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成人式は町の公会堂で行われた。

伊 藤

昭 一

退職互助部（浜松）

敦子の母はしきりに和服にすることを勧めたが、洋服にした。そうすることに敦子自身
説明のつかない思いはあったが・・・・・
中学校がいっしょだった女子の同窓生のほとんどが和服だった。
―アッコ、久し振り、何年振りだろう・・・四年、それとも五年か・・・・
―そうね、五年になるかなあ・・・・
敦子が高校一年の半ば、この町から突然消えてしまった経緯を知っている者も知らない
同窓生もいるに違いない。
知っている者にしても、曖昧な噂話から敦子を追及しないのは、昔馴染みの思いやりだ
海の近いこの小さな町には、小学校がひとつ、中学校がひとつだけだったから、同窓生

ろうな、と敦子は思った。
の殆どは九年間もいっしょに学校に通った遊び仲間でもあったから、お互いにどんなこと
でも知っている筈だと思っている。
式が終って公会堂から中学校までゾロゾロ歩いた。成人式のいわば二次会を母校の中学
魚の匂いの混じった風である。港には見慣れた漁船が繋がれ、それぞれが幟をたててい

校でやろうという計画があったのだ。一キロばかりの道のりである。
る。正月はいつもこんなふうに色とりどりの幟をたてるのである。波がひたひたと船べり

乗用車の男子の同窓生が声を掛けたが、手を振るだけで誰も乗らなかった。

を叩いている。懐かしい道である。以前とちっとも変わっていない。
―乗っていかねえか・・・

高校一年の一学期が終ろうとする頃だ。
終了式の準備が終って教室にもどった敦子は、少し頭痛がするので、ひとり保健室に向
かった。ひとりで保健室に行くのは初めてと言っていい。
―頭痛がするんですが・・
―体温を測ってごらん。
養護教諭に渡された体温計を脇にして、ベッドの傍らの椅子に腰掛けた。
養護教諭は眼鏡越しに敦子に尋ねた。

―あなた、杉浦敦子さんね。
―ええ、そうですけど・・・
養護教諭が敦子の名をどうして知っているのか不思議な気がした。度々保健室に来てい
る生徒は名前を覚えているだろうが、敦子がここへ来るのは月に一回だけの身体測定の時
だけだ。それもクラスの女子だけだし、千名近くもいる生徒の名前を知るのは、よほど熱
心な養護教諭なのか、それとも何か別な理由があってのことか・・・・敦子ははかりかね
た。
―はい、見せて。
教諭は体温計を見てから
―熱はないわね。終業式の準備で疲れたのよ。きっそそうよ。
そう言って体温計を振ってからガラスの器具棚にしまった。
―ありがとうございました。
敦子がドアを開けて出ようとすると、教諭が近づいてきて
―あなたは今のお父さんとお母さんの養女なのね。
―ええ、そうですけど・・・
教諭がなぜそんなことを知っているのか、知っているとしても、学級担任の先生ならい
ざ知らず養護の先生がそんなことまで聞くのか、敦子は不審に思った。
（確かに養女ですけど、戸籍上はまだそうなったわけではありません）という言葉は飲み

敦子の杉浦の姓は養父母の姓であり、戸籍上はまだそうなっているわけではない。

込んだ。
―あなたの本当のお父さんやお母さんと会ったことはあるの。
―いいえ・・・
―会いたいとは思わない・・・
敦子は養護教諭の問いかけのなかに、かすかな興味本位の響きを感じて返事をしなかっ
た。
敦子自身、生みの親については何も知らない。
正式な養子縁組はしてなくても、敦子は現在の父や母を、お父さん、お母さんと呼んで
いることに何の違和感も持ってはいなかった、と言っていい。
（あなたの本当のお父さんお母さんは、いろんな事情であなたと一緒に暮せないので、私
たちをお父さんお母さんと思っていいのよ）
と聞かされたのは、敦子が小学校へ入学することになった時だ。
それまで敦子は「三河学園」という児童福祉施設にいて、時々この杉浦の家へやってき
ていた。時々、と言うのは、夏休みとか冬休みの何週間か、年末年始などであった。
敦子はこの施設に物心も付かない幼児のころからいたので、初めはひとつの家に両親や
きょうだいなどの家族で暮らす、ということは想像もつかないことであった。
保健室から敦子が出ようとした時
と養護教諭が聞くので、

―あなたの肩の辺りに青痣があるけど、どうしたの・・・
―ええ、昨日お母さんに叩かれたの、あんまりお手伝いをしないからって・・・
敦子は教諭とは顔を合わせず答えた。
叩かれたことは事実だったが、まさか青痣になっているとは思わなかった。
小学校に入学するとき、真新しいランドセルに教科書やノート、筆入れやクレヨンを入
れて入学式に行ったことは敦子にとっては既に遠い記憶になっていた。
父も母も、正式に言えば養父、養母だが、敦子にとってはすべてを託すことの出来る保
護者であり、その家は幼い敦子にとって安心できる場所であった。あの学園にいた頃の、
いつもビクビクしていた暮らしは敦子にとってもっともっと遠い記憶になっていた。
一本一本の鉛筆にも小さな鋏や消しゴムにも「あつこ」という名をつけてくれた母だっ
た。
子どものいない夫婦が、養女とともにひとつ屋根の下に暮していくには、どんな気持で
いたらいいか、どこまで厳しく躾けなければいけないか、きっと悩んだに違いない。敦子
にはそんなことを想像することは出来なかった。
小学生から中学生になっても、母に叩かれたり抓られたりしたことはいくらもあったが、

あれは敦子が小学校の二年生の頃だっただろうか。母といっしょに買い物に出かけたこ

敦子もそのことにいつまでも拘泥することはなかった。漁師町の人はどこか荒っぽいとこ
ろはあった。
とがあった。その帰り道、遠回りして港の近くまで行った。港には長い突堤が海に築かれ
ていて、打ち寄せる波に飛沫をあげていた。その向こうの水平線に大きな夕陽が沈みかけ
ていた。
―まあ、きれい・・・ね、アッコ。
と母は感動の声をあげて敦子に同意を求めるように敦子の顔を覗いた。
その日の夕食が終って敦子は部屋に戻っていたが、連絡帳を渡すためにもう一度居間に
来ると、母が父に話しているのが聞こえた。
―アッコはね、夕陽の美しさにちっとも感激しないのよ、変ねえ。
父は何も言わなかった。
敦子は立ち聞きした後ろめたさから、そのまま部屋に戻った。
叩かれたり抓られたりすることより、夕陽の美しさに感動しないことを言われたことが
何故か敦子の心にいつまでも残った。

保健室から教室に戻って帰り仕度をしていると、教頭先生と生徒指導の先生が、見知ら
ぬネクタイを締めた男の人と三人で敦子に近づいてきた。
―敦子さん、今日はね家に帰らないでこの人といっしょに児童相談所という所へ行っても
らいます。おうちへは連絡してありますからね。
教室にはまだ四五人の生徒が残っていたが、彼らにも気づかれない、あっという間の出
来事であった。
車に乗せられた。
敦子の記憶はそこからは今までとまるで違う世界の出来事になるのである。
随分遠い所へ来た、というのが敦子の実感であった。敦子のまるで知らない町の、新し
い住宅団地らしい中の一軒の家に着いた。
―敦子さん、暫くこのお宅のおじさんとおばさんのお世話になってくださいね。
学校に来たネクタイを締めた男の人が言った。
―どうして・・・私はここに連れて来られたのですか・・・・父や母は・・・
敦子のどんな質問にも一切答えることはなかった。
敦子の父や母よりずっと老けた感じの「おじさん」と「おばさん」は、穏かな表情で言
った。
―あなたはね、少し心の病気があって、暫くは私たちのこの家で休んでもらうのです。あ
なたのお父さんやお母さんも承知していらっしゃいますから安心してください。
としか言わない。
敦子の不可解としか言いようのない暮しが始まった。
おじさんもおばさんも優しかった。何くれとなく世話をやくというのでもなく、敦子が
好きなようにさせてくれた。
読みたい本はないか、好きな食べ物は、見たいテレビは、などと聞いては敦子の希望を
満たしてくれた。
ただ、外出や敦子の父や母への連絡は（児童相談所の決まりでね）と許されなかった。
定期的に精神科の病院へ行って診察を受けることになっていることも知らされた。
（わたしは本当に精神が疲れているのだろうか、精神の病いなのだろうか）敦子には理解
出来なかった。思い当たることも全く無かった。
一週間が過ぎた。
―学校に行かなくてもいいんですか。
敦子はおじさんとおばさんに尋ねた。
―あなたの病気が治るまでは学校に行かなくてもいいの。それに、学校はもう夏休みに入
っているしね。
まるで不可解な今の状態も、こうしていれば、やがてまた元の暮しに戻ることが出来る
のだろう。そんな期待もあった。ふと、
「三河学園」の暮しの記憶が浮んだ。あそこでは結
局自由というものが何もなかった。何かを期待する自由があったとしても、期待そのもの
がなかったらどうしようもない。
今の私は、あの頃と同じようなものだ、敦子は思った。
本を読んだりテレビを見たりして過すしかなかった。おじさんかおばさんが一緒なら外
出も許された。敦子が今まで見たことのない町並みであり、ほとんど似たような家が建ち
並ぶ団地であった。電信柱に町の名前があったが、知らないものばかりであった。敦子の
家からかなり離れた街であることが知れた。
父や母のことを思った。敦子がこんな状態であることをどのくらい知っているのだろう
か。学校や友だちのことも想像した。夏休みであっても部活や水泳大会もあるはずだ。
あの日、保健室から教室に戻ってすぐ、教頭先生と生徒指導の先生、それに児童相談所
から来たというネクタイを締めた男性に、いきなり「連れ去られた」瞬間のことを思い出
そうとしても、実はあまりよく分からないところもある。

予想もしなかったことに遭遇すると、人はみなこんなふうに記憶の細部が途絶えてしま
うものなのだろうか。
あの日の次の日、一学期の終了式に敦子のいないことを担任の先生から、一年二組のみ
んなはどう聞かされ、それについてどう思っているだろう。
何よりも敦子の父や母から何の連絡もないのはどうしてだろう。児童相談所に入所する
ことになった経緯を学校や相談所から説明されたであろうが、それですべて納得したとは
どうしても思えない。
一ヵ月が過ぎた。
敦子は夕食が終って部屋に戻り、夕闇が迫った頃、足音を忍ばせて外へ出た。玄関の鍵
は掛けられていたが静かに外した。
突然の決意だった。
（家に帰ろう）
ひたすら西に向かって歩いた。おおよその見当であった。出来るだけ細い道を選んで歩
以前、敦子が三河学園にいた頃、
（優しかったおばあちゃんの所へ行こうとして）ひとり

いた。
学園を逃げ出した三年生の男の子がいた。夜更けの道をその子は国道を西に向かって歩い
た。その男の子のことを敦子は思い出していた。
男の子は長距離運転のトラックの運転手に発見され施設に連絡して戻された。
私もあの子と同じだ。
間もなく八月が終り、二学期が始まる。風がひんやりして、月が輝いていたが敦子は気
づかないように歩き続けた。
遠くに列車が走っていくのが見えた。敦子の歩いている道は、この大きな台地の一画で
あることが判る。あの列車の走る東海道線のどこかの駅まで行くか、平行して走る国道一
号線を目ざして行けば家に帰ることが出来るのだ。
二時間以上は休みなく歩いた。
おじさんのこともおばさんのことも考えなかった。街の灯が何となく明るくなってきて
いた。駅まで行けば、国道まで行けば、あとは何とかなる、と敦子は考えていた。
駅に着いたら駅員さんに言おう、お金がないことを。敦子の家に近い駅までの切符が買
えるお金を借りよう。
駅が見えた。あまり人影はない。
―敦子さん
児童相談所のあのネクタイを締めた男の人がどこからともなく現れた。今はネクタイは
なく半袖シャツから逞しい腕が伸び、敦子の背中を押さえた。するともう一方からも背の
高い青年の腕が伸びて敦子の肩を抑えた。強くもなく弱くもない力で。
―決まりなんでね。敦子さんは今は家に帰ることができないんだよ。

