松市立中 郡小学校

東京駅に着いた。岡田俊 之にとって数年ぶりの上京 だった。早朝の新幹線で出 てきたの
で、娘と約束した十時まで にはまだ時間の余裕がある 。浜松発のひかりは本数が 少なく、
一度はこだまを利用しよう と思ったが、長く乗車して いる気にはなれなかったの で、朝が
早くても七時のひかりを選 んだのだ。
新幹線の車中で飲食した サンドイッチの袋とコーヒ ーの紙コップをゴミ入れの 中に落と
すと、俊之は上野行きのプラットホームに向かった。そして、人波に押されて歩きながら、
昨夜のことをぼんやりと思 い出していた。
「お父さん。美優です」
受話器を取ると、娘の声 が聞こえてきた。午後十時 を回っていた。七年前に離 婚してか
らは、顔を合わせたことの ない娘からの電話だった。 俊之は、娘の電話に懐かし さを覚え
るよりも、どこか戸惑いを 感じていた。
「こんなに遅く、ごめんな さい」
娘の声に元気がないよう な気がした。夜遅くかかっ てきた電話に、彼は不安を 感じた。
なぜか答えが返ってくる までに、躊躇うような一瞬 があった。そのわずかな時 間に、俊

「どうしたんだ」
之は娘の気持ちの揺れを感 じた。
「お母さんのこと、話して もいいですか」
ああと、彼の口からため 息がもれた。
娘のことは、妻の亮子が 東京に連れて行った後も、 同じ年頃の少女を見る度に 、どうし
ているのか気になった。自 分の中にもまだ父親の部分 が残されていることを感じ ながら。
だが、別れた亮子のこと は、敢えて忘れようとして きた。二人の過去は思い出 したくな
いことだった。そのことを 察して、娘は遠慮したよう な物言いをしているのだろ うか。
いや、そうでなくても、 顔を合わせなくなってから が長すぎる。親子でも、他 人行儀な
言葉遣いになるのは仕方が ない。
「何か、あったのか」
彼は、できるだけ平静を 装って尋ねた。
「今、お母さんは入院して います」
「入院って、どうして」
「癌が見つかったから…… 。乳癌なんです」
俊之は、息を呑んだ。
電話の奥から、入院まで の経緯を説明する娘の声が 聞こえていた。亮子は、初 めて受け
た人間ドックで胸に影を発 見された。再検査の結果、 それが悪性のものだと分か った。た
だ早期なので、手術によっ て治療できる。話の内容も そうだが、自分の気持ちを 抑えたよ
うな美優の話し方が、俊之 には気になった。
既に他人になってしまっ ている妻の入院だが、俊之 は動揺していた。
「かなり悪いのか」
「詳しいことは……。でも、先生から場合によっては長引くこともあると言われ ています」
美優の現在置かれた状況 が理解できた。母親を失う という心細さに耐えきれず 、彼女は
疎遠な父親にわざわざ電話 してきたのだ。
「分かった。困っているこ とはあるのか」
別れた妻には、たとえそ れが気がかりなことであろ うと、今の自分の立場でし てやらな
ければならないことはない 。だが、娘を見放すような ことはできなかった。
「じゃあ、お父さん。一つ だけお願いしてもいいです か」
「ああ」
「一度、お母さんと会って ください」

それを聞いた俊之の心の 奥底で、躊躇う気持ちが生 じた。別れた妻に今の生活 がある以
上、何があっても会わない方がいいのではないか。彼は、そのことに拘泥してしまうのだ。
すると、父親の逡巡する 気持ちを察したように、美 優は繰り返した。
「手術する前に、一度会っ てください」
「でも、亮子の気持ちだっ てあるだろうし……」
電話口から聞こえてくる 娘の言葉に、彼ははっとした。会いたいと言ってきたところに、

「ううん。会いたいと言い 出したのは、お母さんの方 なんです」
現在の亮子の心境が分かる ような気がした。乳癌とい う話に、さすがの彼女も参 っている
のかもしれなかった。
「そうか。分かった」
「よかった。きっと喜んで くれると思います」
受話器を置いた後も、美 優の言葉が残った。
亮子の入院しているＮ大 学病院までは、歩けば意外 に距離がある。だから、タ クシーを
使うことも考えた。でも、 俊之は二人で病院まで歩い ていくことに決めていた。 娘のこと
を少しでも知りたいと思っ たからである。
七年前……。美優と過ご した最後の年だが、その時 、彼女はまだ四年生だった 。両親の
身勝手から娘を苦境に追い やったことに、今でも俊之 は後ろめたさを感じている 。
元々男の子と喧嘩したこ とでも話の種にしてしまう ような陽気な子だった。し かし、あ
の頃はいつも暗い眼をして ずっと鬱いでいた。何かの 拍子に時折ふっと笑顔が浮 かぶこと
はあっても、決して長続き しなかった。
時計を見ると、約束の十 時になろうとしていた。西 郷像の前には、大勢の人が 動いてい
た。こんな人混みの中から 、七年たった娘の姿を、お れは認めることができるだ ろうか。
胸には微かな不安が兆した 。
しばらく周囲を見回しな がら待っていると、それが 高校の制服なのだろうか、 紺のセー
ターに、青いリボンのネク タイの少女が駆け足で近づ いて来るのが見えた。そし て、少女
は俊之を認めると、笑顔で 手を振った。
約束に遅れまいとして、 急いできたのだろうか。肩 で息をしながら、少女は照 れたよう

「お父さん」
に笑った。
「美優だね」
少女は、俊之の問いに軽 く頷いた。百六十五センチ と身長が低い彼と並ぶと、 彼女の方
が若干小さいだけのように 見えた。
「お父さん、ありがとう。 急いで来たけど、待ちまし たか？」
そんな娘の問いかけに、 彼は笑いながら、首をゆっ くりと横に振った。
美優の目元や鼻筋に、若 かった頃の亮子の顔が重な って見えた。そして、俊之 はさらに
すると、彼女は父親の注 意を別のものに向けようと するように、不忍池の方向 へ足を踏

何かを探そうと美優の顔を 見つめた。
み出しながら、こう話しか けてきた。
「急な電話で驚いたでしょ う」
「そうだな。でも、変な言 い方で悪いけど、嬉しかっ たよ。君らが一番困ってい る大事な
ときに、電話してもらえて さ」
半ば茶化したような言い 方になってしまったが、そ れがおれの本心なのだ。俊 之は心の
中で素直な自分と対峙して いる。美優に父親として頼 られていると実感できた。 そう思う
から、おれは戸惑いながら も東京まで出てきたんじゃ ないのか。
「お母さん、明日手術を受 ける予定です。その前に、 お父さんに一度会いたいと 言ってい
ました」
昨夜もそうだったが、自 分に会いたいという亮子の 気持ちが、俊之には理解で きなかっ
た。離婚後七年の間に、二 人は電話で四、五回話した ことがあるだけだった。そ れも美優
の進学と卒業を知らせる程 度の…。

その時、それまでどこか 緊張していた美優の表情が 、微かに緩んだような気が した。

「もし、お金のことを心配 しているのなら、いくらか は力になれそうだけど…」
「入院と手術のお金は、なんとかなると思います。お母さんには貯金もあるし、それに…」
そこまで言いかけて、美 優は、父親の前で言い過ぎ たと感じたのか、言葉を途 中で呑み
込んだ。
亮子の入院については、 聞いてみたいことがあった 。俊之は、横を歩く娘を見 た。
「癌とはっきり分かったの は、いつ」
「二日前。お父さんに電話 した前の日です」
「じゃあ、再検査は一つの 病院でやってもらっただけ じゃないのか」
俊之は、娘に詰問するよ うな言い方をしている自分 に気付いた。
娘は、父親の言葉に黙っ て頷いた。
「癌かどうかの判断は、大 切だよ。でも、他の病院で 診てもらわなかったんだな …」
彼には、それが何事にも 潔いところのある亮子らし いやり方のように思えた。 しかし、
彼は、今回は離婚を決めた 時とは違うんじゃないかと 思った。たった一つしかな い自分の
黙り込んだ父親の様子に 彼の不満を感じたのか、美 優は取りなすように言った 。

命なのに、安易に考え過ぎ ていないか。
「お母さんは昔と少しも変 わっていません。結論の出 たことには、迷わない人な んです」
俊之の視野に、不忍池の 蓮の葉蔭に見え隠れする鴨 の姿が入った。夏の日差し を映す池
緊張する必要などないは ずなのに、彼は他人になっ た妻との再会を半ば怖れて いる自分

の面に静かな時間が流れて いた。
を感じていた。彼は、ふっ と溜息を漏らした。
（二）
病院の長い廊下を歩いて 病室に着いた。俊之は、病 室のネームプレートを見つ めた。
「西野木亮子」
彼と結婚する前の亮子の 名前が、入り口にかかって いた。彼は、彼女がその名 前でいた
ことにどこか安堵していた 。
案内してきた美優が、ノ ックもせずに部屋の中に入 ると、俊之も後について入 室した。
ベッドに、一人の女性が いて、入り口に顔を向けて いた。それが、亮子だった 。
「具合は、どう？」
俊之が声をかけると、彼 女は口元に微かに笑みを浮 かべて頷いた。
病衣を着ていることと、 若干顔色が優れないことを 除けば、彼女は病人らしく 見えなか

「無理を言ってごめんなさ い」
った。そのことが、俊之を 多少安心させた。
「予想と違って、元気そう じゃないか」
そんな俊之の軽口に、彼 女は笑って答えた。
その言葉一つで、彼は、 凍結したこれまでの時間が 一時に融解し始めるのを感 じた。直

「まあ。七年ぶりに顔を合 わせても、そんな調子なの ね」
前まで感じていた緊張感が 嘘のように消えていくよう に思われた。そばに娘がい るからか
もしれないが、亮子がまだ 仲がよかった頃のように接 してくれるのが心地よかっ た。
俊之は、そう話す彼女の 気持ちを思った。今は明る く振る舞っていても、それ なりの心

「でもね。自分は癌なんだと、素直に受け止められるまでは、これでも悩んだんですから」
痛はあったはずだ。
「まだ早期だから、深刻に なることはありません。悄 げている私があんまり可哀 想に思え
たのか、主治医の先生はそ う励ましてくれたの。それ を言われるまでは、ああ、 死んじゃ
話すことで不安を振り払 おうと考えているのか、自 分の病気のことを話す亮子 は、必要

うのかって…くよくよ考え ていた」
以上に饒舌だった。
彼女は、俊之がまだ立っ たままでいることに気が付 くと、椅子に座るように勧 めた。
「今、痛みはあるのか」

彼は、間近に彼女の顔を 見た。彼は、別れた七年前 とさほど変わらない彼女の 様子に、

「ううん、全然」
軽い驚きを感じていた。
見つめられていることに 気付いたのか、亮子は慌て て顔をそらせると、手荷物 を整理し
ていた娘にそっと囁いた。
母親の思惑を察したのか 、美優は頷くと、静かにド アを閉め、病室から出て行 った。

「下で、コーヒーでも飲ん できてくれない」
すると、それを待ってい たように、亮子は話し始め た。
「美優には、早期だと言っ てあるけど、実はわたしの 癌はもう少し悪いみたい… …」
話の内容は深刻なはずな のに、彼女の口調は意外に 穏やかだった。表情にも暗 さはなか
ったが、自分の病状を他人 事のように話すのが、俊之 には気になった。
「じゃあ、心配じゃないか 」
自分の受け答えが間が抜 けたものであることは分か ったが、俊之には他の言い 方が思い
浮かばなかった。
彼女の目は、彼を捕らえ て離さなかった。

「でもね、このことは美優 には秘密にしておいてくだ さい」
「あの子は、一見しっかり しているように見えるけど 、本当は繊細すぎるの。だ から…」
「わかった」
亮子の視線から逃れるた めに、俊之は自分の足下に 眼を落とした。
すると、彼女も俊之から 目を逸らすのが分かった。 そして、無言のまましばら く病衣か
らのぞいた自分の白い腕を 見つめていたが、やがて思 い出したようにぽつんと言 った。
「死ぬかもしれないと考え ていたら、急にあなたのこ とが気になったの」
それを聞いたとき、俊之 ははっとした。彼女からこ んなことを言われるとは思 っていな
かったから。
そうだ。二人で暮らしたことすべてが悪かったわけ ではない。亮子の言葉に触発されて、
彼は以前の生活を思い出し ていた。
つき合い始めた時から、 亮子はイタリアンレストラ ンでシェフになることが夢 だと語っ
ていた。だから、結婚を決 めた時、今までのように働 きたいと言った彼女の気持 ちを、彼
は理解しようと思った。
ところが、実際に家庭を 持ってみると、彼女の帰宅 は思っていた以上に遅く、 二人の時
間を持ちたくても容易にそ うできなかった。その事実 に、彼の気持ちは少しずつ 変わって
いった。彼は、亮子に家庭 にいてほしいと望んだ。そ れに、子供もほしかったの だ。
「あなたには、済まないと 思っています。後一、二年 で良いから、私の自由にさ せて」
懇願する妻の真剣な様子 に、俊之は逆らえなかった。仕方なく、妻の提案を受け入れた。
結婚した年のクリスマス から正月にかけて、帰宅が 十二時を回るような勤めが 続いた。
当然、その間、二人の時間は持てなかった。俊之に不満や不安がないわけではな かったが、
彼はそれを心の底に抑え込 んだ。年末年始の慌ただし い時期を過ぎ、二月になる とようや
く十時には帰宅できるよう になった。そのことに、彼 は心底ほっとした。
だが、彼女は夫の気持ちを見抜いたように、
「一人 前と認めてもらうには、これからが大
不思議なことに、彼女が 突然勤めを辞めると言い出 したのは、その矢先のこと だ。同時

切なの」と言い切った。上 気したような表情で話す妻 に、彼は強い嫉妬を感じた 。
に、まだ子供は作らないと 宣言していた亮子が、その 気持ちを放棄した。妻は夢 に向かっ
て順調に進んでいると信じ ていただけに、そのことが 意外だった。
「どうした心境の変化なん だ」
多くを説明しない彼女に 不満がなかったわけではな い。だが、家庭に入ること に決めた

「あなたの言うとおりだっ た。シェフなんて、結局は 、男の世界なのよね」
妻にとりあえず安心するこ とができた。敢えて彼女の 神経を逆なでする必要はな かった。
こんな会話を交わした日 から、避妊の処理をしなければ一切体を触らせなかっ た彼女が、
夫の前に積極的に体を開く ようになった。俊之は、そ のことを素直な気持ちで喜 んだ。

一人娘は、美しく、そし て優しくという思いから、 美優と付けた。西野木とい う難解な
名字とは違い、岡田姓は多 いので、少し凝った名前に したいという俊之の気持ち も働いて
いた。娘の誕生を機に、亮 子は子育てに専念し始めた 。こうして俊之の思い描く 家庭が完
成したのが、結婚して二年 目のことだった。
それから五、六年は、家族三人の慎ましい生活を過 ごしたという自信が、俊之にはある。
赤ん坊だった美優に初めて 歯が生えたのを見つけたの も、つかまったテーブルか ら娘が支
えなしで一歩踏み出したの を認めたのも、亮子だった 。だから、こんな平穏な日 々が永遠
に続いていくと、彼は信じ て疑わなかった。
けれども、娘が小学校に 入学する直前から、彼女の 態度に微妙な変化が生じた 。
亮子の何気ない調子の言 葉も、繰り返される度合い が過ぎると、俊之も無視す るわけに

「もう一度働きに出たい」
はいかなくなってきた。
「まだ子育てが終わったわ けでもないのだから。もう 少し待てないのか」
「小学生になったら、もう 大丈夫よ。美優だって、ち ゃんと納得してくれている んだし」
俊之の「何をやりたいの か」の問いに、亮子は夫か ら既に承諾をもらったとい うように
微笑みながら、こう答えた 。
「まだ、諦めたわけじゃな いの。私、イタリアンレス トランのシェフになりたい のよ」
「三十過ぎた年齢で、まだ 間に合うのか」
「うん。以前勤めていたレ ストランで、新しい人を探 しているの。谷川さんって 知ってい
るでしょう。あの人、今シ ェフをしてるんだけど、で きれば来て欲しいって…」
俊之は、妻の話を聞きな がら、なにか不穏なものを 感じた。夫の考えを確かめ る前に、
勝手に話を進めていたよう な様子があることに多少の 拘泥があった。だが、子供 の居る家
彼女は変則的な勤務をレ ストランに申し出て、それ を許可してもらった。それ ほど、経

庭がほしいという自分の夢 を叶えてくれた妻に、反対 し続けるわけにはいかなか った。
営者が彼女の力を認めてい たということなのだろうか 。あるいは、妻を誘った谷 川という
男に裁量権があったのか。
下準備に正午を挟んだ前 後二時間と、調理に十八時 からの二、三時間を、自分 の勤務に
当てた。店が車で十分程度の所だったので、小学校から帰った娘を迎えることも できるし、
夕食の準備もできるという 計算だった。
娘は、母親が勤めに出る ことにすぐ順応した。帰宅 すると母親は家にいて、宿 題も見て
くれる。夕食を早めに取る ことになり、父親が戻るま で一人で過ごすことになっ たが、娘
だが、生活の歪みは娘に ではなく、夫である俊之の 方に出たのだ。金曜日の夕 方から土

は健気にもそれを受け入れ た。
曜日にかけては、レストラ ンで言えば重要な稼ぎ時で ある。だから、他の日に休 むことは
できても、そこでは無理を しても出かけることになる 。会社勤めの彼にとっては 、家庭で
一番のんびりできるはずの 日に妻がいないという状態 を堪えなければならなかっ た。それ
に、彼の夕食は常に一人だ った。
「やっぱり反対すべきだっ たよな」
ある日、何気ないふうを 装いながら、彼は亮子に愚 痴に紛らわせて本心を言っ てみた。
並べて敷いた布団の中では 、妻が背中を向けていた。 一時間ほど前に帰宅し、風 呂に入る
と、転がるように布団に横 たわった妻。まだ寝ている とは思えないのに、彼女か ら返事は
なかった。疲れているのだ ろうと考える自分に気付く と、その時、なぜか無性に 腹立たし
い思いに駆られた。
「亮子、聞いてるのか。な あ、もうやめちまえよ。今 さら、夢の実現でもないだ ろう」
すると、隣の布団で、亮 子が体を動かすのが分かっ た。薄い常夜灯だけの暗が りの中で
彼女の顔がこちらを覗いて いた。
「分かって。やめたくない のよ」
その声に挑むような響き があったのを、彼は今でも 覚えている。
そして、それからは、二 人の間に同様の諍いが繰り 返されることになった。も はや亮子
を愛しているのか確信が持 てなかった。決定的な解決 法が見つからない限り、妥 協のない

けれど、ある些細な事件 が、微妙なバランスを保っ ていた二人の関係を終焉に 導いた。

言い争いだけが無限に続く ように思われた。

（三）
二人に遠慮しているのか 、三十分近く過ぎても、美 優は戻らなかった。俊之が そのこと
ドアが静かにノックされ た後に、看護士が食事のト レイを運んで入ってきた。 若い女性

を気にしていると、台車が 廊下を移動する音が近付い てきた。
の看護士は、俊之に気付く と軽く会釈した。
「西野木さんのご主人です か」
彼女は愛想良く微笑んで 、ベッドの脇に置いてある テーブルの上にトレイを置 いた。
亮子は黙ったまま、看護 士に軽く頷いて見せた。そ の時、彼女が言い直そうと いう素振
りも見せなかったことが、 俊之の心を擽った。
「お食事、よろしくお願い します」
俊之の方に顔を向けて一 礼すると、看護士は既に病 室から抜け出していた。
あっという間の出来事で 、看護士の誤解を訂正しよ うと思っても、そうする時 間はなか
った。彼の心の中でそう言 い訳する声がした。彼はテ ーブルをベッドまで運んだ 。
「自分で食べられるんだろ 」
「うん」
明日の手術のことで食事 が喉を通らないのではと、 傍らで心配して見ていたが 、亮子は

「じゃあ、いいね」
箸を手にすると、特別変わ った様子もなく、食事を始 めた。そして、色彩の乏し い副食に
も箸を伸ばしていた。
彼は、病衣の合わせ目か ら覗く彼女の白い喉を見た 。わずかだが胸も見えた。 もう少し
下がった位置に、彼女の二 つの乳房がある。明日にな れば切り取られてしまう乳 房だ。
「お昼は、どうしますか」
俊之は、慌てて彼女の胸 元から視線を逸らせた。想 像に気を取られていて、亮 子が自分
の方を見上げて声をか け ていることに気付くの が 遅れた。彼は、さりげ な く装いながら、
すると、彼女は笑顔を見 せた。

「美優が戻ってきたら一緒 に食べようと思っているけ れど」と答えた。
「じゃあ、食事が終わった ら、もう一度病室に来てく ださいますか」
「わかりました。お言葉の 通りに」
先ほどの看護士の誤解を 嬉しく思い返しながら、彼 は妻に軽口をきいていた。 こうした
関係を懐かしく思い出しな がら。
しばらくすると、彼は、 個室の前で何か物音がする のに気がついた。言い争う わけでは
ないようだが、男女が低い 声でひそひそ話し合ってい る様子だった。見舞客にし ては、病
室の前で入室を躊躇ってい るのが不自然に感じられた 。俊之は亮子を見たが、彼 女には特
静かにドアが開けられ、そして、廊下から男が一人遠慮がちに入ってきた。俊之より四、

別な変化は見られなかった 。
五歳年長になるだろうか。 やせ気味の長身の男で、彼 の鷲鼻に見覚えがあった。
男は俊之を認めると、頭を下げた。そして、椅子に座っている俊之の方へ近付 いてきた。
谷川と名乗った男は、俊 之の前にいきなり右手を差 し出した。俊之は、この唐 突な出来

「岡田さん、ですね。私、 谷川です」
事に内心戸惑ったが、彼の 手を握った。
そうだ。この男は、自分 がシェフをしている店に亮 子を誘い、復職を働きかけ た男だ。
俊之は、そのことを咄嗟に 思い出した。
同時に、男が亮子の病室に現れたことに動揺を覚え た。俊之に挨拶をしてきたことから、
男が、ただの見舞客ではな いのは確かだった。亮子と のつながりが漠然と意識さ れた。
困惑した表情のまま、俊 之は救いを求めるように、 再び亮子を見た。
「谷川さんには、昔から、 なにかとお世話になってい るの」
それは、なにか谷川を庇 うような説明の仕方に感じ られた。それを聞いて、俊 之は二人

の関係を理解することがで きたと思った。
「そうでしたか」
俊之は男に向かって、笑 顔を作ろうと試みた。とこ ろが、彼の表情は強ばった ままだっ
た。彼は、亮子に裏切られ たような気持ちになってい る自分を感じていた。思い もしなか
ったことだが、心に刺すよ うな痛みが走った。
男は、亮子の元夫だった 俊之を意識しているのか、 緊張を弛めず、彼に話し始 めた。
「お世話と言っても、私の ような男にはたいしたこと もできず…。東京に出たあ と数年し
て、西野木さんが離婚され たことを知りました。その 後、彼女からイタリアンレ ストラン
で働きたいという相談を受 けましたので、そのお手伝 いをさせてもらいました」
俊之は、離婚後半年たっ て、亮子から東京に移った という簡単な転居届けを受 け取った
ことを思い出した。その裏 には、この男の影の力があ ったというわけか。舌打ち したくな
る気持ちを無理やり押さえ て、彼は男の話に相槌を打 った。
「東京に来るのを、彼が助 けてくれたの」
亮子が、平然と、男のこ とを彼と呼んでいることに 気付いた。それが、俊之に は何故か
そうだ。おれたちはもう 元に戻れない。亮子は、そ れをおれに分からせたかっ たという

辛く思われた。
ことだ。これをもちろん予 想しなかったわけではなか った。ただ、実際に谷川が 自分の前
に姿を現すとは思ってもみ なかったが…。
皮肉な調子にならないよ うに心がけたつもりだが、 男が俊之の言葉に顔を歪め たのが分

「谷川さん、あなたがずっ と亮子を支えてくださった ということですね」
かった。谷川も、幾分かの 後ろめたさは感じていると いうことなのか。
すると、男の背後に美優 の顔が見えた。彼女の面に は、不安そうな表情が浮か んでいる
ような気がした。
「お父さん、おなかすいた でしょう。食事に行きませ んか」
俊之は、娘に救われたよ うに思った。呼ばれるまま 椅子から立ち上がり、亮子 を一瞥す
ると、笑顔を作って病室を 出た。後ろで、美優が部屋 のドアを閉めるのが分かっ た。
「ごめんなさい」
父親に追いつくと、娘は 謝った。泣き声のように思 えるくらい元気のない声だ った。
「ああ」
俊之は、娘の言葉に適切 に答えられない自分をもど かしく思った。たった今遭 遇した出
来事に、激しく動揺してい る自分。本当は、亮子に文 句の一つも言いたかったん じゃない
彼は、知らないうちに足 早に病院の廊下を歩いてい た。そして、開いたエレベ ーターに

のか。己の気の弱さが恨め しかった。
飛び乗ると、一階のボタンを押した。一階に下りて初めて、傍らに娘がいるのを確認した。
昼食のできる喫茶店に入 り、俊之は娘と向かい合っ て座っていた。
彼はパスタとコーヒーを 、彼女はサンドイッチとオ レンジジュースを頼んだ。
「いつもそんな食事なのか 」
俊之は、美優がサンドイ ッチを食べる様子を見てい た。娘は高校二年生になっ ているは
ずだったが、頼んだ物は彼 女の食欲を充たすもののよ うには見えなかった。
俊之は、フォークにパス タを巻き取りながら、娘の 照れたような顔を見て笑っ た。

「でも、お父さんだって」
彼はかなり冷静さを取り 戻していただろう。なによ り他人行儀だった娘の物言 いが、少
し和んできたことに気付く 程度の余裕が持てるように なっていた。
「中年になって、胃にもた れる物ばかり食べているわ けにはいかないからね」
「お父さんにパスタを食べ させておいて、わたしだけ 、スペシャルランチを食べ るわけに
はいきませんから」
俊之は、美優の笑顔を久しぶりに見たように思った 。笑うと、懐かしい表情が浮かんだ。
「ところで、廊下で何を話 していたんだ」
正直に言うと、彼は、病 室に二人を残してきたこと がずっと気になっていた。

「お父さん、病室にいたで しょ…。だから、私、おじ さんに会わせたくなかった の」
「どうして」
「だって、お父さん、辛く ないですか？」
俊之はまるでパスタが喉 につかえてしまったかのよ うに噎せると、慌ててコー ヒーを飲
み込んだ。
そう言いながら、彼の口 元には苦笑が浮かんだ。二 人の交際を、娘は認めてい るのだろ

「大人になったんだな」
う。でも、父親にはそれを 隠そうとしている。
ジュースのストローを弄 んでいた右手の指の動きを 止めると、美優はぽつんと 呟いた。
娘を正面から見つめると 、彼女が真顔でいることが 分かった。それに、さっき まで軽口

「お父さん。お母さんと別 れたのは、私のせいなんで しょう」
をきいていた娘とは思えな いくらい沈んだ声だった。 俊之は、首を横に振った。
「わたし、ずっと後悔して います。お父さん達にあん な話をしてしまったこと… 」
そうだ。幼かった美優の 何気ない一言が、離婚を後 押しするきっかけくらいに はなった
だろう。だが、それは絶対 に直接の原因ではない。娘 の思い違いに、俊之は心が 痛んだ。
「それは、違う。美優のせ いじゃないんだ」
父親の言葉が慰めとしか 受け取れないのか、娘は俯 いて顔を横に振り続けた。
「ごめんなさい。本当にご めんなさい」
あれは、美優がまだ小学 四年生の時だ。娘が感受性 の強い年齢にあることは、 おれも亮
子も十分分かっていた。
二人の関係は、別れるた めの特別な理由がないだけ で、修復は到底不可能とい うところ
ただ、本当に珍しいこと に、あの日だけは昔に戻っ たように、ニュースなどを 話題にし

まで悪化していた。
て、二人が向かい合ってい たのだ。だから、普段なら 見過ごすような娘の僅かな 変化に、
二人とも心を止めたのでは なかったか。
娘が青ざめた顔をしてい る理由を尋ねたのは、俊之 の方だった。
その時、うんと、美優の お下げの髪が頷くのが分か った。

「どうしたんだい。学校で 喧嘩でもしたのか」
「また、男の子と喧嘩しち ゃったんだな」
美優の顔に微かに笑顔が 浮かんだ。きっと、最近で はほとんど一人でほうって おかれる
自分のことを、父親が相手 をしていることが嬉しかっ たのだろう。
「けんちゃんって、意地悪 なの。私、大嫌い」
「その子が、何をしたんだ 」
父親の威厳を保って、さ らに娘に尋ねた。
「だって、私、似てないっ て言うんだもん」
ふくれっ面になっていて も、彼女の目は笑っていた 。その笑った目元や口は、 まぎれも
なく妻のものだった。
彼には、娘が何を言おう としているか、咄嗟には分 からなかった。しかし、俊 之の頭の
中でそれが次第に一つの形 を取り始めた。今まで自分 がぼんやりと感じていたこ とが、突
如姿を現したような気にな った。娘が次に何を言おう としているか、漠然と予感 できた。
「私とお父さんと、似てな いって」
すると、娘は男の子が自 分をからかったことを思い 出したのか、今度は両親の 前で声を
出して泣き出した。それで も、甘えるような媚びの感 じられる泣き方だったけれ ど…。
「相手にしないことだ。だ って、お父さんは、美優の お父さんに間違いはないん だから」
その直後は、俊之は、そ んなことを言って、父親ら しく娘をなだめることに努 めた。
けれども、夜中になって も、押さえていた気持ちの 行き場所が見つからなかっ た。彼自
身もぼんやりと感じていた 不安の正体が、娘の友達に よって暴かれたように思わ れた。
隣の布団の中で、亮子が 動いた。
「眠れないのか」

妻も目が覚めていたこと に、彼は軽い驚きを覚えた 。彼女の布団を見ると、背 を自分の

「うん。ちょっと…」
方に向けているのに気付い た。
俊之は、仰向けになると 、最近の二人のことを考え た。壊れ掛けた二人にとっ て対話が
必要なのは分かっている。 でも、今日のように話し合 うのは珍しいことに思える ほど、関
係は疎遠になっている。そ う言えば、夫婦生活も半年 近くない。彼は、改めて二 人の不毛
の関係を思い、ため息をつ いた。
「美優の言ってたことだけ ど、気になってさ」
返事をするかと思ったが 、ただ息を潜めているよう で彼女の反応はなかった。
しばらく待ってみたが、 やはり妻からの返事はなか った。

「亮子、おまえ何か隠して いることはないか」
「男の子が、美優はおれに 似てないって言ったんだっ て。おれも、時々そう感じ る」
亮子の感情を逆撫でする ような話をしているはずな のに、寝たふりをしたまま 彼女は答
えなかった。その時、なぜ か頑なな彼女の態度にこそ 解答があるような気がした 。
翌朝、朝食の味付け程度 の些細な事で喧嘩が始まっ た。彼にすれば、自分の問 いに寝た
ふりをして答えなかったと いうことが、感情の痼りに なっていた。
「夫一人の好みに答えられ ないのに、よくも一流のシ ェフになるなどと大きなこ とが言え
るものだな」
「さあ、どうかしら。私の 料理を楽しんでくださる方 に、本当にまずいかどうか 一度ご自
分で尋ねてみたら」
お互い譲ることを恥だと 思うようになっていた。側 で、美優が泣き出しそうに なってい
ることも、もう問題ではな かった。娘を見ないふりを して、相手を最大限傷つけ るための
言葉を探していた。そして 最後に、俊之は怒りにまか せて、こう怒鳴っていた。
「じゃあ、聞くが、結婚し た前も後も、おまえは潔白 だったと言えるのか」
「ええ、そうよ。でも、今 さらどうしてそこまで私を 疑わないといけないの」
「美優は、正真正銘おれの 子なんだな」
亮子の目の中に、これま でと違った感情が沸き上が ってくるのを、彼は見た。 怒り、迷
と突然、二人のいる場所 から少し離れた所で、幼児 が泣き叫ぶような激しい泣 き声が聞