背の高い青年が言った。ひとりは運転、ひとりは敦子の脇に座って車は発進した。

―どうしてなんですか。どうして私は父や母のところに帰ってはいけないんですか。
―その理由は私には答えられないのだよ。
駅前通りのやや賑やかな通りを過ぎて、敦子がここまで歩いて来た道とは違って、車の
通りの激しい道を走った。男たちはひと言も口をきかなかった。
三十分近く走って見覚えのある「おじさんとおばさんの家」のある団地に入った。
おじさんもおばさんもなんにも言わずに敦子を迎えた。
車の男たちも
―じゃ・・・
と言ったきり帰って行った。
敦子は、おじさんとおばさんに
―どうも・・・・
と小さく言ったが、ふたりは聞こえなかったようだ。
おばさんが出してくれた冷たい麦茶がおいしかった。かなり長い時間を歩いた疲れが敦
子を襲った。

敦子は深く眠り明け方に夢を見た。
それは何回もこの家からの脱出を図った末、とうとう成功して父や母のいる家に戻るこ
とが出来た夢であった。しかし、父や母はひと言も口をきかず、敦子が戻ったことを少し
も喜んではいないのである。敦子は落胆しそのまま「おじさんとおばさんの家」に戻った
のである。
目が覚めて夢の中の出来事を反芻して敦子は深い孤独感を味わわねばならなかった。
このことがあってから敦子は日記をつけるようにした。単調と言えばいえるこの「おじ
さんとおばさんの家」の生活に飲み込まれ慣れてしまったら、自分が自分でなくなってし
まうような気がしたからである。
そうかと言って日々の暮しは、多くは何事も起こらない単調なものであったから、あの
終了式の前日、突然ここに連れて来られたことから書くことになってしまう。予想もつか
ない異常な出来事はかえってその記憶が曖昧になってしまうことに敦子は気づいた。
敦子の気懸かりは、何と言っても父や母のことである。
父や母が健康で暮しているか、父の高血圧が心配であった。そんな父母が、私がこんな
状態になっていることをどこまで解っているだろうか。ある程度は解っているにしても、
学校や児童相談所とどんな話し合いをしているのか。また、親戚や近所の人たちに私のこ
とをどのように話し、説明をしているのか。私を養女にしたことを親戚の中には今も反対
また、学校はどういう状態になっているだろうか。停学とか休学になっているのだろう

している人がいることを私は知っている。
か。若しかして退学になってしまったのだろうか。まだ学校に置いてある上履きや部活の
ユニホーム、それに図書館で借りた本が三冊などはどうなっているのだろう。
私は精神の病ということになっているが、それはどういう病名であるのか、十月の診察
で、私は思い切ってお医者さんに聞いてみた。すると先生は、暫く考えてから言い難そう
に「あえて言えば統合失調症の初期の段階と言ったらいいかな。まあ、心の安定がやや揺
れている、と言ったらいいかな」と私から視線を逸らせて言った。
私自身はそういう自覚症状みたいなものは全くないのに・・・・・
その年が暮れようとしていた。
敦子は最初の家出（と言っていいかどうか）に失敗してから、同じような試みをしたが、
東海道線の駅に向かうことをやめ、バスを利用することを考えたが、バス路線がわから

二回とも失敗した。
ず、電車の駅に行くことにしたが、やはり乗り換え駅で発見された。
その次は国道を走る車に乗せてもらおうとしたが、一台も止まってはくれなかった。
最初の時と同じように児童相談所の人に連れ戻されたが、叱られはしなかった。
新しい年になった。
新しい年になる直前に、敦子は「おじさんとおばさん」の家から別の「おじさんとおば
さん」の家に変った。この人たちももの静かで穏やかな「おじさんとおばさん」だった。
その家は方角から言えば今までよりずっと北の方で、山々がすぐそこに迫っている感じの
田舎だった。敦子の父や母のいる海に近い所とは違っていた。
「あの家」にいた半年の間に三回も脱出を試みたことで、こんなに遠い家に移されたの
かも知れない、と敦子は思った。
そこでの敦子の暮しは変らなかった。
児童相談所の職員の運転する車で、毎月一回精神科の病院に通い、「おじさんとおばさん」
のどちらかと散歩をする習慣も変らなかった。
「おばさん」が借りてくる移動図書館から何
冊かの本を読むのが敦子の日課であった。移動図書館は月に二回回ってくるが、その図書
目録の中に「格子なき牢獄」というのがあったが、敦子の生活はちょうどそれと同じだと
ふと思ったが、その本を借りることはしなかった。

敦子があのまま高校に通っていれば、やがて二年生になり三年生になって卒業するはず
であった。
慣れるということは不思議なことである。理不尽とも言える生活を繰り返していても、
次第にそれに慣れてしまうのである。理不尽さそのものが失われるわけではないのに。
慣れることは怖ろしいことである。
敦子はそんな生活に耐えられなくなってしまってはいない。慣れてしまったのでもない。
諦め、というようなこととも違うような気もする。
敦子には、多分そんなふうに自分の気持を分析するには余りに若すぎたのかも知れない。
たとえ血のつながらない父や母であっても、敦子を憎むことはあり得ないと信じている
ことが敦子の支えであったのだろう。
今お世話になっている「おじさんとおばさん」も以前の「おじさんとおばさん」も、い
ずれも「里親の会」に属する人たちであることを敦子は知った。もしそうであれば、敦子
の父母もその会にいたのであるから、敦子のことを何かのかたちで伝えてくれているかも
知れない、と敦子は考えた。
敦子はその後「おじさんとおばさんの家」を脱出することなく十八歳になった。
ある日、児童相談所の職員がやってきて言った。
―今までのように里親の「おじさんとおばさんの家」にこのまま預けられる生活は、制度
上不可能になりました。
あなたが突然こういうかたちで二年半もお父さんやお母さんと離れて暮さざるを得なか
ったのは、あなたにとって大変不本意で不可解なことであったでしょうが、それこそ決ま
りに従ったことであって、私たちとしても大変辛いことでした。
あなたの学校から、あなたが児童虐待を受けている疑いがあるという知らせにもとづい
て、私たち児童相談所があなたを保護せざるを得ませんでした。学校としても、児童相談
所としても制度に従ったということで、感情的には納得がいかないとも思いますが、どう
たしかに、虐待の事実かあったかどうかについて詳しく調査をしなければならないとい

かご理解下さい。
う考えもありますが、実際に虐待があったとした場合、詳しい調査はかえって真実を見失
うというまあ現実的な考えが基本的にあったのです。
十八歳になったあなたは、これからはあなたの意思で生活を切り開いて行かれることを
願っています。
児童相談所の職員は殆ど表情も変えずに話した。その人はあの終了式の前日、敦子を連
れ去った人ではなかった。
―じゃ、私はこれからどうすればいいんですか。
―すぐにご両親の許へ、というわけにはいかないのです。これも制度上のことですが・・・
―では、いつになったら私は本当に自由になるのですか。
―満二十歳、つまり成人になってからです。
―私は十八歳、成人までの二年間はどうなるのですか。
―私たちの方で考えさせていただきます。
―保護観察ということですか。
―まあ、そういう言葉はありませんが、同じ意味に取っていただいても結構です。
―両親との連絡は許されるのですか。
―ええ、制度そのものが近く変る事もあって、この年度が終れば結構です。
職員はそう言ってから
―実はあなたのご両親からあなた宛に送られて来た郵便物がここにあります。
まだ制度が変ってはいませんが、私のいわば独断であなたにこれをお渡しします。
長い間辛い思いをさせて申し訳ありませんでした。

敦子はその夜遅くまで父や母からの手紙を読んだ。それは二年半に及ぶいわば空白の時
間を埋めるには十分なものであった。
突然学校から児童相談所へ連れていかれた後、実にさまざまな方面に敦子の所在を確か
めたことが解った。
しかし、そのすべてが何の結果ももたらすことはなかったが・・・・・
とあった。

敦子宛の手紙にはどれも「学校だけは何としても行けるように・・・・」
敦子は涙に霞んだ眼で、五十通余りの手紙を読んだ。
父や母の暖かな温みをそこに感じた。
敦子は「おじさんとおばさんの家」を離れて、ずっと不登校だった子や少年院で過して
きた子、保護者が塀の中にいる子などが共に暮らす「友愛牧場」で過した。
およそ四十人はいた。
何頭もの乳牛を飼い、新鮮な牛乳を販売するグループのほか、山羊や鶏、兎などの飼育
をする班もある。もっぱら花の栽培をする者もいた。敦子は鶏や兎の飼育の班に入った。
ヒロシという乳牛の世話をする少年と仲よくなった。
―俺な、アッコが汗びっしょりになって鶏小屋の掃除してるのを見て感心しちゃったぜ、
なかにゃサボる事しか考えん奴もいるのにさ。
―へえ、見てたの
―ああ俺ね、乳牛の世話してんだ。少年院にいた頃は、こんなに熱心に作業しなかったが
なあ・・
ここにいる連中だって、表面は「いい子」ぶってる奴もいるけど、ひと皮めくれば他人
には言えない恨みつらみを持ってるんだぜ。
この牧場だっていつまでもいられるわけじゃない。ここを出てどっかに就職するにして
も、限られた仕事しかないしさ・・・
お先真っ暗。でも、アッコはあんなふうに汗びっしょりでさ、俺、感心したっていうかす
っきりしたぜ・・・
母に手紙を書いた。牧場のこと、ヒロシのこと、そして二十歳になったら家に帰りたい、
そして成人式はどうしてもそこでやりたい、と。
友愛牧場を去る日、みんなで敦子のために送別会を開いてくれた。指導の先生も加わっ
てくれた。
それまでの月日を思って敦子は涙が止まらなかった。
―アッコ泣くんじゃねえ。この先どっかで遭えるかも知れねえからさ。
―そうね、ヒロシ、手紙書くからね。
―俺、手紙が来たって返事書かねえぞ。だって俺字が書けねえからさ。
卒業した中学校での成人式二次会も終って帰ると、ふた組の「おじさんとおばさん」か
ら手紙が来ていた。
友愛牧場を去って父母の許へ帰ったことは既に知らせてあった。
―敦子さん、成人おめでとう。あなたのお手紙にもあったように、成人式に出席すること
でご両親の許へ帰ることがいちばんいい選択だったんだね。あなただって自分の意思でご
両親の許を離れたわけじゃないけれど、五年という歳月は「帰る」という言葉にためらい
があるんですね。ご両親も「帰っておいで」の言葉が言えなくて、あなたからの言葉を待
っていたんですよ。
あなたにとって、この五年近くの歳月は大きな大きなそして長いまわり道であったかも
知れないけれど、そんなまわり道をして失ったものもあるけれど、得たものも大きいもの
だと思いますよ。何の失敗や躓きもなく過したことに比べれば、あなたは得がたいものを

経験したと思います。
敦子はこの五年間に失ったものを取り戻すべく、働きながら定時制高校に行くことを決
めた。それは父や母の願いであり、おじさんやおばさんの思いではなかったろうか。
おじさんとおばさんへ
この四月から私は定時制高校に行っています。昼間は近くに出来た老人福祉施設で働い
ています。時給八百円です。主に入所者の入浴のお手伝いです。週四日働きますが、午後
五時までに登校しなければならないので施設の仕事を四時に終り、ＪＲ四時十三分乗車、
四時三十五分着、バスで学校へは四時五十分には着きます。五時五十分から授業が始まり
ますから、その前に給食をいただきます。六時三十五分までが第一時限、五分の休憩のあ
と二時限、三時限、四時限と続き、終了が九時五分ですから、かなりハードな時間割です。
帰りも同じようにバスと電車を乗り継いで帰宅が十時です。
クラスは二十名、男女半々というところです。年齢も十代と二十代がやはり半々でしょ
うか。
私はこの手紙を三時限目の自習時間に書いています。クラスのみんなは机にうつ伏して
眠っています。
そうそう、驚いたことに、あの友愛牧場でいっしょだったヒロシも同じクラスにいるん
です。彼は私の恋人、そうでなければ伴走者を自認してます。ラブレターを書けないとい
けないから、というのが入学の動機だと言っています。
おじさんがおっしゃっていたように、私のこの五年間は、大きな「まわり道」だったと
考えるようにしています。
さようなら
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祐馬、奔走す
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大 重 晴
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時刻は七つ（午後四時）を過ぎていたが、夏の暑熱はまだ辺りに残り、道は白く乾いて
いた。その往来を、十七、八の若者が五人ほど連れだって歩いてくる。道場から帰るとこ

ないぜん

ろなのだが、いずれも五十石取りの中級武士の子息なので、向かう先は同じ方角だった。
おぶち

小渕祐馬は、その時初めて、村上内膳に関する妙な話を聞いた。それは、内膳が一人息
子竜之介の嫁取りのために、なりふり構わず動いているという噂であった。
「呆れたことに、村上様は、藩の重臣という立場を利用して、年頃の娘のいる家にむやみ
に相談を掛けているのだそうだ」
さえき

憤慨したように、太い眉を上げてそう言い出したのは、佐伯真之介だった。大柄で、他
の四人よりも頭一つ抜きん出ている。
そう え も ん

それを聞いて、渡辺宋衛門が頷いた。
「その話は、おれも聞いた。相手が村上様だけに、無下に断るわけにもいかないが、でき
すると、山野総太が分別顔で言葉を挟んだ。

れば知らないふりをしていたい。それが、親としての本心だろうな」
「だから、余計に息子の嫁取りに不安を感じて、内膳様は動き回る、というわけだ」
「だが、あの人のことを承知で、嫁に行く覚悟を決める娘がいると思うか」
ゆううつ

妹のいる青木重郎が憂鬱そうな表情で、同意を求めるように仲間の顔を見回した。
「ほお。重郎、そんなに妹のことが心配か」

ゆ

総太の面には不謹慎な笑いが浮かんでいた。深刻そうな表情を作っても、重郎の妹はま
や

だ八歳なのだ。そのことを揶揄している。
祐馬以外は、前々から多少なりとも内膳の噂を知っていたらしく、彼は取り残されたよ
うな気がした。ただし、話題に上っている竜之介については知識があった。
（だいたい）と、祐馬は思うのである。
（竜之介様の品行について、これまで悪い話しか聞いたことがないではないか…）
かんしゃく

村上竜之介は祐馬たちより五歳年長だが、無類の 癇 癪 持ちで、屋敷に上がった女中や小
者が彼のために何人も暇をもらったという。事は屋敷の外でも同じで、竜之介に些細なこ

ぼんやりと思案していた祐馬の傍らで、
真之介は、四人が更に驚くようなことを告げた。

とで喧嘩を吹っ掛けられた者は十人ではきかない。内膳の息子という事情を恐れて、誰も
まともに立ち向かうことができないのだ。
「これは内分の話だが、実は今、内膳様は坂本の妹に目を付けているらしい」
「坂本の…。すると、おゆみ殿か」
重郎は嘆息した。坂本は彼らの共通した友人であり、みんなその妹のおゆみのことも見
知っている。まだ十五の娘である。
一方、総太は納得するように頷いた。
すが

「坂本の家があのようでは、村上様の申し出に縋りたくなるのは当然かもしれないな」
「確かに。でも、可哀想なのは、おゆみ殿だ」
宋衛門は同情するように言った。
祐馬は、さっきまで傍らで友人たちの話を他人事として聞いていたが、おゆみの名前が
出た途端、急に落ち着かない気分になった。

ひんぱん

坂本家は、祐馬の隣家である。だから、親友の左内の家に頻繁に通っていた頃は、妹の
おゆみとも屈託なく話をしてきた間柄である。他の四人とは違い、彼はおゆみに近しい感
情をもっていたのである。
再び、真之介が声を荒げて言った。
「いかに内膳様であろうと、今回の有り様はとうてい納得のいくものではない」
「その通りだ」
大人びた顔つきをして宋衛門が頷くと、
「だが、坂本の家は断れまいな」
うつむ

と、総太は 俯 いたまま呟いた。
祐馬はそのまま何気ないふうを装っていたが、彼の面には次第に険しい表情が浮かんで
きた。日ごろは快活で話好きの祐馬が、少しも話の輪に入って来なかったのに、友人たち
は誰一人気づかなかった。
帰宅して着替えを終えると、祐馬はまっすぐ坂本の家に向かった。案内を請うと、声が
して、奥から左内の母親の八重が出てきた。
祐馬を見ると、八重は口元に笑みを浮かべながら、「まあ、珍しいこと」と言った。
祐馬は、無沙汰を詫びながら、それとなく坂本の家の内に目を向けた。以前と少しも変

「お久しゅうございます」
わっていないように見えた。静かな室内も、多少赤茶けた畳も、障子紙の白さも、そのま

左内が胸の病気を拗らせて、道場に出られなくなったのが去年の暮れのこと。初めは心

まのような気がした。その時、三ヶ月前までは、毎日のようにお互いの家を行き来してい
たことを、祐馬は思い出していた。

とおの

配して顔を見せていた友人たちの足は、正月を過ぎて次第に遠退いていった。しかし、そ
ぶりょう

の後も、祐馬だけは左内の無聊を慰めるためずっと顔を見せてきた。祐馬としては、隣家
に住む幼い頃からの友達なので、そうせずにはいられなかったのだ。
だが、毎日のように通っているうちに、祐馬の中で左内のためという部分が少しずつ変
化してきた。それは、おゆみの存在である。
さ ざ ん か

「庭に、山茶花が咲きました」
坂本の家には狭いが庭があり、そこに山茶花が咲いていた。おゆみが言うように、山茶
花は、冬の厳しい寒さの中でも白や紅の可憐な花を咲かせていた。会うたびに、池に氷が
張ったことや、小鳥が玄関に降りて鳴いていることなど、ささやかな自然の変化が二人の
話題になった。おゆみと交わすのはそんな一言だったが、それがいつしか祐馬には楽しく
感じられるようになっていたのだ。
ところが、三ヶ月前のことである。春の温かな日の光が左内の部屋の障子にも差してい
たのを、祐馬は覚えている。左内は、その日も、常のように屈託のない様子で祐馬と接し
ていたが、帰り際にこう漏らした。
「体を壊して、気持ちが卑屈になっているのかもしれないが、この頃、素直な気持ちでお
前の話を聞いていられないんだ。悪いが、しばらくおれを一人にしておいてくれないか」
脳裏に、その時の今にも泣き出しそうな左内の顔が浮かんでくる。それからは、友人の
様子が気になっていても、祐馬は坂本の家に立ち寄ることをずっと避けてきた。そして、
おゆみに会いたいという気持ちが湧いてきても、それを無理に押さえてきた。
だから、母親の八重には、祐馬の突然の訪問が不思議だったに違いない。でも、彼女は
久しぶりに顔を見せた祐馬を、三ヶ月前と同じように温かく迎えてくれた。そして、祐馬
に部屋に上がるように勧めたのである。
「どうぞ。左内は、今起きていますから…」

勝手は知っていた。祐馬は廊下を渡り、左内の休んでいる部屋に向かった。

「では、失礼します」
八重の言うように、左内は蒲団の上に起きあがっていた。だが、その顔色を見て、祐馬
は左内の病気が決して良くなっているわけではないことを悟った。もともとは丸顔の童顔
こ

なのだが、頬が痩けた分、顎が尖って見えた。玄関先の話し声が耳に入ったので、左内は
無理をして起きあがったのではなかろうか。
それでも、そんな心配を気取られないように、祐馬は左内に快活に声をかけた。
「一人にしておく約束だったが、会いに来た」
そんな挨拶に、左内の面に苦笑が浮かんだ。
「うん。実は、おれもそろそろ祐馬に会いたいと思っていたよ」
会いたいという左内の言葉を聞いて、祐馬は面映ゆいような気持ちに捉えられた。自分
から来るなと言った手前、会いに来てくれと言い出せなかった友の気持ちがわかった。
「加減はどうだ。起きあがっているところを見ると、いつもよりは良いんだろう」
「そう見えるとしたら、この頃試している薬の効果があった、というところかな」
うっくつ

そんな冗談ともとれるような言い方の中に、逆に左内の鬱屈した気持ちが察せられた。
うえん

左内は本来はもっと率直な性格で、こんな迂遠な言い回しはしなかったから。
「ところで、総太たちは相変わらずか」
「うん。少しも変わっていない」
祐馬はそう答えながら、左内の顔に暗い影が浮かんだのを見逃さなかった。
その時である。廊下を静かに歩く足音が聞こえてきた。祐馬は、知らず知らずのうちに、
正座した足を組み直し、襟を正していた。
「お茶をお持ちしました…」
部屋に入ってきたのは、やはりおゆみだった。
祐馬は、気持ちが乱れてくるのを感じた。
おゆみは祐馬に軽く頭を下げると、二人の前に湯呑みを置いた。伏せた顔を祐馬の前に
こぼ

上げた時、微かに笑みが零れたように思われた。おゆみの香るような華やかさが、祐馬に
は新鮮に感じられた。
「お久しぶりです」と、祐馬が話しかけると、
「本当に」と、おゆみは嬉しそうな表情を見
祐馬は一瞬懐かしさに捉えられそうになったが、それ以上の言葉を掛けられなかった。

せた。
おゆみに縁談があるということが、呪縛のように祐馬を縛り付けていた。気安く言葉をか
け合っていた以前の親しさはもう持てないような気がして、胸の中に寂しさが湧いた。
おゆみは、再び軽く頭を下げると、「では、ごゆっくり」と言いながら部屋を出た。
おゆみの姿が完全に視界から消えると、祐馬はさっきまでの緊張が緩むのが分かった。
おゆみには特別な様子は見られなかったが、できれば彼女に内膳の話をどう考えているの

おもんばか

か訊いてみたい気がした。ただそれは、とても口に出すことができないことだった。
祐馬は、熱いお茶を一口含んだ。
ためら

久しぶりに会って、本題にいきなり入るのは躊躇われたが、左内の体の具合を 慮 って、
祐馬は早速話を始めた。
「今日、道場からの帰り道で、佐伯から内膳様の話を聞かされた。そのことで、お前に確
かめたいことがあってやって来たのだが…」
「そうか」
「内膳様が、ご子息の嫁を探すのに血眼になっているという噂がある。そして、坂本の家
に、つまりおゆみ殿にその話が持ち込まれた。左内、それは本当のことなのか」
左内は、「そうだ」と低い声で呟いた。

ちゅうちょ

とら

祐馬は 躊 躇 した。今から自分が言うことは出過ぎたことではないか、という思いに囚わ
れた。それでも、このまま隣家の不幸を黙って見ていられないような気がするのである。
「それで、坂本の家はそれを受けるつもりでいるのだろうか」
「それが、おゆみのためになればな…」
沈んだ声音に左内の気持ちが想像できた。
病気の左内のために、想像以上に金が必要になっているということは聞いている。医師

ご

の診療代や薬代にお金がかかり、五十石という小禄の家計を圧迫していることも。坂本の
ひ

家は、内膳の庇護が是非とも必要なのだ。
きゅうだん

再び、祐馬は戸惑いを覚えた。自分が坂本の家を訪問したのは、左内を 糾 弾 するためで
はないと思った。おゆみと内膳の息子との婚儀の話が本当かどうか、それを確かめたかっ
目の前の左内の体が小さくしおれたように感じられた。祐馬には、おゆみの縁談に反対

ただけのことだ。
するだけの理由はなかった。
「体に障るといけないな。長居をした」
そう呟いて祐馬が席を立とうとした時、左内が急に低い声で彼を呼び止めた。
祐馬は上げかけた腰をもう一度下ろした。彼は、左内の話の続きを待った。

「おまえを友達だと思って、頼みたいことがあるのだが…」
「実は、竜之介様のことを知りたいのだ。妹を嫁にやることはもう決まったことだ。父も
母も承諾の返事はしている。だが、おれの本心を言えば、不安なんだ。もし、おゆみがお
れのために不幸になったらと…」
それを聞き、祐馬はどこかほっとしたような気持ちになった。そうだ。もちろん、おゆ
みが不幸になることを知っていて、それを見ない振りをすることはできないからな。
「それで、おれは何をすればいいんだ」
かんしゃく

「竜之介様をしばらく見張ってほしい。理由もなく 癇 癪 を起こし、そのために周囲と折り
合いをつけることができない御仁なのか。それが本当の姿なのか。確かめてほしい」
「よし、分かった。やってみよう」
祐馬は、友達である左内の願いを聞き届けた。だが、彼の本音を言えば、自分の気持ち
（二）

にふんぎりをつけるためにも、竜之介を探る必要があったのだ。

たいく

祐馬は、内膳の屋敷の前から周囲に気を配りながら、竜之介の後を付けている。人の後
を付けるのは初めてだったが、幸いなことに竜之介に警戒する気持ちはないようだった。
そうしん