い、焦り、悲しみ、絶望… 。これらが渾然となって、 彼を襲ってきた。
こえてきた。呆然として声のする方を見ると、美優が体を異常に震わせながら泣 いていた。
父親の不用意な言葉が、 娘を傷つけたのは確かだっ た。それは、俊之にもすぐ に理解で
きた。昨日励ましてくれた 人とは全く違う人間。それ が、今の自分であることを 恥じた。
俊之は、絶句したまま、妻 と娘の間に立ち尽していた 。
十七歳の美優にも、当時 の両親の荒んだ気持ちは理 解できないだろう。だった ら、十歳
の美優なら尚更のことだ。 悪いのは、悪意をむき出し にして、相手をやり込める ことしか
考えなかった二人なのだ。 それを、娘は、自分の責任 と感じてずっと悩んできた のか。
「お父さんたちは、あの日 、美優の言ったことが理由 で別れたのではないんだ」
これは、ずっと美優を苦 しめてきた事実を知らない できた自分への戒めの言葉 でもあっ
た。両親の離婚の原因が自 分にあると感じ、苦しんだ 美優の七年。何気ないふり をしてい
俊之は、娘の肩に手を置 いた。触れて初めて、彼女 の体の震えが分かった。

ても、美優はそれを乗り越 えるために頑張ってきたの ではないか。

（四）
できればすぐにでも病室 に戻り、亮子と話したかっ た。亮子が本気で再会を望 んでいる
だが、男がまだ残ってい るかもしれないと思うと、 それも躊躇われた。

としたら、彼女からはまだ 大切なことを聞かされてい ないような気がしたから。
父親のそんな気持ちを察 してか、美優は、喫茶店を出ると、
「せっかく親子水 入らずなん
だから」と言いながら、そ のまま動物園まで俊之を引 っ張ってきた。
夏休みが始まったばかり の日曜日の午後なので、園 内には大勢の入場者がいた 。小さな

あれは、まだ亮子が復職 を言い出す前のことだ。会 社の盆休みを利用して、家 族で上野

子供を連れた親子連れを目 にすると、俊之は十年以上 も前の自分たちを思い出し た。
に遊びに来た。当時の思い 出が、彼の脳裏をよぎる。 肩車をすると、最初は父親 の頭をぎ
ゅっと両手に抱きしめてい た美優。そんな娘を見上げ て、妻はシャッターを切っ た。初め
て見るパンダに興奮した美 優の笑い声を耳元で聞いた 時、おれは今日の日が来る ことを想
買ってきたソフトクリー ムの一つを美優に手渡すと 、俊之はベンチに腰を下ろ した。

像していなかった。おそら く亮子も…。
「うちに置いてあるアルバ ムに、この場所が写ってい る写真があった」
独り言のような言い方を しながら、美優は父親の反 応を見ていた。
「小さいときに、家族で来 たことがあるんだ。覚えて いないだろうけれどね」
「お父さん。その時は、二 人まだ仲が良かったんでし ょ」
「ああ、まだね。でもなぜ そう思うんだ」
「だって、写真のお父さん 笑っていたから」
その言葉に、俊之はなぜか幸せな気分を感じた。辺りにはまだ大勢の人が残っ ていたが、
腕時計を見ると、四時にな ろうとしていた。
病室に戻ると、既に男の 姿はなかった。そのことに 、俊之はほっとした。
美優は、病院に戻る途中で見つけた花屋で求めた花 束を、
「どう」と言いなが ら母親に見
亮子は、俊之に椅子に座 るように促した。

せていた。母親が頷くのを 確かめると、彼女は花束と 花瓶を持って、洗面所にむ かった。
「あの人は…」
「帰ってもらった。あなた 達が食事に出て、すぐに」
「どうして」
「病人の側にいても楽しく はないでしょう」
亮子は、自分に対して遠 慮しているように感じられ た。親密な二人なら、病気 はかえっ
て二人を近付けるのではな いだろうか。男を無理に帰 したのじゃないのか。彼女 にそう聞
きたかったが、俊之は敢え て口にしなかった。
亮子はそう言って、彼を 正面から見据えた。

「実は、あなたに聞いてほ しいことがあるの」
「結婚している間、私たち はけして良い関係だとは言 えなかったわ」
彼女は、一旦口を噤んだ 。
「でも、あなたを愛してい たのも事実。幸せな思い出 もたくさんあります。だか ら、あな
たに誤解されたままで、死 にたくない…」
「弱気なんだな」
「そうかもしれない」
「それで、おれに何を言い たいんだ」
俊之はそう言いながら、 言っている自分に腹を立て ていた。本心とは異なる言 葉が口か
ら出たような気がした。亮 子には、責めるような調子 に聞こえたかもしれない。
亮子の目は、俊之の心を 射抜くように見つめていた 。
「美優は、正真正銘、あな たの子供です」
亮子の言葉に、俊之は不 意打ちを食らわされたよう な気分になった。
「あなたが離婚を言い出し た時、美優が自分の子供か どうか疑っているのが分か ったの」
俊之は、じっと亮子の表 情を窺った。
「私は、あなたがそんなふ うに思っていたのが悲しか った」
「そう考えたくなるおれの 方だって、同じさ」
自分と美優の関係を疑う ことで、苦しんできたのだ 。平然としていたわけでは ない。
「でも、あなたが、自分と 美優が似ていないと思った のは、そう考える方が都合 が良かっ
たからじゃないですか」
「それは、どういう意味？ 」
「別れるための理由に」

二人の離婚の理由は、性 格の不一致ということにな っている。でも、本当は、 それでは
片付けられない問題が残さ れていた。お互いに蓋をし て二度と触れなかった点に こそ、真
の理由があったのである。
亮子に不倫の事実があっ たかもしれない。それを認 めてしまえば、自分が傷つ くことに
なるから、意識の底に閉じこめておいた。だが結局、俊之は亮子を信じ切れなか ったのだ。
俊之の怒気を含んだ声に 、一瞬亮子は視線を彷徨わ せた。

「じゃあ、なぜ君は離婚に 応じたんだ」
「あなたが別れたがってい たから…」
すると、何を思ったのか 、亮子はベッドの上に起き 上がると、左の脇の辺りに あった病
衣の紐を解き始めた。病衣 の隙間から、彼女の白い乳 房が見えた。
「こっちに来て」
亮子に呼ばれるままに、 俊之は椅子から立ち上がり 、彼女の横に腰を下ろした 。
彼女はもう一度ベッドの 上に横たわった。襟の辺り を両手で掴むと、それを静 かに左右
に分けた。一部が垣間見え るだけだった二つの乳房が そこに姿を現した。
咄嗟のことに俊之は息を 呑んだ。亮子の意図を理解 することはできなかったが 、言われ

「触ってみて」
たとおり手を彼女の片方の 乳房に乗せた。血管が透け て見えるきれいな乳房だっ た。
「つまんでみて」
俊之は、離婚した妻の乳 房をいたぶっているような 妙な気分に襲われた。柔ら かく膨ら
んだ丘の上を、指に少し力 を加えて掴んでみた。する と、肉の奥でこりっと感じ る部分が
あった。これが乳癌の痼り なのかと、意外に感じられ るくらいの小さなものだっ た。
「明日、切り取ってもらい ます」
その言葉に、俊之は、亮 子が今死と向かい合ってい る事実を思い出した。
「乳癌って告げられた時、 最初に思ったのは、死ぬか もしれないということだっ た…」
俊之は、右手を彼女の乳 房から離した。
「次に、思ったのは、美優 のこと。あの子を一人残し ていくことが辛かったから 」
彼女は、開いていた襟を 直した。
「そして、その次にあなた のことを考えた。離婚は仕 方のないことだった。でも 、美優の
ことを誤解されたままでは 死ねない」
俊之は、彼女の言葉に頷 いた。そして、彼女の肩に 腕を回すと、無言で抱きし めた。そ
の時、彼は亮子の言葉を信 じたいと思った。
廊下に出ると、洗面場で 、美優が、包みの中から取 り出した生花を切りそろえ ているの
が見えた。俊之は、娘の側 へそっと寄り添い、彼女の 肩越しにその様子をのぞき 込んだ。
「ナースステイションで鋏 を借りたの。切り始めたら 、バランスが気になって」
そう言いながら、彼女は 一番長い茎を力を込めて切 り落とした。そして、花束 をまとめ
ると、花瓶にそれを生けた 。
「あまりうまくいかなかっ たけれど」
言い訳するような口調の 娘に、彼は思わず表情を緩 めた。
「美優の気持ちがこもって いるなら、それでいいんじ ゃないか」
俊之は、洗面所の鏡の中 を見つめた。照れたような 娘の顔の横に、自分の顔が 並ぶのを
見た。二つの顔とも笑い出 す前のくすぐったいような 表情が浮かんでいた。
その時、彼の口から「あ っ」と声が漏れた。
鏡の中では、母親似の優 しい眼元と口元が笑ってい た。顔の中央には、それと 比べると
少し大きめの鼻が見えた。 それでもまっすぐに伸びた 鼻梁は美しかった。そして 、それは
そんな俊之の変化に気付 いたのか、美優が鏡の中の 彼を凝視するのが分かった 。彼は、

俊之によく似た形の鼻だっ た。
娘の口元が「お父さん…」 と動くのを見た。
俊之は、鏡の中の娘を見 つめながら、涙が溢れてく るのを感じた。そして、そ れがうれ
し涙か後悔の涙か、自分で もよく分からなかった。彼 はため息を一つつくと、娘 にその涙

を知られないように、視線 を逸らした。

●佳作
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１
家康が、征夷大将軍に任 じられ、その肩書きをたっ た二年で秀忠に譲り、駿府 城へ入っ
たのは慶長十二年（１６０ ７）夏のことであった。こ の引退は政治上の配慮から で、実権
は手放さず、駿府城から二 代将軍秀忠を、家康の意思 に基づいて動かしていた。
駿府は江戸と違って、気 候が温暖でやや疲れ気味の 家康にとって、極めて快適 な日々が
送られた。しかし寄る年波 には勝てないことも、実感 して過ごしている。寂しい のは孫竹
千代の顔が見れないことで 、しきりに独り言の愚痴が 出てしまう。
朝早く、しきりに猛る百 舌鳥の声で、家康は目が覚 めた。年のせいか夜中に用 足しに何
回か起きる。廊下に出ると 今鳴いた百舌鳥が小枝を揺 さぶって飛び立った。用を 足して、
布団に入ってもあれこれ詰 まらぬことを考える。これ からの事やら、過ぎ去った 事やらが
錯綜して、それが夢にも入 り込んでくる。埒も無い事 を…と舌打ちすること度々 である。
つゆと消えにし我 が身かな

浪速の事も

夢 の又夢…

あげくの果てに思うこと も、決まった所に落ち着く。
（俺も六十六歳、随分と 長生きした
もンだ。太閤殿は……つゆ とおき
…と辞世の歌を残し、六十 三歳で死んでしまった。成 るほど太閤が言うように、 人生は長
いようで短く、夢のような もンだった……徳川の事は もう、秀忠に任せにゃいか んナ、こ
れからは自分の余生をゆっ くり味わって生きねばなア ）と……。薄暗い行灯の灯 を、明る
くして着替えをし始めた。 付き人の目を覚まさぬよう 、静かに寝間から内庭に出 た。
布団の中であれこれ、た わいもない事を考えること 程、馬鹿げた事はあるまい ……庭に
出て池の小魚や小虫を見た り、萩や露草などの野草に 目をやっていると、あの戦 乱の修羅
場は夢であったのか？とさ え思えてくる。戦国乱世の あの殺戮は一体なんであっ たのか？
幼少時代から苦渋し忍耐の 末、今日の地位を勝ち得た が……それが何なのか？表 向きは民
のためと、言えない事もな い……しかし、その理屈は 立前であって、ただひたす ら、おの
が一族の『天下取り』では なかったか……。この小さ な自然の動植物にも生命が 宿り、精
一杯生きている……。庭を 巡りながらまたまた、過去 成してきた足跡を思い、後 悔の極み
となってしまう。今俺にと って大切な事は何か？腰を 据えて考えなくてはならな い。睡眠
不足がなせる業か、このと ころ体調が良ろしくない。
それに腰痛が激しく、時 には杖を欲しく思うことも 、度々である。従って鷹狩 などとい
今朝は腰の痛みも忘れて 、ゆっくり庭を一周するこ とが出来た。

う楽しみも、ここのところ やっていない。
半時ばかりの庭の散策が 終わると、朝餉に向かう。このところ典医の乘軒（しょうけん）
に口うるさく（食事を十分 とらないといけません。近 頃大部お体がお弱りです。 好き嫌い
はご法度です…）とか言わ れている。それは分かる。 家康は多くの人の手で作ら れた料理
に手を合わせ感謝すること は忘れない。小さい頃から農民、漁民の働きぶりを見て育った。
好き嫌いを言えば神罰が当 たる……部下たちへも常々 、僧侶のような説法をして きている
のだ。
そうした手前もあって、量は少ないが無駄な食べ方 はしまいと自分に言い聞か せている。
「旨かったぞ！ご苦労であ った」
この主君の一言が、料理作 りの奉公人たちの励みにな っている。
「上様に今朝の料理を褒め られたぞ」
「上様が夕食を残さず食べ られたぞ」
「上様がお代りをして下さ ったぞ」
などと、台所奉行から中間 に、中間から小者へと家康 の言葉は、伝えられる。ご 典医の乘
軒様の心配と、これら奉公人も同じで、その時の上様のお言葉に一喜一憂するの であった。
たしかに食欲はお若い頃と は随分と少なくなって、台 所の食材は一頃より減って しまって
いる。さらにご酒の量も随 分と減っている。
適度な運動は、健康の秘 訣であるが、世に戦という ものが無くなった平和な日 々、老人
も若人も運動不足になって いる。心の弛みや健康を危 惧した老中たちが、御前試 合や、流
鏑馬などを企画する。
若者たちは剣術に、弓に 懸命になり、汗をかく事に なる。家康も気持ちだけは 若い。時
に馬で遠走りしたり、時に 供を引き連れて鷹狩りをや る。数年前までは江戸城か ら頻繁に

三河島、小松川、品川な どへ出向いて、鶴でも捕獲 すれば朝廷に献上もした。 鷹狩には

狩場へ出かけていた。
鷹匠頭、森戸申丸以下、三 人が従った。鷹匠は幕府の 職名でその身分で処遇され ている。
申丸はここ十年も家康から 寵愛され、鷹狩にはいなく ては成らない存在となって いる。
鷹狩は勢子（人夫）を使 って、草原や雑木林に潜ん でいる、小動物を追い出す 。飛び立
ったところへ鷹を放つ。鷹 は一直線に獲物に向かい、 飛び掛かる、何とも残酷な 遊びであ
るが、武芸の一端を担って もいたのである。そのため にも、優秀な鷹、質の高い 鷹を所望
される。その優秀な鷹を育 てるのが、鷹匠である。
幼い鷹は北国、陸奥（み ちのく）あたりの大名が、 将軍に贈っている。その無 垢な若い
駿府城の一角に馴養の場 が設けられている。

鷹を馴養（じゅんよう）す るのが鷹匠である。
鷹匠頭、森戸申丸の家は 、代々鷹匠として将軍家の 一側近として、勤めてきた 。信長、
秀吉の後、申丸は新将軍家 康の専属となって十年余と なった。その人格、特に機 転の効く
利発さが買われて、家康に 愛されている。申丸をこれ までに育てあげたのは、叔 父にあた
る黒田安正で、申丸は少年 時代から叔父に特訓をされ て磨き上げられたのである 。叔父が
早逝してからは、自分なり の創意工夫があって、その 技量は衆目の的となってい る。鷹の
表情を読む。獲物を必要以 上に攻撃させない。飼い主 の言葉を覚えさせる…等々 は、真似
ができぬ技であった。幼少 のころから祖父、父の鷹匠 姿を見てきた申丸であった から、当
然と言えば言えないことも ないが、根っからの鷹好き が今日の存在をせしめてい る事に、
間違いはなかろう。
仕事に夢中になって、こ の年、三十歳となったが、 嫁は取っていない。周囲で 良縁をも
ってくるが、一向に関心を もたないでいる。
「お前は鷹を嫁とするのか ？」
などとも言われるが、笑っ て相手にしないでいる。
ところで申丸は、叔父黒 田安正の死にあった時、二 十二歳であった。丁度その 頃、三代
将軍家光公の乳母役として 、斉藤利三の娘、稲葉佐渡 守正成の妻、お福が任命さ れ江戸城
大奥へ入った。この時お福 は二十五歳で三人の子があ ったが、夫とも三人の子と も離別し
た竹千代の乳母一筋にと、 その意気込みがなせる業で あった。このお福こそ、や がて大奥
を統制する力を持つ春日局 であった。
家康は鷹狩が大変好きで 、申丸を従えて江戸郊外の 鷹場から帰ってくる。その 申丸の勇
姿を、春日局は熱い目で再 三見ている。
そんな中、家康が駿府城 に入ることになり、当然、 申丸も随行し、江戸城を去 った。ま
た、育児に没頭している春日局の念頭からも、申丸という美男子は、自然に消えていった。
しかし、たちまち数年が経ち、竹千代も六歳、乳母として手数がかからなくな ってきた。
申丸の存在や成長ぶりが、 時に大まかに、時に細かな 噂が、大奥にまで入って女 中たちの
囁きとなっている。それを たしなめる立場の局が、つ い耳を傾けるようになった 。
２
春日局の頭に、忘れてい た三歳年下の美丈夫、申丸 の姿が鮮やかに浮かんで、 自分でも
戸惑うような心理状態にな ってきた。無理もないかもしれない。女盛りが寡婦として十年、
竹千代の乳母として全力を 出し、ようやく手数がかか らなくなって、ほっとした 、その隙
今は遠い駿河国の鷹 匠 、申丸への思いが切な く 、寝苦しい夜になって い くのであった。

き間風が、春日局を女性に 返した……と言っては言い 過ぎか…。
（一度でもよい、一目その 姿を見たい…。申丸は多分 三十歳になろう…一目勇姿 を見たい
…）その機会は意外に早く やって来た。竹千代と祖父 、家康との接見の機会が来 たのであ
る。当然、乳母である春日 局が母親役として行列に加 わる。またとない機会がや ってくる
ことに、春日局は胸を高めるのであった。
（小娘でも あるまいに）と自嘲してもしきれない
…初恋は年齢など問題にし ない。一日千秋の思いで、その日を待った。鏡に写る中年の顔、
小皺の増えた顔など気にし ないことにした。江戸から 駿河までは長い長い道中で ある。噂
の駿河の山川、富嶽を一刻 も早く見たい……。
その富嶽の見える駿府城 内で、何者かの放火が頻繁 に起こった。失火もあり天 守閣が全

焼したりもして、不穏な空 気が漂った。たまたま朝早 い刻、火をつけようとして いる忍者
を、申丸が見つけ即座に鷹 を放して、忍者を襲わせ、 捕虜にした。犯人は火炙り の刑とな
った。この噂は直ぐに大奥 にも伝わり、春日局の心に も火がついた。これは恋の 火であっ
た……。期を同じくして
家康の下に京から、早飛 脚が届いた。書状は方広寺 の大仏開眼供養の日程であ った。十
年前、地震のため倒壊した 天台宗寺院を、秀頼が再建 し落成の運びとなったので ある。と
ころがその細かい書状の一 点を凝視した家康は、不快 な顔をして庭に目を移し、 藁科土居
守を呼びつけた。
「藁科、この書状を、羅山 、崇伝、天海たちに見せ、 意見をまとめよ。早急にな …」
「ハッ、今晩にはお目通り 頂けるよう、計らいまする 」
「ウム、頼むぞ」
藁科が急ぎ立ち去ると、家康は内庭に下り、飛び石伝いにゆっくり歩いた。
（こ の所の火事
の件は、黙視できない…大 坂方の姑息な動きが、気に 食わぬ。正々堂々としたと ころが微
塵もない…それにこの書状 の内容が気に入らぬ…秀頼 め頭が高い！…何としても 、大坂を
池を一巡りすると意を決 したように、顔が平常に戻 っていた。

完全に始末しない事には安 心できぬ…）
城の奥まった所見の間、 四人は上様から渡された書 状を、灯火の下に広げた。 藁科が読
み終わると林羅山に、崇伝 、天海の順に読み終わると 、しばらく沈黙が続いた。 藁科土居
守が
「各々方、如何かな？…… 感じるところを腹蔵無くな ……」
「いや、それより何より、 上様が『意見を…』と仰せ られた点を、考えて見なく てはなる
まいが……？」
「左様、書面に間違いが有 る訳では…」
「ウム、式の運びなど、上 様がこだわるわけは無い」
「そうでござる、わしは釣 り鐘の名称がちと、ひっ掛 かるが…」
「名称？でござるか？別に どうと言うことも無いと見 るが…？」
「いや、『右僕射源朝臣』『 国家安康』『君臣豊楽』こ の文字に不吉な文字は無い か…？」
と林羅山が語気を強めて、 一同を見渡した。毬栗頭の 天海が、大きく頭をひと撫 でしてか
ら
「そうだ！『豊楽』は豊臣 の繁栄、家康の文字が分断 されている……」
「『射源』は源氏を討つと 見る…」
と静かに崇伝が言い、天海 の目を見つめた。藁科が驚 いた顔で
「これはこれは！わしなど 、学が無い者はそこまでは 読み取れなかったわい。そ れにして
も、明らかに『いいがかり』と、鐘銘を撰した者は立腹し、失笑するであろうに…ハ、ハ、
ハ」
「いやいや、笑うどころの 話ではあるまい藁科殿。大 坂方の陰湿な猿知恵とみて 間違いな
かろう…のう、各々方」
天海はかみ付くように藁科 を見、続けて
「上様が我々に書面を見せ た、そのお心を読み取らね ば……」
豊臣方には家康を呪うな どという意志は、全く無いことは明らかと、四人は承知の上（言
い掛かりであれ、何であれ 大坂城を攻め落とす理由に したら）という考えを上様 に進言す
る結果となった。
秀頼から来た書状を土居 守に渡した後、家康が内庭 を歩きながら、意を決した のには、
大坂城攻めに勝算があった からであった。
秀吉がまだ存命中のこと 、家康は大坂城に所用で入 った。秀吉は自慢の城を、 先に立っ
て案内して歩いた。そして
「のう家康殿、この城はナ たとえ日本全国の軍勢が、 こぞって攻めかかろうとも 、摂津一
国の武士がこの城に立てこ もるだけで、十分に守りき ることができるぞ…」
と鼻高々に家康を見上げた 。家康は感心した素振りを して
「ごもっともです。しかし 、太閤殿下の軍略をもって すれば、如何なものでしょ う」

「わしがか？ウム、わしが この城を攻めたならば、話 は別だ。瞬く間に落城させ て見せる
ぞ」
「ほう、それはまた、どの ような戦略によってでご座 いますか？」
「先ず一度砲撃した後で、 いったん和睦を結び、堀を 埋めさせる。そして再度大 群をもっ
て攻め落とすのよ」
秀吉のこの自信と奢りが ……自滅へと運命を急変さ せた……。
大坂夏の陣は、大坂城の 火の海の中で、木村重成、 真田幸村が相ついで戦死し た。大野
治長は秀頼夫人の千姫を脱 出させ、秀頼、淀の助命を 乞うた。家康はこの時、秀 忠に相談
したが、秀忠は許さず秀頼 、淀殿は自害した……初夏 の五月、ここに大坂城はあ っけなく
落城し、豊臣氏は滅亡した 。秀吉は自ら、一族滅亡の 方法を敵将に教えた結果と なったの
である。
こうして、元和元年、五 月八日。大坂城が落城した 。その一か月後、竹千代一 行の駿府
行きが、実現した。春日局 の念願も遂にかなえられ、 駿府城を真近に眺めながら 、入城し
た。
駿府城内で、竹千代と対面している家康の顔は、どこでも見られる孫祖父さん であった。
少年とも言える竹千代を抱 かんばかりの所作で、ひと 時を過ごした。一方春日局 は、申丸
の鷹馴養の様子を回廊から 見下ろしていた。局の強い 要望に応えて、申丸は鷹の 訓練を見
せた。局の熱い目線には気 付かず、一通りの馴養をや って見せた。
「申丸殿、見事でありますなア。そなたの名声は江戸の方にまで、伝わっておりまするぞ。
頼もしい限りで、嬉しく思 うぞ…」
「ははっ、春日局さま、お 久し振りでご座います。身 に余るお言葉で痛み入りま す。今後
もさらに精進致しますでご 座ります」
「江戸城にお出での頃の申 丸殿が、これ程までに成長 され、わたしは見間違えで はないか
とさえ思いました。男の方 は女と違い、努力次第でこ うも変わられる……羨まし い限りで
す」
申丸は大きく左右に手を 振って
「それはまた、私など、と てもではご座りませぬ、局 さま。所詮、鷹を相手にそ の日暮ら
しの小者でありますから… …」
「いえいえ、ご謙遜をされ ますな。それにつけても、 上様は申丸殿をことのほか 愛されて
と、取りようによっては 嫉妬とも、愛の告白とも思 える言葉が、思わず春日局 の口から

いると、聞いております。 羨ましいことです」
出た。
「はい！誠に嬉しく光栄の 限りで、常々感謝申し上げ ております」
申丸は堂々として威厳のあ る局の熱い眼指しをじっと 見つめた。
「で、あろうなア！時に申 丸殿、江戸城へもお越し下 され、そなたから色々なお 話を聞き
たい……お待ちしておりま すぞ…」
「はい、私も局様のお噂は聞いております。まれにみるご立派な方と私は思って おります。
機会を作りまして、是非お 伺いしたいと思っておりま す」
これだけの会話で、お互 いにその場を離れ、二人は その後も会うことの無い運 命であっ

「嬉しいことです。その日 の来ることを、楽しみにし ております」
た。春日局は後に、大奥の政すべてに権勢をふるい、晩年は従二位に進んで三千 石を領し、
生涯を終えた。

３

春日局の片思いは生涯、心 の奥底に秘し、申丸の凛々 しい姿は、褪せることなく 生き続
けたのであった。
事が成って所在が無く、家 康は書斎に籠りがちとなっ た。それは『群書治要』と いう政
治の本で、日本で写本した もの。これをそっくり刊行 しようと、家康は執念をか けたので
ある。この写本は唐の魏徴 という者が、皇帝の命令で 古典から抽出し、これだけ 読めば、

統治の知恵が備わるという 秀逸の書である。これを印 刷刊行しようと、家康は情 熱を燃や
した。ところが三冊ばかり 欠本があり、それを探すた め、直江兼続に書状を送っ たりし、
これが家康の生涯、最後の 政治的行為であったと言え よう。
朝から書斎にばかりいる家 康を心配した、腹心の本多 正信は、茶屋四郎次郎を呼 び
「このところ、運動不足の 上様だ。四郎次郎よ、上様 の健康が心配でならぬ、ど うかな、
二日後、珍しく朝から陽射 しも暖かく、快晴である。 側近の茶屋四郎次郎が、庭 を歩い

数日間の鷹狩りをお勧めし たら？」
ている家康に声をかけた。
「上様、おはようご座りま す！とても良い日和でご座 ります。如何なものでしょ うか、駿
河田中、藤枝辺りに、鷹狩 りをされては…？」
「おう、茶屋か、いい天気 だな、このところ大部鷹狩 りは無沙汰だ……運動不足 とな…。
そうかそうだな、じゃ、そ れと決めるか。程々に準備 してくれ。昼、出発じゃ」
いつに無く上様がお元気 、四郎次郎は声を掛けてよ かったと思う。
「かしこまりました。すぐ にも申丸に伝え、準備致す でありましょう。一行は何 人ぐらい
がよろしゅうご座いますか ？」
「ウム、三十人でよかろう 。その他は任せるぞ」
家康は久し振りに鷹狩りに 出ることになり、心の底か ら元気が蘇って来る思いで 、居間に
小者を呼び、手を借りて狩 装束を始めた。
田中城を拠点とし、三泊 四日の鷹狩りをやることに なった、はいいが、僅かの 時間で準
備ができるか心配である。
四郎次郎がてんてこまい している所へ、鷹匠頭申丸とその弟子の鷹匠三人がや ってきて、
準備から計画まで、見事に 成し遂げた。
茶屋は改めてこの鷹匠たち の能力に目を見張った。鷹 は優れた鷹、四羽を檻に入 れた。鷹
を手元に呼び寄せるための 肉は、牛の腿を拳大に切っ て、五十片ばかり氷詰めし 、これは
鷹を操る上様用である。そ の日の夜の宴会は、取った 獲物を巧みに料理できる、 専門の板
前、数人は駿河田中の城に 待機させる。
一切抜かりの無い準備が できると、出発の運びとな る。この冬場の鷹狩りこそ 、一年の
内の最適な時期であり、
『 大鷹狩り』と呼ばれた。家 康は三十人と言ったが、そ れはあくま
で禄をもつ武士のこと、獲 物を追いたてる足軽、使用 人、数十人は必要であるか ら、全て
で百人は動員となるであろ う。鷹狩の行列は先頭に鷹 匠と若年寄が歩き、上様の 乗るお籠
を挟んで、行列はけっこう 賑やか、派手である。鷹場 は庶民が普段入れぬ禁漁区 に設定さ
家康が駿府に入って七年の 間に、大坂冬の陣、夏の陣 があり、大坂城が落城した 。この

れ、『禁野（とめの）』と 称 した。家康は『鷹狩通』と 家臣から認められていた。
頃より『群書治要』なるも のに、執念をもち始めたわ けだが、鷹狩は続けられた 。それほ
ど好きであったから、通と なるは必定であった。遠江 や榛原郡へ、また駿府近辺 へ行った
時は、鴨四羽を捕獲し、そ の料理を『近習衆』に与え たりした。
記録によると関東へは、 本多正純、安藤直次、成瀬 正成を従えて出かけている 。その冬
には駿府近辺と駿河田中が 、狩り場として使われた。 今回の鷹狩も藤枝の里とな った。直
ちに田中城に知らされ、こ ちらでもそれなりの準備が 成されたのである。
府中から鞠子通過、ここ 宇津之谷峠は難所と言われ 、急坂の寂しい山間を通る 。越して
岡部宿を通過する頃には、 日も西に傾き田中までは一 里二十九丁（七キロ）はあ って、夕
日も沈む時刻となる。茶屋 四郎次郎が供の者に
「この分では明日は天気も 良さそうだ。良ければいい が……」
「はい、この空では大丈夫 と思いまする」
「昨年はここで、白鳥が捕 獲され、上様がことの外お 喜びでご座いました。あの お顔は忘
れるものではご座いません 」
「左様であったナ。わしも 良く覚えておるぞ」
主従は小声で話しながら、 明日の天気を気遣った。
鷹狩で狩猟される鳥の中 では、最も珍重するのが鶴 、次が白鳥。その次は野鴨 である。
藤枝には殆ど鶴はやって来 ないので、鶴は期待できな い。先頭を歩いている申丸 も空を見

ながら、同心に
「天候は大丈夫だが、せめ て白鳥の大きいのが一羽で も見つかると良いのだが… 」
「はい、上様の久し振りの 外出が、喜ばしい日々とな れば…」
「同感じゃ、そうあって欲 しいのう！」
鷹匠頭である申丸は、旗 本の身分であり、同道する 鷹匠同心は後家人だが、い ずれも武
士である。ご用絵師や医師 と同様、その技能をもって 大御所に仕えているのであ る。中で
も鷹匠らを統轄している鷹 匠頭の申丸は、役高が一千 石で厚遇されている。
田中の城が見え始めた。 申丸は数日前を思い出しな がら、同心北山を振り返り
「のう、北山。今日の津軽 一号の調子は…どう思う？ 」
北山が後ろから
「はあ、そうですな、あの 時のような醜態はまず、無 かろうと思います。あれか ら体調も
回復し、元気もある事です し…」
北山は自分で自分を、納得 させるような口調で答えた 。
申丸は幾分安心したのか、 話題をがらりと変えた。
「ところで北山、私の弟の 具合はいかがかな、しっか りやってるか心配だ。貴公 に任せっ
きりで、申し訳無いとは思 っているが……？」
「はい、定丸様なら大丈夫 です。目を見張るほどの成 長ぶりです」
「左様か、城内で出会う事 は滅多に無い……ここ半年 は会っていないんだ。定丸 も嫁をも
らう歳になっている。そん な気配は無いかな？会津の 親たちが心配してる。私の 嫁問題は
あきらめて、今度は弟の心 配をし始めているらしい… 」
「それより申丸様、独身を 続けるのですか？まだお若 いのに…」
「ウム、嫁をもらう、そん な気持ちは無いナ。私は弟 を一人前の鷹匠にすること 、森戸家
の将軍付き鷹匠の継承だよ 」
「そうですか、そこまでお 考えでは、言う言葉も見つ かりません」
「北山が二代将軍秀忠様、 弟が三代将軍家光様…の鷹 匠頭になってくれれば、こ んなめで
たいことは無いと思ってい る。過日な、上様がさりげ なく、私に言った言葉が重 くのしか
かっている……。それは『 申丸！余はお前のお陰で、 鷹狩という醍醐味を味わっ てきた。
孫の竹千代にもお前の様な 鷹匠を付けてやりたい…』とな。後は独り言の様に笑って、
『や
っぱり孫は可愛いぞ！申丸 ！』とその時の上様のお顔 は、最高の好好爺だった」
「それは、それは！となり ますと、わたしは定丸様の 養成に一層励みが出て参り ます。責
任重大ではありますが…… 」
「貴公に大きな負担をかけ てしまうが、頼むぞ北山！ ……」
師弟二人はそこで話を打ち 切り、田中城の大手門をく ぐった。
４
朝から初冬の空は晴れ渡 り、絶好の鷹狩日和となっ た。
田中の城から朝比奈村の禁 野（とめの）に向かった。 広々とした山裾の枯れ野は 芒や葦
などが枯れ始め、奥日光の 『戦場ヶ原』にまがうほど 雄大である。申丸ら鷹匠四 人は、そ
れぞれ一羽ずつ鷹を腕に家 康に従った。ふと鷹狩通の 家康が足を止めた。適地と 見たから
である。申丸が剣を空に向 けると、大勢の勢子が一斉 に草原周辺に散っていった 。次の申
丸たちの剣が空に向けられ ると、鳴り物や大地を叩く 音が始まる。草原の小動物 は突然の
家康の左腕の津軽一号が 、鋭い眼光で獲物を狙う… 。下に控えて申丸以下鷹匠 は、注意