祐馬が目にしている竜之介は、痩身ではあるが肩幅の広い立派な体躯を持った若者だっ
た。背は五尺八寸もあるだろうか。癇癪持ちと聞いていたから、神経質な容貌を思い描い
ていたが、意外に温厚そうな男に見えた。
ひ

四つ（午前十時）過ぎの往来には、風呂敷を背負った物売りや荷車を曳いている職人、
小間物屋の店先を覗き込んでいる女など、町人が忙しげに行き交っている。そんな中で、
竜之介の歩き方は随分のんびり感じられた。
「特に急ぐ用事もないのだろう」
祐馬は、そんなふうに考え、ほっと吐息を漏らした。竜之介の背後を五、六間離れて付
けているが、行方を見失ってはいけないと緊張していた気持ちが緩んでくるのを感じた。
道の両側には店が並んでいる。祐馬は竜之介を気にしながらも、時々店の方に目を向け
る。履き物を並べた店、古着を扱う店、畳屋、豆腐屋…。町人町にはあまり来たことのな
たたず

い祐馬には、そんな店の 佇 まいが珍しかった。

すると、竜之介が団子屋の前に立ち止まるのが見えた。どうするのかと息を詰めて見て
のれん

いると、竜之助はそのまま暖簾を分けて、店の中に入っていった。
祐馬の心の中に一瞬躊躇する気持ちが起きた。懐には、多くはないが一応小料理屋に入
って食事できる程度の金銭がある。万一のことを思って用意してきたものである。
ただ、無駄に金を使ってしまうのも癪に触った。とはいえ、店の中で何かが起こったと
きには後悔することになる。それに二、三串くらいの団子なら高が知れているだろう。こ
う解釈すると、祐馬も団子屋に入った。
店は広くはないが、腰掛けを三ヶ所に置いてあった。腰掛けは長さが八尺あり、隣を気
にしなくても良い程度には座れた。
客に団子を出していた団子屋の娘は、驚いたように祐馬たちに目を向けた。こんな早朝
から侍姿の男が二人、続けざまに店内に入ってきたので、意外に思ったのかもしれない。
「いらっしゃいませ」
団子屋の親父は、竜之介にそう声を掛けると、愛想笑いを浮かべた。
竜之介は軽く頷いて、腰掛けの一つに腰を下ろした。そして、大小を側に置くと、
「団子を一皿」と親父に横柄な口をきいた。
祐馬は竜之介から離れた腰掛けに座ると、なるべく彼の方を見ないようにしながら、
「わたしにも、団子を一皿」と注文した。
きじょうゆ

娘は、生醤油につけた団子を四串、炭の上にのせると焼き始めた。祐馬は、娘がおゆみ
と同じ年格好であることに気付いた。
焼き上がると、娘は側に立っている親父に団子を手渡した。
「お口に合いますか…」
しばらくすると、親父は手ずから、団子の皿と湯呑みをのせた盆を竜之介の前に運んで
きた。竜之介の前で、何故か親父は強ばったような表情をしていた。
祐馬の所へは、娘が盆を運んできた。娘は、彼のそばに来ると、
「お待たせしました」と
笑みを浮かべて、盆を手渡してきた。
その時、娘がほうっと大きな溜息をつくのが分かった。そして、娘は、竜之介の席へち
らっと視線を投げたのである。
いぶか

そんな二人の様子を 訝 しく思いながら、祐馬も、団子を口にしている竜之介を見た。竜
皿の上には二串の団子が並んでいて、それぞれの串に平たい焼き団子が四つずつ刺して

之介は自分を観察している者がいるとは知らないで、一心不乱に串の団子を食べていた。
あった。空腹はあまり感じていなかったが、竜之介の食べっぷりに感化され、祐馬も自分
の団子を一串手に取ってみた。
焼き団子は、外観からは特別なものとは感じられなかったけれど、口に入れると生醤油
の香ばしさが漂い、素朴な味わいがした。意外なおいしさに祐馬は感心して、思わず唸っ
た。きめ細かさとしこしこした感触があり、噛むと淡い甘みが溢れてきた。これほど団子
がおいしいものだと感じたことはなかった。
竜之介は盆の上に湯呑みを置くと、「親父、いい味だ」と満足そうに言った。
その時、親父の瞳の中にあった緊張が解れ、安堵の喜びに変わるのが分かった。何かか
ら解放されたような親父の表情に誘われたように、娘も白い歯を見せて笑っていた。
「そ、それでは、お代は…」
言いにくそうに、親父が竜之介に声を掛けると、彼は、
「十二文、確かに」と言って、懐
から巾着を出して小銭を置いた。
「あの…」
今度は、娘が竜之介を見て何か言いかけた。けれど、竜之介の方はまるで関心がないと
いうふうで、娘を無視したまま席を立った。
祐馬は、親父と娘の様子が気になったが、とにかく使命を果たさなくてはと思い、竜之
介の後ろ姿を睨んで立ち上がった。そして、お茶を一息に飲み干して、慌てて勘定を済ま

せると、竜之介の後を追って外へ飛び出した。
町の外れまで来ると、竜之介は足を止めた。
橋が架かっていた。夏の強い日差しの中で、川面が光って見えた。魚でも追っているの
か、男の子たちが三人ばかり、川の中に入っている。十歳くらいの一番体の大きな少年の
さ で あ み

手に叉手網が握られていた。残りの二人はまだ小さく、わざとばしゃばしゃと音を立て、
川の中で足踏みしている。
「何をしておる？」
竜之介の大声に、川の中の子供たちは一斉に顔を上げた。声を掛けたのが侍だと分かる
と、子供たちは作業を中断した。今にも逃げ出しそうな子供たちの様子を見て、竜之介は
笑い出した。
「勘違いするな。叱るわけじゃあない」
すると、少年が竜之介の問いに答えた。
「雑魚を捕っているんだよ」
竜之介は、「へえっ」と驚いた顔を見せ、
「それでもう何匹か捕ったのか」と興味津々の
様子で尋ねた。
「二匹だけ」
三人の中で一番小さな男の子がそう答えると、竜之介は土手の上から、「手伝ってやる」
と声を掛けた。
心配そうな子供たちを尻目に、刀を腰から抜き取り、竜之介は一目散に川原に降りてき
た。そして、袴をたくし上げ、草履と足袋を脱ぎ捨て、刀を草の上に置いた。
「貸してみろ」
竜之介は、少年の手から強引に網を取り上げると、そのまま川の中に入っていった。底
に沈んだ石を動かして、魚を探していたが、どうやら肝心の雑魚は見あたらないらしい。
あお

「おい、魚が驚くように周りで煽ってくれ」
ひまつ

侍の命令口調にどぎまぎした様子で、まず少年が網の近くで水の飛沫を上げ始めた。そ
れに合わせて、残りの二人の男の子も水の中で両足を上下に動かした。
すると、「いた、いた」と声を荒げて、竜之介が叉手網を右に左に振り回した。
その様子を眺めながら、祐馬はほっとため息をついた。なかなかおもしろい男じゃない
か。いい大人が子供じみた真似をしている。噂で聞いていたより、竜之介が余程好人物に
感じられた。
しゅったい

ところが、それからいくらもしないうちにとんでもない事態が 出 来 したのである。
竜之介は、叉手網の使い方を知らないらしく、魚を追って網をむやみに岩の方に突き出

「お侍様。やめておくれよ。網が壊れるよ」
していた。それを見て、網の持ち主なのか、少年が泣き出しそうな顔を向けて訴えた。
「いいから任せておけ」
竜之介は少年の頼みを無視したまま、魚を追って、並んだ岩に沿って移動していった。
すると、岩に生えていた苔にでも足を滑らせたものか、突然、竜之介は悲鳴を上げなが
ら尻から川の水の中へ転んでしまった。
「あっ」と、子供たちも驚いて声を上げた。
だが、さっきまで威張り散らしていた侍が水中でもがいているのを見ているうちに、少
なら

年が急に笑い出した。そして、それに倣ったように残りの二人も笑い声を上げた。祐馬に
は、それは底抜けに陽気な笑い声に聞こえた。
しかし、その時、竜之介の表情が一変した。見る間に、目が吊り上がり、鼻の穴が大き
く膨らんだ。竜之介の別人のような顔つきに、祐馬は息を呑んだ。と思う間もなく、竜之

子供たちは竜之介の剣幕に驚いて、川から這い上がり、一目散に土手を駆け上がった。

介は水から立ち上がり、「笑うな」と、固めた拳を振り上げて一喝した。
少年は一度後ろを振り向いたが、鬼のような侍の顔と「笑うな」と繰り返す怒声に縮み上
がると、足を止めずに走り去った。
竜之介は、髪からも着物からも水を滴らせて川の中に突っ立っていた。そして、顔を真
その頃にはもう、大勢の人が、何事が起こったのかと、不安そうに川を覗き込んでいた。

っ赤にして、四散して逃げ出した子供たちに向かって、
「戻ってこい」と罵り続けていた。
いったい竜之介とはどんな男なのだ。祐馬は、ことの成り行きに狼狽した。唐突と言っ
ても良いくらいの竜之介の変貌に、開いた口が塞がらなかった。
すると、祐馬の脳裏に、先刻の団子屋の親父と娘の様子が浮かんできた。何かわけがあ
にわか

りそうな二人の言動が 俄 に気になり始めた。
「あれはいったい、何だったのか」
そう思うと、まだ川の中で喚いている竜之介に背を向けて、祐馬は走り出していた。

くぐ

団子屋の暖簾を潜ると、
「ちょっと尋ねたいことがあるのですが」
すると、客に団子を出していた娘が驚いて振り返った。娘は、声の主が祐馬だと分かる

と、祐馬は声をかけた。
と、安心したような笑顔を面に浮かべた。
「ああ、さきほどのお侍様…」
娘は、祐馬が客として来たことをすぐに思い出したようだった。
「実は、私の前に店に入った侍のことですが、覚えていますか」
「ええ…」
すると、急に笑顔が消えてどこか尻込みするような表情になった。
「あのお侍様は、ひと月前から週二回は店にお顔を見せます」
祐馬は、それにしては娘の顔が冴えないのが気になった。何か言いたいことはありそう

「ふうむ。この団子屋にとっては常客か」

うかつ

だが、あるいは竜之介と自分の関係がつかめないので、迂闊なことは言えないとでも考え
祐馬はゆっくりと腰掛けに腰を下ろして、「団子を一皿いただきます」と娘に言った。

ているような様子だった。
これで、二十四文の無駄遣いになる。頭の片隅でつい勘定をしてしまう自分に多少腹を
立てながらも、祐馬は再び娘に声をかけた。
「私は、あの方とは知り合いでも何でもない。ただ、ちょっとどんな人か知りたくて…」
すると、
「けちなのです」 と、娘は即座に断言した。祐馬は自分のことを言われたのか
と、一瞬面食らったが、どうやらそれがこの店における竜之介の評判らしいと分かった。
「だって、あのお侍様、これまで文句ばかり言って、一文だって払わなかったんですもの」
「ほう」
祐馬の感心したような声に反応して、娘の眉が吊り上がった。
「本当ですよ」
「いや、それは不思議なことだ。というのもあの方は藩の重臣の御子息なのですから」
「でも、本当のことです。初めていらっしゃった時に、この団子でお金を取ろうというの
か、とおっしゃったのです。それを聞いて父さんは、ただでようございますと言いました。
でも、わたし、父さんがどんなに悔しい思いをしたのか、分かりました」
祐馬は、娘の口調に怒気があるのを感じた。
「それは、誠に災難というもの…」
娘の目はキッとなって、祐馬の生ぬるいような慰めの言葉を無視した。
「焼き団子の焼き方は悪くないぞ。
でも、どうせならクヌギの消し炭を使って焼くと良い。

あき

それを聞いて、わたし、呆れました。ただで食べておいて、文句を言うなんて…」
その場面を思い出したのか、娘は前掛けで目を押さえた。
「一串に団子三個では、みみっちいではないか。四個にせい。みみっちいのはあなたの方
でしょう。いっそのこと、そう言ってやろうかと思いましたけど…」
祐馬は、思わずため息をつきそうになった。竜之介は子供に罵声を浴びせるだけではな
く、人間としてかなり下等な男だと思わずにはいられなかった。
この後も祐馬は、娘から竜之介に対する愚痴を聞かされた。だが、ここに詳しく書くこ
とは省く。つまり、竜之介はこのひと月の間、団子屋に通い続け、ただ酒ならぬただ団子
に有り付いていたと言うわけである。
「よく分かりました。でも、今日はお代を払うのを見たのだが…」
そんな祐馬の疑問の言葉に、初めて気付いたというように、娘は首を捻って呟いた。
「本当に。今日は、十二文、きちんと払っていったんだ。不思議なこともあるもんだわ」
れっき

この時、若いとは言え、 歴 とした武士を前に、娘は、不躾にも放心した表情のまま、不
思議だわという言葉を繰り返していた。
祐馬の話を聞き終わると、左内の顔が曇るのが分かった。
実は、竜之介を尾行した日から三日たっていた。三日の空白は、左内に対してどう報告
しゅんじゅん

したものかという祐馬の 逡 巡 を表していた。
「ただ団子に、子供に対する威嚇か…。聞きしに勝る御仁だな」
左内の落胆した気持ちが、蒲団から起きあがった姿勢に表れていた。彼の、病人臭く猫
のように曲がった背中が妙に小さかった。
左内に何か声を掛けようとすると、
祐馬の心の奥に不謹慎にも弾んでくるものがあった。
それを考えると、祐馬は赤面しそうになる。俺は聖人ではないなと反省する気持ちもない
ではないが、おゆみのことを思うと、これでよかったとホッとした気持ちになった。
左内は自分を励ますように、祐馬に話した。

「ただ、一つ気になったことがあるのだが」
「団子屋では注文をつけたそうだが、そこに何か子細があるのかもしれない…」
「うん。団子をただにするために、いろいろと愚にもつかぬことを言ったとは思うのだが、
その時、左内が祐馬の両手を掴んできた。病人とは思えないような力がこもっていた。

あるいはそれだけではないかもしれない」
「祐馬。悪いが、もう一度団子屋に行って訊いてきてもらいたいのだ。このままでは、お
ゆみを竜之介様にやるわけにはいかない」
しょうすい

祐馬は、左内の 憔 悴 した顔を見ながら頷いた。自分のために妹が不幸を背負うかもしれ
ないと考える左内の気持ちが理解できた。
（三）
団子屋の暖簾を潜った時、祐馬は、どこか店の様子が変わったような気がした。その理
由はすぐには分からなかったが、娘を見ると、顔つきがどうやら先日とは違って見えた。
今にも笑い出しそうな口元、生き生きした瞳の色に気が付いた。
「お侍様」
娘は入ってきたのが祐馬だと分かると、飛び跳ねるように駆け寄ってきた。
「いらっしゃいませ」
団子の皿を用意していた親父の方も、やけに愛想良く祐馬に挨拶した。気味が悪いよう
な二人の変化に圧倒されている間に、祐馬は娘に手近な腰掛けに座らされていた。
ああ、そうか。祐馬は納得し、同時に嘆息していた。以前だって客が入っていたことは
入っていたが、腰掛け三つが埋まっていたわけではない。店に活気が感じられるのは単に
娘と親父の表情が明るくなっただけではなく、客が増えているからだと気付いた。

「団子一皿いただきましょう」
「はい」
娘は串団子を炭の上にのせ、軽く団扇で扇いだ。軽やかな手の動きに見とれながら、
「商売繁盛でなにより」
こぼ

と、祐馬が言うと、娘は零れるような笑顔を祐馬に向けてきた。そして、こう囁いた。
「お店の団子が評判になって、遠くからも人が来るようになったのです」
「……」
祐馬が言葉を挟む前に、娘は続けた。
「あの奇妙なお侍様の、おかげかもしれない」
「だって、あなた方の邪魔をするようにいつも文句を言って、挙げ句、団子の食い逃げを
した男でしょう」
その時、娘は意外にも頬を赤らめながら、はにかむような笑顔を向けた。
「実は…。あたし、お侍の無茶な振る舞いに本当に腹が立っていたのです。でも、父さん
はお侍の言うようにやってみたのです」
「と、いうと…」
「たとえば、団子を四個にしてみるとか、少し潰した形にしてみるとか…」
「ふうん」
ぎょうこう

俄には信じがたいことではあるが、竜之介の助言が、団子屋親子に 僥 倖 をもたらしたと
いうことらしい。祐馬は、唖然とした。
店を出ると、そのまま先日の川の所まで歩いてみた。川原には、男の子が二人元気のな
い様子でしゃがんで、川面をぼんやり見ていた。魚を捕まえていた子供たちに違いなかっ
たが、何故か少年の姿が見えなかった。
「どうした。魚取りは今日はしないのか」
祐馬が笑いながら声を掛けると、二人は慌てて立ち上がった。そして、祐馬に目をやる
お

と、怖じ気づいたように俯いた。
「お侍を、笑ったんじゃないよ」
五歳くらいの子供は、祐馬に訴えた。
七、八歳ぐらいの痩せた子供は、言い訳のようにそう言った。

「そうだよ。正太が笑ったのがおかしかっただけさ」
二人とも、祐馬を竜之介の仲間だと思って警戒しているのかもしれなかった。祐馬は、
「おい、おれは、先日の侍とは関係ないんだ」
と、自分の立場を説明した。
「なら、怒らないよね」
「今、あのお侍、正太の家にいるんだ」
祐馬は愕然とした。
「おまえたちが笑ったことに、文句を言いに来たのか」
小さな男の子は首を横に振った。

「分からない」
「でも、恐ろしい顔をして、おいらたちに、正太の家を尋ねたんだ」
もう一人の痩せた子が答えると、小さい子供の方はそれを思い出したのか身震いした。
「正太だって、網を壊されたんだから…。悪いのはお侍の方だろう」
同意を求めるように、痩せた男の子は呟いた。心配が消えないらしく元気がない声だ。
子供たちの話を聞くまで知らなかったが、立腹した竜之介は、子供たちが使っていた網
を破壊したらしい。年端のいかない子供に対して、あまりに残酷な振る舞いに思えた。
「それで、正太って子は、今どこだ」
「家にいる。お侍が急に入ってきたので逃げ出せなかったんだ」

頭の中におぞましい光景が浮かんだ。見過ごすわけにはいかない。何が起こっているの
か確かめる必要があると、祐馬は判断した。
「正太の家はどこだ」
こわば

強張った顔のまま、小さな子が指さした方を見ると、見窄らしい掘っ建て小屋が立って
がかい

いた。大風が一吹きすれば、たちまち瓦解してしまいそうなお粗末な家だった。
祐馬は、二人を残して正太の家に近づいていった。戸口まであと三、四間という所で内
部で交わされている会話が聞こえてきた。
「お武家様、もう、ようございます」
哀願しているように聞こえるのは、正太の父親の声のようだった。
「いや、それではおれの気持ちがすまない」
恐喝しているのではないかと思われるほど遠慮のない大声だった。怒っているような感
じもしたが、それにしては話の内容が妙だった。怒りに任せて暴力を奮っているのではな
いかと恐れていたので、意外な展開だった。
こせがれ

「あの時は、生意気な小倅、いっそ切り捨ててやろうかとも考えた。だが、網を壊したの
は、こちらの落ち度だ。悪かった」
父親の声はもう泣き声のように聞こえる。その声に、再び竜之介の言葉が重なった。

「悪戯ばかりでしょうのない息子でして…」
「網は遊びに使っているのかと思っていたが、どうやら違ったようだな」
「へえ。お武家様にはたかが雑魚でも、あっしらにゃあ生活の糧でして…」
「うむ」
竜之介はそんなふうに唸り声を上げると、
「さればだ。余計のこと、網のことはそのまま捨てておくわけにはいかんな」
「そのお心遣いで、もう充分でございます」
開け放った戸の間から、上背のある侍姿の背中が見えた。
らんかん

「昨日のことだ。欄干に凭れ、しょぼくれた子供を見付けた。一目で、この間おれを笑っ
た小僧だと分かった。で、成敗してやろうと近づいてみると、泣いておった」
「あっしが、酷く叱った後でして」
祐馬の脳裏に、正太が悲嘆にくれて、橋の上で泣いている姿が浮かんだ。少年は、父親
せっかん

から叱責され、折檻を受けたのかもしれない。それも、異常な癇癪持ちの侍のために。
「拙者のせいだな」と、妙に神妙な声で、竜之介が呟く声が聞こえた。その言葉で、家の
中が静かになった。祐馬は、その静寂に、何かが起こる気配を感じた。
と、突然、「めっそうもない」という父親の驚愕の声が往来まで聞こえてきた。
さては、刀を抜いたな。祐馬は、夢中で戸口に駆け寄ると、家の内部を覗き込んだ。
うなだ

すると、項垂れた正太の横で、父親が体を震わせていた。父親の二つに合わせた掌に、
きらりと光るものがのっていた。
「二朱銀だ。取っておけ」
祐馬は慌てて首を引っ込めようとしたが、竜之介が彼の方を振り返る方が早かった。
「しまった」と思ったが、既に遅かった。
「お主、何をしている？」
さいぎ

面と向かって、竜之介は祐馬を見た。竜之介の猜疑の目に、祐馬はたじろいだ。竜之介
が、刀に手をやるのが見えた。
「いいえ、何も…」
「怪しい奴だ」

ひるがえ

背を 翻 して逃げ出そうと身構えた時、
「そうか。分かったぞ」と言う竜之介の声が聞こえた。刀に伸びた手がそのまま顎に向か
った。彼の口元が緩むのが分かった。
「お主、団子屋にいたな。覚えておるぞ」
「はあ…」
「あの団子、最初まずくてな。閉口したぞ」
結果的に、竜之介が、団子屋に入った祐馬の顔を覚えていたことが「吉」と出たわけで
ある。尾行していたことまで知らなければいいが、と祐馬は冷や汗が出るのを感じた。
「だから、少しずつ教えてやったよ。おれの乳母が団子づくりの名人だったからな」
「はあ…」
祐馬は、なぜだか、急に風向きが変わったのを感じた。思いがけない幸運に見舞われた。
「お主、はあとしか言えんのか」
「はあ…」
「まあいい。どうだ、おいしかったろう」
「そのとおり。絶品でした」
祐馬の返事を聞いて、満足そうな表情を見せながら、竜之介は悠々と立ち去った。
その後ろ姿を見つめ、祐馬は大きく安堵の溜息をついた。暑さばかりでない、気味の悪
（四）

い汗が祐馬の首筋を流れていたが。
祐馬は、今日見聞したことを左内に話して聞かせた。団子屋が繁盛しているらしいとい
くだり

う 件 では、祐馬は彼の推理を左内に披露した。
「善意でそうしたかは判然としないが、竜之介様の助言で団子の味は随分と変わったらし
い。それが評判になり、今日は、店の腰掛けに六、七人の客が座っていた」
「なるほど。泥棒猫のようにただで団子を食べていたわけではない、ということか」
叉手網については竜之介が詫びに二朱銀を与えたことを伝えた。気持ちを押さえること
更に、盗み聞きがばれそうになったと言うと、左内は目を丸くしてこう言った。

は苦手であるが、かの御仁は分別をお持ちであると、祐馬は自分の感想を述べた。
「祐馬。よく、助かったな。竜之介様は、戸田流の免許皆伝だぞ」
その一言を聞いて、祐馬は絶句した。万一あの時彼が団子屋のことを忘れていたら、大
祐馬の話を聞き終わると、左内は晴れ晴れとした顔で笑った。

変なことになるところだったのだ。
「今の話、確かだな」
「ああ、安心しろ。竜之介様は、噂とは少し違う御仁のようだ。多少変人ではあるが、悪
人ではない。結果から見れば、好人物と評してもいいだろう」
祐馬は自分の気持ちがしぼんでいくのを感じた。これで、おゆみ殿との糸口は完全に断
たれた。彼女への思いは封印するしかない。
「おれが元気なら、前祝いをと言いたいところだ。祐馬、感謝しているぞ」
蒲団から両手を伸ばして、左内は祐馬の手を取った。彼が力を込めて握ってくると、さ
っきまでのしょぼくれた気持ちを押しのけて、祐馬の心に喜びが湧きあがってきた。
「友達として当然のことだ。礼には及ばない」
左内は、自分のために妹が不幸になるのではと心配していた。そのことが解消できたこ
とは、祐馬自身の喜びでもあった。おゆみが幸せになることが一番だと祐馬は思った。
その時、廊下を静かに歩いてくる足音が聞こえてきた。おゆみかもしれないと、祐馬は
密かに期待した。
「お茶をお持ちしました…」
そう言って入ってきたおゆみを見て、祐馬ははっとした。もう以前のおゆみではない。
常には祐馬に向かって愛想の良い笑みを零すのに、少し取り澄ましたよそ行きの顔は、こ
れまで知っている彼女とは違って見えた。