物音に、一斉に飛び立つ。
深く草原を見渡す……。家 康がさっと左腕を上げ鷹を 放つ……何を狙ったのか同 行の家来
たちは、鷹の行方を追う。 急降下した鷹は獲物に嘴を 向けると同時に、二本の脚 でいわゆ
る、鷲掴みにして舞い上がった。鳥である。鷹が近くに引き返してきて、野鴨と分かった。
鷹は獲物を足元に落とし 家康の左腕に止まって、肉 片を一気に飲み込んだ。津 軽一号は

家康が肉片を鷹に見せてか ら与えた。
鷹匠の腕で息を整えて待つ 。家康が大声で
「幸先がいいぞ！それ次だ ！」
申丸は伊達五号と名付けた 鷹を家康の左腕に止めた。 伊達五号がさっと飛び立っ た…いっ

こうした展開が息を止め る間もなく続くのが、鷹狩 の醍醐味である。陸奥三号 の鷹の番

たん空高く上ってから下を 見て急降下……。
が終わると、再び息を整え ていた津軽一号が出番とな る。牛肉の一片を見せると 、鷹は獲
物は追わず引き返す。
こうして一羽三回、計九 回行うと、小休止となる。 家康は床几にもどり休む。 足元に五
羽の野鴨が、まだ息をしな がら並べられている。驚く ほどの収穫である。
「茶屋！本日はいつになく 、成績がいい。みな鴨だが な…」
「はい、傷をつけぬ鷹の所 作は、大したものでご座る 上様…」
「余も感心してるところだ ぞ…鷹匠たちの力は見事だ ！」
家康は湯茶を飲みながら 、離れて待機している申丸 の腕に止まっている鷹を見 つめ

「はい、特に津軽一号の働 きは、驚いておりまする」
「ウム、あれが津軽一号だ ったのか、なかなかいい鷹 だ…面構えからして堂々と して、ま
るで武者のようだな！」
側にいた成瀬と安藤が揃っ て同感の意を表し、申丸の腕にいる津軽一号の表情を みた。
（そ
しばらく休息をとると、 申丸が家康の前に出て、一 礼し囁く。

う言えば武将の中にこんな 顔をしたのがいたな…）と 顔を見合わせ、にやりと笑 った。
頷いた家康はパッと馬上の 人となって駆け出した。移 動が始まったのである。側 近数人
も馬で後を追った。他の家 臣、同心、その他付き人、 勢子たちは一斉に後を追っ て駆け出
す。短くても三十六町（一 里）は走らなければならな いから、申丸の弟の定丸や 若い見習
いの鷹匠たちはともかく、 年配の家臣は遅れじと懸命 に後を追わなければならな い。それ
はそれは大変である。息せ き切って走る。
家康が馬から降りた所が 、第二の狩場となる。
四人目の同心が南部一号 を家康の左腕に止めた。申 丸の剣が合図で勢子達の鳴 り物が、
一斉に鳴り出した……。
こうして昼食抜きで、後 半の狩りが終わった。
今日の獲物は二回を加え て、小白鳥二羽、野鴨六羽 、鷺一羽と近来に無い成果 で家康初
め、一行は明るい表情で田 中の城へ帰った。もう西空 が美しく真っ赤な夕焼けと なってい
城内で待っていた台所奉 行以下、調理人は全て男で ある。いかに上手に調理す るか、い

た。
かに清潔で美味な料理にす るか、神経を大いに使う。 上様のご機嫌を悪くしたら 追放にな
るかも知れない。反面、こ の時こそ腕の見せ所と気を 張る。厨は緊張で空気がひ き締まっ
ている。鷹匠頭の申丸、鷹 匠同心たちは鷹を十分に検 分し、怪我などしていない か点検し
てから、檻に入れて休ませ る。明日の鷹狩への配慮か らである。
空きっ腹の一同は、身分 別に三つの大広間に分かれ 、大宴会となった。大御所 家康のご
機嫌はすこぶる良く、遅く まで賑わった。
翌朝、申丸はいつもの様に、早々起床して、城内に設置されている鷹小屋の前 に立った。
部下の同心、安井も既に来 ていた。二人は鷹の様子を 検分した。一夜明けて体調 を悪くし
ている鷹がいるかも知れな いからである。安井が師匠 に朝の挨拶をしてから
「異常は無いように見まし たが、いかがですか？」
「そうだな、四羽とも元気 なようだが…」
「はい、今朝はやや寒さと 風がきついようですが…… そこがやや心配になります よ申丸様
……」
「ウン、少し日和をみてか らがよいかもな…過日の失 敗はやはり、天候にあった ……津軽
一号は特に寒風に弱いから な」
「津軽は寒い、そこで生ま れた鷹が、寒風に弱いなん て…」
「あの時は散々だった。あ れは不可抗力、上様もあき らめて…」
「はい、そうでした。あの 時は上様の体調も悪かった と、後で知りましたが…何 でも下腹
が痛むとかで……」
と安井が小屋の中の糞を始 末しながら、心配そうな顔 を向けた。
天気の様子は早朝と余り 変化はなかったが、今日は西方の志太の里にある禁野（とめの）

に狩場が決まっていた。こ こは中央に瀬戸川という枯 れ川があり、周辺は湿地帯 や蓮田が
点在している。
やはり野鴨が多いが、時に 山間から雉子が出て来る。 その辺りをもくろんでの鷹 狩とな
ろう。巳の刻（午前十時頃 ）まで出発を待って、出発 した。気温は少し上がって きたが、
風は強まって鷹匠たちを心 配させた。未の刻（午後二 時頃）には、家康から中止 の声があ
り、一斉に引き上げた。そ れでも雉子三羽、野鴨三羽 が収穫となって厨房に渡さ れた。何
しろ百人の人の胃袋を満た すには、想像以上の食糧が 必要で、特に肉が下々の者 に満足さ
れる程は無いのである。
従って川魚や野菜、芋類 が都合つき易く、近辺の百 姓家から調達するのが普通 となって
いる。鷹匠関係の家臣が円 座を作り、渋茶を啜りなが ら食後の雑談をしている。
「今日は早めに終わったの は賢明であった……」
「左様、あのまま続けても 、どうにもなるまいからの ……」
「まあ、鷹の不調は無かっ た……これが一番だ」
それまで黙って聞いていた 申丸が
「皆の衆に一言言っておく が、鷹匠の仕事は獲物を沢 山捕ることを、一番として はならな
い。獲物は少なくとも、鷹 狩が無事事故もなく終り、 帰ってくることと私は教え られてい
る。本日は上様のお声がか かって、終了したのは幸い であった。何事も無理強い は慎まね
ばならぬ。ともあれ本日は ご苦労であった。ゆっくり 休んでおくれ」
申丸は今晩、弟の定丸を 部屋に訪ねることにしてい た。中間部屋の外れの狭い 板敷きの

と一同を見渡した。一同は ひとまずここでお開きとな った。
間に定丸が待っていた。
「ああ兄上！お久しぶりで ご座います。お元気で何よ りです」
「おう、定丸、そちも達者 で何よりだ。それに大部鷹 匠の稽古ができていると、 北山に聞
いているぞ。何よりだ」
申丸はここでは平凡な身 内になって、愛情に満ちた 表情で定丸をみた。定丸に 会って、
特に言う事は無い。励ます 事が目的である。
申丸は持参した菓子袋を置 いて廊下に出ると、そこに 茶屋四郎次郎がやって来た 。
「やっ、ここであったか、 申丸！上様がな、お呼びで あるぞ。直ぐ参れとな…何 、難しい
話ではない。珍しい料理を …とな」
「はっ、珍しい料理を私に ……ですか？」
「ああ、そんな難しい顔を するで無い。喜んで『竹の 間』へ同道せい。今直ぐだ ！」
どうも茶屋の悪い癖で、そ の言葉遣いが慌ただしい限 りである。いつものことで と、苦笑
しながら茶屋の後へと従っ た。
かなり廊下を幾つも曲が って、『竹の間』に着いた 。
廊下に平伏して
「申丸、ただ今参上いたし ました」
「おう、申丸！この度は何かとご苦労であった。その礼というわけではないが、そちは『鯛
のてんぷら』というものを 食べたことはあるまい。今 、上方で流行っているらし い。とて
も美味だぞ」
「これは上様！私ごとき軽 輩の身に…恐れ多いことで ご座ります。テンプラと言 われまし
たか？見たことも聞いたこ ともご座いませんが…折角 のお言葉、頂戴いたします でご座り
ます」
「十分賞味したらよかろう 。余も随分食べた。じゃあ 、ゆっくりな」
と家康は『竹の間』を出て いった。隣の間にそのテン プラ料理が並び、酒まで用 意されて
いる。申丸は一枚ゆっくり と味わって食べた。これは また大変なおいしさで、び っくりし
た。箸を置くと茶屋が
「申丸、遠慮するでないぞ ！後刻上様から『テンプラ はどうだった』と聞かれた ら、どう
する？しっかり食べておけ 、申丸！」
申丸はもう一枚を押し頂 いて口にいれた。味もさる ことながら、大御所様が、 鷹匠あた
りにこんなに優しくして頂 いたことの嬉しさ、有り難 さに感無量であった。その 表情を見

て茶屋が、満足そうに頷い た。
（茶屋殿が上様に勧め 、上様が私に勧めてくれた …）申丸の
瞳がじんわりと濡れている 。早々に引き下がって、自 分たち鷹匠の部屋に入り、 同心の北
山、安井にテンプラなるも のの説明をした。茶屋四郎 次郎の話そのままを、受け 売りして
申丸は
「魚や野菜などにな、うど ん粉を水に溶いてな、それ を衣にしてな、油で揚げる んだそう
上様は大部たくさん食べら れたようだ。私も思いきっ て二枚も頂いたんだ…どう 言った

だ……。その揚げたてが一 番美味しい…。
らいいか、確かに旨くてな ア、口の中が浄土って感じ だったハ、ハ、ハ…」
北山が不審な顔で
「師匠、浄土って味は、ど んな味で…？」
「いや、自分にも分からん 味だったよ、うまくてなハ 、ハ、ハ」
「それじゃ、鷹狩の獲物を テンプラにできるってこと ですか？」
申丸は驚いて、北山を見て 目をしばたいた。
「いや、茶屋殿はそこまで は教えて下さらなかったよ 」
申丸のみの賞味だから、話 は一向に盛り上がらない。 北山が改めて
「師匠、定丸にお会いされ ましたか？元気で貫禄がつ いて……」
「おう、貴公のお陰で成長 したみたいだったよ。あり がとう」
５
このテンプラなるもの、 ｔｅｍｐｏｒａｓ（ポルト ガル語）天麩羅という。何 事も先取
で評判の茶屋四郎次郎の情 報であった。茶屋は堺の豪 商で、本姓は中島。四郎次 郎は歴代
の通称になっている。
代々公儀呉服師を務めた。 当時の貿易面の仕事で、財 を増やし家康の側近の仲間 に入っ
ている。こうした能力の持 ち主を近くに置く事は、戦 国時代に限らず、政治家の 大きな力
となった。
たまたま、近くの焼津の 港に、今朝方、良質の鯛が 水揚げされた情報を、いち 早くつか
んだ茶屋が、鯛を早急に漁 師に届けさせた。
城の厨房の者も初めての テンプラ料理。茶屋が付き っきりで調理させたのであ った。茶
屋自らが試食した後、大御所の部屋に届けた。家康はその美味に、立て続けに何枚か食し、
大満足をした。
側近の本多、成瀬、竹腰 、松平、後藤など相伴に預 かった。
深夜になって、大御所の 寝室に一番近い部屋で寝て いた、大久保長安が、近習 小姓の一
人に叩き起こされた。
「大久保様！大久保様！一 大事でありまする！お起き 下さいませ！」
「…………………」
「大久保様！上様が苦しん でご座います！お起き下さ い大久保様！」
「………なに、どうした？ この夜中に…どうしたのじ ゃ！」
このところ、家康は時に 腹痛を訴えている。下腹に 手をやっては苦渋の顔を隠 した。こ
の深夜はそれがいつもより 激しく、布団から起き上が って典医を呼びつけた。も う一人の
小姓が医者を起こしにすっ とんで行った。
時にこの日は正月の二十 三日で、寒さが徐々に強く なってくる時節であった。 夏の陣以
来、戦も無く武士たちは脆 弱になりつつあった。従っ て寒い冬場は頭痛、腹痛を 訴える者
が多い。
ご典医芦田乘軒は名医と 評判の高い医師ではあった が、何による腹痛か、首を傾げたが、
診察の結果は不明であった 。実は「夏の陣」の際、家 康が出陣に具足をつけない まま、馬
に乗った事があった。下腹 が膨らみ、それが具足に触 れて痛かったからであった 。
ご典医の妙薬は漢方の『 熊胆（くまのい）』『朝 鮮人 参』程度であった。熊胆は 胆汁を含
んだままの熊の胆嚢を干し たもの。苦いが腹痛、気付 、強壮用として珍重された もの。と
もかく小姓二人が、徹夜で 家康の腹を揉んだのが効い たのか、薬が効いたか家康 は眠りに
ついた。城の奥での出来事 は一部の側近が知るのみで 、夜が明ける頃には、家康 は元気に
なった。大久保と茶屋は家 康の健康を気遣って、本日 の鷹狩は中止しましょうと 進言。家

驚いたのは申丸その他、鷹匠の一同。理由は不明の儘、鶴の一声で駿府へ帰城となった。

康も頷いた。
しかし、申丸には上様の体 調の具合だろうと察しはつ いた。駿府城に入って間も なく、ま
た家康の腹痛、胃痛が始ま った。どうも胃の内部に腫 れ物のような塊がある。こ れを切除
するか、内部で溶かしてし まうか？二つに一つと典医 は考える。
三月の半ば桜の咲く頃に は、食べ物が喉を通りにくくなって、流動食で胃を満たしたが、
病いは悪化をたどり、家康 はめっきり痩せ、寝たきり 状態となった。そして日に 日に元気
がなくなっていった。
寝ていて考えることは、 九州の島津家、長州の毛利 家など西国大名の動向であ った。そ
の心配は異常な程で、側近 の天海や崇伝、その他主だ った重臣を枕元に呼び、眼 光だけは
鋭く、一同を見回し、
「各々方、見る通りだ。余 の死期は近い。余が亡き後 、久能山の墓所に神像を西 に向け安
置せよ。これは徳川の安泰 と日本のためだ…」
と重々しく言った。家康は それから十日後、眠るよう に息を引き取った。元和二 年四月十
七日、寅の刻、七十五歳の 生涯を終えた。
鷹匠頭、申丸はこの日が 来ることは覚悟していた。 しかし、余りにも早くお亡 くなりに
なって、しばらくは茫然自 失の日々が続いた。日本の 指導者が亡くなってしまっ た……ど
駿府城内の重臣たちの慌 てようが見えるようである 。

うなるのだろう？
それはともかく、上様あっ て私があった……鷹匠とし て可愛がって頂いたその主 人が、
目の前から消えてしまって 、真っ暗闇になってしまっ て、途方に暮れた。
三日ばかり経って、申丸 は（アッ、悲しんでばかり いて、どうする！事後処理 をしなけ
れば……この城に家康様の 後、どなたが入られるか？ どなたが入られても、鷹狩 ができる
よう、しておく事が私の任 務であった…）と気付いて 、北山を頭に、鷹匠同心、 一同を集
め今後の組織作りを相談し た。
申丸は内心では、二代将 軍秀忠様の鷹匠頭は、北山 にと老中に私が進言する。 竹千代様
には、弟定丸を鷹匠頭にと 、北山に推薦を願う……。 これは談合では無く、誰も が納得す
る人事であろうと思う。
大御所の葬儀がなされた 。遺体は久能山へ納められ た。
そして一年、申丸たちに 関わることではないが、江 戸城内で重臣たちの様々な 確執や意
見の相違があったようで、 元和三年四月、一周忌を期 して、大御所の遺体が日光 へ移され
るという噂があった。
家康の側近として、神位 に関する政治上の意見や、 法律をつくっていた僧に、 金地院崇
伝と天海僧正の二人がいた 。
崇伝は駿府城で外交事務 に当たった。慶長十七年、家康の命によって、
「公家 諸法度」
「武
家諸法度」
「寺院諸法度 」を起草した僧である。一方 天海は家康の尊信を受け、川越の喜多
院や比叡山に住み、秀忠、 家光の代には政治顧問とし て活躍した男である。
この二人は以前から何か につけ、考えが合わず対立 していた。
今回の家康の葬儀の方法に ついても、激しく対立した 。天海僧正は、葬儀の出し 方が家
康の遺言通りではない…な どと、崇伝といい争いをし た。この論争は天海の思う ように展
開して、一周忌の元和三年 四月を期して、遺骸は日光 （日光山は家康が天海に与 えた領で
ある）へ移されることにな った。この情報を申丸はい ち早く入手した。そして自 分のこれ
からの余生の方向を、決断 したのである。
申丸は自分の現在の役職 、地位全て返上し帰郷する ことにした。上様の遺骸が 日光へ移
されるその日、申丸主従三人が、駿府城の巽門を出て、太鼓橋の上にさしかかったその時、
一発、二発、三発と祝砲が 轟いた。城内の人々は何事 かと驚き、空を見上げ、更 に驚いた。
何百羽ともいえる野鴨が、 城の上空に舞い上ったので ある。
「………あっ、野鴨…？」
申丸主従も空を仰いで驚い た。
（これは？？…あの野 鴨ではないか？）そうである。放たれ

鷹狩で親を失った雛鳥を 、鷹匠たちは不憫に思い、城へ持ち帰り飼育していた のである。

た野鴨は鷹匠たちが飼育し ていたものであった。
（ウム、察するに北山の計 らいだな？上様亡骸の日光 行き、そして俺たち会津へ の別れの
挨拶か……にくいこと、や ってくれたナ北山たち！あ りがとうよ！さらばじゃ！ ）
申丸は駿府城を振り返り 、この十年の思い出が走馬 灯のように過ぎった。そし て踵を返

了

すと正面に、富嶽が雪を半分かぶって、申丸主従を迎え、抱くように見下ろしていた……。
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夕方六時を告げるサイレ ンが大音響で鳴り出した。 九月に入ったとはいえ、日 中の残暑

●佳作
をしのいで、ようやく一息 つく夕暮れ時に、それは、 小さな田舎町の全ての音を 圧して響
き渡り、やがて息切れした かのように遠ざかっていっ た。一瞬の静寂の後、つく つく法師
が鳴き始め、虫の音も聞こ えてきた。千世は、目を開 け、中断していた縫い物の 手を動か
したが、針目がおぼつかな くなってきて、辺りを見回 した。部屋の中は、思いが けないほ
ど暗くなっている。だが、 縁側のすだれ越しの空は明 るい。庭には、今朝咲いた 宗旦木槿
が、白い花びらの真ん中に鮮やかなえんじ色を見せて いた。台所で米を研ぐのが聞こえる。
「尚ちゃん。」
縫い物を手早く片付けなが ら娘の名を呼んだ。
「尚ちゃんは、まだ帰って こんよ。」
台所から姑の乃代が応じた 。
「お義母さん、すみません ねえ。私、直ぐ代わります から。」
台所に入ってきた千世は、 竃の前にうずくまって火を くべている乃代に声を掛け た。
「いいってねえ、ここはあ たしがやるから尚ちゃんを 呼びにいっておくれ。もう 六時のド
ンが鳴ったから、いくら明 るくても、ぼちぼち帰らん とね。」
「ドン」とは、江戸時代に この町の城で鳴らした、太 鼓による時報のことで、明 治に入っ
ても続けられていたらしい 。明治生まれの乃代にとっ ては、サイレンも「ドン」 である。
「まったく、尚子ときたら 、またどっかでしゃべって るんだから・・・。」
「尚ちゃんのおしゃべりは 面白いから、相手だって尚 ちゃんを離さないのさ。」
乃代は、竃の煙に目をしば たたかせながらニコニコし ている。
千世は、路地に出て、表 通りの方へ急いだ。夕映え の空は明るかったが、両側 に家が建
ち並ぶ狭い通りには、薄い 夕闇が漂い始めている。表 通りに出たところで、子ど もとぶつ
かりそうになり、とっさに 体をかわした。
「ごめん！」と、言ったの は、近所に住む武男、尚子 と同じ小学三年生である。
「武ちゃん、ごめんね。・ ・・うちの尚子見なかった ？」
「あっ、尚ちゃんちのおば さんか、・・・尚ちゃんは 、公園で猫としゃべってい たよ。」
武男はランニングを着た胸 を汗で光らせて息を弾ませ ている。急いで家に帰ると ころらし
い。
「えっ、猫と・・・？です って？」
「そうさ、公園に猫の集ま る石段があるんだ。そこに いたよ。見かけて一緒に帰 ろうと言
ったんだけど、まだ猫と話 があるから帰れないって言 ったから、俺、先に帰って きた。風
呂を洗わないと、母さんに 叱られちゃうんだ。じゃあ ね。」
武男は足踏みをしながらそ れだけ言うと、千世の横を すり抜けて走っていく。
「その猫の石段って、公園 のどこなの？」
「大きな百日紅の木のある とこ。字が書いてあるでか い石が建ってる前さ。」
武男は背中を見せたまま叫 んだ。千世はうんざりして呟いた。
「まったく、どう なっちゃっ
てんだか、人と話すのに事 欠いて猫としゃべっている なんて・・・。」
だが、夕暮れの公園に一人 いる小さな女の子を思い浮 かべると不安になる。城跡 の公園は
木々が生い茂っていて、夕暮れには人通りがなくなる のだ。公園の、百日紅が生えている、
大きな石碑のある場所と言 われても、千世には見当も つかない。公園を遊び場に している
子どもたちは、どこに何が あるか・・・セミ取りに具 合いのいいトリモチのとれ る黐の木
は、天守台に上る階段の何 段目に生えているとか、大 きな土蜘蛛の入っている袋 は、御殿
の床下のどこだとか、堀跡 の池に立つ弁天様の目はび っこだとか、池にはどんな 魚がいる
とか・・・等々、実によく 知っている。天守台の庵に 住む尼さんは美人だとか、 公園に来
る鶯を作るのが上手な飴細 工のおじさんは親切ないい 人だとか、がまの油売りは 、口はう
まいが薬は効かないとか、
・・・町の大人達の口にする話を小耳に挟んでの情報 交換も公園
で行われているらしい。
千世は、初めて聞いた猫 の集まる石段を、見当つけ て目指した。それは、公園 内を通り
抜ける道路沿いの目立たぬ 場所にあった。誰かの顕彰 碑の建つ石段で、傍らの大 きな百日

紅が、今、まさに満開で、 ピンクの花の塊をつけた細 い枝が重たげに四方八方に 撓垂れて
いた。
尚子は、と見ると、石碑 の真下の一番上の石段に腰 掛け、両膝に頬杖をついて 、下段に
居並ぶ八匹ほどの猫たちに 何か言っている。水色地に 白い水玉模様の洗いざらし のワンピ
ースを着た、おかっぱ頭の 少女と猫たちは、百日紅の 花影の下、夕明かりに溶け 込んで、
憩いながら語らっているよ うに見える。だが、更に近 づいて常夜灯の陰に隠れ、 覗いた千
世は、思わず笑いを噛みし めた。
様々な種類の猫たちは、 てんでに石段に位置を占め 、好き勝手なことをしてい た。三毛
猫は、寝そべって脚の毛皮 を丁寧に何度も舐めている 。斑の子猫は、親猫の振り 回す尻尾
にじゃれついているし、別 の斑猫は、おしりと尻尾を 高く上げて弓なりにのびを しながら
大あくびをした。黒猫は、 遅れてきたらしい貧相なト ラ猫を眼光鋭く威嚇してい て、灰色
の毛をふさふささせたシャ ム猫は、座った前脚で顔を 撫でている。尚子の腰掛け ている次
の段には、一匹の大きなト ラ猫が、両前脚をすっくと 立て、顔を真っ直ぐ前方に 向けて、
置物のごとく動かない。つ まり、当然のことであるが 、猫たちは、尚子のおしゃ べりなん
てどこ吹く風なのだ。どう も尚子は、すぐ下に座って いるトラに向かって何かを 言い聞か
せているらしい。
「分かってくれたわよね。 もう一度言わせてもらうけ ど、トラちゃんはどうみた ってみん
なの大将なんだから、弱い 者いじめをしちゃあだめよ 。みんなの面倒をみてやっ てほしい
の。」という声がして、
「もう暗くなるから、あた し帰るわ。おじさんは、今 日はちょっとご用があって 遅くなる
けど、きっと来てくれるから、みんなで仲良く待っていなくちゃあだめよ。
・・・トラちゃ
ん、たのんだわよ。」
尚子は、猫たちの間を縫っ て石段を下りた。
「みんな、お休み、また来 るからね。」
振り返ってバイバイをした が、ニャンとも挨拶は返っ てこなかった。尚子は、千 世の隠れ
ている常夜灯の方へ歩いて きたが、母親には気づかず 足早に通り過ぎていった。 千世は、
尚子に声を掛けるタイミン グを失って後ろ姿を見送っ た後、猫たちを振り返った 。石段に
いる猫の数がさっきより増 えたようだ。最上段に座る トラちゃんだけが、尚子を 見送って
いるように見える。千世も 尚子を追って坂を下ってい った。常夜灯に明かりが点 いて、猫
の石段も闇に紛れてしまっ た。街の灯りが瞬いている 。
「それで、トラちゃんは、 尚ちゃんの話が解ったのか ね。」
「そりゃあ解ってくれたと 思うわ。ほら、トラちゃん は、猫だから口は利けない けどね。
あたしは、トラちゃんが解 ってくれたと、分かったの 。」
「ほほう、そりゃあまた、 どうしてだい？」
尚子と乃代は、千世が目撃 した石段の猫のことを話し ながら台所で朝食を食べて いるらし
今日は日曜日。夫も尚子 も休みの日には千世は寝坊 する。夫は向こうを向いて ぐっすり

い。味噌汁の匂いがしてく る。
と寝入っていた。千世は、 あの夕方、石段にいた大真 面目な尚子と勝手気ままな 猫たちを
思い出して、布団の中で聞 き耳を立てた。
ポリポリ、たくあんを噛 む音がする。
「おばあちゃん、この古漬 けのたくあん、ちょっと酸 っぱくて、しわしわしてて 美味しい
ね。いくらでも食べたくな っちゃう。」
「尚ちゃんは、好きだねえ 。あたしゃ歯が悪いもんで 硬くてね。」
「お母さんも、漬け物と煮 物の味は、おばあちゃんの が一番だって・・・。」
「そうかい、嬉しいことを 言ってくれるね。」
尚子の如才ない褒め言葉に 乃代も嬉しげだ。
「そうだ、トラちゃんの話 だけどさあ、そりゃあ初め は、あたしなんか、仲間に 入れても
らえなかったんだよ。」
「猫の仲間にかい？・・・ そりゃあ気の毒だったねえ 。」

乃代の、クックックッ・・ ・と笑う声がする。
「最初、噂を聞いて行って みたんだけど、あたしが、 こんにちわって言ったら、 みんな逃
げちゃった。トラちゃんだ けは、てっぺんに飛び乗っ て、あたしをにらんだの。 おじさん
が来てお皿に牛乳を入れた ら、みんな、さっと集まっ てきて飲み始めたの。あた しのこと
なんて知らん顔。」
「そのおじさんが牛乳をく れるから集まってきていた んだね。」
「ほら、あたしんちにも牛 乳を配達に来るおじさんが 、売れ残った牛乳を溜めて 、野良達
に上げていたの。」
「へーえ、真次さんがねえ ・・・。」
「あの牛乳屋さん、真次さ んっていうのか。」
「真次さんは、優しい子だ からねえ、お腹の空いた野 良ちゃん達にやっていたん だ。仕事
が済んだ後に、わざわざ持 っていってやるなんて、な かなかできんことさね。」
「真次おじさんは、すごくいい人なんだ。一人一人、じゃなくて、一匹一匹に声を掛けて、
おっ、お前は新入りだな、 遠慮しないでたくさんお上 がり、なんて言うんだよ。 そう言え
ば、あたしのこと、山口さ んとこの子だったねって言 ってた。」
「二回目の時は、おじさん のお手伝いをしてお皿に牛 乳を分けたの。トラちゃん は、自分
の飲むお皿が決まっている みたいで、他の猫がそのお 皿の牛乳を飲んだら、ケン カを仕掛
けてお皿を割っちゃったの 。おじさんもトラちゃんを 叱ったんだけど、平気な顔 をして、
子猫たちの飲んでるところ に行って、脅かして追い払 ったの。いけないと思わな い？あた
しが叱っても図々しく飲ん じゃって、またてっぺんに 行ってすまして座ってるの よ。かわ
いそうに子猫ちゃん達は、 お皿についている牛乳をぺ ろぺろなめっこしてた。ま あ、また
おじさんが注いでくれたか らよかったけど。」
「尚ちゃんは、毎日、おじ さんのお手伝いに行ってい るのかい？」
「ううん。ほら、この頃、 お寺で陣取り合戦をやるで しょう、あれに夢中になる と六時は
とっくに過ぎちゃうし・・ ・。」
「でもね、この間は、絶対 に行かなきゃならなかった の。陣取りをやっていたら 、おじさ
んが自転車で通りかかって 、あたしが声を掛けたら、 すぐあたしって分かって、 自転車を
止めたの。今日は、あそこに行くの遅くなるから、もし尚子ちゃんが行けたらで いいけど、
あいつらに遅くなるって言 っておいてねって、言った の。だから、あたし、猫ち ゃんちに
おじさんの言伝てを言いに 行ったの。この際、トラち ゃんに言い聞かせておきた いことも
あったし・・・。」
「おやおや、、猫さん達に 言伝てとはねえ・・・。」
乃代は、尚子の話が楽しく てならないようだ。
「ところでねえ、おばあち ゃん、真次おじさんが自転 車の後ろに乗っけていた女 の人、誰
なの？白い日傘を差して、 着物を着た奇麗な人だった けど、真次おじさんのお嫁 さん？」
「ああ、それは、斉藤さん とこの友紀お嬢さんさ。真 次さんは、友紀さんの病院 通いの送
り迎えをしてるんだよ。も う一年以上になるかねえ。」
斉藤家は、街の表通りに大 きな間口を構えた砂糖問屋 で、江戸時代から続く老舗 の金持ち
として知られていた。
「へーえ、おじさんって、やっぱり親切な人ね。送り迎えを 一 年 以 上 も す る な ん て 、
・・・
友紀さんという人はどこが 悪いの？とても元気そうで ニコニコしてたのに。」
ふっと会話が途切れた。乃 代の咳払いが聞こえた。
「尚ちゃん、お代わりは？ 今日は、日曜でたんと遊ぶ んだろう？さあ、たくさん お食べ。」
取って付けたような物言い が、乃代の戸惑いを伝えて いる。
千世は起き上がって寝間 着のまま、境の襖を開けた 。
「お義母さん、おはようご ざいます。すみません、寝 過ごしてしまって。」
乃代は、ほっとしたような 笑顔を見せた。
「おはよう。いいってねえ 、今日は、日曜日だし、ゆ っくりおしよ。悪いけど、 朝ご飯は
尚ちゃんと先に頂いたよ。」
「おかあさん、おはよう。 今朝は、茄子の味噌汁をお ばあちゃんが作ってくれた の。美味

いんだよ。」
「秋茄子は、嫁にくれるなって言いますもんね。なんと言ってもお義母さんの畑 の茄子は、
美味しいですからね、楽し みだなあ。」
それからは、女三人、そ ろそろ出回ってくる秋の味 覚の話になり、尚子は、自 分の好物
を次々としゃべっていく。 千世は、尚子に気づかれな いように乃代に目配せした 。山口家
の姑と嫁は、おしゃべりで好奇心旺盛なチビちゃんに 聞かせたくない話を回避す るときは、
絶妙な連携プレーを見せる 。
朝食後、尚子は、武男が 呼びに来て、武男の祖父、 重吉の耳垢取りに出かけて いった。
静まりかえった家の中に 初秋の乾いた風が、はいっ てくる。日本上空の高気圧 の勢力が
強いため、近づいてきた台 風も東方海上に去っていき 、このところ晴天続きであ る。乃代
が、風呂の残り水を茄子の 畑にたっぷりとかけ終わっ た頃、千世が呼んだ。居間 に上がっ
て、千世のいれてくれた茶 を飲んだ。
「ああ、美味しい。秋になると、温かいお茶がいいねえ。
・・・あの子は、まだ 寝ているの
かい？・・・陽気も良くな ったからねえ。」
二人は、とりとめのない世 間話を楽しんだ。やがて、 千世が切り出した。
「今朝、尚子の話した真次 さんですけど、悪い噂があ るの、お義母さんご存じで すか。」
「・・・。」
「元の旦那さんに悪い病気 をうつされて、子どもも産 めなくなって実家に返され た、五つ
も年上の女にあれほど尽く すのは、斉藤家の財産目当 てですって・・・。」
「・・・・。」
「特攻崩れの不良がやりそ うなことだって・・・。」
そこまで言って千世は、は っと、口をつぐんだ。あき れ顔で、黙って自分を見つ めている
乃代の視線は、悪意のある 噂を面白がって言い募って いる嫁を咎めていた。姑は 、他人の
悪口を決して言わない人で ある。しばし、二人は黙っ て茶を飲んだ。
「まあねえ・・・、人の真 似のできないような良いこ とをやっていても、悪いよ うに悪い
ように言いふらす人はいる もんさ。
・・・あたしゃあ、あの二人にそんな意地悪な 噂に惑わ
されてほしくないね。好き 合っている者同士、ゆくゆ くは所帯をもって幸せにな ってほし
いと思うよ。
・・・真次さ んは、お国のために命を懸けたのに、今じゃ白い目で見られてる
人だ。友紀さんは、ひどい 亭主のお蔭で業を背負わさ れて、人に後ろ指を指され ている人
さね。そんな二人が、支え 合える相手とやっと出会っ たんだから・・・・。」
乃代は、静かに話して残りの茶を啜り終わると、空の湯飲みを持って台所に入っ ていった。
手水鉢に番の山鳥が水を 飲みに来ている。一羽は、 花をつけた萩の細い枝にと まって、
それを揺らした。尚子は立 ち膝をして、重吉の耳の奥 を真剣な目で覗いている。 濡れ縁に
両手をついて、武男もじっ と尚子を見守った。
「おじいちゃん、取るから 動かないでね。」
細い竹の耳かき棒を、尚子 はそっと重吉の耳に差し込 んだ。
「今度は、ピンセットで耳 くそを取り出すからね。」
「ほら。」
重吉の手の平に耳垢をのせ た。
「こんなにでかいのが入っ ていたのか。聞こえにくい はずだ。尚ちゃん、ありが とさん。」
重吉は人差し指で耳垢を転 がした。緊張がほぐれた。
「じいちゃん良かったね。 じいちゃんは、尚ちゃんで ないと耳くそを取らせない んだ。床
屋にだってだよ。変だよね 。」
「変じゃないわ。耳くそを 取ってもらうにも相性って ものがあるんだって。おば あちゃん
が言ってた。うちのお父さ んとおばあちゃんは、あた しと相性がいいから、取っ たり、取
られたりするけど、お母さ んは誰とも合わないから自 分でやるの。おじいちゃん とあたし
は相性がいいのよね。おじ いちゃんの耳の穴はとって も大きくて、耳くそだって 硬くてし
っかりしているから取りや すいの。」
「なるほど相性ねえ。」

重吉は笑いながら小指で耳 の穴を掻いている。
「さてと、・・・今日のお 駄賃だよ。」
「わーっ！十円玉が三つも 。・・・こんなにたくさん もらっちゃあ悪いわ。」
尚子は、目を丸くした。耳 掻き代は、十円と決まって いた。
「昨日は大安でね、嫁入り 道具を運んで先方からご祝 儀が出たから、尚ちゃんに もお裾分
けさ。そら、武にも・・・ 。」
重吉は、武男にも十円玉を 二枚渡した。
「じいちゃん悪いな。じい ちゃんの今晩の飲み代が無 くならないかい？いつもの ように酒
屋へ一杯やりに行くんだろ う？」
「ばか言え、飲み代はちゃ んと取ってあらあな。」
三人の笑い声は、狭い庭を 突き抜けて晴れた空に響き わたった。山鳥たちが飛び 上がり、
屋根の向こうに姿を消した 。
「尚ちゃん、西川へアイス を買いに行くか。」
武男が言って、尚子も急い で下駄を履いた。二人が出 て行き、重吉は縁の下から 聞こえて
くる虫の音に耳を澄ました 。
「西川」は、一人暮らしの 老女が商っている小さな駄 菓子屋である。
「おばさん、こんちわ。ア イスちょうだい。」
二人は威勢よく店に飛び 込んだが、いつもいるはず の店主の姿がない。
「あれーっ、おばさんは・ ・・・おばさあーん。」
奥の部屋で仏壇の鐘が鳴り 、線香の匂いがする。人声 がして、やがておばさんが 姿を現し
た。
「いらっしゃい。・・・ア イスはもう置かないんだよ 。秋になったからね。悪か ったね。」
白髪混じりの髪を後ろに束 ね、着物の上に割烹着をつ けた色白のおばさんは、涙 ぐんでい
た。いつもの元気なおばさ んではない。二人は、顔を 見合わせた。その時、背の 高い若い
男が、奥の部屋から出てき た。尚子はびっくりした。 牛乳屋の真次おじさんであ る。真次
は、帰るところらしく上がり口まできて、おばさんの方を向き直って正座し、頭を下げた。
「それではこれで失礼しま す。お参りをさせていただ き、ありがとうございまし た。おば
さんが元気そうで、彼もきっと安心していることと思 います。また来させていただきます。」
「真次さん、いつもありが とう。あんたに来てもらっ て、秀雄もどんなに喜んで いること
か。あたしも本当に嬉しく って・・・・・。」
おばさんは、涙声になって 後が続かない。深々と頭を 下げた。真次は土間に降り 、靴を履
くと、もう一度おばさんに お辞儀をして、店を出て行 った。真次に道を空けるた めに店の
奥の方に立っていた尚子に は、気づかなかったようだ 。尚子と武男は、アイスど ころでは
ない。気軽に口をきけない ものを感じて、もじもじす るばかりだ。
「ごめんよ、びっくりさせ ちゃったね。さあ、さあ、 アイスはないけど冷え冷え のみかん
水とラムネがあるから買っ とくれ。」
おばさんのいつもの調子が 戻った。二人は、また顔を 見合わせた。武男が慌てて 言った。
「そんじゃあ、俺、ラムネ にする。今日は大奮発だ。 二本おくれよ。じいちゃん に小遣い
を二十円も貰ったから、一 本はじいちゃんにやるんだ 。」
やけに威勢よく言って、上 がり框に金を置き、水を張 った盥の中からラムネを二 本引っ掴
むと、外へ飛び出ていった 。
取り残された尚子は、買 う物を探す振りをして広く もない店の中をあちこちと 動きなが
らおばさんの方を覗った。 おばさんは上がり框に座っ たまま、ぼんやりと外を見 ている。
尚子は思い切って声を掛け た。
「おばさん、さっきの人、 牛乳屋の真次おじさんだよ ね。何しに来たの？」
おばさんは、尚子を見て微 かに微笑んだ。
「そうさ、真次さんは、おばさんの亡くなった息子のと ころにお参りに来てくれた んだよ。
今日は、彼岸の入りだから ね。」
おばさんの目がまた潤みだ した。

尚子は、一年に一度だけ 、七日正月に店のお得意さ んである近所の子どもたち を遊ばせ
てくれる奥の座敷を思い出 した。そこには、おばさん のつましい暮らしには不似 合いな立
派な仏壇があって、鴨居に 軍服姿の若者の写真が懸け てあった。尚子は、その写 真の主が
誰なのか気になって、おば さんに聞こう聞こうと思っ ていたのだが、何となく憚 られて聞
きそびれていた。一人暮ら しのおばさんは、口の減ら ない悪戯盛りの子どもたち と威勢よ
くやりとりをして、決して ひけを取らない勝ち気な人 だが、何か弱みを見せまい と虚勢を
張っているようなところが あった。そのおばさんが、 今日は泣いていた。
「奥の座敷にある写真は、 おばさんの息子さんだった んだね。・・秀雄さんとい うのね。」
尚子は、おばさんに次第に 近づき、いつのまにか、お ばさんの座っている横に腰 を下ろし
ていた。
「秀雄はね、東京の大学に 行っていたとき、学徒出陣 で戦争に狩り出されて、特 攻機に乗
って戦死しちまったんだ・ ・・・・あたしを一人残し てね。」
おばさんは、涙を隠すよう に下を向いた。膝で握りし めた両手が震えている。お ばさんの
深い悲しみが尚子にも伝わ って、涙が出てくる。おば さんが気の毒でたまらない 。
二人は、しばらくそのま までいた。東に面した出窓 の磨りガラスが少し開いて 、隣の家
の板塀を匍う枯れた朝顔の 蔓に、群青色の花が一輪だ け咲いているのが見える。
「尚ちゃん、悪かったね。 おばさんにお付き合いさせ ちゃったね。」
おばさんは、尚子の手をぽ んぽんと軽くたたいて笑顔 を向けた。
「真次さんはね、秀雄の部 隊にいたんだって。戦争が 終わってしばらくして、こ の町の牛
乳屋に勤め始めて、ずっと あたしの家を探してくれて いてね、見つけてからは毎 年、お盆
と春秋のお彼岸にはお参り に来てくれるんだよ。あた しゃこの町の人間ではない し、身寄
りもないから、秀雄が死ん でからは一人ぼっちだった んだけど、真次さんが来て くれるよ
うになって、まるで息子が 帰ってきたみたいで嬉しく って・・・・来る度に息子 のことや
自分のことをいろいろ話し てくれて、あたしも息子の生きていた頃の思い出話が できてね。
真次さんが来てくれる日は 、あたしの一番嬉しい日さ 。」
おばさんは、尚子の思いも よらなかった心の内を話し 続けた。真次おじさんは、 優しい人
だと思っていたけど、本当 に思いやりのあるいい人だ と、尚子はつくづく思う。
「おばさん、真次おじさん に会えて良かったね。あた しもおじさんのこと大好き なんだ。
すごくいい人だもの。」
おばさんは、嬉しそうに笑 って言った
「真次さんが優しいお嫁さ んを貰って、秀雄の分まで 幸せになってくれるように 、いつも
お仏壇に手を合わしている んだよ。」
それは、尚子が今までに見 たことのない優しさに溢れ たおばさんだった。
尚子が、西川を出たとき 、目の前を大きな白紋黒揚 羽が飛んでいた。尚子は目 を見張っ
て蝶の行方を追った。蝶は 路地の上の細い青空へ上っ ていき、やがて大空の彼方 へ姿を消
した。尚子は、ふと、秀雄 さんの魂かなと思って手を 合わせた。
空の真ん中から西にかけ て広がった薄い雲が茜色に 染まり始めた。西空の厚い 雲に隠れ
た太陽は、最後の力強い光 を投げて自分を隠す雲の縁 を金色に輝かせている。辺 りはまだ
明るい。青空の見えるとこ ろもある。だが、暗くなる のも間近だ。
夕空に舞う蝙蝠のように 、墓石の間を飛び回ってい る子どもたちの喚声が、せ わしくな
ってきた。陣取り合戦も終 盤である。
「あっちだ！あいつをはさ みうちにしろ。」
「こっちに逃げてきたぞ、 食い止めろ！」
「みんながんばれ！後二人 やっつけたら敵陣へ総攻撃 だ！」
敵同士がばあをした。二人 は体をぶつけ合う。じゃん けんをする。

敵の大将菊夫のひときわ大 きな怒鳴り声。
「ドーン、チットッパイ！ 」
負けた方は素早く逃げたが 、捉まった。アウト！
尚子は太い団栗の木に隠 れて、敵の陣地、六地蔵さ んの祠とその前の白く描い た半円を

覗った。味方陣地にいるの は、大将の義則と一年生二 人。外に出ている遊撃隊の 生き残り
は、尚子も含めて六人。尚 子以外の遊撃隊員は、敵を できるだけ味方陣地の、オ ランダ人
宣教師の墓にひきつけてお くのが作戦であった。その 墓は、二段の石垣の上に石 造りの柵
を巡らし、内側に広さが畳 一畳あまりの分厚い石碑が 横たえてあって、地下には 、江戸時
代に日本で客死した宣教師 の死体の入った石棺がある と言われていた。石碑の真 ん中に置
一方、墓地の入口の祠に 立ち並ぶ六地蔵さんのうち 、東から三つ目の地蔵さん が被って

いた白い帽子が、義則チー ムの宝物である。
いる赤い頭巾が、敵方、菊 夫チームの宝物でそれを奪 えば尚子達の勝ちである。
六地蔵陣地の西の端に立 つ大将の菊夫は、二人の下 級生を従えて、敵陣に近づ いている
自分の味方の動きを見守っ ていた。尚子は団栗の木を 離れて、槙の垣根と祠の裏 側との狭
い隙間に滑り込んだ。蜘蛛 の巣が顔に張り付くが、構 ってはいられない。どうし ても今日
は菊夫の鼻をあかさねば我 慢ならない。このところ菊 夫のチームに負け続けてい ることも
あるが、尚子には、それ以 外にも自分一人、期すると ころがあった。
数日後、陣取りをしてい た時、真次が、友紀さんを 自転車に乗せて通りかかっ た。真次
は尚子をみつけて手を挙げ 、
「この間は、ありがとう、 手伝ってくれて。」
と、ニコニコしながら言っ た。尚子も、嬉しそうに「 どういたしまして、また行 きますよ
陣取り合戦が終わっての 帰り道、菊夫は、尚子を怒 らせたのだ。その日も菊夫 チームが

うーっ。」と、大きく手を 振りながら応えた。
勝って、菊夫の鼻息は荒か った。前の方を歩いていた 尚子をわざわざ呼びつけて 言った。
「おい、尚子、お前のため を思って言うんだから、俺 の言うことをきくんだぞ。」
尚子と菊夫の妹は、同じク ラスの仲良しで、尚子は菊 夫の家によく遊びにいく。 一人っ子
の尚子は、菊夫を「菊兄さ ん」と呼んで兄のように慕 っていた。
「なあに？菊兄さん。」
尚子は菊夫の横に来ると、 にっこり笑った。
「お前、さっき牛乳屋と話 していたけど、あんな不良 と親しくするの、やめとい たほうが
いいぜ。でないと、お前ま で不良になっちゃうぞ、知 らないぞおーっ。」
最後は、尚子を横目に見な がらからかい半分に脅した 。突然、尚子は立ち止まっ た。そし
て、菊夫の顔をまじまじと 見上げた。
「菊兄さん、それは違うわ 。真次おじさんは不良じゃ ないわ。そんな風に言うの 真次おじ
さんに悪いわ。おじさんは 、すごく真面目で親切な人 よ。あたし、知ってんだか ら。」
尚子は大きな声できっぱり と言って口をきつく結び、 菊夫の目をじっと見た。菊 夫はたじ
ろいだ。が、すぐ体勢を建 て直した。
「うちの母さんの店に飲み に来る大人たちが言ってた けど、あいつは、女たらしだ ってさ。
特攻くずれで不良になって 、斉藤さんのお嬢さんに親 切にしているのは金目当て で、実は
お嬢さんをたぶらかしてる んだってさ。そんな悪い噂 のある奴と口をきいちゃあ いけない
んだ。・・・やめろ！」
小学生を束ねる番長であ る菊夫の怒鳴り声に、先に 行った子どもたちも、後か ら歩いて
きた子どもたちも駆け寄っ てきて、二人を取り巻いた 。武男が尚子の後ろに立っ て背中を
つつき、「やめろ。」と、 合 図をしたが、尚子は振り払 った。尚子は怒っていた。
「菊兄さん、言っとくけど 、あたしはそんな噂なんか 信じない。病気の女の人に 親切にし
てあげちゃあいけないの？ 真次おじさんが戦争で特攻 に行ったからって、それは 、お国の
ためでしょう？牛乳屋さん になって真面目に働いて、 野良猫の面倒を見てくれる 人が、不
良だなんて、あたしは思わ ない。友紀さんという人の 家がお金持ちだからって、 そんない
い加減な悪口を真に受ける なんて、菊兄さんらしくな いと思う。
・・・真次おじさんが可哀
想だと思わない？」
菊夫は、自分の妹に比べ てずっと小柄なくせに、す ばしっこく、菊夫を見かけ ると、必
ず「菊兄さーん。」と、寄ってきて、菊夫の大きな体にまとわりついて甘えたり 、ませた口
調で長々としゃべる尚子を 、実の妹のように可愛がっ ていた。その尚子が、年上 の菊夫に

対して一歩も退かず、自分の考えを主張し、大人の真次を庇い、菊夫を非難したのである。
色白の小さな顔の頬を紅潮 させ、切れ長の一重瞼の目 を光らせて、菊夫をじっと 見つめて
いる尚子は、いつもの小っ ちゃな尚子ではなかった。 菊夫と同じ、いや、それよ りもずっ
と大人びた尚子だ。
尚子の言う「大人のいい 加減な悪口」それは、菊夫 の母のやっている居酒屋で 酔った客
達が、下卑た笑い声を立て ながら言い散らした噂話だ った。皿洗いを手伝いなが ら聞いて
いた菊夫も、真次と友紀を 酒の肴にして、面白がって 繰り返される大人達の話に 不愉快だ
ったはずだ。
菊夫は、三人の子どもた ちを抱え、シベリア抑留か ら未だ帰らぬ夫の実家を頼 ってこの
町に来て、女手一つで居酒 屋をやっている母をできる だけ手伝っていたが、それ 以外に家
計を助けるため、朝の新聞 配達をしていた。夜明け前 の路上で牛乳配達の真次に 行き会う
と、真次はいつも菊夫に声 を掛けてくれた。
「頑張ってるな。風邪をひ かないように、帰ったらし っかり汗を拭けよ。」「 暖か くなって
良かったな。しっかり勉強 やってるか。」・・・・ 配達 先が見つからず、うろうろ している
菊夫を連れて、わざわざそ の家まで行ってくれたこと もあった。その真次さんが 、女たら
しだったり、金目当てに人 をたぶらかしたり、不良の はずがないじゃないかと、 憤慨した
のに・・・・。
尚子が、真次と嬉しそう に話しているのを見たとき から、菊夫の気持ちは落ち 着かなく
なった。そして、とうとう尚子を怒らせるようなこと を言ってしまった。
「いつ もの菊兄さ
んらしくない。」と、言われたときは、本当に参った。だが、菊夫は尚子に素直 に謝れなか
った。真次さんをいい人だ と信じ切って、一生懸命に 庇っている尚子を見ている と、腹が
立ってくる。
「わからずや！勝手にしろ ！」
自分でも思いもかけないこ とを怒鳴った。はっとした ときは遅かった。
「わからずやはどっちよ！ 菊兄さんのばか！」
言うやいなや、尚子は、目 の前に立ちふさがっている 菊夫に全身でぶつかり、押 しのけ、
泣きながら広場を駆け抜け て竹藪の小道に姿を消した 。仲間達は、唖然として見 送ってい
たが、その時、六時のサイ レンが鳴り始めた。それが 合図のように、子どもたち は一斉に
駆け出した。
菊夫は、一人ゆっくりと 歩いた。竹藪の小道の行く 手は、真っ赤な夕焼けであ る。大き
な椋の木が、黒い影になってざわざわと枝を広げてい る。菊夫は訳もわからず哀しかった。
菊夫は押しのけて泣きな がら帰ったとき、尚子は心に誓ったのである。
「わか らず屋の菊
兄さんとはもう話さない。 だいたい菊兄さんは、いつ もあたしのことを子ども扱 いする。
小っちゃいと馬鹿にしてる んだ。
・・・あたしがいつも言いなりになると思った ら、大間違
いなんだから。
・・・今に 目に物見せてやる。」
・・・次の陣取り合戦は、絶対に負けられな
いと思った。そこで、昨日 、尚子のチームの大将であ る義則に持ちかけて、夕食 後、みん
なに神社のお堂の前に集ま ってもらった。秘密の作戦 会議と聞いて、このところ 菊夫チー
ムに負けている面々は、色 めき立った。お堂の前に一 つだけ点いている灯りの下 で、子ど
もたちは、常々歯がゆく思 っていた義則の顔に決意を 見て、大将の説明する作戦 に興奮し
てきた。
「よーし！やらま い。」
「絶対に勝つ。」
「俺ら が、いつもあいつらに負け てやると思
ったら、大間違いだ。」口 々に大声を出した後は、ヒ ソヒソと役割分担を確認し あった。
尚子は祠の東側に出て、 板壁に張り付き、菊夫達の いる西側を覗き見した。三 人ともこ
ちらに背を向けている。今 だ！下駄を脱いで、裸足で 祠の前に出た尚子は、地蔵 達の居並
ぶ前の低い羽目板の上に両 手を置いて跳び上がった。 雨ざらし日ざらしの羽目板 は、木目
が浮き出て、錆びた釘の頭 も出ている。その一つが尚 子の左の膝小僧をひっかい た。
「・・・・。」
尚子は、一瞬、奥歯を噛ん で、痛みと声を堪えた。そ して、羽目板の内側にそっ と降り、
三番目の地蔵の立つ石の蓮 華台に乗った。地蔵の背は 、尚子より頭二つ分位高い 。思い切
りつま先立ち、全身を地蔵 に預けて背伸びをし、両手 を精一杯伸ばして赤い頭巾 のてっぺ

んをぎゅっと掴んだ。息を 吸い込んで、力任せに下へ 引っ張った。とたん、布地 がもろく
なっていた古い頭巾は、ズ ッという鈍い音とともにハ チマキの部分だけを地蔵の 頭に残し
て、上側がむしり取られた 。均衡を失った尚子は、の ぞけって蓮華台から落ち、 羽目板に
腰をぶつけた反動で、目の 前の地蔵に頭をぶつけた。
「イタイ！」
悲鳴に驚いて走ってきた菊 夫達は、背中を丸めて地蔵 の前にうずくまっている尚 子を発見
した。
「尚子じゃないか！」「何 してる！」「どうしたんだ ！」「大丈夫か！」
菊夫は矢継ぎ早に怒鳴った が、尚子はうずくまったま ま動かない。菊夫はとっさ に手を伸
ばして尚子の肩を引っ張っ た。振り返った尚子は、額 を片手で押さえて、突然大 声で泣き
出した。
「菊兄さあーん、痛いよー ！」
菊夫はびっくりして尚子の 両肩を持って立ち上がらせ 、額の手をどかした。大き なこぶが
できている。二度びっくり した菊夫だが、とにかく尚 子を抱き上げて祠から出し た。膝か
らも血が流れている。かなり深く切れているようだ。その間も尚子は泣きじゃく っている。
伝令が飛んで、義則チームも菊夫チームも、みんなが、集まってきた。菊夫の言いつけで、
武男が水に濡らした手ぬぐ いを持ってきた。それを尚 子の額に当てると、菊夫は 尚子を負
ぶって本堂横の水道に走っ ていき、水を流して尚子の 膝の傷を洗った。
尚子は、めそめそしなが らも文句を言っている。菊 夫は、それにはお構いなく 水できれ

「菊兄さん、痛いよう、染 みて痛いったら。もっとそ うっとやってったら・・・ ・。」
いに洗った後、もう一度傷 口を調べた。そして自分の 腰に下げた手ぬぐいで傷口 をぎゅっ
と縛った。
「傷は、思ったより浅いけ ど、血止めをしておかなき ゃあな。」
尚子は、しゃがんで手当を してくれる菊夫の肩を片手 で揺すりながら口をとんが らせてい
たが、「ありがと。」と、 小 さな声で呟いた。
水道のところにみんなも 集まってきた。口々に尚子 に声を掛ける。その時、菊 夫と陣地
を守っていた下級生の一人 が、「これ。」といって、 赤 い切れを尚子に差し出した 。
「なに、尚ちゃん、それ、 お地蔵さんの頭巾じゃない か、全部じゃないけど。尚 ちゃんが
取ったのか？」
義則大将が、尚子を見た。
「そうさ、それは尚子が、 むしり取った俺らのチーム の宝物だよ。尚子はよくや った。」
菊夫は立ち上がると、ニコ ニコして尚子の頭をなぜた 。勝った義則チームも、負 けた菊夫
チームも大歓声を上げた。 尚子は、胸がきゅーっとな ってまた涙がこみ上げてき たが、今
度は我慢して、菊夫の顔を 見上げた。
「だけど、あたし、お地蔵 さんには悪いことしちゃっ た。頭巾を破っちゃったん だもん。
だから、お地蔵さんの罰が 当たって、こぶをもらった し、ひざを怪我したんだと 思う。あ
たし、おばあちゃんに教え てもらって、新しい頭巾を 作るの。うんと大きくて、 丈夫で、
真っ赤なの。今度はそれが 菊兄さんチームの宝物ね。」
「尚ちゃんが、取りやすい のを作るってわけだ。」
誰かが、からかって、みん な大笑いだ。
お寺の本堂の玄関に灯り が点いた。辺りはとっぷりと闇に包まれている。隊列を作って、
子どもたちは竹藪の小道を 街の方へ歩いていく。西の 空には夕焼けの一欠片が残 って、少
し離れたところに宵の明星 が光り始めた。尚子は、菊 夫の背中におんぶしてもら い、ご機
嫌である。
「菊夫さん、尚ちゃんの膝 小僧、お祭りまでには治る よね。」
横に並んで歩いていた武男 が尋ねた。
「大丈夫さ。直ぐにかさぶ たができて何とも無くなる よ。尚子、こぶだって、も う引っ込
んだろう？」
「うん。」
尚子は、元気に言って、菊 夫の頭に額をこすりつけた 。安心したのか、武男がう きうきし

た調子で言った。
「さあ、今夜も太鼓の練習 に行かなきゃ。
・・・・テンテケテンテケ、テンテケテン テケ、
・・・・。」
武男の口の小太鼓に、小さ な子達が声をそろえて後を 続け、上級生が、大太鼓の 音を合わ
せた。「ドンドコドンドコ 、ドドンがドン、ドンドン ドン、ドドンがドン・・・ 。」誰かが
笛 を 吹 き 出 し た 。「 ピ ー ヒ ャ ラ 、 ピ ー ヒ ャ ラ 、 ピ ッ ツ ラ 、 ピ ッ ツ ラ 、 ヒ ャ ラ リ コ ヒ ャ ラ
リ、
・・・。」
・・・子ども たちの奏でる口囃子は、ワッショイ、ワッショイという掛け声も
入って、竹藪の小道を抜け 、街の灯りの方へ近づいて いく。夕焼けは完全に夜空 に消え、
金星が青く瞬いていた。
祭りが終わり、一気に盛 り上がった興奮もさめた頃 、町は静かに十一月を迎え た。小春
日和が続く。
尚子は、重吉の耳垢取り をしていた。耳に顔を近づ けると、微かに酒の匂いが する。今
日の重吉は、半分居眠りを しながら濡れ縁に横になっ て、尚子の膝に頭を乗せて いた。
「おじいちゃん、夕べは遅 くまでお酒を飲んだみたい ね、お酒の匂いがしている もの。」
「・・・ふーん。ムニャム ニャ・・・。」
「じいちゃんは、昨日、斉 藤砂糖屋の結婚式の手伝い に行って、すげえご馳走に なったみ
たいだよ。帰ってきたの、 遅かったもん。」
座敷に寝転がって漫画を見 ていた武男が、言った。尚 子は、はっとした。耳掻き どころで
はない。
「おじいちゃん、起きて、 さあ起きて！」
突然、尚子は重吉の頭を両 手で持ち上げ、無理に起き 上がらせると、重吉の前に 回り、正
座して詰め寄った。重吉は、びっくりして目をぱちぱちさせていたが、目が覚めたようだ。
尚子の顔は、真剣そのもの である。
「斉藤さんの結婚式って、 友紀さんという人の？友紀 さんは、誰と結婚したの？ お婿さん
は誰なの？」
尚子は矢継ぎ早に尋ねて、 重吉を見据えた。
「そ、そ、そ、そうだよ。 友紀お嬢さんが、結婚なす ったんだ。それで、何だっ け？うー
んと・・・・婿さんは、そ れ、あの、ほら、・・・牛 乳屋の真次さんさ。」
「ワーッ！やったあ！真次 おじさんが友紀さんと結婚 した！」
尚子は歓声を上げて重吉の 首根っこに飛びついた。重 吉は、後ろに倒れそうにな って、や
っとのことで尚子を抱きか かえた。武男も漫画の本を 投げ捨て、二人に駆け寄っ た。
「おじいちゃん、結婚式の こと詳しくお話してよ。お 願い。」
尚子は重吉の前にかしこま って座り、先をせかした。
「そりゃあ立派な結婚式だ ったさ。友紀さんは、斉藤 さんとこのご長女、真次さ んは、隣
町の大きな牛乳屋の次男さ んだが、ご長男が戦死なさったんで跡取りになんなす ったんだ。
金持ち同士の結婚披露宴と なりゃあそりゃあ豪勢なも んさ。万寿楼の表門から大 玄関まで
両側に灯の入ったぼんぼり を立ち連ねてさあ、白無垢 、綿帽子姿の友紀さんが、 しずしず
と歩く姿は一幅の絵さあね 。玄関で迎える真次さんは 、あの通り、上背のある、 苦み走っ
たいい男だろう？黒紋付き に仙台平の袴、白足袋とく りゃあ、役者も顔負けだあ な。」
昨夜の振る舞い酒が残って いるのか、重吉の舌の回り は調子がいい。
「お客さんは？ご馳走はど うだったの？」
武男も勢い込んだ。
「そりゃあお大様の結婚式 とくりゃあお歴々ばかりさ 。でもな、真次さんの偉い のは、お
偉方ばかりの集まる式に西 川のばあさんをちゃーんと 招いたことよ。戦死した秀 雄ちゃん
の代わりにってね。ばあさんは、何度も辞退したらしいけど、その度に頼みに来たそうだ。
ばあさん、嬉しくって泣い てたよ。」
尚子は、一昨日、西川に行 ったとき、奇麗な裾模様の 黒留め袖が、奥の間の衣桁 に掛けて
あったことを思い出した。おばさんが、あの着物で真次さんの結婚式に出席した と思うと、
嬉しくてたまらなくなった 。
「とにかく、華やかなしつ らい、豪華なご馳走、参加 者の顔ぶれもさることなが ら、花婿

も花嫁も、ご親族衆も、そ して西川のばあさんも、お 呼ばれに預かった男衆も女 衆も、み
んな、晴れやかな顔をして すごく嬉しそうだった。み んな二人の苦労を知ってい たし、今
まで口じゃあ何のかんのと いう奴もいたけど、本心じ ゃあ二人の幸せを願ってい たのさ。
だから、一気に心が晴れて さ・・・こういう結婚式を カショクノテンって言うの さ。」
尚子は、深く頷いた。真次 おじさんと友紀さんの結婚 式でみんなの心がぱーっと 明るくな
って、みんな、嬉しかった んだ。
「おじいちゃん、あたし、 カショクノテンって言葉好 きよ。」
それからの尚子の日々は 、カショクノテンに明け暮 れた。石段の猫たちにも報 告に行っ
た。陣取り仲間の誰彼を捉 まえては話し込み、特に菊 夫には、自分は、はなっか ら二人が
カショクノテンを挙げると 信じていたと自慢し、
「菊 兄さんも、優しいお嫁さんを見つけて
カショクノテンを挙げてね 。」と、言って菊夫を慌て させた。もちろん、西川の おばさんの
ところでは、お祝いを長々 と述べて、式の様子を聞き 出した。そして、二人のカ ショクノ
テンの新しい情報を仕入れ る度に、乃代と千世にしゃべり続けた。
「また、カシ ョクノテン
なの。」と、千世はいいか げんうんざりしていたが、乃代はいつでも熱心に尚子 のおしゃべ
りを聞いてくれた。
木枯らしが吹き始め、小 さな田舎町は師走を迎えよ うとしていた。
完