せつな

湯呑み茶碗を祐馬の前に置くと、何故か彼女は祐馬を見つめた。刹那のことだったが、
祐馬には長い時間のように思われた。
祐馬は、思い切っておゆみに話しかけた。
「婚儀の予定が決まったそうですね」
祐馬は、ああと心の内で嘆息した。おゆみにもう少し踏み込んで話したいことがあるよ

「はい。この秋に村上様のもとへ嫁ぎます」
うな気がした。だが、口から出たのはありふれた挨拶だけだった。
「おめでとう。これでご両親も安心でしょう」
祐馬は、この時、竜之介の顔を思い浮かべていた。どうかおゆみ殿だけは、幸せにして
ください。ただ祈るようにそう思った。
道場からの帰り道、五人が固まって家に向かって歩いている。夏の真っ盛りだった時期
からすれば、風も涼しくなっていた。
「内膳様は、坂本の妹を息子の嫁にすると、殿に正式に申し上げたそうだ」
だんがい

佐伯真之介の言葉には力がなかった。義憤に駆られて、内膳を弾劾した勢いはそこにな
い。内膳の企みが成功したという事実に打ちのめされているのかもしれない。
これは、渡辺宋衛門の言葉である。

「でも、坂本の家にとってもこれで良かったということにならないか」

ゆ

「あの人の嫁におゆみ殿が決まって、案外これは惜しい話だったと思っている者もいるか
もしれないだろう。なにしろ五百石だ」
や

青木重郎がそう言うと、山野総太が揶揄するような調子でこう言った。
「重郎、お前まさか、本気でそう思っているわけではあるまいな。妹があんな短気な男に
しいた

嫁いで 虐 げられるとしたら、これは不幸だぞ」
その時、初めて祐馬が話に加わった。
「その竜之介様のことだが…」
四人は、祐馬に好奇の目を向けた。
「何だ、祐馬、お前、何か特別なことでも知っているのか」
いつもは一つ高いところから藩中の情報を集めている真之介は、自分が知らないことが
あるのは意外だという表情になって、祐馬に迫った。
「なあ、話せよ」
総太も絡むような視線を送ってきた。
そこで、祐馬は、大きく一つ深呼吸をして、次のように話し始めた。
「人間というものには、大なり小なり欠点や弱点はある。竜之介様にも欠点があって、そ
れが無類の癇癪持ちというわけだ」
早速、総太が異論を唱えた。
「だが、四六時中怒っているようなのは欠点や弱点とは言いがたいんじゃないか」
真之介も、祐馬の話に過激に反応した。

「まあ、病気だな。しかも治る見込みのない恐ろしく劣悪な病気だ」
「まあ、待てよ、祐馬に言いたいことを言わせてやろうじゃないか」
重郎はそう言って、祐馬に続きを促した。
「それに、話に誇張はつきものだ。どうやらあの人は、それほど変人ではないらしい」
と、努めて穏やかに祐馬は言った。
「思い込みとは恐ろしいものだ。誰かが深く考えないで言ったことが、それはそうだと信
じ込んでしまうと修正がなかなか効かない。でも、真実は往々に噂とは異なる場合がある」
そう言った後で、祐馬は左内の頼みで竜之介を尾行したことの一部始終を四人に話して
聞かせた。無論自分の名誉のために、あわや切られてしまうところだったという部分だけ

は隠して。
「なるほど…。怪物のように言われていたあの人にも、人の心はあったというわけだ」
分別顔の総太が頷くと、他の三人も納得したように頷いた。
しばらく五人は黙ったまま歩いていたが、総太が突然祐馬の方に体を反転させると、妙
な笑いを口元に浮かべてこう尋ねた。

き

それを聞いて、祐馬は、総太を思わず睨み付けそうになった。下品なことを言う奴だ。

「祐馬、お前、坂本の家に行ったんだろう。なあ、おゆみ殿はきれいになられたか」

だ

ひらめ

もっとましな男だと思っていたが、唾棄すべき卑しさだ。
とっさ

ところが、祐馬はすぐに思い直した。この時、咄嗟に 閃 いたことがあったのである。
祐馬は、総太ばかりでなく、残りの三人の顔も等分に見ながら、にこやかに笑った。
「そうそう、おゆみ殿は、お前らが思わず溜息をもらすようないい娘になった。それは、
それを聞いて、大人しい重郎までもが目を輝かせて、鼻から荒々しく息を吐いていた。

間違いのないことだ」
それを見て、祐馬は嬉しそうに続けた。
「そこでだ」
祐馬は、心の中で（してやったり）と声を上げながら、こう言った。
「どうだ。我々は、左内を見舞いがてら、おゆみ殿のご尊顔を拝し奉ろうではないか」

●佳作

牛窓の夕日
（一）

伊 藤

正 則

退職互助部（磐周）

「夕日」と題する一枚の油絵を見た瞬間、私は「あっ！」と、場違いな叫び声を上げて
何かの力でたぐり寄せられるように、
「夕日」の絵の前に立つと、足が金縛りになって動

いた。心臓の鼓動が早うちして高鳴るのが、自分でもわかった。
けなくなった。
絵の中の太陽は、空と海とを真っ赤に染めて水平線に沈もうとしている。太陽の下限が
海面に触れるか触れないか、微妙な感じで、赤々と燃えている。描かれた日輪は大きく、
まるで鉄の塊が溶けたようだ。
この大胆な筆遣いは……。私の心臓を直撃したのは、このタッチだ。見覚えがある。
この筆遣いは真理に違いない。目をこらして見ると画面の隅に隠れるように小さく、Ｍ・
私の脳裏に四十年ほど前の、真理の一枚の絵が鮮明によみがえった。

Ａのイニシャルがある。やはりそうだ。

ここは私の、そして真理の卒業した高校、母校の美術室。正確にいえば美術室に続く展
示室である。卒業生の絵画・彫刻などの作品を展示してあるミニ美術館なのだ。
今日、母校の創立百周年記念式があった。卒業以来、四十年も訪ねたことのなかった高
校だが、式典の案内状をもらって、
「定年後の生活で暇だし、だれか知り合いの友人に会え
るかも知れない…」と、やってきたのだった。
しかし、
この期待ははずれた。同期生の女性が数人いたけれども顔と名前が一致しない。
男性では、野球部だった村松と古川の顔を見ただけだった。美術部の仲間は一人も姿を見
せなかった。当時、指導教官だった本間先生は十年ほど前に亡くなったという。
「やっぱり
来るんじゃなかった」と、後悔していた私だった。
それでも、三年間、毎日のように訪れていた美術室に行ってみようと、足を運んだのだ。
校舎が完全に改築されたことから、美術室はまったく新しい部屋になっていた。だが、隣
接して造られている展示室で、偶然にも真理の絵を見つけたのだ。さっきまでの後悔はど
こかに吹き飛んで、たった一人、美術展示室に釘付けになっている私だった。
私と真理は同期生で、三年間、美術部に所属していた。放課後はほとんど毎日美術室に
通いつめて絵を描き、作品を批評し合ったり、時には絵画についての評論めいた意見をた
たかわしていた仲間だった。仲間としてのつきあいから、異性を感じ、自然に恋のような
感情を抱きはじめたのは二年生の終わりころからだろうか。もちろん、私にとって初めて
の恋人だった。しかし、ことさら恋人らしくふるまわず、友達同士として気軽につきあっ
ていたのが、長続きさせたのかも知れない。
それでも三年生の二学期になると、進路の問題が私と真理の間に立ちはだかり、私たち
を深刻にさせた。進学するとすれば、どこへ行くのか。絵はどうするか？…。そんな話題
が、二人の間で繰り返されていた。
十二月、二学期末テストのためか、美術室にいたのは、私と真理の二人だけだった。
「どんな進路を選んだとしても、絵筆は捨てたくない。絵は描き続けたいな」
「そうねえ。私もそうする。どんな暮らしでも、絵は続けるって、約束しない？」
「そうしよう。二人の固い固い、誓いだよ」
キャンバスの陰に隠れて、私と真理は誓いのキスをした。初めての口づけだった。
年が明けて、私は悩み抜いた末、地元の国立大学の教育学部に進むことを決断した。当
時は、全体にのんびりしていたが、その中でも飛び切り遅い決定だった。専攻は美術、そ
こで教員免許をとって中・高校の教員になれば、絵は続けられるし生活も保証されるとい
う、もっとも安易な道を選んだのだった。
真理は「もっと別の大学を。なぜ美術関係なのか」という父母の根強い反対を押し切っ

こうして私たちは、別々の大学へ進むけれども、絵は描き続けるという固い誓いのもと

て、東京の美大への受験を決めていた。
に、高校を卒業したのだった。遅い決定だったが、幸いに二人とも志望校に合格した。
三月、私たちは冒険をした。
「美術部の卒業記念・絵を描く旅」を秘密裏に企画し、二人だけで決行したのである。
行き先は、岡山県牛窓。瀬戸内海に浮かぶ大小の島々、屈曲する海岸線、その美しさや
明るさが「日本のエーゲ海」と呼ばれて、当時、若者たちに人気抜群の景勝地だった。
「卒
業記念の絵を書くには絶好の場所」と、真理が選んだ旅だった。
真理が予約した民宿は、牛窓の高台にあった。山手の宿から見下ろした海の真ん中が牛
窓港で、左手は古い牛窓の町、右手には前島が瀬戸内海に浮かんでいた。宿の窓から眺め
た風景がそっくりそのまま一枚の絵になる場所だった。
私たちは荷物を置くと、すぐキャンバスを取り出して夢中で絵筆を走らせた。三月下旬
でも風はまだ冷たい。だが、瀬戸内の海から吹き上げてくる風には、春の潮の香りがあっ
た。それが、私たちの胸を温めてくれた。
「将来、こういう場所で一緒に暮らせたらいいね」
絵筆でキャンバスを軽く叩きながら、真理は、ぽつっとつぶやいた。
私が彼女の顔を覗き込むと、真理は頬を赤らめた。あのときの真理の顔が、突然、目の
前に鮮やかに蘇り、私をたじろがせた。
さらに、真理の絵。牛窓の港と前島を大胆なタッチで描いた、あのときの絵の構図。
私のまぶたに、その絵が浮かぶ。目の前に展示されている「夕日」の真理の絵の構図と
筆遣いは、巧みにはなっていたが、基本的にはあの時と変わってはいなかった。
「夕日」が真理の絵であることは、もう疑う余地はなかった。とすれば、エーゲ海を描
きに行くと一方的に私に告げ、家出同然の海外旅行に出たまま、行方不明になった真理は
生きて日本に帰っていたのだ。
「ああっ！」
私はまたも、絶叫した。
その声に自分で驚き、あたりを見回した。しかし、誰一人いない部屋で、胸をなでおろ
した。
それにしても、なんという、うかつ。これは「牛窓の夕日」に違いない。どうして、そ
れに気がつかなかったのか。私は自分のうかつさを責めた。真理はあれからも牛窓へ行っ
いや、ひょっとすると、牛窓に住んでいるのかも知れない。私は、もう一度、
「夕日」か

ていたのだ。
ら離れたり、角度を変えたりして、絵を見つめ直した。
そういえば、これは一過性の旅人が描いたものではなくて、そこで生活している人の目

あの時、
「将来、こういう場所で一緒に暮らせたらいいね」と、つぶやいた真理。彼女は、

で描いた絵ではなかろうか。そのように思えてくる。と、すれば、真理が住んでいるのは
牛窓ではないか。そうだ、その可能性が高い。
あの時の思いを一人で実行しているのかも知れない。
牛窓へ行けば、真理に会える可能性が出てきた。過去のこだわりなど捨てて、牛窓へ行
ってみよう。あれから四十年、考えもしなかった牛窓へ行ってみたいとの思いに、胸がざ
わざわした。
「夕日」の絵を何枚かデジカメで写した。この写真が何か役立ってくれるかもしれない
という期待に、年甲斐もなく手が震えた。
時計を見ると、午後三時。二時間もここにいたことに驚きながら、美術室を出た。
（二）
高校卒業記念の牛窓の絵…あの日、私たちは夜までかかって、ほぼ完成にこぎつけた。
真理の絵は、大胆な構図だった。彼女が写真集で見たというエーゲ海、そのイメージに影