詩
●優秀賞

希望

朝は何処からくるかしら
そうではありま せん

あの山越えて雲越えて光 の国からくるかしら
いいえ
それは希望の家庭から
朝はくる

おはよう

朝はくるくる
おはよう
ずっとずっと昔の歌
忘れていたはずの朝の歌
どうしてあの歌が
突然浮かんできたのだろ う
すらすら歌えるのだろう
ああ希望！
もくもく湧いてくる真っ 白な入道雲
あの頃はなにもかも少年 だった
少年であることがそのま ま希望だった
森よ川よ泥よ白い砂利道 よ草むらよ
小さな崖よ藻の絡む濁っ た用水池の水よ
酔っ払った父親よ働きず くめの母親よ
敗戦の日の空も少年には 希望の夏雲だった

もう ひとつは睡眠薬

やがて夜がやってくる
寝る前に薬を飲む
ひとつは血圧の薬
これは一粒を半分にして 飲む
それから小さな南瓜を撫 でる
なんどもゆっくり撫でる
でこぼこの美しくもない 南瓜
びんずるさまの顔のよう だ
南瓜がびんずるさまの顔 に見えてくるとは
今夜の私はどうかしてい る
ただぐっすり眠りたい
冬の蝶花のなき野に消 えにけり
そうだ、あの蝶の後をつ いて行こう
外は寒いだろう
それでも眠れるだろう
老人にも希望はある
ただぐっすり眠りたい

小

松

（註）びんずる―羅漢の ひとり。頭髪が長く眉は白 い。
その像を手で撫で て祈ると病気が治るという 。

忠

退職互助部 （小笠）

がんばりやさ んにならないで

がんばりやさんにならな いで

●新人賞
なんでもできる人になら ないで
いい人にならないで
立派な人にならないで
あなたはいまのままのあ なたで
あなたはそのままのあな たで
私は好きなんです

ゆっく り歩きましょう

人生のターニングポ イントなんです

今生きているあなたが
今
足を大地につけ
たまにはうそをつきましょ う
人の期待を裏切りましょ う
たまには逃げましょう
たまには旅に出ちゃいま しょう
あなたはいまのままのあ なたで
私は好きなんです

あなたはそのままのあな たで
今生きているあなたが
人生は一回ぽっきり
たまには弱音を吐きまし ょう
酒でも飲みながら
愚痴をこぼしましょう
あなたはいまのままのあ なたで
私は好きなんです

あなたはそのままのあな たで

ゆっく り歩きましょう

人生のターニングポ イントなんです

今生きているあなたが
今
足を大地につけ

浦

島

浩

司

伊東市立 南中学校

童話・ 童謡
●優秀賞

たぬきのとん こ

暑い暑い夏が、やってき ました。

松

本

清

治

退職互助部 （志太）

ここは、大川の上流の大 里村です。村の横を流れて いる谷川には、すみきった 川の流れ
（きょうは、久しぶりに 晴れて、いい日だ、・・・ ・・）と、ひとりごとを言 いながら、

にそって、あゆや、やまめ が気持ちよさそうに泳いで います。
たぬきのとんこは、大きな くすの木の根もとにある穴 の中から出てきました。
このくすの木は、なん千 年もたっていて、大人が、 十人くらいで手をつないで まわって
村の人たちは、このくす の木のことを、おおくすと 呼んでいて、村の守り神の ようにし

も、たりないくらいの太さ なのです。
ていました。
このおおくすの木の根元 に、穴があいていて、そこ が、たぬきの住みかになっ ているの
です。
穴の入り口は、小さくて 、たぬきが、やっと通れる くらいの大きさで、中へい くにした
がって、穴が大きくなって いるようです。
ずっと、ずっと昔から、 ここにはたぬきが住んでい たのです。
この穴の中に住んでいる たぬきのとんこは、おおく すの森の中では、一番の年 よりのた
だから、このおおくすの 森の中のことは、なんでも 知っているのです。この森 に住んで

ぬきです。
いるたぬきの仲間からは、 たぬきの親方として、あが められ、また、親しまれて きたので
す。
夏になると、毎年、夏祭 りが、おおくすの木の下で 行なわれていました。
ことしも、夏祭りの季節 が、やってきたのです。
朝から、村の人たちが、 祭りの準備のために集まっ てきています。おおくすの 木のまわ
りには、赤と白の幕がはら れ、木の根元には、村の畑 でとれたきゅうり、とまと 、なすな
まわりの木の枝には、祭 りと書いた赤いちょうちん が、とりつけられ、村は、 祭り一色

どたくさんの供え物が並べ られました。
になりました。
このお祭りは、おおくす の守り神の祭りなのです。 村を守っていてくれるおお くすに感
村の人の話によると、大 昔から、ずっと、ずっと、 続けられているのだそうで す。

謝するお祭りなのです。
戦争が、はげしかった頃 は、祭りをやめたこともあ ったようですが、祭りをや らない年
は、必ず、なにか悪いこと が、村におこったそうです 。
祭りの式をすませると、あとは、夕方から村の人たちそう出で、おどりがはじまります。
まわりも、暗くなり、たくさんのちょうちんに灯が ともり、子どもたちも、はっぴ姿に、
祭りの手ぬぐいを首にかけ て、うちわを片手に、おお くすの森に集まってきまし た。
平太君も、かあさんとい っしょにきました。
平太君は、小学校二年生 ですが、勉強が、きらいで 、きらいで、かあさんは、 困ってい
だから、平太君のかあさ んは、毎日のように、朝晩 、ここおおくすの神様にお 願いにき

るのです。
ているのです。
（うちの平太が、勉強を するように、それから、勉 強が、できるようにしてく ださい。
おおくすの神様、お願いし ます）・・・と。
平太のかあさんは、もう 一年間も、毎日のように、 お願いにきているのです。 一日も欠
かさず、雨の日も、風の日 もきているのです。
でも、一向に、平太は、 勉強をやらないで、遊んで ばかりいるのです。
学校では、いたずらっ子 の平太と言われていました 。

おおくすの森の広場では 、やぐらの上から、ドンド ン、ドーン、ドンドンと、 太鼓の音
が聞こえ、村の人たちも、 大勢集まり、おどりが始ま りました。

お祭りだ

ドンドコドンドン
ソレソレ歌え
輪にな って
ありが とう

夏のお祭りだ

みんなでおどれ
きょうは
おおくすさまよ

みんな して

ドンドコドンドン
ソレソレおどれ
手をつ なぎ

ピーヒャララ、

ありが とう

めでたいお祭 りだ

みんなでおどれ
きょうは
おおくすさまよ
みんな一生懸命だ。
ドーンドン

ピーヒャラ、ピーヒャラ
ドンドン
一生懸命おどっている村 の人たち

大人も 子どもも

ドンドコドンドン
ソレソレおどれ
かたく んで
ありが とう

村のお祭りだ

みんなでおどれ
きょうは
おおくすさまよ

手をあげ、足をあげて、 太鼓と、笛の音に合わせな がら、おどっているのです 。
先ほどから、穴の中で、 そっと、外の様子をうかが っていた、たぬきのとんこ は、穴の
入り口から首を出して、外 をのぞいていました。
（毎年のことだが、こと しの祭りは、すごくにぎや かだ、ことしは、いい年な のかな・・・・・
わしも外へ出て、いっしょ におどりたくなった・・・ ）
そんなことを考えながら 、おどりの輪を見ていると 、輪の中に平太君が、いま した。
その後には、平太君のか あさんらしい人の姿が見え るのです。
とんこは、平太君のこと で、毎日、頭を悩ましてい たのです。どうにかして、 あのいた
ずらっ子の平太君が、勉強 をやるようにしてあげない と・・・・・
そんなことを考えている うちに、とんこは、いつか 、しらない間に、自分が、 人間の子
そして、村の人たちとい っしょに、おどりの輪の中 に入って、おどっていたの です。

どもになっていました。

声出 して

おどれ

頭に、祭りの手ぬぐいをしめ、はっぴを着ていました。人間の子どもに、そっくりです。

ソーレ

ドンドコドンドン
ソーレ
子どもも

ありが とう

みんなのお祭 りだ

大人も
きょうは

おおくすさまよ

やぐらの上では、若いし ゅうが、ねじりはちまき姿 で、太鼓をたたき、その横 では、笛

ドンドン

ド ーン

を吹いている人がいます。
ドンドコ

ピーヒャラ

ピーヒャラ

ピーヒャララ

とんこは、なにもかも忘 れて、おどりました。
前の人に合わせて、手を あげ、足をあげて。
とんこは、平太君のとな りで、おどっています。
平太君が、おどりながら 、とんこの方を向きました 。ニコッと笑いました。と んこも、
ニコッと笑った。
とんこは、
（平太君、い たずらもよいが、勉強も、がんばらないとな・・・・・）と、思
いながら、平太君の横で、 いっしょにおどり続けまし た。
太鼓の音も、笛の音も止 み、まわりのちょうちんの 灯も消えました。
大勢いた村の人たちも、 みんな家に帰り、おおくす の森は、また、静かな夜に もどって
いきました。
月の光が、おおくすの高 くまでのびた枝の間から、 もれてきました。
ホーホーと、どこかで、 ふくろうの鳴く声が、聞こ えてきました。
まわりの草むらの中から は、コオロギが、一斉に鳴 きはじめました。
秋も、もうすぐそこまで 、きているのです。
つい、先ほどまで、あん なににぎやかだったことが 、うそのようです。
とんこは、ただ一人、お おくすの木の根元にすわっ ていました。
からだじゅう汗びっしょ り、久しぶりに、からだを 動かしたので、とても気持 ちがいい
のです。
しばらくしてから、とん こは、穴の中へ入りました 。木の枝と、草がしいてあ る、一番
ここが、とんこのねぐら なのです。

奥へ行って、横になりまし た。
横になっても、さっきま で、いっしょにおどってい た、あのニコッと笑った、 平太君の
顔がうかんでくるのでした 。
とんこは、久しぶりに、 村の人たちといっしょにな って、楽しい夜をすごした のです。
まわりが、静かになると 、とんこは、急に昔のこと や、平太とのことが、思い 出されて
きました。
昔は、ここおおくすの森 には、十ぴきぐらいのたぬ きが住んでいたのです。
森の奥に住んでいるたぬ きが、おおくすのとんこの ところへ、化け方を教えて もらいに
やってきたものです。
そのころは、まわりに、 大きな草が、いっぱい生え ていて、木が、こんもりと しげって
いたのです。
ある、秋の夕ぐれどきの ことでした。
コンタという子だぬきが 、やってきました。
「とんこおじさん、ぼくに 化け方を教えて下さい。う ちのとうさんは、子どもの ころ、と
んこおじさんに化け方を教 えてもらったそうです。だ から、ぼくも、教えてもら いにきま
とんこは、それからとい うもの、コンタに化け方を 、一生懸命教えてあげまし た。

した。」
たぬきが、化けるために は、化けるためのじゅんじ ょがあったのです。
はじめから、人間に化け ることは、できないのです 。人間に化けることが、一 番、大変
なのです。だから、人間に 化けることができれば、一 人前のたぬきだと言われて いたので
まず、手はじめにやるこ とは、石に化けることから はじめるのです。

す。
石にも、いろいろな石が あるので、大変です。
「コンタ君、きょうは、近 くの谷川へ行ってみよう」
と、とんこは、コンタをつ れて、近くを流れている谷 川へ行きました。

谷川へ行くと、いろいろ な石があります。
大きな石、小さな石と、 それぞれ、大きさも、形、 色もちがっています。
「コンタ君、あそこの小さ な岩の上にのってごらん」
と、とんこが言うと、
「ハイ」
と、言って、コンタは、小 さな岩の上に、ちょこんと すわりました。
「すわったら、目をつむっ て・・・目をつむったら、 なにも考えないで・・・・ ・」
たぬきが、化けるために 一番だいじなことは、頭の 中にあることを、みんなわ すれて、
頭の中を、からっぽにして しまうことなのです。
コンタは、目をつむって みたものの、いろいろなこ とが、頭の中から出ていき ません。
「コンタ君、だめです。ま だ、頭の中が、からっぽに なっていない。そんなこと では、石
にも化けることは、できな いんだよ」
と、とんこは、強く言いま した。
コンタは、一生懸命でし た。
目をつむって、なにもか も、わすれようと努力しま した。
「石だ・・・石だ・・」
と、コンタは、口の中で、 つぶやきました。
「そうだ、コンタ君、頭の 中が、だんだん、からっぽ になってきた、それでよし 」
「次に、考えることは、今 、コンタ君が、化けようと 思っている石のことを、頭 の中に入
れることだよ・・・
それから、石の形を頭の 中に入れることだよ・・・
石になれ、石になれーと 」
コンタは、じっとしてい ます。心の中で、
（石になれ、石になれ）
と、なんかいも、なんかい も、となえつづけました。
そのうちに、コンタの姿 は、見えなくなりました。
小さな、石になったので す。
「よし、よし、コンタ君」
と、言いながら、とんこは 、コンタが、今まですわっ ていた岩の上を見ました。
すると、どうでしょうか 。岩の上に、小さな石が、 チョコンとありました。
でも、よく見ると、小さ な石の下の方から、しっぽ の先が、見えていたのです 。
「これ、これ、コンタ君、 しっぽをかくすのをわすれ ているぞ・・・しっぽが、 ぶらさが
って見えているではないか 」
と、とんこに言われると、 あわてて、コンタは、しっ ぽをかくしたのです。
それからというもの、コ ンタは、毎日、毎日、とん このところへ、化け方の勉 強にかよ
ったのでした。
そうして、三年くらい過 ぎて、ようやく一人前の、 たぬきになったのでした。
このようにして、とんこ は、たぬきの仲間の中では 、たぬきの親方として、う やまわれ
ていたのでした。
ある日曜日の午後のこと です。
平太君が、まだ、小学校 へ入らなかったころのこと でした。
平太君が、一人、おおく すの近くを流れている谷川 へ魚とりにやってきた時の ことでし
た。
平太君は、魚とりが、大すきで、いつも一人で、おおくすの森の谷川へきてい たのです。
この日も、たもを片手に 、バケツを持ってやってき ました。
平太君は、くつをぬいで 、はだしで、川の中へ入り 、一生懸命、たもを水の中 へ入れて、
すくっていました。
なんかいも、なんかいも 、くり返し、やっています 。なかなか、魚が入りませ ん。
とんこは、このようすを 、おおくすの木のかげから 、じっと見ていたのです。

そのうちに、平太君のも っているたもの中へ、魚が 入ったようでした。
平太君は、力いっぱいた もをあげようとして、引っ ぱりました。
大きな魚が、入ったよう です。
一生懸命、たもを引っぱ っているようですが、たも は、なかなか、あがってこ ないよう
です。
その時です。
平太君は、すべって、前 にのめったのです。
水の流れが、はやいので、深い方へと、引きずりこまれるようにして、前に倒れました。
（あっ、あぶない、子ど もが流される）
とんこは、自分が、たぬ きだということも忘れて、 穴の入り口から、谷川めが けて、す
っとんでいったのです。
木から、木へと飛びうつ り、大きな岩を飛びこえて 、谷川の流れの中へ飛びこ んだので
す。
木のぼりは、とくいちゅ うのとくいなたぬきのとん こです。それに、川の中も なれたも
その日は、ちょうど、雨 が降ったあとのため、水が 多く、水の流れも、はやか ったので

のです。すいすいと、たぬ きおよぎで、泳いでいった のです。
す。
小さな平太君は、手をば たばたさせながら、水の中 で、もがいていました。
とんこは、川岸にあった 丸太を、口でくわえて、一 生懸命もがいている平太君 のところ
へ、近づいていきました。
平太君は、手と足を、バタバタさせながら、ようやくのこと、とんこがくわえていった、
丸太につかまったのです。
とんこは、平太君のつか まった丸太を口にくわえな がら、岸の方へと、水の流 れにそっ
て、引っぱっていったので す。
岸に、たどり着きました 。
平太君は、助かったので す。平太君は、とんこのお かげで、命びろいをしたの です。
とんこに、助けてもらっ た平太君は、たぬきのとん こに、なんども、なんども 、
「ありがとう、ありがとう 」
と、お礼を言ったのでした 。
この時以来、平太君と、 とんこは、大の仲よしにな ったのです。
それからというもの、平 太君は、時々、ここ、おお くすの森へきては、たぬき のとんこ
といっしょに、遊んだので す。
平太君は、とんこから、 じょうずな木のぼりや、木 の実とりなど、いつも、教 えてもら
っていたのです。
とんこは、いたずらっ子 の平太君が、大すきだった のです。平太君も、たぬき のとんこ
でも、あんなに一生懸命 になって、毎日、毎日、平 太君のかあさんが、ここ、 おおくす

が、大すきでした。
の森へおまいりにくるのを 見ていると、とんこは、じ っとしているわけにはいか ないので
す。
（きょうは、平太君の学 校へ行って、勉強のようす を見てこようか・・・）
と、思いながら、とんこは 、ピョンと、飛び起き、穴 の外へ飛び出しました。
外は、涼しい風が吹いて いて、真っ青な空に、赤ト ンボが飛んでいます。
朝の空気は、おいしい。 とんこは、大きく息をすい こみ、ポンポコポンのポン 、と、腹
とんこは、学校の門をくぐり、運動場の隅の方を、ピョンピョンと、走って行きました。

つづみを打つと、村の学校 めがけて、かけ出しました 。
平太君の教室は、たしか 、二年二組だ。
二年生の教室は、二階だ 。
もう、授業がはじまって いるのか、シーンとしてい て、静かだ。

時々、「ハイ、ハイ」と 、いう、子どもの声が、教 室の中から聞こえてきます 。
廊下を通って、一歩、一 歩、階段をのぼり、二階へ 上がっていきました。
誰にも、見つからないよ うに、静かに、静かに、そ っと歩いて。
階段を上がったところの 、突き当りの教室の入り口 に、二年二組と書いた札が 下がって
いました。
とんこは、まわりを見まわしましたが、誰もいません。自分が、たぬきだということを、
知られたら困るので、廊下 の隅の方へいきました。た ぬきの姿を、かくすためで す。
（見えなくなれ、見えな くなれ、とんこよ、きえろ ・・・とんこよ、きえろ・ ・・）
ドロン

パーッ

ドローン

と、口の中で、となえまし た。
ドロン

が

シー

ニサ ン

が

ロクー」

とんこの姿が、見えなく なりました。
「ニニン
「はい、いいです、次の人 ・・・」
二年二組の教室の方から 、先生の声といっしょに、 子どもの発表する、元気な 声が聞こ
えてきました。
（あ、今、算数の勉強で 、かけ算九九の勉強をやっ ているんだな）
（平太君は、どうだろう か・・・）と、思いながら 、とんこは、二年二組の教 室へと、
後の入り口の戸が、少し 、あいていました。

近づいていきました。
戸のすきまから、音をた てないように、教室の中へ 、すうっと入っていきまし た。
教室の前の黒板には、〝 二のだんの九九のべんきょ う〟と、白いチョークで、 大きく書
前に、立っている先生は 、からだのガッチリした、 年ぱいの男の先生です。

いてありました。
教室の中へ入ったとんこ は、まわりを見まわしまし た。
（いた、いた、平太君が 。平太君の席は、窓ぎわの 、前から三番目だ・・・・ ・
平太君は、えんぴつを口 にくわえて、いたずらをし ている・・机の下を向きな がら・）
とんこは、足音が、しな いように、はいずるように して、平太君の机の横まで 、いきま
した。
ちょうど、その時です。
「次は、平太君の番です。 きょうは、どうかな、勉強 やってきたかね、平太君・ ・・
えんぴつを、くわえて、 いたずらしていないで・・ ・・・」
と、担任の先生の声がしま した。
平太君が、もじもじして いると、
「はやく、言ってごらんな さい、二のだんですよ、平 太君・・・・・」
「ハイ・・・あのう・・・ ニニンが・・・」
とんこは、平太君の耳も とで、

シィー、ニ サン

が・・・」

と、平太君は、立って、言いはじめましたが、なかなか、次の答えが、出てこないのです。
「シィー」
が

と、小さな声で、言いまし た。
「ニニン
「ロク・・・・・」
が・・・（ハチ） ハチ、

ニゴ・・（ジュウ ）

ジュウ・・・・・」

と、とんこは、また、平太 君の耳もとで、ささやきま した。
「ニシ

と、とんこが、耳もとでさ さやいて、やっとのことで 、平太君は、二のだんを全 部言うこ
とが、できたのです。
「よし、よし、平太君、え らかったぞ、きょうは、で きた、やればできる・・・ 次も、が
んばってやってくるんだよ 」
と、担任の先生の声に、教 室の中は、拍手でいっぱい 、友だちみんなから、はじ めて、拍
手でほめられた平太君は、 顔を赤らめ、ボオーとして 、その場に立っていました 。

（ぼく、できちゃった、 二のだんが・・・どうして かな？）
と、考えていると、
「はい、もう、すわってい いんだよ・・・、平太君」
と、担任の先生の声に、平 太君は、なんだか、うれし いような、はずかしいよう な、へん
な気持ちで、椅子にすわり ました。
その日の夜、平太君は、
「きょう、ぼく、できちゃ った、二のだんが、先生に 、ほめられちゃったんだよ 」
と、かあさんに言うと、
「すごい、よかった、よか った、平太ちゃんも、やれ ばできるんだ、がんばって ね」
平太君は、かあさんに、 頭をなでて、ほめられたの で、とてもうれしく思いま した。

と、にこにこしながら、か あさんは、平太君の頭をな でてくれました。

が

ロク、サザン

が

キュウ・・・・・」

なんだか、頭の中が、す うーとして、とても気持ち が、よくなりました。
（きょうは、三のだんを 、おぼえていかないと）
サン、サ ニ

と、平太君は、部屋の窓ぎ わにある机の前にすわり、
が

（できた、できた、ぼく 言えた）

「サンイチ
大きな声で、言ってみま した。なんかいもなんかい も、くりかえし、言ってみ ました。
部屋の窓から、月の光が 、さしてきました。
平太君は、窓をあけて、 外を見ました。
山の向こうの方に、まん まるい月が、見えてきまし た。
（今夜は、十五夜かな）
と、思いながら、眠い目を こすり、こすり、また、机 に向かいました。
おおくすの森では、たぬきのとんこが、一人、おおくすの木の根元にすわって いました。
（いい月だ、今夜は、満 月、あしたも、学校へ行っ て、平太君に勉強を教えて やらなく
ては）と、ひとりごとを言 いながら、月をながめてい ました。

●佳作
１

ヤギのメエ子は 人気者

ここは、町の中にある小 さな動物園。
今日は、夏休みの日曜日 。

大

重

貴

子

浜松市立新 津小学校

朝から動物園は、親子連 れでいっぱいです。一番人 気があるのは、赤ちゃんが 、六月に
生まれたばかりの白クマで す。
「かわいい」
「こっち向いて、白クマ」
なんていう子どもたちの声 で、にぎやかです。次に人 気があるのは、ペンギンで す。ペン
ギン小屋には、ほらほら、 ベビーカーに乗った赤ちゃ んが、たくさん集まってき ました。
「ピン・ポン・パン・ポン 」
とチャイムが鳴り、園内ア ナウンスが聞こえてきまし た。
「本日は、御来園ありがと うございます。皆様にお知 らせしたいことがあります 。当動物
園は、来年、三月をもちま して閉園させていただくこ とになりました。四月から は、ゆっ
たりとしたスペースがとれ る場所に移転いたします。 たくさんのお客様に親しま れる動物
園を目指して、施設も動物 もリニューアルして、オー プンいたします。どうぞ御 期待くだ
さい。ピン・ポン・パン・ ポン」
このアナウンスを聞いて びっくりしたのは、年寄り ヤギと羽がボロボロのクジ ャク。
「ヤギさん、今のアナウン ス聞きました？」
「聞きましたよ、クジャク さん。わたしたち、どうな るんでしょうねぇ？」
「羽がボロボロのクジャク なんて、リニューアルされ た動物園に連れて行っても らえっこ
ないわ」
「クジャクさん、わたしだ って同じよ」
「毛の色が薄汚れた年寄り ヤギなんて、子どもたちの 人気は、ゼロ」
「わたしたち、どうなるの かしら？」
「だれか、もらってくれる 所はあるかしら？」
「それとも、保健所へ連れ て行かれて安楽死」
「はく製？」
「ああ、いやだ。いやだ」
ヤギは、こんなことをつぶ やくと、心配になって目を 閉じました。
ヤギが、うとうとしてい ると、どこからか優しい声 が聞こえてきました。
「ヤギさん、元気をお出し なさい。あなたを待ってい る子たちは、いますよ」
「あなたは、だれ」
「ふ、ふ、ふ、ふ。ひ・み ・つよ」
「さあ、わたしが、ふしぎ なおまじないを教えましょ う」
「目を閉じて、しっぽを三 回クリクリクリと回すのよ 」
ヤギは、優しい声が教えて くれたように、
（目を閉じてしっぽを三回 クリクリクリ）
と回してみました。
と、その時です。生暖かな 風が吹いたかと思うと、ヤ ギの体がふわぁーっと浮き 上がり宙
に舞い上がりました。そし て、みるみるうちに、あの 汚かったヤギの毛が、真っ 白な毛に
生えかわり、かわいい子ヤ ギに変身しました。

２
ここは、町外れにある小 学校。全校で八十人しかい ない小さな小学校。さっき まで降っ
ていたどしゃ降り雨が、嘘 のように晴れ上がりました 。運動場では、子どもたち の元気な
声が響いています。

「あっ、虹だ」
と祐介君が東の空を指さし ました。すると、大きな虹 のアーチを、駆け下りてく る一匹の
子ヤギが、いるではありま せんか。
「ヤギだ。ヤギの嫁入りだ ！」
と、祐介君が大声で叫びま した。
「ヤギの嫁入り？」
校長先生も、教頭先生も、 びっくりして職員室から飛 び出してきました。子ども たちも先
生も、運動場に駆けつけ、 子ヤギを取り囲んでいます 。
「まあ、かわいい」
「赤いリボンをつけている から、女の子かしら？」
と、うれしそうに子ヤギの 頭をなでなでしているのは 、みよ子ちゃん。
「ねえ、この子ヤギ、ぐっ たりしているけどだいじょ うぶ？」
と心配しているのは、さち 子さん。
ヤギのお腹に手を当てて、
「心臓がドックン、ドック ン言っているから大丈夫さ 」
と、お医者さん気取りで安 心させてくれたのは、たつ や君。
「おまえ、どこから来たん だ？」
「名前、何って言うんだ？ 」
と、のぞき込んで見ている のは、祐介君。じっとして 動かない子ヤギを、みんな が、心配
そうに見守っています。ど のぐらい時間がたったでし ょうか。ヤギが、片目を少 し開けま
した。すると、
「パチ・パチ・パチ」
と拍手がわき起こりました 。みんな、ほっとしました 。ヤギは、あの優しい声に 教えても
らったおまじない、
（目を閉じて、しっぽを三 回クリ、クリ、クリ）
をすると、ピョンと立ち上 がり、元気に
「メエー」
と鳴きました。
「メエーと鳴いたから、こ いつの名前は、メエ子にし よう」
と祐介君が言いました。す ると、
「メエ子、メエ子・・・」
というメエ子コールが、運 動場に響き渡りました。子 ヤギの名前は、
『メエ子 』に決まりま
した。
教室へ戻った子どもたち でしたが、メエ子のことが 、気になってしかたありま せん。給
食が終わって、昼休みの放 送が入ると、さっきと同じ ように、全校の子どもたち が、また
メエ子の所へかけ寄ってき ました。
「せっかくの昼休みだから 、メエ子と遊ぼうよ」
と、たつや君が言うと、
「でも、何して遊ぶの？」
とみよ子ちゃんが聞き返し ました。
「角当てゲームさ」
「角当てゲーム？」
聞いたことがないゲームの 名前が出てきて、みんなは 、きょとんとしています。 たつや君
が、ゲームの説明を始めま した。
「時間は、二分。最初の鬼 は、メエ子。メエ子の角で 、タッチされたら負けって いうわけ
さ」
「なるほど。メエ子と一緒 に出来て楽しそうね。やり ましょうよ」
すぐに賛成してくれたのは 、みよ子ちゃん。
たつや君が考えた『角当 てゲーム』が始まりました 。
「メエ子、ほら、こっち。 当てられるなら当ててみて 」

「メエ子、走るの速いなあ 。逃げるのは大変だ」
みんなで、『角当てゲーム 』を楽しみました。
そんな楽しかった昼休み が終わろうとしている時の ことです。教頭先生が、ど こからか
ロープを持ってきて、メエ 子の首につけました。
「教頭先生、メエ子をどう するんですか？」
祐介君が、慌てて聞きまし た。
「メエ子を、いつまでも、 ここにおいておくわけには 、いかないだろ」
「保健所に連れて行って、 聞いてみようかなと思って ね」
さち子さんの目から、涙が 溢れてきました。たつや君 は、手をぐっとにぎりしめ て、震え
ています。
突然、祐介君が、叫びまし た。
「そうだ、みんなで、校長 先生にお願いに行こうよ。 メエ子を学校で飼わせてく ださいっ
て」
「賛成！」
「賛成！」
みんなの心が一つになりま した。
祐介君を隊長とする数十 人の子どもたちが校長室に 入りました。校長先生の前 で正座す
ると、
「校長先生、どうか、メエ 子を学校で飼わせてくださ い」
と頭を下げました。おひげ の校長先生は、おひげにさ わりながら困った顔をして 、祐介君
達に尋ねました。
「世話は、責任を持ってで きますね」
「はい」
「みんなで、メエ子をかわ いがってくれますね」
「はい」
校長先生は、確かめるよう に、一人一人の顔をじーっ と見ています。
「君たちの、メエ子を思う 、熱い気持ちには負けまし た。メエ子を、うちの学校 で飼うこ
とを許可しましょう。その 代わり、大山小学校の一員 として、うんと、メエ子を かわいが
ってあげてくださいね」
子ども達は、手を取り合っ て喜びました。
早速、用務員の武内さん が『メエ子の部屋』作りを 始めました。小鳥とウサギ がいた動
物小屋を少し改造しました 。メエ子が顔を出して、子 ども達と触れ合えるように もしてく
れました。丸太を組み合わ せて作り、優しい木の香り がする『メエ子の部屋』が 完成しま
した。
用務員の武内さんが、『 メエ子の部屋』の前を通っ た時のことです。どこから か、
「武内さん」
と呼ぶ、かわいらしい声が 聞こえてきました。武内さ んは、びっくりして、辺り を見回し
ました。けれど、誰もいま せん。
「武内さん、私のすてきな 部屋を作ってくれてありが とう。武内さんは、私に優 しくして
くれたでしょ。だから私、 メエ子の声が、聞こえるの よ」
「武内さん、私ね、子ども 達と一緒にいたいの。お願 い、ドアを開けて、私を外 に出して
くれない？」
メエ子の声が聞こえなくな ると同時に、
『メエ子の部 屋』のドアがスウーッと開き、メエ子
が、駆け出して行きました 。
二×二が四

二× 三 が 六 ・ ・ ・ と か け 算 の 勉 強 中 で す 。

最初に、メエ子が行った のは、二年生の教室です。
二× 一 が 二

「ヤギのメエ子にしよう」
と元気よく叫び、メエ子の 名前を決めてくれた祐介君 も、算数の勉強となると、 大の苦手
いくつですか？」

です。と、その時、えつ子 先生が、祐介君を指名しま した。
「祐介さん、六×八

祐介君は、下を向いたまま 、もじもじしています。メ エ子が、あのおまじない
（目を閉じて、しっぽを三 回クリ、クリ、クリ）
と回すと、祐介君は、頭を ムクッと持ち上げ
「四十八」
と答えました。メエ子は、 思わず
「メエー」
と鳴き、祐介君のナイスな 正解を喜びました。
今度は、一年生の教室を のぞいてみました。給食時 間は、とっくに終わってい るのに、
教室に一人ぽつんと残り、 牛乳と戦っているのは、ま さお君。どうも、牛乳嫌い のようで
す。メエ子は、教室の窓ガ ラスの所にちょこんと顔を 出しています。そして、ま たまた、
例のおまじないを始めたの です。
（目を閉じて、しっぽを三 回クリ、クリ、クリ）
すると、どうしたことでし ょう。メエ子がクリクリと 回すしっぽに合わせて、ま さお君の
牛乳もごく、ごく、ごくと 音を立てて減っていきます 。メエ子、あ・り・が・と ・う。
今日は、秋の校内運動会 です。
運動場では、万国旗が風に ゆれて、パタパタと音を立 てています。にぎやかな音 楽も、

全 校による大玉送りです」

鳴り響いています。メエ子も、しっぽをピコピコさせながら、
『メエ子の部屋』の中で、み
んなを応援しています。
「プログラム番号十番
アナウンスが流れました。 クラス対抗のレースです。 先生たちチームも参加して います。
子ども達は、練習しただけ あって速いです。ぐんぐん 進んでいきます。ところが 、先生チ
ームときたら、チームワー クが悪く、ゴロゴロとコー スから外れてばかり。前へ 進みませ
ん。その時です。生暖かな 風が吹き『メエ子の部屋』 の扉がスウーッと開きまし た。
メエ子が走り出してきまし た。角でぐいぐいと赤色の 大玉を押すと、ゴールめが けてま
っしぐらです。
「メエ子、がんばれ」
「メエ子、行け、行け」
の大声援です。
メエ子は、みんなの人気者 。
「もしもし、中村動物病 院ですか。メエ子の目のま わりにブツブツとでき物が 、いっぱ
いできてしまったんですけ ど、往診してもらえますか 」
と慌てて電話しているのは 、教頭先生。
「すみません。院長先生、 今、手術中で、往診は、ち ょっと無理なんですけど」
「困りましたねぇ。それで は、そちらへ連れて行きま す」
教頭先生は、受話器を置く と、物置小屋へ飛んで行き ました。そして、リヤカー を小屋か
ら取り出すと、メエ子を抱 きかかえて乗せました。教 頭先生は、ハアハアと息を 切らせな
がら、リヤカーを引っ張っ ています。やっと、中村動 物病院へ着きました。
「ははあー、これは、人間 で言うと、ものもらいです な。バイ菌でも入ったんで しょう。
四時間毎に目薬をさすの は、新米の公太先生の仕事 です。公太先生は、時計と にらめっ

目薬を一本出しますから、 四時間毎にさしてあげてく ださい」
こをして授業をしています 。夜も学校の宿直室に泊ま り、懐中電灯をつけてメエ 子の目に
目薬をさしに行きました。
「ありがとう」
可愛らしい声が聞こえまし た。
「メエ子、おまえ、しゃべ れるのか？」
「そうよ。優しくしてくれ た人には、私の声が聞こえ るのよ」
公太先生は、そうか。とう なずくように、メエ子の顔 に頬ずりをしました。そし て、宿直
室へ戻っていきました。

メエ子が、この小学校へ 来て五年が経ちました。五 年目をお祝いして、校長先 生が、メ
エ子にプレゼントをするこ とになりました。みんなに は内緒です。校長先生と理 科の先生
の二人だけのひみつのプレ ゼントです。ブルーシート で囲まれ、みんなには見え ないよう
になっています。子ども達 は、早く見たくてドキドキ しています。
今日は、そのブルーシー トの除幕式の日です。子ど も達の
「三、二、一、ゼロ」
の合図で、ブルーシートがはずされました。すると、そこに広がっていたのは、タンポポ、
カラスノエンドウなどがい っぱい咲いている『ミニ広 場』でした。池もあります 。カブト
ムシやクワガタもいます。
『ようこそ、メエ子広場へ 』
という、かわいらしい赤い 看板も掛かっています。メ エ子は、思いっきり、広場 で、子ど
もたちと飛び跳ねて遊びま した。校長先生が、メエ子 に近寄って行くと、メエ子 は、角を
校長先生の洋服にこすりつ けました。「ありがとう」 と言っているかのように。

３
メエ子も、だんだん年を 取ってきました。寝ている ことも、多くなりました。
『メエ子の部屋』の前で、 先ほどから座り込んで、じ っとメエ子を見つめている 男の子
がいます。メエ子の名付け 親の祐介君です。祐介君の 目は、涙でいっぱいです。
「メエ子、死ぬな！おれは 、メエ子以外の動物なんて 、かわいがれないよ！」
「メエ子、元気を出してく れ…」
祐介君の目から、涙が流れ 落ちました。
朝になりました。あの生 暖かな風が、メエ子の頬に 当たりました。すると、ど こからか
聞き覚えのある優しい声が 聞こえてきました。
「ふふふふふ。メエ子さん 、あなたは、人間たちと、 いっぱい仲良くできました ね。あな
たは、嫌われ者なんかじゃ ありませんよ。みんなの人 気者。さあ、今度は、私と 同じ動物
の精になって、子ども達や 先生を見守ってあげる番よ 」
「動物の精？」
メエ子は、優しい声の正体 が、やっと分かりました。 そして、動物の精に教えて もらった
あのおまじない
（目を閉じて、しっぽを三 回クリ、クリ、クリ）
と回すと、メエ子の周りに 、生暖かい風が吹き、天へ と舞い上がって行きました 。
一年の月日が過ぎました 。
赤いかわいい看板が掛けら れた『メエ子広場』では、 今日も、子ども達のにぎや かな声
が聞こえてきます。
「ピッピ、こっち、こっち 」
と、ウサギのピッピの世話 を一生懸命にしているのは 、
「メエ子以外の動物なんて 、かわいがれない」
と大泣きした祐介君。そん な子ども達の様子を『メエ 子広場』の上では、動物の 精になっ
たメエ子が、にこにこと微 笑みながら見守っています 。
『メエ子広場』に、子ど も達は『メエ子のお墓』を 作りました。今日も、子ど もたちは
手を合わせてメエ子とお話 をしています。

●佳作
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メグちゃんは、走って体 育館に向かいました。今日 の朝礼は、校長先生のお話 です。メ

●佳作
グちゃんは、校長先生のお 話が大好きです。
いつも、メグちゃんを驚 かすような物をもってきて 話をしてくれるからです。
前回は、くじらのひげで した。「するめいかの燻製 みたいだ。」メグちゃんは 、はじめそ
けれども、
「あれがくじ らのひげだなんて。世の中 、私の知らないことばかり だ。フシギ

う思いました。
なことばかりだ。」そう思 ったら、なんだかうれしく なってきました。
校長先生は、お話の時に いろいろな物をもってきて くれます。
「今度は校長先生、お話に 何もってくるのかなー。」
そう思うとわくわくして、クラスごとに移動すること なんてすっかり忘れてしま いました。
メグちゃんは、がらがらと 重い体育館ドアを思いっき り開けました。
案の定、広い体育館には 、誰もいませんでした。
「なあんだ。」
とがっかりしていると校長 先生が一番のりで体育館に やってきました。
「おはよう、おや、メグち ゃん早いね。」
校長先生は、にっこり笑い ながら、メグちゃんに声を かけました。
メグちゃんは、大きな声 で
「校長先生のお話が楽しみ で待ちきれなくて、早く来 ちゃったよ。」
すると、校長先生は、
「うれしいなメグちゃん、 ありがとうほめてくれて。 ごほうびに今日は、お話の 時にメグ
ちゃんを指してあげるね。 だから、みんなと一緒にお いで」
と言いました。
メグちゃんは、
「はい。」
と大きな声で返事して体育 館からすっ飛んで出て行き ました。校長先生は、
「おおい、メグちゃんゆっ くり歩いて行きなさいよ。」
と声をかけられました。け れども、メグちゃんにはそ の言葉は届きませんでした 。そのか
わりにどたどたという音が 、廊下にこだましました。
「おはようございます。」
ちょっと高いいつもの声で 校長先生のあいさつで朝礼 は始まりました。
校長先生の話を楽しみに しているのは、メグちゃん だけではありません。学校 中のみん
なも楽しみにしています。 だから、お話の時、子ども たちはみんないっせいに身 を乗り出
します。
「今日の校長先生のお話は 、ハッパのお話です。」
子どもたちは、ざわざわし ました。いったいどんなお 話だろう。
校長先生は図工の先生で す。子どもたちに色に関し て敏感になってもらおうと 前々から
考えていました。自然の中 のいろいろな植物に興味を 持ってみてもらおうと考え ハッパの
話をすることにしました。
パレットと絵筆、絵の具 をカバンからとり出しまし た。そして、子どもたちに どんなハ
ッパの色があるか尋ねまし た。
子どもたちは、一斉に手 をあげました。もちろん、 メグちゃんも手をあげまし た。だけ
ど、これは、本当に久しぶ りのことです。
メグちゃんは、教室では 手をあげなくなってしまい ました。
メグちゃんが、意見を言 いたくて、先生に指して欲 しくて
「はい、はい」
と大きな声をあげてしまい ます。すると担任の山田先 生は、とたんに機嫌が悪く なり、顔
をしかめます。そして、
「声を出さなくたっていい のよ、メグちゃん。手をあ げていれば、意見があるっ て先生に

はわかるからね。」
びしっと言います。
そう言われてばかりいる内 にメグちゃんは、教室では 手をあげる気がしなくなっ てしま
いました。
去年の担任の山下先生は 、メグちゃんの
「はい、はい」
という声を
「元気があっていいね。」
とほめてくれました。ます ます意見を発表する気にな りました。
だから、学校が大好きで した。けれども、今年はま ったく逆です。すっかりや る気をな
くしてしまっています。
今は、校長先生の話が頼 りで学校へ来ているような ものです。
校長先生は、子どもの意 見を聴くと鞄の中からハッ パを取り出し、
「これかな。」
と子どもたちに聴きました 。
「それ、それ。」
「そのハッパの色だ。」
子どもたちの声が上がると ささっとそれと同じ色をパ レットに作って画用紙に描 いてくれ
ました。
あまりに早く、そして上 手な絵に子どもたちは興奮 して、大きな拍手をしまし た。子ど
とうとう、メグちゃんの 発表の番が回ってきました 。みんなに聞こえるように 大きな声

もたちは、大喜びです。
で
「白いハッパ」
とメグちゃんは、言いまし た。
白い画用紙には、白い色 はのせられません。校長先 生は、困ってしまいました 。やむを
得ず、
「そうだね。あるかもね。」
と言ってメグちゃんの意見 をさらっと流してしまいま した。みんなと同じように パレット
にすてきな色を作って画用 紙にすてきな色をのせて描 いてくれませんでした。そ して、何
事もなかったかのように
「はい、次の人。」
と話を続けました。
その声にまた、子どもた ちは夢中になって手をあげ ました。メグちゃんは、小 さな声で
「つまらない」
いろいろな色の話は、お わりました。

と言いました。そして、教 室のようにまた黙ってしま おうと思いました。
「校長先生、すごいネー。」
「ねー、フシギな色のハッ パ探して校長先生にかいて もらおう。」
どの子も満足げな顔をし ていましたが、メグちゃん だけは浮かない顔でした。

子どもたちは、楽しそうに いろいろつぶやきながら、 体育館を後にしました。
「つまんない。」校長先 生は、私のハッパの色だけ 描いてくれなかった。そう 思うとなん
だか、学校で一人だけ仲間 はずれになったような気が しました。
校長先生は、子どもたち が、担任の先生と教室に行 くのを確認してから校長室 に向かい
ました。校長室でパレット を水で流し、きれいにして いました。すると、とんと んと校長
室をノックする音がしまし た。
「はい、どうぞ」
と言うと、メグちゃんの前 の担任の山下先生でした。 山下先生は、今年は担任の クラスを
持っていません。

「何か御用ですか。」
校長先生は尋ねました。山 下先生は、いやいやと手を 振りました。そして、
「校長先生のお話っていいなと思って、ちょっとコツを教えてもらおうと聞きにきまし
た。」
校長先生は、うれしくなっ て
「まあまあ、１時間目は空 き時間ですよね。じゃー。 ちょっと話しましょうよ。」
と山下先生にソファーに腰 かけるよう勧めました。山 下先生は、勧められるがま まソファ
ーに腰かけました。
今度は、先生向けの教育 のお話が本格的に始まりま した。
「先生、まずは、子ども たちをびっくりさせること だよ。具体的なものを持っ てきて、
それを基に話をするんだ。 朝礼では、１年生から６年 生までいますよね。子ども たちの発
達の具合もそれぞれです。 お話だけではイメージを膨 らめられない子ももちろん います。
そうした子もいることを考 えて話をしなきゃなりませ んね。だから、僕の話のと きは、子
どもたちみんなが楽しみに してくれるんじゃないかな 。」
話しながら、校長先生は ちょっと変だぞという気に なりました。山下先生は、 そんなこ

と満足げに話しました。
と百も承知の先生です。
授業を見せてもらえば一 目瞭然です。子どもたちの 、一つ一つの表れを実にて いねいに
校長先生は、

読み取り、かかわることの できる先生です。こんな話 は、釈迦に説法に決まって います。
「こんな、話は山下先生に は必要ないよね。ところで 、本当に先生の聴きたいこ とは何か
な。」
すると、先生は
「校長先生、メグちゃんの 言った白いハッパってどん なハッパでしょうかね。」
と言いました。
校長先生はどきっとしま した。確かにメグちゃんは そう言っていました。けれ ども、白
いハッパは、画用紙には描 けません。うーんとうなっ てしまいました。
「校長先生、わたし、メグ ちゃんに聴いてもいいです か。」
「いやいや、先生、わたし が聴きますよ。教えてくれ てありがとう。」
山下先生は、話が終わると 校長室を出て行きました。 廊下から、メグちゃんの様 子を探し
ました。案の定、小さくな ったメグちゃんがそこには いました。
業間休みになりました。 一斉に子どもたちはグラン ドに出てきました。メグち ゃんも山
田先生の
「外に出なさい。」
の声に浮かない顔でとぼと ぼと外に出かけました。
誰とも遊ぶ気分にならな いメグちゃんは、グランド の片隅のブランコに乗って ゆらゆら
こいでいました。そして、 焦点の定まらない目で空を 見上げていました。
「あーあ、つまんない。校 長先生まで。」
心の中でつぶやきました。
その時
「おーい、メグちゃん」
という校長先生の声がしま した。
メグちゃんは、その声に 反応しませんでした。校長 先生はメグちゃんを怒らせ ちゃった
なーと申し訳なさそうに近 づきました。そして、思い 切って聴いてみました。
「メグちゃん、白いハッパ ってどんなハッパか教えて 」
メグちゃんは、にっこりし ました。そして、校長先生 の手を引っ張り、登り棒の 裏の草む
らからハッパをちょっとむ しって校長先生にわたしま した。校長先生が受け取る と
「先生、裏返しにして」
と言いました。
それは、裏は白いヨモギの 葉っぱでした。

メグちゃんは、それから 一生懸命にヨモギの葉っぱ の説明をしました。
おばあちゃんと一緒にヨ モギ摘みに行ったこと。そ して、似た形のハッパがい ろいろあ
るけど裏を見て白かったら 間違いないよと教えてもら ったこと。自分で摘んだヨ モギ団子
のおいしかったこと。嬉々 として目を輝かせながら、 話しました。
校長先生は、胸を詰まら せながら
「ありがとう、教えてくれ て」
と言いました。
メグちゃんは、その言葉 を聞くと晴れ晴れとした顔 になり、ドッジボールの輪 に入って
いきました。
校長先生は、校長室に戻 りました。そして、先生は 絵筆を取り出しました。メ グちゃん
に悪かったなあと反省しな がら、緑のハッパの裏側に 白い産毛をていねいに描き ました。
そして、白いハッパを完成 させました。
今度のお話には、これを 持って行こうと心に決めま した。そして、メグちゃん の素敵な
笑顔を想い浮かべました。 そして、
「ごめんな。メグちゃん」
と校長先生は、つぶやきま した。

評論・ 書評
●優秀賞
はじめに

広津和郎の散 文精神

鳥

居

憲

退職互助部 （小笠）

広津和郎はどの文学思潮 にも属さない。しいて言う なら、散文精神の作家であ る。彼は
広津和郎は晩年、松川裁 判に関わった。松川事件と は、福島県の松川で貨物列 車が転覆

「散文精神」をもって、生 きにくい時代を、誠実に生 き通した人である。
した事件である。機関士など三名が死亡。事件の翌日吉田内閣の官房長官は、
「 今回の事件
は、今までにない凶悪犯罪 である。三鷹事件をはじめ 、各種事件は思想的底流に おいて同
じものである」と発表。国 鉄と東芝の労働組合員二十 名が検挙された。第一審で は死刑五
名を含む全員有罪、第二審 では死刑四名を含む被告十 七名有罪とした。しかし、 広津和郎
をはじめとする文化人の活 動により、最高裁で差し戻 し、高裁は再度上告、最高 裁で全員
無罪になった。広津和郎は 膨大な裁判記録を科学者の 目で実証するという方法を とった。
その文と講演は非常にわか りやすく説得力があった。
「松川裁判」で活躍した とき、革新派の政党が彼を 国会議員にしようとした。 そのとき
彼は答えた。
「私は革新派 ではない。松川裁判は日本の司法のために闘ったのだ から、どち
らかと言えば体制派だね」 と断った。
戦前に、
『風雨強かるべ し』を書いて、時の政府よ りにらまれた。プロレタリ ア作家たち
と親交があったが、当時の 共産党青年部の批判もして いる。野上弥生子とともに 同伴者文
学と呼ぶ人もいる。
しかし、一貫して流れて いる思想は「散文精神」で ある。それでは「散文精神 」とは何
か。彼の言わんとした「散 文精神」を、彼の書いた作 品から探ってみたい。
チェエホフの強み
広津和郎の父親は作家の 広津柳浪であった。作家の生活は苦しいのが当たり前 であった。
早稲田に入り、学資を補 うために、翻訳を始めた。 チェーホフ、モーパッサン 、トルス
トイを翻訳する。これらの 作家から広津は学んでいく ことになる。
モーパッサンの『女の一 生』は大正二年に刊行され た。広津和郎の二十三歳の ときであ
る。この翻訳はかなり売れ たのではないかと思う。な ぜなら、戦後になっても彼 の翻訳が
読まれていた。私も高校時 代に彼の訳で読んでいる。
『女の一生』は、夢を持 って結婚したのに、夫にも 息子にも裏切られる女の一 生を描い
たものである。私はこの作 品を感動して読んだ覚えが ある。現実をしっかり見つ め、日常
的な生活の中で闘った女性 の話である。
広津にいちばん影響を与 えたのはチェーホフであろ う。
『チェエホフの強み』
（ 大正四年）
のなかで、こう言っている 。
「チェエホフの真の偉さは 範疇を作らなかったという 点にある。彼は人生を円の 中にも角
の中にも入れ込もうとはし なかった。彼は人生を愛し た。しかし彼は盲目にはな らなかっ
た。なぜなら彼はセンチメ ンタルな分子を少しも持っ ていなかったから。彼は聡 明であっ
た。驚くばかり聡明であっ た。彼は人間の喜劇をも悲 劇をもあるがままに見た。 それのど
ん底までをも解剖し、しか もそれを常に愛をもって描 いていた。」
このチェーホフへの賛辞 は、そのまま広津にあては まる。
神経病時代
大正六年十月、
『中央公 論』に広津和郎は『神経病 時代』を発表した。広津は すでに評論
家として文壇に出ていたが 、この作品で小説家として 認められるようになった。
主人公の新聞記者の鈴木 定吉は誠実で、気持ちの優 しい人柄である。そのこと でかえっ
て過酷な現実に適応できな い。優柔不断な性格である 。彼はジャーナリズムの世 界と社内
の不義不徳に激しい義憤を 感じている。そして帰宅す ればそこには愛のない妻と の生活が
待っていた。いずれの場所 でも彼の居場所がなかった 。自分を生かす場所がなか った。精
神の弾力性はなくなり、
「 生活のため」という自己合理化の口実をつぶやくだけ で、事なか

れ主義になっていた。当て のない金策や、友人の恋の 相談をたのまれて断ること ができな
い。すべて事後承諾を余儀 なくされ、反省と自嘲と失 意にさいなまれた生活をし ている。
この作品の主人公はほぼ 広津のことである。正義感 は強いが、地位も金も力も ない。生
活を第一にする現実家であ る。広津も愉快ならざる結 婚生活をしていた。そうい う性格の
自分を自然主義的な目で客 観的に描いた作品である。
広津は主人公を「性格破 産者」として描いた。この 主人公は、広津が影響を受 けた二葉
亭四迷の『浮雲』の内海文 三の血を引いている。また 広津の好きなチェーホフの「余計者」
の性格の人物と同じである 。そういう人物を切り捨て ないで描いたことに意義が ある。
「神経病時代」「性格破 産者」という表現は当時新 しかった。しかし、平成の 現代では、
こういう青年がもっと多く なった。そういう点で時代 を超えた作品である。
やもり
大正八年一月、
『新潮』に『やもり』を発表した。この作品の主人公は広津和 郎の結婚生
活と重なる。
主人公は心にもなく下宿 屋の娘に手を出す。そして 子どもまでできる。友人た ちは金で
始末をつけろと言う。世間 ではそうすることが普通だ った。しかし、彼は金で処 理するな
どということは、人間とし て許されないと考える。責 任をとって結婚をする。し かし、妻
も子どもも好きになれない 。結局、住んでいるその下 宿を抜け出し、深夜、皆が 寝静まっ
帰宅すると、いつも壁に はりついているヤモリがい る。主人公はそのヤモリに 親しみを

てから帰った。
覚える。ある日、主人公は 父に相談すると言って、下 宿を出ようとする。そのと きいつも
二匹いたヤモリが一匹しか 見えなかった。それはこれ まで長い間、自分の生活を だまって
『やもり』は作者の人生 の大問題を小動物に託して 描いた点で、広津の敬愛し 親友だっ

見守ってくれた親友がいな くなったような気がする。
た志賀直哉の『城の崎にて 』に匹敵する作品である。 また広津の好きなチェーホ フの『可
愛い女』
『犬を連れた奥さ ん』にも通じる。結婚生活 をヤモリのように見つめ、ヤモリのよ
うに家族を守り、すぐ結論 を出さずに、どうにかして よりよく生きようとする姿 勢が見え
る作品である。
志賀直哉論
広津は大正八年『志賀直 哉論』を発表した。敬愛す る作家を評論した作品であ る。
広津はまず志賀直哉とチ ェーホフが似ていると言う 。これは広津らしい見方で ある。次
にトルストイやドストエフ スキーや武者小路実篤や有 島武郎は論じやすいと言う 。それは
彼らが自分の思想や人生観 を、生の形で示しているか らだと説明する。
余談だが、ここに挙げた 大作家を広津は好きではな い。トルストイは広津が若 いころ、
翻訳もし、影響を受けた作 家だが、
『怒れるトルスト イ』の中で批判する。当時 世界的な権
威とされてきたトルストイ をひとり批判した。広津は納得できないことを素直に 表明した。
広津は権威に惑わされない 。非常に理性的である。
「 人生の教師」であるトルストイに疑問
を呈した。広津は感動に酔 うと物事が見えなくなると 言っているのだ。
広津にとって志賀直哉は 理想に近い人だった。志賀 直哉は自分の経験したこと しか書か
ない。いわゆる私小説作家 だ。しかも広津は言う。志 賀直哉は自己を語りながら 、自己の
思想を語ったことがない。 志賀は経験したことをあり のまま表現した。できるだ け虚飾と
膨張を省き、理知の眼で客 観的に描いた。
そして、志賀直哉の文学 の基調を次の三つだと論じ た。一つ、鋭い理知と正し いものを
愛する心があること。一つ 、人生の事象を何らの増減 なしに、見なければならな いものを
しっかり見るくもりのない 眼があること。一つ、正し からざるものに対する本能 的な嗅覚
があること。これらはその まま広津の文学作品にあて はまる。
散文精神について
広津は美しい言葉を信じ ない。劇的なことも信じない。そこには嘘が入りやすいからだ。

美しい言葉や、感動的な言 葉に人はだまされやすい。 だまされても心地よい言葉 に酔いた
いと思う人もいる。彼は生 活の体験から痛いほどそれ を身にしみて感じ、学んだ 。宣伝文
句のような、政治スローガ ンのような、コピーのよう な、詩のような、曖昧な言 葉を嫌っ
た。具体性のない、事実の 裏づけのない、美しくて甘 い言葉を嫌った。生活のす ぐ横にあ
る散文で理知的に表現する ほうを選んだ。
広津には散文精神（散文 芸術）についての評論がい くつかある。どの評論も同 じことを
言っているが、昭和十年代 の公演録がわかりやすい。 それを要約すると次のよう になる。
散文精神とは、
「どんな ことがあってもめげずに、忍耐強く、執念深く、みだ りに悲観も
せず、楽観もせず、生きと おして行く精神」だ。
それは当時の日本の進み 方を見て、ロマンチシズム の夜明けと謳歌する思い上 がりの精
神であってはならない、と 言い、また当時の日本の薄 暗さを見て、すぐ悲観した り、滅入
ったりする精神であっても ならない、と言うのだ。
見なければならないこと には怯えたり、眼をおおったりしないで、冷静にそれを見つめ、
忍耐強く生き通して行く精 神（散文精神）を持とう、 と広津は主張したのだ。
おわりに
広津和郎は生きにくい時 代を、散文精神をもって精 一杯生きた。生活難で神経 病（精神
病）になりそうな中でも、 どう生きるかを散文で考え た。結婚生活に失敗した中 でも散文
精神をもって生き抜いた。 ベストではないかもしれな いが、できる範囲でよりよ い生活を
探った。母親のもとに育った娘の桃子の文（『父広津 和郎』
『春の音』）を読むと 、娘が父親
の生き方を認め、和郎を敬 愛していることがわかる。
昭和八年から九年にかけ て、広津は『風雨強かるべ し』を報知新聞に発表する 。時代が
戦争に向かっている中で、 風雨が強い中で、どう生き るのがいいのかを探求した 。誠実に
生きようとしたヒューマニ ズムを持った人々を描いた 。生きにくい世の中でも、 今できる
ことを少しずつ実行した。 そういう作品だった。
戦後、昭和二十八年、
『 泉への道』を朝日新聞に連 載する。若い京子の縁談を あつかった
明るい小説である。その中 でも散文精神が生きていた 。主人公の京子は「吹き飛 ばされ、
押しつぶされても、人間の 心はまたそういう小さな善 意の積み重ねで再建してい かなけれ
ばならない」という考えの 持ち主である。京子は恋愛 でも感情に流されず、いつ も冷静に
考えて行動する。散文精神 が血となり肉になっていた 。
また、父親である金沢に も散文精神が生きている。 金沢は娘に言う。
「何処までも絶望しないでやって行くんだね。せっぱつまったという気持ちに ならずに、
多少鈍感にのんびりと」
晩年の十年間は松川裁判 にかかわる。散文精神がな ければできない仕事だった 。彼はも
う六十三歳だった。リュウ マチとたたかいながら、現 地調査と裁判傍聴と講演と に出かけ
た。いちばんの大変だった のは世間の先入観だった。 高裁でも有罪だった。彼は くじけず
ねばり強く、理性の眼で裁判記録をていねいに読み、世間の人々にわかるように 説明した。
『中央公論』に十年にわた って連載した。事実をもっ て。わかりやすく、具体的 に。
広津和郎が七十三歳のと き、松川裁判は最高裁で全 員無罪と確定した。広津和 郎の散文
精神の勝利である。
（参考資料）
広津和郎全集（中央公論社 ・昭和四十八年発行）
・筑摩書房 ・昭和四十六年）

広津和郎著作集（東洋文化 協会・昭和三十四年発行）
宇野浩二・広津和郎集（現 代日本文学大系

『広津和郎』（橋本迪夫著 ・明治書院・昭和四十年）

『特集・広津和郎』（『群 像 』昭和四十三年十二月特大 号所収）

『行動する怠惰』（『文芸 』 昭和四十二年四月号所収・ 開高健のインタビュー）

映画『晩春』（小津安二郎 監督・原作は広津和郎の『 父と娘』）
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『父・広津和郎』（広津桃 子著・毎日新聞社・昭和四 十八年）
『春の音』（広津桃子著・ 講談社・昭和四十七年）
『昭和・遠い日近い人』（ 澤地久枝著・文芸春秋社・ 平成九年）
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ゲーム器

メディア漬けの視聴時間

人間なれない子どもたち（ 清川輝基）

ポケットモンスター

ハリーポッター

「千と千尋」論

脳内汚染の客観的事例（清 川輝基）

子弟の脳内汚染（小説文体 ）

脳内汚染

⑪
テレビを見てはいけない（ 苫米地英人）

●佳作

⑫
中国の古典、メディアリテ ラシー

（川勝平太）

⑬

勝

亦

孝

退職互助部 （清庵）

脳内汚染
① 子弟の脳内汚染
次に述べる小説文体は、 子弟への脳内汚染の一こま でもある。
その居間では孫二人がテ レビを見るのに夢中だった 。それはテレビ・ゲーム憲 法で約束
した番組とは異なる、流行 ものの「あてもの類」の低 俗なものだ。
ここでいう低俗とは、い わゆるニュースとか、公益 性のあるチャンネル、物語 性のある
情操豊かなものではない。
番組作成に予算のかから ないもの、コマーシャル入 りの、これまた食道楽、車 の宣伝も
の、それに○秒いくらとい う放映タイムの短縮の早口 のリズム、下半身すれすれ の仕草も
ののことである。
ならば家にあるものはど うであろうか。そのビデオ テープは孫たちが、一、二 年前素直
に熱中したものが多い。そ れらは名作類で、その年令 なりに何回みてもよい、ド キュメン
あながち、懐古趣味、セ ンチメンタルではなかろう が、例を挙げてみる。

ト類。しかしそういうもの を見向きもしなくなってし まった。
『ほたるの墓・みんなの 童謡・一杯のかけそば・少 年時代・二十四の瞳・アル プスの少
女・ジャングル大帝・風の 谷のナウシカ・千と千尋・ 銀河鉄道の夜・ミクロの世 界・世界
レ・ミゼラブル・自転車泥 棒・フランダースの犬・も ののけ姫・チャップリン・ 百一匹

遺産・となりのトトロ等。
のわんちゃん……』
─

それなのに最近のメディア によるテレビ番組・ゲーム に興じ、精神汚染されてい く現状
中略

彼は孫二人の躾に手を焼 いていながらも、一つの教 訓にであった。

に彼はしばしば見かねて、 画面をうるさく感じ思うの だった。─

あの「山本五十六の教訓 」に素直にたちかえり、初 心にかえってやるしかない 。それは
〈やってみせ、させてみて 、ほめてやらねばひとは動 かじ〉
また「古諺」に
〈寝ていて、人を起すな〉
〈可愛いくば、二つ叱って 三つほめ、
五つ教えて、えらい子にせ よ〉
彼自身汚染されて何をし でかすかわからない。旅に 出て頭を清浄化しよう。
子供たちよ
お前の脳は汚染されていく
私は怒った
子供たちよ
お前の瞳は空ろになった
子供たちよ
メディアの毒にどっぷり漬 った
お前よ
空ろな瞳に精気をとりもど してくれ
私は世のメディア漬けを
とり払うのに疲れた
私自身も怒りの毒に
血は汚れた
汚れた血は暴挙に変身し
虐待に変化する

いや変身するまえに
子弟たちの前から
去った方がいい
あてどもない行く雲のよう に
いく河の流れの水の如くに ……
② 次にこの脳内汚染の客観的 事例を挙げてみる。それは

衝撃 のレポート！！

「人間になれない子どもた ち─現代子育ての落し穴─ 」清川輝基著、枻出版社
本の帯には、
子どもが危ない！
テレビやゲームなどメデ ィアの長時間の接触が子ど もの心身の発達に悪影響を 及ぼして
いる可能性が強く、２歳ま ではテレビ、ビデオ視聴を 控えたほうがよい（２００ ４年日本
小児科医会提言より）
日本小児科医会「子ども とメディア」対策委員会顧 問である著者・清川輝基氏 がこの提
言に至る子どもの危機的状 況を警告し、その解決策を 示した。
（読者アンケートより）
代・女性）