牛窓の民宿の夜……私たちは初めて結ばれた。夜半から強くなった風に、部屋のガラス

響されているかのようなエキゾチックな絵だった。
窓が鳴り続けていた。風の音を聞きながら、私たちはずっと抱き合っていて、ほとんど眠
らない一夜を過ごした。
どちらが言いだしたということもなく「大学を卒業したら、結婚しよう」という合意が
私たちの間に出来上がった夜でもあった。
静岡と東京、私と真理との「遠距離恋愛」は、ごく自然に続いていた。真理は夏休みは
もちろん、休日が続けば天竜川のほとりの実家へ帰ってきた。私たちはよくスケッチに出
掛けた。そのころ、まだ、大学生がオートバイなど持てなかったから、自転車に絵の道具
をくくりつけて、石ころ道を走らせたものだ。
私と真理との美の好みには個人差があり、真理はとびきり個性が強いし、絵画の作風は
大胆であったが、その違いが溝になることはなかった。お互いの好み、個性を認め信じ合
「卒業したら、結婚しよう」という、私たちの約束は、双方の両親が認めるまでには至

っていた。
っていなかったが、どちらの親も薄々感じていた。私は真理の親に会ったことはなかった
が、私の親には、真理はスケッチの帰りに家に立ち寄って会っていた。私たちは将来、結
婚することは疑う余地のない状態で大学生活をおくっていた。
ところが、大学三年の半ばから、私たちの関係に少しずつきしみが生まれ始めていた。
変化は真理にやってきた。いや、真理自身ではなく、実家の事業が思わしくなくなったこ
とから、暗い影が忍び寄っていた。
真理の父は手広く不動産業をやっていた。事業は順調で拡大路線を走ってきた。ところ
が、工場団地を造成するプロジェクトに失敗して大きな損失を出した。一つのつまずきが
次々とほかの土地売買に波及し、一気に経営が行き詰まったのである。
倒産の危機が迫ってくるのは早かった。こうなると、真理が東京で下宿して美大に通っ
ている費用の捻出すら難しくなった。倒産…そして退学か、そんな真っ暗な崖っ淵に真理
は立たされて、大学四年生になっていた。
真理の実家への帰省は減った。東京から帰ってくる旅費にすら困っていた。さらに、帰
省しても絵を描きに二人で出掛けられる状態ではなくなっていた。だから、自然と真理と
の出会いは急速に減っていた。しかし、私は結婚するという二人の約束は信じて疑わなか
った。
ところが、私が真理から予想だにしなかった深刻な話を聞かされたのは、大学四年生の
春、ゴールデンウイークの最後の日、忘れることのできない五月五日。この日が事実上、
真理との別れの日になってしまった。
三月に会って以来、わずか一ヵ月半の間に真理はこれが同一人物かと疑うほどやつれは
て、ひとまわりからだが小さくなった感じで私の前に立った。その真理を見た瞬間、私の
背中を電流のような悪寒が走ったことを今もはっきり覚えている。
いつもの自信にあふれた話し方とはまったく違って、聞きとれないほどのか細い声でぽ
つりぽつりと話した真理の話をまとめると、「取引銀行の頭取の息子が何かで私を知って、
正月すぎに、ぜひ結婚してほしいと申し入れてきた。家の倒産から回避するためには、多
額の銀行からの融資が必要なこととの関係を考えると、ものすごく不愉快な話で一度はっ
きり断った。しかし、父は困って、三月になってからは私に再考を求めている。私は考え
る時間がほしいと、父には言い、そのため海外旅行を許してくれと頼んだ。私はエーゲ海
の風景を描くためにギリシャへ行く準備を整えた。父が許してくれなくても、誰が反対し
ても行くことを心に決めた。あなたは、どうか、許して、そっと見守っていてほしい」と、
いうものであった。
真理は涙も見せずに、淡々と能面のような表情で、それだけを言った。
私は一目見た時の悪い予感とともに、真理の言うことの真意を十分に理解できずに、呆
然としていた。動転して、頭のなかが真っ白い状態だった私は、真理を問い詰めたり、声

を荒らげることもなかった。自分でも驚くように穏やかな口調で、「からだに気をつけてね」
と、ひとこと言っただけで、真理の一人の海外旅行……ギリシャ行きを止めもしないで、
その日は終わった。
ある日、天竜川の橋のたもとから、どこをどのようにたどって家まで帰りついたかは、
まったく記憶にない。
真理は父の反対を押し切って、家出同然の状態でギリシャ行きを決行した、というわさ
を同期生の女性から聞いた。私は真理の両親と会ったこともなかったし、彼女の家に確か
めに行くこともできなかった。
半月ほどして、真理からギリシャのアテネ消印の絵ハガキが一通届いたが、ホテル名な
どは書かれておらず、以後は音信不通だった。
真理の友人、高校の同級生たちからも情報を集めたが、真理は行方不明の状態のままだ
った。
私は八月、夏休みを使って単身でギリシャに真理を探しに出掛けた。アテネの日本大使
館に通って情報を集めたが、手掛かりになるものは何もなかった。ホテルをしらみ潰しに
探し歩いたが、これも無駄だった。ホテルのみやげ物売り場には、住み着いた日本人も数
多くいるし、街の土産店にも日本人は大勢いる。こうした所とか、タベルナという飲食店
など、探し歩いているうちに、これだけ多くの日本人が滞在しており、アテネ以外にいる
可能性もある。なんの手掛かりもなしに真理を探し出そうとしていること事態、雲をつか
むに等しい行為だということを知らされた。アテネの十日間は、絶望の日々だった。
真理からギリシャ行きを宣言されたあの日私にとってあまりにも大きな衝撃で、空白の
精神状態だった。とっさのことで、真理の海外旅行を止めることすらしなかった。だが、
日が過ぎるにつれて、力づくでも阻止しなかった自分を責めた。
真理からすれば、私に止めて欲しかったかも知れない。取引銀行の頭取の息子との結婚
話は、日を追って繰り返されるだろう。父は真理の気持ちを知りながらも、苦し紛れに催
促するに違いない。父との板挟みが苦しい。
一方、結婚話を完全に拒否すれば、銀行の融資はどうなるだろう。勝気な真理にとって
実家が破産していく様を見つめるのは耐えられないことだろう。
いずれにしても、真理は日本にいない方がいいとの結論に達して、ギリシャ行き…「エ
ーゲ海の風景を描きに行く」ことを決意したのに違いない。一方、私が真理のギリシャ行
そんなどうどう巡りの繰り返しと、後悔、自責の念……私の精神的な空白状態は、容易

きを止めたとしても、別の道が開かれ、どんな解決策があっただろうか。
に埋まらなかった。一年あまり、一枚の絵も描けなかった。大学四年の年は、いくつかの
単位不足となって卒業できず、五年かかってやっと卒業した。しかし、教員採用試験は不
合格、翌年にどうにか試験に受かって中学校教員になれたのである。その後は細々と絵だ
けは描き続けてきた。
真理の実家は、彼女が家出してから約一年後に自己破産した。親戚、知人などからも借
金していたらしく、地元にもいられなくなって、家屋敷すべてを売り払って一家離散、行
真理もまた、ギリシャから帰国したとの情報はなく、行方不明の状態が続いていた。

方知れずになってしまった。
それでも私は真理の帰国を待っていた。待ち続けた。だが、一年経ち、二年経ち、年月
が経つにつれて、諦めの気持ちが勝るようになっていた。そして十年後、
「失踪宣言」とい
う制度があることを知った。行方不明者を法律上、死んだと、みなす制度である。
私は諦めきったわけではないが、けじめをつけるために、誰にいうわけではないが、自
分自身の問題として、心のなかで、真理の失踪宣言をおこなった。
それでも、なかなか結婚に踏みきれないでいた。三十八歳になって、やっと同じ職場の
女性と結婚し、一人の子どもにも恵まれた。とにかく、ごく平凡な教員生活をおくって、
六十歳の定年で退職したのだった。

（三）
四十年ぶりに訪ねた牛窓は、大きな変貌を遂げていた。古い町並みは残っていたが、民
宿のほかにいくつかのホテルが建っていた。
まずは、何をおいても二人が一夜を過ごした民宿のあった場所を尋ね歩いた。鹿歩山の
麓の森は伐採されて、住宅や別荘らしい家が点在していた。民宿があったと思われる所に
は、薄いグリーン色の屋根に白で統一された外壁の洒落たホテルが建っていた。
私は勇気を奮って、ホテルに入った。
「四十年ほど前に、このあたりの民宿に泊まった者ですが、その後どうなったかわかりま
せんか」と、フロントの若い女性に尋ねた。
長い髪の女性は、首をかしげて「ちょっとお待ちください」と、奥へ入っていった。
出てきた私と同年輩とおぼしい白髪の男性は、
「まあ、こちらへお掛けください」とロビ
四十年前に描いた私の絵の写真を見せながら、宿泊した民宿のことを男性にもう一度尋

ーの椅子へ私を招いた。
ねた。
白髪の男性は、満面笑みを浮かべながら、
「四十年ほど前……昭和三十年代の後半ですね。
あなたの泊まられた民宿は、私の家です。
そうでしたか、よく訪ねてきてくださいました。その絵は、民宿のすぐ上の山手から描か
れたものでしょう。いやあ、懐かしいです。当時の民宿「鹿歩荘」は、約二十年前に建て
替えて「牛窓ホテル」になりました。さらに三年前にリニューアルしたのが、今のホテル
です。」
私は「ああ、思い出の民宿がわかった…」と、幸先のよさを喜んだ。
男性からもらった名刺には、
「牛窓ホテル社長 鹿忍正男」と記されていた。しばらくそ
の後の牛窓の様子など、四方山話が続いた。
私は四十年前には、高校卒業記念で来たこと、定年になって暇ができたので、思い出の
地でしばらく絵を描いたり、のんびりしたいとやって来たなど、旅の目的を語った。
社長は、
「それでしたら、今、初冬で牛窓はオフシーズン。民宿時代に泊まられた特別の
お客さんとして格安にしますから、ぜひ、ここに泊まってください」とのこと。一泊二食
で六千円という破格の料金でシングルの部屋にしばらく滞在することにした。
次の目的は、真理が「夕日」を描いた場所を探し出すことと、もう一つは真理が牛窓に
住んでいるならば、何枚かの絵を描いているはず。その絵を見つけて作者を聞き出せすこ
とができれば、一気に真理に近づくことができると、予測を立ててみた。
まず、社長から牛窓の詳細な地図をもらって、
「夕日」を描いた場所と真理の絵がありそ
うな処を探して、しらみ潰しに歩くことにした。ただ、真理のことは何一つ尋ねなかった。
万一、真理が牛窓に住んでいるとしたならば、家出、実家は倒産して一家離散という彼女
が現在どのような状態でいるのかわからず、迷惑をかけることになってはいけないと思っ
たからだ。
翌日から私の「牛窓探検」が始まった。
「夕日」の描かれた場所としては、地図から拾い出した、本蓮寺、天神社、牛窓神社、
海水浴場、オリーブ園など、考えられるポイントをすべて歩いた。だが、どれも、島影と
か、半島のようすなど、真理の絵の構図にあてはまらないのだ。
一方、真理の絵のありそうな建物として、牛窓中学校、牛窓東小学校、郵便局、病院、
公民館、ホテルリマーニ、そのほかの旅館、民宿など訪ね歩いたが、どこでも見つけるこ
とはできなかった。
こうして、四日間はまたたく間に過ぎていった。よほど、社長の鹿忍さんにすべてをう
ちあけて相談しようかと迷ったが、やはり躊躇させるものがあって思いとどまった。
五日目、発想を変えて前島へ渡ってみようと、フェリー乗船場へ行った。そこは「エー
ゲ海うしまど」で、
「夕日百選ビューポイント」の写真が大きく掲げられていた。その中に

は天神社など、すでに歩いた場所もいくつかあったが、前島展望台からの写真が真理の「夕
日」の構図によく似ているのに驚いた。その写真を見つめて、胸が高鳴った。
居合わせた観光案内所の女性に、真理の絵の写真を見せた。
「これは、前島展望台からの夕日に間違いありませんねえ。そこは、牛窓でも、とびきり
夕日の美しい場所です。でも、夕日がこのように海に沈むのは、真冬の一月から三月のは
（そうか、うっかりしていた。季節によって、夕日の沈む場所が違うのか…。でも、そ

じめにかけてです。今は右手の山の向こうに沈んでいます。」
の展望台に行ってみなくては…）
私はすぐ出航するというフェリーに飛び乗った。前島までは十分とかからなかった。
しかし、前島にはタクシーなどない。地図を片手に道路標識を探しながら、展望台を目
ざして登っていった。展望台は遠かった。くねくねと曲がりくねった坂道を登ったり、下
ったりしながら、一時間近くも歩いたであろうか。大阪城の築城にこの島から石を切り出
した跡に出会った。さらに丸太を組んだ段々を登っていくと、やがて展望台の木の櫓が見
展望台の最上段に立つと、まさに絶景。右手は牛窓の港町が広がり、正面には前島とそ

えてきた。初冬でも額から汗が流れた。
の先の黒島、対岸の鹿歩山、そして左手が海で、ここに灼熱の夕日が沈んでいく。
そのさまを想像しながら、真理の絵の写真と見比べると、ぴったりだ。真理の絵にして
は、珍しく写実的だと思った。
それにしても……瀬戸内だといっても、真冬の、ここの展望台は寒さが厳しいに違いな
い。寒風に吹かれながら、ここで一人、絵筆を動かしていた真理を想像した。彼女は何を
思いながら、ここで「夕日」の絵を描いていたのだろうか。
「夕日」は真理にとって、いわば「鎮魂の絵」
。それを母校の美術室に、どんな思いをし
て掲げたのだろうか。私は、目の前の赤松の枝を揺すぶって吹く風の音を聞きながら、長
い間、展望台に立ち尽くしていた。
（四）
牛窓までやってきた私の願いは、二つまでかなえることができた。
あと一つ、真理が果してこの牛窓に住んでいるかどうか、である。これには、まったく
手がかりがなかった。八方手を尽くして歩いたけれども、一枚として真理の絵が見つから
ないということは、彼女が住んでいる可能性は低いように思い始めていた。
「夕日」は、やはり旅人として来て、何日か滞在して描きあげたものではなかろうか。
私の心は揺れていた。これ以上、追求するのはやめた方がいいのではないのか。
思い出の民宿は見つかったし、
「夕日」を描いた場所も特定できた。もう、ここまででよ
いのではないか。真理に会うことができなかったけれども、彼女が牛窓まで来て、一枚の
絵を残したという事実、それがはっきりしたのだから、もういい、という思いがしていた。
その一方で、二人で誓いあった約束を忘れずに、絵を捨てなかった彼女。牛窓までやっ
てきて、真冬の寒風のなかで、
「夕日」の絵を残した真理に、一目会ってみたいという思い
が複雑に交差して私を悩ませていた。
どうしても牛窓を立ち去り難い思いを抱いて、スケッチブックを携えて歩き、何枚かの
そんなことで、すっかりうち解けあった鹿忍さんと、夕食後、酒を飲み交わしていた。

絵をものにした。その一枚、港から見上げた「牛窓ホテル」の絵を社長に贈った。
老後の過ごし方から老人ホームにまで話が発展した。鹿忍さんは、いくつかの老人ホーム
で、ボランティアとして手品を演じて入居者を喜ばせているという。最近リニューアルし
て衣替えした「特別養護老人ホーム牛窓」で明日、
「出演」するという話に、私も連れてい
ってもらうことにした。
その特別養護老人ホームは、在宅で介護を受けるのが難しい人のための入居型の生活施
設で、近代的な明るい感じのホームだった。立派なステージのついたホールには、三十人
の「観客」が集まっていた。鹿忍さんのセミプロ級の手品の腕前と、多様な症状をもった
老人たちへの心づかいあふれる仕種に、私自身がすっかり魅せられてしまった。

手品のあと、ホームの中を案内してもらった。途中、談話室の壁に掲げられている牛窓
を描いたらしい絵が、真理の絵の特徴にぴったりなのだ。絵のイニシャルは、Ｍ・Ａ。
「あっ！ これは……。」と、
大声を出して、棒立ちになってしまった。
突然、驚きの声をあげて立ち止まった私を鹿忍さんも案内の木山さんも、怪訝な目で振
り返った。
「これは、私の知人の絵らしいのです。驚きました。名前は…もし、結婚していなかった
ら、足立真理さんです。」
「え、えぇっ。足立さんのお知り合いだとは…。これは、驚きましたなあ。
」
今度は、事務主任の木山さんがびっくりした表情で私を見た。
何かわけがありそうだと思ったのだろう。木山さんは、私と鹿忍さんを近くの応接室に
招き入れた。
「足立さんは、いま、この施設に入居されていますが…。じつは、一年少しまえから、認
知症になりましてねえ。」
「ええっ、認知症…どれくらいの状態で？」
「次第に進行していましてねえ。ただ一人の身寄りという神戸の妹さんが毎月、見舞いに
来られていますが、担当者の話では一週間ほど前の時は、誰だか分からなかったと聞いて
います。夕食をとったか、とらなかったかなど日常生活の混乱もふえているようです。」
私は、絶句した。しばらく間があって、木山さんが続けた。

「そんなに……」
「足立さんは、この施設が特別養護老人ホームになる前、つまり一般の老人ホーム時代の
施設で十年以上も働いてくださった方です。私がホームに勤める以前からでして、とても
献身的で模範の職員として表彰されています。たぶん、表彰された時、あの絵を寄贈され
たように記憶しています。前島の農家の空き家を借りて、お一人で住んでおられました。
何かの用事で一度だけ伺ったことがあります。家がすべてアトリエのように絵がいっぱい
だったことが強い印象として残っています。辞められてからもボランティアとして清掃か
ら花壇の花づくりなどをやってくれて、助けられました。そんなことで、介護が必要にな
ってすぐ、ここに優先的に入居してもらいました。こうしたことから足立さんは、特別に
気にかけている入居者です。
」
「いやあ、そうでしたか……。これはまだ、鹿忍さんにも話しませんでしたが、私が牛窓
を訪ねたのは、ここに足立真理さんが住んでいるかも知れない、会えるかもしれないとい
そこまで言って、私は深く息をついた。

う人探しの旅でした。
」
「鹿忍さんにお話した、高校卒業記念に絵を描きに牛窓に来たのは、じつは一人ではなく
足立真理さんと一緒でした。ここで彼女と結婚の約束をしました。しかし、その後、彼女
の家は破産して離散、真理さんは『エーゲ海の風景』を描くとギリシャへ行ったまま行方
不明。そんな空白の四十年後、真理さんの描いた『夕日』の絵を偶然にも母校の高校で見
つけたのです。
」
私は肌身離さず持っている「夕日」の絵の写真を二人に見せた。
「私はこの『夕日』の絵がどこで描かれたものか、牛窓を探し歩き、やっと前島展望台だ
とつきとめました。次に、真理さんが、もし牛窓に住んでいるなら、ほかにも絵を残して
いるはずだと、ありそうな所をほとんど探しました。でも、どうしても見つかりませんで
した。木山さんは、先程、足立さんの家には絵がいっぱいあったと言われましたが、する
と、数多く描いた絵の中で、外に出したのは母校の高校に一枚と、ここに一枚だけという
ことでしょうか。あゝ…何か、真理さんの人生、後半の生きかたを垣間みたような気がし
ます。」
私はそこまで一気にしゃべると、力がつきてガクッと、うなだれた。
鹿忍さんも木山さんも顔をこわばらせて、しばらく言葉もなく、私を見つめているのが
わかった。

足立真理に会おうと思えば、すぐにでも会えるところまで、たどり着いた。
だが、会うべきか、それともそっとしておくべきか。私の心は大きく揺れ動いていた。
私の口から、どんな言葉が飛び出すか、二人は固唾をのんで見守っている。
唾液でねばついた口を無理に開けるようにして口を開いた。
「私が真理さんの前に立ったとき、誰だか分からなければ、私が悲しい思いをするだけ
で済む。だが、もしも分かったときには、真理さんがどれだけ大きなショックを受け、病
状に悪影響を与えるか…それが、こわい。
」
私は、しばらく、口をつぐんでいたが…。
「やはり、会わないでおきましょう。足立真理さんは、ギリシャから帰国して、ここ牛窓
でひっそり暮らしていた。絵を描くことを生き甲斐に、一生懸命生きていた。この二つを
知れば、もう十分です。」
私は鹿忍さんと木山さんに、ふかぶかと頭を下げた。
その日、鹿忍さんに教えてもらった十一月のこの時期、海に沈む夕日の見える場所へ向
かった。牛窓ホテルに近い裏山の中腹に作られた展望台のベンチに座って、私はスケッチ
ブックを開いた。
海の上の雲は赤々と燃えていた。日輪は大きく、太くするどい光の束を放ち、ぐるぐる
と回転するように海に向かって位置を下げていた。海面に近づくと、落下する速度を早め
て、烈火を吹きあげ、炎のまま海に沈んでいった。その恐るべき太陽のエネルギーを、私
は身じろぎもしないで見つめつづけた。
夕日が海面に没すると、その残照のなかで筆を走らせた。瀬戸内……牛窓の海は、夕日
が沈んだあとの波穏やかな風景がいい。きらめく海にぽっかりと浮かぶ大小の島々、その
間を縫うように行き交う船、その情景がじい～んと心に染みた。
この夕日の情景を残しておくために、時の過ぎるのも忘れて筆を動かした。手元が急に
暗くなって、はっとしてスケッチブックを閉じた。
高校生から今日までの真理とのことは、夕日に託して、この穏やかな海の底へ静かに深
く沈めこめたいと願いながら、もう一度、広がる海原に目をこらした。
明日は牛窓をあとにしようと思った。
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窓た たき 隊

かわ いら しい 声た ちが
どこ にも 行け なく なっ て
久し い 老婆 は
そっ と耳 を澄 まし
渡る 風を 捉ま え
子ど もた ちの 学校 帰り の
ラン ドセ ルの ひし めき
弾ん だ靴 音
微か な歓 声が
立ち 昇っ てく るの を聴 く
直角 に曲 った 腰を 反ら し
萎え た脚 を引 きず り
ベラ ンダ まで の数 歩を
逸る 思い で柵 に跳 びつ く
身を 乗り 出し て
手を 振る
おい でお いで をす るよ うに
後ろ に大 きく 頸を 傾げ た
子ど もた ちが
ゆら ゆら と

小さ な手 をい っぱ いに 拡げ て
老婆 に返 す
応援 旗の よう に
夕焼 け空 を引 き連 れて
窓た たき 隊が 通っ てい く
くし ゃく しゃ の老 婆の 笑顔 に
茜色 が映 え渡 る
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聞 かせ て、 母さ ん

聞か せて 、母 さん
どう して 、僕 が生 まれ たの かを
昭和 二〇 年六 月、 静岡 に空 襲が 襲っ た
母さ ん、 父さ ん、 兄ち ゃん は助 かっ たの に
順子 ちゃ んと みち 枝ち ゃん は
防空 壕か ら飛 び出 して 、死 んで しま った
昭和 二十 一年 九月 、順 一君 が生 まれ た
そし て
昭和 二十 三年 十二 月、 僕が 生ま れた
産め よ、 増や せよ の時 代だ から
当た り前 と言 えば 、当 たり 前
だが 、同 級生 の父 母を 見れ ば、 皆若 い
父さ んも 、母 さん も明 治生 まれ
僕が 生ま れた 時
父さ んは 四十 二歳 で
母さ んは 三十 八歳
どう して も、 姉ち ゃん 達の 代わ りに
女の 子が 欲し かっ たか ら？
つま り
静岡 の空 襲で 順子 ちゃ んと みち 枝ち ゃん が
亡く なっ てし まっ たか ら
順一 君と 僕は
此の 世に 生ま れて 来た のだ ろう か？
僕は 、既 に還 暦を 越え てし まっ た
順子 ちゃ んと みち 枝