一気に読み、胸の痛みを 強く感じ、じっとしておれ ない気持ちです。子どもが かわいそ

期日

代の男性）

講師プロフィ ールを沼津市の資料をもと にあげてみる

平成

清川輝基
年

先生
月

分より

時

沼津市学校保健会 ・沼津医師会

時

分

中ホール

日（ 木）

ＮＰО子どもとメデ ィア代表理事

「メディア漬け」と子 どもの危機
講師

一

50

一九六四
ＮＨＫ入局

東京大学教育 学部行政法学科卒

（沼津市での記録 ）

なお先生におかれまして は、講演会をより身近なも のとし、今後の参考とする ために、

びとなりました。多くの方 々のご参加をお待ちしてお ります。

将来を作るための努力を地 域ぐるみで考えていきたい と思い、以下の講演会を開 催する運

今回、子どもたちのメデ ィアに対する現状を再認識 して、沼津市の子どもたち の明るい

時間のメディア接触は様々 な形で子どもを蝕んできて おります。

ビ・ビデオ・ＴＶゲームな ど）というメディア漬け状 態に陥っていると言われて おり、長

近年日本の半数以上の子どもたちが一日平均六時間以上を越えるメディア接触（テレ

（趣意書）

講演会

社会教育報道番組ディ レクター

一九六四

プロフィール

清水町教委会

裾野市教委会・長 泉町教委会

市ＰＴＡ連絡協議 会

私立幼稚園協会・ 市保育園連盟

沼津市教委・市健 康づくり課

三、講演時間

沼津市民文化 センター

12

主催

15

二、会場

10
30

共催

30

演題

ちなみに

清川さんの言葉ゆえにいっ そう重みがあります。（

だと思いました。特に〝メ ディア漬け〟への警鐘は、 ＮＨＫで長年子どもを見続 けてきた

子どもをとりまく現在の 日本の危機的状況をじつに 幅広く、コンパクトに述べ られた本

うでなりません。（
30
18
13

下記のような実態調査のお 願いをさせていただきます 。よろしくお願い申し上げ ます。
著書の「はじめに」と「 あとがき」を抜書きしてみ る。
──わが国で〝子どもの危 機〟が叫ばれて久しい。た しかに、不登校の数は毎年 史上最多
を記録し続け、かつてなか ったような子どもによる凶 悪犯罪も起きている。子ど もの運動
機能力などもここ十数年来 、低下の一途をたどってい る。中学生の「勉強嫌い」 が七六％
など学習意欲の低下も著し い。
いったい、日本の子ども たちのからだや心に何が起 きているのか、それは何が 原因なの
か。──
──いま、多くの親たち は、迷いながら、悩みなが ら、不安を抱えて子育てに 取り組ん
でいる。また各地のＮＰО （特定非営利活動法人）や 自治体で〝子どもの危機〟 に向き合
い懸命の努力を続けている 人も数多くいる。──
「あとがき」
──メディアと子どもにつ いての関心もここ一～二年 、急速に高まっている。文 部科学省
が「脳科学と教育」研究の 国家プロジェクトを二〇〇 二年度からスタートさせた ことは本
書でも紹介した。私もメン バーの一人であるＮＨＫ放 送文化研究所の『メディア と子ども
研究プロジェクト』では二 〇〇二年度から零歳児千三 百人を十年間追跡調査し、 メディア
接触が子どもの心身発達に どんな影響を与えるかとい う本格的な研究を開始した 。いずれ
もメディアと子どもとのか かわりと影響を科学的に解 明していこうというもので ある。
また、全国養護教員会で は、二〇〇三年度に「養護 教諭からみた子どもに及ぼ すメディ
アの影響」について全国調 査を計画している。
研究や調査だけではない 。宮城県では二〇〇三年度 に全県規模での「ノーテレ ビデー」
実施を準備している。また 静岡県では、県総合教育セ ンターの指導主事らが、メ ディア・
リテラシー教育の先進国カ ナダを視察し、二〇〇五年 までにすべての公立学校で のメディ
ア・リテラシー教育を実施 することを目標に準備が始 まっている。
一方乳幼児向けのビデオ ソフトを製作・販売してい る企業でも、二歳以下を対 象にした
そして、二〇〇二年九月には、
「子どもの育ちを支 え合う地域社会をめざして 」を共通の

ビデオソフトの販売中止を 検討している情報もある。
ミッションにして全国の子 ども系ＮＰОが手をつない だ『日本子どもＮＰОセン ター』も
設立された。
ようやく、わが国でも、子どもからの「危険信号」に反応して、
「子どもにと っての最善
の利益」を保障するための 大人たちの動きが本格的に 始まったかに見える。

春

清川輝基

こうした動きが「子ども 本位制」への社会全体の価 値観の転換へつながること を願いつ
二〇〇三年
「千と千尋」

論

つ筆を置くことにする──

③

三、四年前に筆者は次のよ うに論じてみた。
作者、宮崎駿は混迷して いる現代の状況を風刺的に 、暗喩的にも、童画、アニ メのセリ
フをもって縦横に表現して いる。舞台は日本の湯屋に おいて、そこに古典的なち よろずの
神々を登場させ、千尋とハ クの純愛、アガペーとして 昇華させている。

夢をみたい

胸のどこか 奥で

千尋は最初飽食に溺れ、 豚に変身された両親は復元 され家族三人で、青年ハク との別れ
を歌った。

いつも心踊る

〝呼んでいる

（内は 筆者）

悲しみは、数えきれないけ れど
（現世の苦娑婆）

④

その向うできっと
その たび

ひとは

あなた に会える

青さを知る

繰り返すあやまちの
ただ青い空の

耳を すませる

静かな 胸

光を抱ける

果てしない道は続いて見え るけれど
この両手は
（光は物質化する）
さよならのときの
（自然界そのまま）
ゼロになるからだが
（無）
死んで いく不思議

言い尽くす より

夢を描こ う

胸のどこか奥 で

生きている不思議
（万物共生）
呼んでいる
いつも何度でも
悲しみの数を
そっとう たおう
その なかにいつも

同じくちびるで
閉じていく思い出の
鏡の 上にも

充たさ れてゆけ

静かな窓

映される

こなごなに砕かれた
新しい景色が
はじまりの朝の
ゼロになるからだ
空 即是色

見つけ られたから

いつもここ に

もう探さ ない

（自由無碍、色即是空
相即相入）
海の彼方には
輝くものは
わたしのなかに
（ソクラテスの汝自身を 知れ）
ハリーポッター

ここ数年来この作品は映画 化、テレビ化され少年少女 の人気をさらい未だに続篇 され視
聴率は衰えないようである 。しかも書店の店頭に、そ の単行本、ビデオまで販売 されてい
る。
筆者は孫達が見ている時 に、ちらっと目にする程度 でその内容を批評するのは 、おこが
ましいが、何か少年修道院 の状況下にあって、長老達 と少年達との共同生活の織 りなす、
冒険、犯罪までとはいかな くても、一種の恐怖感や快 感などスリルの映像世界の ようでも
ある。

日公開の「ハリー・ポッタ ーと謎

ある新聞の「ハリーポッ ター最新作・やっとお墨付 き（バチカン紙）」を引用 する。
日ＡＦＰ＝時 事〕

人気映画「ハリー・ポッ ター」シリーズ最新作で、

〔バチカン市

世は、シリーズの過去の 作品を
16

年１月、
「ハ
08

日の同紙は、最新作につい て「善と悪の区別が明確で 、観客や読者が問題なく善 を認識

リー・ポッターの両面性」と題し、同作品への批判とともに肯定する論説も掲載 している。

の宗教的な発達を損なう恐 れがあると批判。オッセル バトーレ・ローマ紙は

法王は就任前の２００３ 年、同シリーズが善と悪の 区別をあいまいに描いてお り、子供

批判しており、６作目でよ うやく「お墨付き」を得た 形だ。

の作品」と好意的に評価し た。ローマ法王ベネディク ト

のプリンス」について、バ チカン紙オッセルバトーレ・ロマーノは同日、
「シリ ーズで最良

15

15

できる」と評価。ただし、 過去の作品については「子 供たちを現実逃避に向かわ せる恐れ

15

がある」とした上で、
「教 育上有害で反キリスト的で すらある」とあらためて手厳しい批評

次にポケットモンスタ ーについて

を加えた。
⑤
登場するものは、擬人化 されている奇怪な、ロボッ トでもない、火星人でもな い、トゲ
トゲしたよろいかぶとを身 につけ、次々と相手を倒し、王座についていこうとする ような、
一種の闘争物語である。し かし彼等は言語を発するも のでもない、ゲーム器のボ タン操作
の瞬間によって事件は運ば れていく。被空襲体験をし ている筆者にとっては、何 とも言え
ない戦争体験の再現である 。軍事教練科の敵の城壁突 破、手留弾の投てき、銃剣 術の訓練
などを想起させずにはいら れない、闘争本能丸だしの 場面である。吉川英治は、 登場人物
のキャラクター、人間存在 をいわゆる闘争本能、性欲 ・食欲本能を根源としなが らも、悲
喜交々喜怒哀楽を描き、
「 宮本武蔵」のように、一つの道に生きんとするテーマ を読者等に
感化を与えている。全くも って、現代を予言したかの 「カフカの変身」は私たち 自身なの
かもしれない。
ある新聞の「進化するコ ンテンツ産業」記事を挙げ てみる。
米国進出

ポケモン「世代超え」挑 戦
ゲームアニメ
ポケモンの歴史は、平成８年２月に発売された任天 堂の携帯型ゲーム機「ゲームボーイ」
用ゲームソフト「ポケット モンスター赤・緑」の開発 に始まる。開発作業では「 ゲームの
質の高さ」を徹底的に追求 した。
登場するキャラクターを 開発したクリーチャーズ（ 東京）では、水、草、炎な どのタイ
プを設定し、炎は水に弱い という具合にジャンケンの ような楽しさをプログラム した。昆
虫採集や植物の栽培のよう に子供が興味を持つ要素も 取り入れた。そのうえ対戦 などの仕
組みも採用したため、開発 には６年かかり、発売は予 定よりも遅れた。
開発が長引く間に、バブ ル経済がはじけ、ゲーム業 界も厳しい経営環境を迎え た。ポケ
モンゲームも業界では当初 、注目されなかったが、ポ ケモンは子供たちの間で一 気に評判

「人間になれない子ど もたち」より

が広がり、消費者が消費者 を呼ぶ好循環を生んだ。
⑥
〈文化環境の変化〉
（八〇年代からはどっぷ りと〝メディア漬け）
一九八〇年代から九〇年 代にかけて、子どもを取り 巻く文化環境はさらに激し い変容を
とげていく。
八三年に発売されたテレ ビゲーム、八〇年代後半か ら九〇年代にかけて急速に 普及した
ビデオ機器は乳幼児を含め て、子どもたちが電子映像 に接触する時間と形態を大 きく変え
ていった。子供部屋という 個室での長時間接触や、生 後一ヶ月未満から早期教育 ビデオな
そして、九〇年代後半には 子どもたちの間にパソコン と携帯電話という新しいメ ディア

どを長時間視聴させる「電 子ベビーシッター」現象な どが始まったのである。
がスピードで普及した。
一九五九年の『少年サン デー』発行で始まった子ど も向けコミック誌について も触れて
『マーガレット』
『少年ジ ャンプ』など、その後続々と創刊された子ども向けコ ミック誌

おく必要があろう。
の総発行部数は現在でも毎 週約八百七十万部にもなっ ている。世界のどこにもこ れほど大
量のコミック雑誌が子ども 向けに出されている国はな い。
「わが子には絶対に読ませ たくない」──ある会合で 、トップレベルの発行部数 を誇る
コミック誌編集長から聞い た言葉である。「自分の子ど もには読ませたくないよう な代物が
毎週何百万部も子どもたち の手元に届けられるのだ。」と。
この国の次の時代を担う 子どもたち、つまり自分た ちの後継者を金もうけのタ ーゲット
としてのみとらえる──商 業主義的戦略によってつく り出された「メディア文化 」はこう
した本質を持っている。先の編集長の言葉が象徴する ように、その文化に接した子どもの、

一九九七年に起きた「ポ ケモン事件」は、そうした 「メディア文化」の本質を 端的に示

からだや心の発達がどうな るのかなどということに、生産者は関心も責任も持た ないのだ。
す出来事だった。
「ポケットモンスター」 というテレビアニメを見て いた子どもたちの七百人近 くが気を
失い、およそ一万人が気分 が悪くなって病院に行った と言われる事件である。
この事件が起きるまで、テレビのメーカーもテレビ局も自分たちが製造した機器や製
作・放送している番組が、 子どもたちのからだや心に どんな影響を与えるかとい う研究も
検証もまったくやったこと はなかった。毎日のように 長時間接触しているテレビ が人体に

問題の焦点を内容的・ 視聴時間に当ててみる。

悪影響を及ぼす可能性につ いての問題意識すらまるで なかったのである。
⑦
メディア漬けとは時間な のである。
抜書してみると
五五％（二〇〇一年）

○小中学年のテレビ視聴時 間ＮＨＫ調査
平日三時間以上中学二年 生
平日四時間以上小六男子 二六％女子三七％（二〇〇 二年）

二七％

五時間以上

二〇〇一年）

一日平均四時間 以上

（清川氏推測五〇％上ま わる）

○ビデオ、パソコン、携帯 電話などの総接触時間
一日平均六時間を超える
三才児

○テレビ・ビデオ

一日平均

（日立家庭教育研究所
一～四才児
（家庭の一割二〇〇〇 年『プチタンファン』
ちなみに筆者は清水のエ スパルスに、
「ポケットモ ンスター〈アルセウス─超克の時空へ
─〉」と「ハリー・ポッタ ーと謎のプリンス」を観にいった。正直いって、連作ものをこの
それぞれ一篇を観ただけで は、そのストーリーがつか めない。ガイドブックを買 ってみて
これらの登場者、または亡霊たちの展開する、電撃波による照射の戦いのスサ マジサは、

調べてみたものの登場者が 多く、それに外国語じみた 名称でとらえにくい。
カラフルな映像と爆発音は 、視聴者の眼を奪い震感さ せる。空想科学、歴史回帰 の芸術的
な技巧はあるにしてもであ る。
しかし邦画の犯罪推理も の特にアメリカの映像によ るビルディングの高層建築 、兵器、
自動車等を背景にしたアク ションものの限界を、アニ メによる自由な表現、歴史 の回帰に
よって超えようとしている ことは推察される。
単なるポケモンゲームに よる攻撃、闘争というもの からアニメ芸術の高揚を感 ずる。

ゲーム器によるポケモン ゲームについて、夕食後、 何がおもしろいか、正義者 は誰かな

⑧ ゲーム器について
ど聞いてみた。ストーリー 的なつながりがない。ただ 戦いあうキャラクターが何 十種類も
あり、またボタンプッシュ のしかたによって寸時を争 うしくみ、そしてあやつる のは、幼
核保有国の原子力戦争は スイッチボタンをいかに早 く押すかにあるという。そ の訓練に

児、児童たちの操作にある という一体感。
もなるという。この闘争本 能を挑発するゲームにのめ りこませていく、業界の無 責任さは
いい気なものである。
つまりゲーム器、コンピ ューター、携帯器などの善 なる内容をかくれみのにし て悪なる

「ネトゲ廃人」

産経 新聞より
連続

時間

ものへの侵略に大人も子ど もも危機感を抱きその奈落 への堕落を防がねばならな い。
⑨

〝抜け出せない「ネトゲ 廃人」

現実の会話より価値、食事 と同じ〟

72

インターネットを介して多 くの人が一つのゲームに参 加する「オンラインゲーム」
（ネッ
トゲーム）に長時間のめりこみ、健全なる生活が送れなくなる人が増えている。
「ネトゲ廃
人」。ネット上ではこんな ショッキングな名前で呼ば れ、昼夜逆転の生活を続け た揚げく、
退学や退社、離婚に至る人 もいる。最近では小学生の 参加が増え、金銭や時間を 管理でき
巨大市場

なくなる懸念の声が上がっ ている。（徳光一輝）
▼
年ごろ から広がった。協会の会員

社のうち４分の１は韓国系 だ。

業界団体「オンラインゲーム協会」
（植田修平会長）によるとネットゲームは韓 国で急成
長し、日本では平成
るという。
児童ポルノ
更に「児童ポルノ」であ る。
児童買春・ポルノ禁止法 では、
オなどを「児童ポルノ」と 規定。

６月

富国有徳論（川勝平太 著）
４・市民（シティズン ）から士民（シビリアン） へ

これら情報社会について 、静岡県知事、川勝平太氏 は「富国有徳論」中公文庫

ペー

日午後、アグネス・チャンは衆院法務委で児童 ポルノ改正案を審議会席上 で参考

どで構成する協議会が活動 を始めている。（森本昌彦 ）

インターネット上に氾濫 する児童ポルノの流通防止 を図るため、通信事業者や 有識者な

ブロッキングを 検討〟

才未満の児童による性行為などを描写した写真 やビデ

年の国内全体の登録ユーザ ー数は延べ約５９０５万人 、市場規模は約１１２１億 円に上

21

更に脳機能学者、苫米 地英人氏は、日本のマスメ ディアの危険性と裏事情に 鋭く斬り

幸 福な生き方ですか？」と忠 告してい

手で触れるモノをつくる仕 事だけでなく、映画や音楽 、文学、アニメや演劇、絵 画、ある

「日本ではものづくり再 生の機運が起こりつつあり ます。しかしこれからは、 物理的に

からの日本人が世界で幸せ に生きていく道なのです。」

「教育投資によって、真に 付加価値のあるものをつく りだせる人間を育てること が、これ

金融投資、不動産投資に のめりこまずに

る。

…それらはホントにあなた が欲しいモノですか？

ている華麗なファッション 、著名人が住んでいる高級 マンション、有名店の豪勢 な料理…

「日本人はなぜテレビに洗 脳されるのか。ＣＭに映し 出される魅力的な商品、芸 能人が着

込んでマスメディア権力に よる奴隷解放の人生指南と して次のように言っている 。

⑫

げています。──後略──

容です。それは「富国」と 「強兵」とを一体とした近 代主権国家のパラダイムの 終焉を告

要するに、冷戦時代の軍 事システムの民生用への移 行という大転換こそが情報 革命の内

の平等化をすすめることに よって、グローバルなネッ トワークを生み出しつつあ ります。

〈中心─周辺〉という従来 のハイエラーキカルなシス テムとは異なり、発信・受 信の情報

新聞、デイスプレイホンなどのマルチメディアによる 高度情報化は、
〈中核─辺 境〉ないし

ビス）、パソコンとテレビ 、パソコンと移動電話の一 体化、通信機能を備えたゲ ーム、電子

ＧＩＩ（地球規模新情報通信基盤構想）、イリジウム 計画（通信衛星を使った移動通信サー

方向にとどまるものではあ りません。双方向性をもっています。情報スーパーハイウェイ、

副大統領）によって提言さ れました。──中略──イ ンターネットの情報通信の 流れは一

への転換の一環として、一九九一年に「情報スーパーハイウェイ構想」がゴア上院議員（現

の課題の一つになることは 目に見えていました。実際 、肥大化した軍事システム の民生用

政権をとったクリントン大 統領にとって、軍需用の産 業を民生用に転換すること は最重要

ジ

⑪

人としての意見を述べてい る。
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──前略──冷戦を終結さ せたのはブッシュ大統領で したが、その後を襲って九 二年に

162

⑩

14

〝流通防止へ法整備急務、 リスト化

18

19

いはコンピュータプログラ ムなど手に触れることので きない仮想空間のコンテン ツに付加
価値を生み出す新しいビジ ネスモデルが、今後の日本 を支えていくことはまちが いありま
せん。」と。
県教職員互助組合でも各 教育機関、医師会と連携し 、何とかしてメディアにお ける脳内
汚染の実態調査、それに基 づいての講演会、実施対策 を一日も早く講じ、その実 践の希求
やむにやまれず評論してみ ました。
以上長々と、それこそ各 サイドの情報の引用を多く 用いながら、メディアリテ ラシーの

中国の古典「書経」「 論語」

課題を論じてみました。
⑬
人間存在、実存としての 人間をルネッサンスすれば 、筆者はキーワードとして 中国の古
典、「書経」大禹謨篇に
「人心惟れ危く道心惟れ 微なり
人心とは本能・エゴイズム をほしいままにすればその 身は危い、道心とは、道徳 性は微
少であるのでこれを助長す るのは容易でない。
つまり人間の狂気であり、 方丈の正気でもある。
更に孔夫子は「論語」陽 貨篇に
「性相近し也、習相遠し 也」
人間の天性は相互に異るも のであってこれは人力にて 左右し得ない。その善い習 慣は教
育によって、これを左右す る事が出来るので、人間に は教育の必要あり。カント は「教育
かくして脳内汚染は脳科 学上にも「前頭葉未発達」 によって「人間になれない 」教育界

によってのみ人間となる」 と。

平成二十一年十一 月記

でも学校教育、家庭教育、 学社連結をもってメディア リテラシーと取りくまねば 、危機超
克はあり得ない。

参考文献

著）

著）県知事

元ＮＨＫアナウンサー

（ 清川輝基

「人間になれない子ども たち」

「産経新聞」
「富国有徳論」（川勝平 太

他

著）脳機能学 者

（柴田美智子）

岡田尊司）

（メディ アについて）文部科学省

（ 苫米地英人

「テレビを見てはいけな い」

「教育技術」
「心の発達と脳」（精神 科医
今、若者の脳が危な い！
「ふれあいが心を育てる 」
「メディアリテラシー」

（沼津市教育委 員会・沼津小児科医師会）

随

想

●優秀賞

今も浮かぶ想 い出の記録

一、○教官に予科練志願を 指示される
じ ゅ う ご

「十五歳で死ぬな」と父母 は許さず

服

部

政

義

退職互助部 （浜松）

一九四四年、中学二年の 時、学校に陸軍の将校が教 官として配属され、授業で 軍事教練
をした。しかし、間もなく 中学校が全部、授業を止め て軍需工場にされ、兵器の 部品を生
産し始めた。翌年春、教官 が「日本は今、戦争の真っ 最中だ。貴様たち軍国少年 にも、軍
隊と同じ少年兵の募集が始 まった。だから進んで志願 せよ。皇軍兵士が戦死を恐 れては、
大元帥陛下に対する最大の 不忠だ。臣民でなく最悪の国賊だ。」と言い、生徒に 数種の願書
から選ばせ、私には海軍予 科練の願書を指示、学校で 書いて帰り、両親に教官の 指示を話
して志願承諾の印を押して もらおうとした。
両親はその願書を見て驚 き「日本男子のお前が近い 将来召集されて入隊し、戦 地で戦死
する可能性が高いことは、 覚悟をしている。しかし、 親として今のお前が予科練 に入隊し
て特攻隊に入り、十五歳で 戦死させたくない。だから 今この願書に印を押さない 」と言っ
て取りあげた。両親のこの 心境を私は予想はしていた が、この時は非常に複雑な 心境にな
った。と同時に親の厚い愛 情も痛感して部屋で一人で 長時間泣いた。翌日学校で 教官に親
の意向を恐る恐る話したが 、教官は一言も怒らず黙っ て聞き「そうか」とだけ言 い、黙認
した。
○われの命父母の配慮で今 あるか
い

志願し征けばいかにな りしか
二、○父僧侶「家職を継げ 」と勧めしが
教師志望を快く許す
長男の私が父の職業の僧 侶を継がず、教員になった のは次の経緯からだった。 一九四七
私は以前から「もし父か らそう言われれば、私は長 男だからやむを得ないこと だな」と

年（十七歳）のある日、父 が私に「将来私の職業であ る僧侶を継いでくれ。」と 言った。
は思っていた。しかし、小 学校の時に受け持たれた四 人のすばらしい先生方の印 象が忘れ
られず、「僕もあのような 先生になりたい」と思って いた。父の要望を聞いて、「どうしよ
うか」と非常に迷ったが、 一応父に「先生になりたい 考え」を話した。それを初 めて聞い
た父母は驚いた様子だった が、やがて「もし先生になれ たらどうすれば良いかを考 えよう。
それは生徒の人間的価値と 人権を最重視し、学力の向 上と共に、立派な人に育て ることが
最重点だよ。厳しさだけでは、優れた指導ではないな。」と言った。父のこの指導は、教職
を志望していた私の最重点 目標になった。
われ誓いしは「理想 の教師」と

○受験時に父母に激励 指導され
そして両親が大学の教職 課程受験を了承してくれて 、
「前に話したことを守る なら、私は
最大の援助をするよ。」と 言ってくれた。私は嬉しさ と感謝を「父母への誓い」 で答えた。
「必ず良い先生になると誓 い、約束します。僕はこの ようなすばらしい父母の子 で、非常
に嬉しく、深く感謝してい ます。僕は親のこの教えを 固く守って、必ず良い生徒 を育てま
す。必要なこと総てを全力 で努力をすれば、その結果 がどうであろうと、僕の人 生には悔
いは残らないでしょう。
『 もし僕が生き恥を持つ言動 をすれば、それは両親を無視したこと
だから、それは絶対にしな い』と、固く約束をします 」と誓った。私の考えを深 く信じて
○わが生涯父母の教え を守ること

くれた両親に深く感謝し、 涙も流れた。
生き恥持てば父母無 視となる
○わが人生すべて一回 勝負なり
受験・免許も一度で 果たす

一九四八年旧制静岡第二 師範を受験し入学。翌年に 、新しく発足した新制大学 、静大教
育学部を受験して入学、音楽科と社会科を専攻して免 許を取得した。卒業は一九五一年で、
この年浜松の中学校教員に 採用された。
○父母の教え生涯消え ることはなし
わが人生に必ず残す
三、○小説の「太陽を背に 」を出版す
読まれし人の感想嬉 し
教員に就職して十三年目 の一九六四年に受け持った 学級の男生徒は、兄弟はな く、病弱
な母と二人で暮らしていた 。私は、彼が特殊な家庭環 境で特別指導が必要と考え 、その生
徒に毎日、日記を書かせて 提出させた。日記には「生 活、行動、悩み、質問」な どが書い
てあった。私は毎日彼の日 記を読み、それに対する感 想や意見など、励ますこと が主で、
注意はしたが叱る語は使わ ず、時間がある限り彼と対 話をした。しかし彼が一年 生の秋、
母が亡くなり親戚に預けら れたが、時には私の家に泊 まらせたり、私が宿直の日 には、宿

き

○父おらぬクラスの生 徒母亡くし

直室にも泊まらせた。彼は 喜んで泊まった。

た

われ親並みか多岐指導す る
一九八九年退職後、この指導記録を資料にして小説 にし、「太陽を背に」と題名をつけて、
一九九二年三月に、二七三頁で千冊自費出版した。当然だが主人公には実名を使 わず別名、
友人名や町名なども全て作 った。複数の新聞に「教育 小説」として紹介され、多 数の方々
に購読されて感想文も多く 戴いた。彼にも寄贈した。彼は中学卒業後、定時制高校に入学、
○教え子も今は金融の 管理職

卒業後公的金融機関に就職 した。
家庭も明かるく家族 も幸せ
四、○公民館文化誌「佐鳴 の風」編集
郷土の史跡地名も知 れて
一九九九年六月から、佐 鳴台公民館が発行計画をし た「わが町文化誌『佐鳴の 風』」の編
集委員長を委嘱された。根 拠は私が出版した小説「太 陽を背に」が地域の多くの 人に読ま
れたことから推薦され、公 民館長から委嘱された。
『 佐鳴の風』は、二十人の編 集委員が調
査収集してくれた佐鳴台地 域周辺や佐鳴湖の地理、歴史、史跡、施設、
「佐鳴八 景」の短歌
とその場所や行事、現在の 景色の写真、公民館活動、 運営などの資料を私が編集 して、二

た

〇〇二年七月に三三五頁で 完成発行した。
う

○古書調べ「佐鳴八景 」の短歌を知る
八景巡れば古景も浮 かびて
発行した『佐鳴の風』を 地域の多くの人達が読んで 、楽しんでくださっている 。また、
地域の人達の希望により『 佐鳴の風』に載せた史跡や 施設、場所の案内も毎年し ている。
○佐鳴湖に関わる地域 調べつつ

こがね

幾度も訪ねて資料を 整備す

い

き

五、○快晴の海から黄金の初日 の出
せ

新世紀の誓いは清心努力を
私は家族と毎年元旦に初 日を迎えに行き、誓いをす る。元旦の夜明け前、佐鳴 台の小高
い丘に行き雲の有無を確認 して日の出を確かめる。快 晴の元旦には家族全員で遠 州灘の海
浜へ行く。二十一世紀の初 年、二〇〇一年の元旦は快 晴で、海から輝き昇る美し い初日に
新世紀と生涯の活き方を誓 い家族皆満足した。私の記 録によると、快晴の元旦は 一九九九

年と二〇〇一年、二〇〇四 年だった。快晴でなく地平 線上の低雲からの初日は十 四回、佐
鳴台の丘の上で迎えて誓っ た。二十世紀の最終年の二 〇〇〇年は完全な曇りで、 初日は全
く見えず、佐鳴台の丘で雲に誓いをしたが、誠に残念だった。元旦曇りの年は八回だった。
○二十世紀最後の元旦 曇り空
初日は見えねど今年 を誓う（二〇〇〇）
吾振り返り悔いなく 締める（二〇〇〇）

○多事ありし二十世紀 も最終年
○昨日まで多彩に終え し前世紀
新世紀迎え活きる証 拠を（二〇〇一）
世界平和もわれ願い する（二〇〇一）

○新世紀は家族も社会 も安泰に
退職した一九九六年頃、 私は今後の自分の人生や、 生き方を思考するようにな った。
あが

私は神仏や初日を崇めて、
「誓いの参拝」をする。しかし「誓いはするが、自分 の頼みや
願いは一切しない。私の能 力が不足でできなくても、 全力で誓いを果たす努力を すれば、

し

偽りではない」と考える。 しかし、自分以外の家族や 友人の幸せは、深く祈願す る。
と

○除夜の鐘聴きつつ一年を 振り返り
初日に今年の活き方 誓う
○神仏や初日に固くわ れ誓う
頼みや願いは何一つ せず
○誓いせしことは裏切 ることできず
誓いを果たす努力す るのみ
○わが能力足らねば誓 いは果たせぬが
全力尽くせば偽りで なし

も

しあわせ

○神仏にわがこと以外 は祈願する
と

家族や友人の幸福願いて

ばんざん

六、○蕃山の「憂き事のなおこ の上に……」
われもできるか限り ある身で
退職後、元教員の「山歩 きの会」に入会、原則月一 回の山歩きに参加している 。会員は
元教員で、六十歳代から七十歳代の男女六十人ぐらい 。参加者は毎回約三十人から五十人。
登る山は標高五百米から二 千米ぐらいまで。私は自分 の登山の記録を毎回短歌で 、五首か
ら八首くらいで残している 。私の登山記録で百回めは 、喜寿直前（半月前）の二 〇〇七年
や ぐ ら だけ

四月十四日に、神奈川県足 柄峠に近い八百七十米の 矢倉岳に会員と登ったのが記念の記 録
になった。現在は百十回を 越えている。
○快晴で視界も広き矢 倉岳

し

眼前の富士の山頂懐 かし
と

し

○傘寿近く年齢誉めらるる 身になれど
と

山に挑みて高齢を忘れる
私は二〇一〇年五月 二 日に八十歳の傘寿。天 候 不良の日などは、年齢 と 体調を考えて、
「勇気を出して、欠席する 」こともある。
人は誰も「自分が今後、 どのような生き様や運命で 何歳まで生きて、どのよう な最期を
遂げるかを知っている人」 はいない。今の私は不安や 諦め、不満を持たず努力あ るのみ。

ひ

と

○わが言動他人に知られる こと多し
ま こ と

真実欠ければ恥・不信な り

紅葉

小

松

忠

退職互助部 （小笠）

昭和二十八年、高校三年 生の時だった。晩秋の頃だ ったと思う。囲炉裏を囲ん で父と兄

●佳作
がいた。義姉もいたかもし れない。その時の様子はぼ んやりしているが父の一言 だけはは
っきり覚えている。
私は大学へ進学したいと 言った。父は、安江が生き ていたらやりたかったよう にしたい
兄は黙っていた。私の家 は農地解放でやっと一町歩 ほどの田を入れた農家だっ た。七人

と言った。母は二年前、私 が高校一年生の夏に亡くな っていた。
きょうだいで十人家族だか ら子供を大学にやるような 余裕はとてもなかった筈だ 。
父親のそのような言葉は はじめて聞いた。母は私の 進路について生前母なりの 希望をそ
れとなく漏らしていたのだ ろう。私は幼児の頃炬燵で 足指を火傷していたので、 母にはそ
の負い目があったのかもし れない。母は私の指をさすりながら、
「兵隊にとられ て靴をはく
ようになったら痛いだろう 」と言っていたのをぼんや り覚えている。
それから色々なことがあ ったがともかく私は上京し て大学になんとか進学でき た。妹は
高校に行きたかったろうに 中学だけで終わってしまっ た。誰もそのことについて は口にし
だが、播いた種はいつか は生えてくる。私がそのこ とで苦しむことになったの はそれか

なかった。私は忘れなかっ た。
らずっと後のことである。
事の始まりはこうである 。私が退職する三月の末に 兄から突然電話があった。 生活費の
ために借金ができその返済 で困っているから至急山形 に来て相談にのってくれと のこと。
まさに青天の霹靂だった。
兄の気持はすぐにわかっ た。私の退職金で借金を肩 代わりしてもらいたい、と いうこと
だった。私は出かけるのを 断った。翌日金を送った。 折り返しそれでは足りない との電話
兄と義姉の口調は、昔のことを思えばそれぐらいの ことは当然だろうというも のだった。

があった。更に送った。そ れでも足りないとのことだ った。私は怖くなった。
大学を出たのだからいい給 料をとっているのだろう。 実家が困っていれば助ける のは当り
前、お前の今あるのは俺達 のお陰なのだ。
その言い分はよくわかっ た。事実はそのとおりなの だ。だが私はしがない平教 員、一人
だけでは退職金だってたか が知れている。子供二人を私立大学にやり土地を買い 家を建て、
妻と二人で頑張ってきたの だ。それにしても昔のこと を忘れたか、の一言はぐさ りと胸に
突き刺さった。
私は身構えた。このまま では毮りとられていくだけ ではないのか。老後の生活 はどうな
るのだろう。金は戻らない ことを覚悟しなくてはなら ない。無理してやって後か ら催促す
るのは今断わるよりもずっ と辛かろう。
その時はそう考えた。だ が果してそれだけだったの か。それではきちんとまと まりすぎ
てはいないか。それは後か ら考えた単なる口実なので はなかったのか。
あの時の私はまったく瞬 時に反応したのだ。人はそ れを私の決断というかもし れない。
しかしあの時私は決断など した覚えはなかった。気が ついたらそうなっていたと いうだけ
だった。
それならば私を最後に衝 き動かしたものは何か。あ の時の私とは一体何者だっ たのか。
私にどんな人格的統一性が あるのか、ないのか。私は 暗い断片的衝動の連続にす ぎないの
か。世間皆虚仮とは聖徳太 子の言葉だそうだが虚仮な のは世間ではなくこの自分 なのだ。
虚仮が悪なら俺もたいした 悪党よな。
私は私を襲った津波とも いうべき事例をこれまで読 んできた本に探し求めた。 それは夏
目漱石の「こころ」だった 。何度も読んでいた作品だ が、今度は身につまされて 読み返し
た。この作品の主題は何だ ろう。嫉妬か、裏切りか、 友情か、金銭欲か。そのよ うな一過
そこには次のような箇所 がある。主人公の私は先生 から、親の達者なうちに財 産の相続

性の断片的なものではある まい。それらが主題ならあ りふれた作品になってしま う。
の件でははっきりしてもら うようにと忠告される。
それに対して私は、身内 の人は田舎者で皆善人です と応える。すかさず先生は こう言い
切るのだ。

「田舎者は都会の者より もかえって悪いくらいなも のです。平生はみな善人な のです。
―中略―少なくともみんな 普通の人間なのです。それ がいざという間際に、急に 悪人に変
わるんだから恐ろしいので す。だから、油断ができな いのです。」
漱石がここで語ろうとし ているのは、人間は変わる というごく当り前なことを 当り前と
しなかった、できなかった 不幸な男の物語なのではな かったのか。金を見て心が 変ったり
恋のために親友を裏切った りするのは作品の素材とし ての断片的現象にすぎない 。漱石の
狙いはそこにあるのではな く、それらを通して人間の 実存的不安と恐怖を描き出 し、現象
の背後に潜む人間の真実の 相に迫りたかったのではな かったのか。平生はみな善 人なので
す。それが変るのです、と こと更強調しているのも「 こころ」というそっけない 題名をつ
けたのもそのためなのでは なかったのか。私はそこに こそ「こころ」の今も通じ る普遍性
があるのだと思う。心は変 るものなのである。
だが、そのような考えも 私の心を少しも慰藉しては くれなかった。一度心に突 き刺さっ
た棘の痛みはそれからも甘 受しなければならなくなっ た。心の棘の痛みは老いれ ばいつか
馴致されてしまうだろうと 高を括ってきたが、それは 鈍痛とこそなれ、けっして 消滅する
老いぬれば心安けくあ りえんと

ものではないことがわかっ てきた。そのようなとき私は次の歌に巡り会い、深く共感した。

空穂

思いしことのあや まりなるか
窪田
老いを語るのに枯淡の境 地とかの言葉があるが、確 かにそのような言葉にふさ わしい老
いの過し方に恵まれる人も あろうが、私には無縁であ る。その後で茂吉の歌を知 った。
人の世はこちたきこと もありながら
茂吉

おのずから過ぎて ゆかんとぞする
斉藤

ああ、こんな筈ではなか ったと深い錯誤の淵に沈み ながらも、それでも人の世 はおのず
から過ぎていくのだという のだろうか。私にはこのお のずからという短い言葉が なんとも
尊く思えた。そこには大い なる肯定の心があるように 思えたからだ。
空穂の歌にしてもしかり である。これも深くうべな う歌である。それだから、 これら二
つの歌は、対蹠的というよ りも老いの表裏というべき であろう。空穂の先を茂吉 が歩いて
いく。その逆かもしれない 。空穂が先なのかもしれな い。そこでは残る紅葉が先 に散って
いるのかもしれないのだか ら。
ここで話はずっと昔に戻 る。父は昭和三十九年一月 に亡くなった。その数日前 に届いた
「兄弟仲良く暮らして下 さい。父はくれぐれも頼み ます。夜十一時書く。」

便りにはこんなことが、た どたどしい文字で書かれて いた。
どんな気持で書いたのだ ろう。それも深夜近くのそ んな時刻に。父は悲しかっ たのでは
ない。淋しかったのではな い。ただ寒かったのだ。や たらと寒かったのだ。それ だから遠
く離れた子に手紙を書いて 願いを託したのだ。
今年の十月の末に姉二人 と妹と妻とで仙台と山形の 境にある小さな温泉に泊っ た。紅葉
は盛りだった。長姉は認知 症の初期で、次姉はすっか り腰が曲がり白髪だった。 みんな老
いていた。
食事をしながら昔話をし た。離れているときにはお 互い共有していると思いこ んでいる
ことでも、いざ話してみる と木々の紅葉の色づき具合 のように少しずつ異なって いた。私
は父が酔うとよく歌ってい た唄をうたった。
すととんすととんと通 わせて
今更いやとは胴欲な
いやならいやと最初か ら
いえばすととんと通い やせぬ
すととんすととん
次姉はそんな唄は知らな いと言った。その代わりに 「俺は河原の枯れすすき」 を歌って
いたのを覚えていると言っ た。歳月だった。
夜の十時頃妻と妹は風呂 に出かけた。長姉がトイレ に立った。次姉が気付いて 声をかけ

た。私は咄嗟に起き上った ら眩暈がして意識がなくな りしゃがみこんだ。幸いす ぐに回復
した。次姉がフロントに電 話した。ホテルの人がやっ てきて救急車を呼びますか 、と言っ
た。そのうち妻と妹が戻っ てきた。
長姉が私の額に手を当て て、「ただす（忠）、大 丈夫 か」と言った。あれは母の 声だった
のだ、と後になって思った 。
別れの朝、姉二人は仙台と山形に子供の迎えの車で 帰ることになっていた。私は静岡に、
妹は川越にとみんなばらば らになる。ホテルの玄関前 で写真を撮った。
「あっというまだったね」
「そうね、あっというまだ ったね」
なにもかもあっというま のことなのだ。全ては詮な きこと、訳もなくそんな思 いがこみ
あげてきた。故郷の地を踏めば静岡は夢幻である。静岡に戻ればふるさとは又夢 幻である。
ああ、そんな風に思ってはいけない。山の木々はどれも見事に紅葉しているで はないか。
それは自足していることの 証ではないか。
あれからもう半月ほどに なる。先程長姉に電話した が出なかった。家に独り居 る筈なの
に。私は誰に電話したのだ ろう。

〝落書き〟

髙

栁

幸

夫

退職互助部 （浜名）

母・よしゑは平成十八年 六月五日、九十四歳の天寿 を全うして遠くに旅立ちま した。

●佳作
小学校を卒業し、十二歳 で家を離れ愛知県の紡績工 場で昼夜働きました。年ご ろになっ
て相次いで兄妹を亡くし、 急きょ婿養子を取って農家 を継ぐことになりました。 親夫婦と
波風が立つこともありまし た。一人っ子の私には優し く、時に厳しく、先々に備 え今、学
母の唯一の趣味は、農事 の合間に短歌を詠むこと。 今も色あせた数冊の帳面に きちょう

ぶことの大切さを諭してく れました。
めんに書き残されています 。辞世の歌を、私は葬儀の あいさつで読みました。
富もなし

気持ち だけでも

学もなけれ ば

豊かに持とう

美でもなく

右の書き出しの一文は、 母の一周忌を前にした平成 十九年春の彼岸会に菩提寺 で「卒塔
婆供養」のお参りを終えた 折、母の『ラスト・ワード 』を私は今一度想い起こし 、急きょ
粗稿をしたため中日新聞編 集局に送り採用された記事 。
「親孝行」には縁のいたっ て乏しい
私ではあるが、この投稿記 事により、曲りなりにもや っと孝行の一つができたか な？
世の人に「母のことば」 が…と思うと楽しい！
あれから二年。私も齢七 十二。古来稀なる高齢者の 仲間入りした。母が逝って 三年。孫
にかこまれる老体の身なが らも私は、今からでも「親 孝行、遅くはないぞ！」と 心に言い
聞かせている。今日も母と 自分の在りし日を回想し追 善供養をしたい。共に生き たアノ日
の息吹が、何とか筆に託さ れれば、また一つ、遅まき ながらの親孝行ができよう か。親に
報いることができようか… 。
親が没して後、
「親孝行 」なんぞどうしてできようか！昔から「孝行のしたい時には親は
無し」とよく言われている ではないか…。私は、親亡 き後と言えども、心の内で ―霊魂の
世界を通して―アノ世の人 となった祖先の追善供養を することも、目に見えぬ祖 霊たちと
他人から『今さら親孝行？聞いて呆れる』、そんな 声と嘲笑は無視！霊魂は不 滅である！

心を交え通わすことゆえ、 広義の〝親孝行〟なのだと 確信している。
心を静め、雑念を払って 故人をよくしのぶことこそ 、亡き人の冥福は祈られ、 追善・追
福の供養はなされるものと 信じている。
私の意識下には、生前忘 れがち怠りがちであった〝 親孝行〟を遅ればせながら も、真似
ごとなりとも実践すること で親に報いたいとの心理が ある。時期遅れの稚拙な実 践にも、
純真甘美な陶酔、至福のひ と時をもたらしてくれる不 思議なご利益はあるものだ 。
さあ、母と共に生きた在 りし日を追懐し、独りどっ ぷりふけることにしよう。
母の唯一の趣味。その創 作短歌を五首掲げることか ら追懐の世界に足を踏み入 れること
にしよう。
・髙栁よしゑ創作短歌五首
ゆめでこそ

かなしけれ

もはや

元気にて

ゆ めでくやしき

ゆめでよ かった

夢でたのしく

（一）夢見るも

（二）在りし日の父母の年 齢越ゆ
生 くる幸せ
落書きも
去り逝 く人も

五十路を 越せり

柱に残る

八十路迎へり
（三）幼き日
息子も
（四）過ぎし日に

生 くるよろこび
楽なれど
想 い出深き

稲作休み

八十路迎へて
（五）年老いて

手植ゑし頃ぞ

右の歌が詠まれて早、二 十余年。就学前後いたずら 小僧であった私のことが（ 三）の歌
にいみじくも詠み込まれて いる。回想の翼をはばたか せてみよう！
独り児の私は遊び相手も なく絵本を開いたりしてい たが、ある日から落書きす る楽しさ
を覚え、時と場所とを選ば ず、よく書きまくったもの だ。四十有余年して、母の 創作短歌
の中に詠まれているのを色 あせた帳面歌集に見い出し 、私は瞬時にして、七、八 歳の幼児
にたち返ったのである。母の手記、その文字・ことばには不思議な力が潜んでい るものだ。
当時は大戦さ中、軍国主義 一辺倒の世。就学前後の男 の子とは言え、戦勝をもた らすもの
は、どこ（の国）にも負け ぬ兵力―とりわけ優れた性 能を持つ大型の兵器である ことを知
その花形は、空では戦闘 機、海では戦艦であった。 幼児の頭には『ゼロ戦』と 『大和』

っていた。
とが常に快進撃しつづけて いた。独り秘かに幼児は、 皇軍の「荒鷲部隊」に、ま た大軍艦
旗はためく「連合艦隊」に 心からなる声援を日夜送っ ていた。その熱い想いが外 にほとば
しる形で、ついつい柱とい わず二階の青壁といわず尖 った釘の先で、クレヨンで 所かまわ
さて、ここで当時の大陸 は「満州（中国東北地方 ）」の地にちょっとだけ目を 向けてみた

ず書いたのだった。
い。
昭和十九年、日本領であ った満州。日本人学童の通 う国民学校一年生に佐々木 剛輔君と
チョウさん』
（「あり がとうチョウさん」）によ ると、彼の通う国民学校一年生の教室

いう私と同い年の児童がい た。
（戦後 、引揚げ豊橋市 に住み今は退職教員）彼の 著書『シェ
シェ
では先生が黒板に飛行機や 軍艦の「絵」をよく描いて教えてくれたそうである。
『コレは無
敵のゼロ戦だ』、
『コレが世 界一の戦艦大和！』と。
（ なお佐々木君は私の親友の 友人で私と
彼は命がけで生きてきた 満州時代→内地への引揚げ の苦難などの体験を風化さ せぬよう

も以前から旧知の仲）
にと、自ら絵筆を執ってア ノ日、アノ時を水彩画集に 収め、文を添え『絵画集』 としたも
のが先に紹介した著作であ る。
あの酷い大戦末期、敗色 濃厚だった中で私が飛行機 や軍艦をしきりに落書きし ていた丁
度同じ時、遠い大陸の地で も、私と同じ一年生の教室 で、幾度も飛行機や軍艦を 描いては
教えていた教師がいたこと 。剛輔君ら一年生たちが祖 国への熱い想いを内に、瞳 を輝かせ
「絵」を食い入るように見 つめていたこと。これらの 事実を知った刹那、私の胸 はつまっ
た。同時に何か熱いものが 横切ってゆくように感じら れた。
さて、ここで天馬空を行 く私の筆は、再びわが家へ 戻る。
築後十余年の二階建て養 蚕農家へ。一粒種の幼いこ の家の跡とり息子の落書き の件は、
祖父母・両親皆周知の事実。だが私はそのことで叱られた覚えがない。そんな気ままな中、
私の絵を描く興味と筆力は 加速されて行ったのであろ うか。今も私は絵筆を手放 せないで
男の子は成人すれば兵隊 さんになる。それを当然の こととして受け止めていた 時代だ。

いる。
東條首相の時代、〝産めよ 増やせよ〟と、男子を多く 産んだ母親は、国策上国家 から表彰
されたことが世に喧伝され ていた。母よしゑは、一人っ子の母であることから後 年、
『アノ
軍国主義・大戦時は、壮 年男子兵士のみならず国中 の老若男女皆々、本来の人 としての

時は、大変肩身の狭い思い をしていた』とふとこぼし たことがあった。
生き方・幸せなど、一も二 もなく全て阻害・途絶され てしまっていたのだ。
母よしゑは、若いころ「 作家」になりたかったと笑 って語ったことがあった。 私が想像
母には三つ年上の兄・清 がいた。下に妹・よねがい た。昔から家に〝死なぬ子 三人〟と

をめぐらしてみるに、その 根源は次に語ることと何か 関わりがあるように思われ る。
よく言われるが、不幸にも この家の三人兄妹は二十代 で二名も早世している。二 十四歳で
兄を、妹は二十の若さで… 。
二十四歳で不治の病に冒 され、臨終の床に伏す兄の 耳もとで、妹よしゑは兄の 好きだっ

た文学作品を日毎読み継い であげたという。衰弱して ゆく末期の兄に、心では泣 いていた
だろうが努めて平静な様で 、時に感情移入も忘れず精 一杯、朗読してあげたとい う。身の
程なんか忘れ、ただただ文 学の楽しさ深さに浸る中、 文章の「作者」に自ずと同 化してし
まったのであろうか。当時 、貧しい農家の小娘がよく もあんな途方もない「夢」 を抱くよ
うになったものだと私は驚 く。少女時代こそ母が一番 大きな「夢」を抱き得た時 ！一番幸
貧乏農家の長男に生まれ 日夜働く中、病魔と闘う中 にも早稲田式通信講義録を 学んでい

せな時だったとも言えよう か……。
た兄。詩や短文も手帳に書 き残している。その兄の学 ぶ熱意に劣らぬ一面を私は 年老いて
小さくなった最晩年の母に 見い出すのである。
時節の移りゆき、四周の 自然、家族はじめ人の世の 様等に興味を抱き自分の歌 を詠み続
けた母。夜遅くまで推敲を 重ねてやっと古ノートに浄 書し床に就く、といった母 の姿を垣
間見ることもあった。米寿 を越え九十路にあってもな お文学創作を忘れぬ根性の 持ち主！
母の少女時代、
「作家に なりたい」という大きな「夢」が、その後も母の内で 呼びかけ続
けていたためであろうか… 。
大学で文学を専攻した私 。国語教師一代の私をもっ てしても、そう易々と侮り 難いほど
の文学修業者である。歌道 一筋、その精進の熱誠ぶり に私は一も二もなく頭が下 がる。平
凡な老母ではあるが、一面 、平凡とは対極の〝ひとか どの〟他人に負けぬ、それ はそれは
熱心な文学愛好者だと私の 眼には輝いて映る。
（合掌）

第五部
小 説

文芸

選

【総 評】

評
審査員 沼津工業高等専門学校名誉教授 鈴木邦彦

西郷輝彦が森繁久弥と映画を撮っていてある晩一緒に酒を飲んだ。西郷が「明日のセリフを
覚えるのでこれで失礼させていただきます」と言うと、森繁が言った。
「セリフなんか、撮影の
現場に行って、その役になり切れば自然と出てくるもんだ。覚えていかなくたっていい」
小説も同じで、作者が登場人物になり切れば、人物はひとりで歩き出すのだろう。
一方、作詞家の吉岡治は、
「大阪しぐれ」を書いて作詞のコツをつかんだという。吉岡は「大
阪しぐれ」には「酔ってあなたは曽根崎曽根崎あたり つくし足りない私が悪い」としか書い
ていない。この男と女に何があったのかさっぱりわからないが、それは読者の想像にゆだねた
のだろう。

大 重 晴 美

浜松市立中郡小学校

想像力を羽ばたかせて書き込み人物像を創りあげることと、反対に徹底的な省筆で人物像と

再会

心理を読者に想像させる技量が大切だろう。
優秀賞
七年前離婚した妻が連れて行った娘から電話がかかってきた。
「お父さん、お母さんが会いた
いって。お母さん乳ガンなの」離婚の原因は、主人公の夫が、娘の父親が自分ではないのでは

森 下 正 夫

退職互助部（志太）

これまでこの作者の、夫婦間の齟齬を三作読ませていただいたが、今回の作が一番いい。最

ないかと疑った一言からだった。取るものも取り敢えず妻の病室を訪ねる……。

鷹匠・申丸殿

後の妻の言葉が感動させる。
佳 作

宮 川 紀 惠

退職互助部（小笠）

家康の鷹匠、申丸の引退と、春日局の申丸への片思い。まとまってはいるが、物語の面白味を

カショクノテン

工夫してほしい。
佳 作

特攻くずれの真次が出戻りの資産家の跡取り娘友紀と、なにやかや言われながら結ばれる。

審査員 日本現代詩人会会員 池上耶素子

次々と出されるエピソードのひとつひとつは新鮮で魅力があるが、話の中心が浮かびあがるよ
うに書くといい。
詩
【総 評】
今年の応募作品は八編。現職二名、退職互助部六名であった。書くべき詩を各人が生活の中
に見つけ、表現した詩群であった。しかし、幾つかの作品に、作詩技法の域を超えて、誤字か、
脱字か、変換ミスかと立ち止まる一瞬があり、作品のうちにひと文字の持つ重要さと、推敲や

小 松

忠

退職互助部（小笠）

校正の大切さを改めて思った。人生を背負うそれぞれの詩世界には、甲乙を付けがたく悩んだ

希望

が、今年は以下の二編となった。
優秀賞

ある日、口の端に上った一字一句違わぬラジオ歌謡。それは不意に訪れた大きな喜び。／少
年であることがそのまま希望だった／日々や、／敗戦の日の空も少年には希望の夏雲だった／
という日々を運んでくる。しかし、現実は夕べに薬を飲み、南瓜におびんずるさまを重ねて、
健康を願う老いた自分なのだ。希望に輝いていた日々と現在の隔たりを静かに見つめ、まだ希

浦 島 浩 司

伊東市立南中学校

望はあると自負しても、せめてこの夜ひと夜の安らかな眠りをと願う落差が、老境を表して共

がんばりやさんにならないで

感を呼ぶ。
新人賞

あなたはいまのままのあなたで／あなたはそのままのあなたで／今生きているあなたが 私
は好きなんです／と繰り返しうたう。それは子守歌の調べのような軽やかなリズムを生み出す。

教育の現場に近年増え続けると報道される、心痛む人への応援歌だろうか。他者に寄り添い繰

審査員 静岡県伊豆文学フェスティバル委員 中尾 勇

り返しながら、詩人もまた自己のうちに語りかけて、慰められているのかも知れない。
童話・童謡
【総 評】
熱心さに富みよく調べた作品揃いで、味わい色別する審査の私の心ははずんだ。県下の教職

たぬきのとんこ

松 本 清 治

退職互助部（志太）

員の筆のさえに心嬉しいものがあった。精進をして欲しい。ひたむきに努力しよう。
優秀賞
味わい深い筆致で話を進めている。村の守護神のくすの木の主のたぬきのとんこが村人と仲
よくなったり、暴れん坊の小学生の平太君の勉強の手助けをしたりして、平太君の成長を援助

ヤギのメエ子は人気者

大 重 貴 子

浜松市立新津小学校

する。小動物と人間の交流の心あたたまる物語、素朴な進め方が楽しい。
佳 作
小さな動物園のヤギさんが学校に飼われる事となる。このヤギと学校の子ども達との交流が

風に のせて

服 部 静 子

退職互助部（三島）

楽しく始まる。人間の子どもととけあうヤギさん。それらがとてもいとおしい。
佳 作
闘病生活に入った作者は、風などの囁き、香りそして風そのものの動きを感じるようになる。

白いハッパ

長 崎 良 夫

総合教育センター

それらの自然の動きがリズミカルにとらえられていて、とても爽やかである。
佳 作

お話上手な校長先生の朝礼の話に魅せられるメグちゃんと心の交流があり、静謐に話が進め

渡 邊 忠 榮

退職互助部（沼津）

られ、ほのぼのとした楽しい話であり、メグちゃんの生活に心のぬくもりがある。
福の神と貧乏神

中 村

肇

退職互助部（榛原）

福の神と貧乏神の役どころが人間の生き方によって逆転する着想が面白く、のびのびとアイ
ロニー富む展開がはずみ楽しい。
福一万神社の大シイノキ

福一万神社の椎の実で飢えをしのいだ福寿丸が母の死に会い、心やさしい村人の助けで修行

榎 本 政 夫

退職互助部（田方）

の道に入りすぐれた僧となる。ひきしまった昔話であり、内容のこい作品である。
空へ

退職互助部（駿東）

たかし君が父と妹と軌道電車にのる。水族館に遊び、父の恩師に会うさわやかな話の展開と

嶋 田 美津江

なる。跳ね橋の線路を堪能する父と子の心がいとおしく描かれている。
緑ふくろうと桧ばあちゃん

林の木々が切られる。森の中の小動物達は気持ちをよせあって桧の木のおばあさんと緑ふく

審査員 社団法人静岡県出版文化会 清水 猶

ろうを中心にして山を守る。かなり真面目な筆づかいの作品で魅了される童話である。
評論・書評
【総 評】

鳥 居

憲

退職互助部（小笠）

応募は、四作品。
（昨年の二倍）四作品とも、文字を表現媒体に、深く鋭く論述されており、

広津和郎の散文精神

しかも、テーマ性が明確で、読みごたえのある作品であった。
優秀賞

本評論のモチーフは何であったのか。
見かけだけ甘美な平成の社会に、日々不安と焦燥感に駆られている筆者が、広津和郎の散文
精神に大きな期待と共感を覚えたからではないだろうか。

広津の文筆活動の中枢は「生活のすぐ横にある散文で理知的に表現する」ことであった。そ
の中でも特筆すべきは、幼少期に身に付けた「明敏さ」である。その「明敏さ」は後に、松川
事件を徹底的に調べ抜き、無罪判決を勝ち取った原動力になった。
また、彼は書物からチェーホフを敬愛する作家志賀直哉を論ずることにより、
「散文精神」を
追究している。自身も人並みの苦労をしていたけれども、理想に振り回されることなく、人間

孝

退職互助部（清庵）

筆者は、自らの生き方に広津和郎の「散文精神」を重ね合わせている。その証拠に、論評の

社会の現実を冷静に眺めていた。

勝 亦

末尾で『広津和郎の散文精神の勝利』と述べている。
脳内汚染

最近は、これまでないほどの「脳ブーム」である。この中で特筆すべきは、
「脳内汚染」
（岡

佳 作
田尊司著）である。奇しくも筆者はまったく同題で本評論を綴っている。岡田氏が、専門的見
地から警鐘を鳴らしているのに対して、筆者は孫の動静をベースに、身近な話題を選材し論を
進めている。その上で、メディアづけの状態に陥っている様々な事例にふれ、蝕まれている子
どもと教育界に警鐘を鳴らしている。とりわけ、論述の妙は、話題作のよさを論じながら、こ
れまでに自分自身が見聞きしたことと結びつけているところである。
現実の危機（脳内汚染）に目を覆うことなく、こうした危機から一時でも早く子どもたちを
救うことこそ、課題解決の早道であるとも論述している。

審査員 社団法人静岡県出版文化会 清水 猶

子どもを中心にした教育界全体の危機を案じているたいへん貴重な先輩のひと言である。
随 想
【総 評】
年々作品の質が向上している。本年度の十二作品の特徴の一つは、読み手を意識した段落構
成の工夫が顕著なことである。

服 部 政 義

退職互助部（浜松）

すべての作品に共通して言えることは、現代の若者にとって「人生の道標」になりうる価値
ある内容の作品であることである。
今も浮かぶ想い出の記録

長い間修練を積んだ短歌を、我が人生の軌跡に重ね、六十余年にわたり見事なまでに想い出

優秀賞
の記録を綴ったものである。

予科練志願のときをスタートに、その後職業選択を視野にいれた大学受験、晴れて教員採用、
そしてたゆまぬ教育実践、退職後の地域貢献等々現在の幸せな第二の人生に至るまでの道程に
は、いつも両親の教えが存在している。そのことが、筆者の人生観・倫理観の原点である。人
生の分岐点で詠んだそれぞれの歌＝二十七首は、実に両親の教えと我が心情が他に類を見ない
ほどのハーモニーを醸し出している、秀逸である。
本随想の真骨頂は、教師の道を邁進する筆者と両親の教えがぴったり二人三脚、揺るぎない

忠

退職互助部（小笠）

「今も浮かぶ想い出の記録」は、筆者のみの人生訓に留めることなく、心の喪失が危惧され

教師観と指導観を詠んでいるところだ。

小 松

る現代社会に投げかけたいと思うほどの見事な作品である。
紅葉

筆者がかかわった人・もの・出来事の複雑かつ微妙な移ろいを、木の葉の色づきや変化（紅

佳 作

葉）に重ね合わせた随筆ととらえた。
筆者をはじめ、兄や姉・妹たちの心が、それぞれの場面においてあたかも木の葉が色づくよ
うに異なりを示すのである。
心が揺れる最中、
「ただす（忠）大丈夫か」の母のひと言は（実際には、長姉の声）
、この随
想の潤滑油にもなっている。
昨年度の筆者の随想も見事な筆致であったが、本年度のものは、さらに読み手を身近に引き
寄せた感がする。

〝落書き〟

美でもなく 学もなければ 富もなし

佳 作
豊かに持とう 気持ちだけでも

髙 栁 幸 夫

退職互助部（浜名）

この句は、筆者の母親の辞世の一句である。筆者は、この一句を葬儀のあいさつの中で読ん
だと言う。筆者は、随想の中で母親の姿を、米寿を越え九十路にあってもなお文学創作を忘れ
ぬ根性の持ち主！と畏敬の念をもってとらえている。また、筆者は、色あせた数冊のノートに
書き記された詩や短歌を通して、母親と会話している。
幼き日 柱に残る 落書きも もはや
息子も 五十路を越せり
慈愛に満ちた母親の心情を、筆者も体全体で受け止めている。だからこそ、本随想のテーマ

秋山 尚子

審査員 静岡県歌人協会会員・
「あるご短歌会」同人 草間 健

（落書き）になりえたと考えたい。
短 歌
優秀賞 日本海の波の秀わたる風にのり胡弓しのび音坂多き町
闇を突き切っ先のごと指反り白き腕のほ明かりに浮く
過酷な風土を背景に、忍びやかな調べを聴き澄ます作者の心情が如実に描写された作品。

菅野 裕子

「ほ明かり」の中に揺るぎない舞い手の所作が的確に捉えられ、墨絵風に鮮明である。
新人賞 虹のごと辺り漂ふハーモニー平和祈りつ〈大地讃頌〉
パート練習日々重ねきし旋律のわれのタクトにいま流れつつ
生徒の美しく調和のとれた和声に、平和を希求する真情を感得した作品である。
森下志ずゑ

長い時間を経て、各パートの旋律は完成し、タクトの下で統合し音楽誕生の喜びが横溢。
佳 作 南海に果てたる吾子の機影追い永遠に立ち盡す軍國の母

鈴木未知代

国難に殉じたわが子を偲ぶ母の偶像、
「軍國の母」と呼ばしめた体制への悲傷の作品。
佳 作 出会ふたび自転車のベルならし来し君想ひつつ登る坂道

佐藤佐和子

亡きご夫君を追慕し、優しく明朗な人物像を克明に描写し、清純な心情を吐露した作品。
佳 作 サクリッと白菜を裂き昆布散らす漬物樽に母の香をきく

竹中 陽子

審査員 「逢」主宰 熊谷愛子

ご母堂様の教え給いし味を追究しようとする真摯な気迫のこもった作品である。
俳 句
優秀賞 かあさんと手作り弁当木の実降る
茶の花の台地を抜けて登校す
腕白の一団去りて冬の蝶

小澤 勝正

手作り弁当を母と大事に作った手ざわりの尊さ、おいしさ。茶の花の白もワンパクさん達も
生々として明るい作です。
新人賞 雷の劈く竹の青さかな
夏の風宮沢賢治の詩読む子ら
夏潮を感ずる白き足の裏

伴

周子

岡村 福彦

雷・風・夏潮、大自然の中に生かされ生きている子供や大人の日常が力強く詠出されていて
快い句です。新人賞おめでとう。のびやかさを大切にして下さい。
佳 作 包む掌撥剌として山椒の芽
水団を定食となし終戦忌
佳 作 春惜しむ仏は時をとどめたり
指一本イルカ宙舞う冬満月

写実的というより幻想的な作風であるが、力強く迫るものを持つ。山椒の芽の匂うてのひら
の新鮮さと終戦忌のすいとん（岡村氏）
、仏・イルカの動的な存在感とイルカの芸の見事さ（伴
共に句世界に張りがあり緊まっている諸句は魅力がある。

氏）
。

鰯雲少年に在り秘密基地（八木濱子）
雪見たくバスに揺られて一人旅（黒柳康子）

餅つきや九十才の母世話をやく（田中哲也）
黒米の餅を炙りつ鍬始（山田泰造）
芭蕉忌や庭に端座の鬼瓦（袴田毬子）
茸狩りや背の子も背負う竹の籠（遠藤昭三）
茶刈機の轟音の風香り来し（成瀨明子）
万象へ魔法の衣大夕焼（竹本タカ）
今年藁左義長用に干しにけり（石田博人）
無言館乾かぬ絵の具夕紅葉（西ヶ谷昌彦）
菖蒲湯や九九の暗誦すらすらと（上村士守江）
病棟のあちこちに声今日の月（髙杉光昭）
嫁ぎ行く娘漬けたる秋茄子（松本治雄）
花火師の手妻名曲空に咲く（土屋八重乃）
黒板を拭くとき寂し夜学教師（川嶋安起夫）
病棟の名月の様子（髙杉さん）
、娘の婚前の秋茄子漬（松本さん）
、夜学校の終わる夜半の淋
大勢の方々が出句してくださり、嬉しく選句させていただきました。句に触れることと皆様

しさ（川嶋さん）見事。
と話し合えたこと、とてもしあわせをいただきました。

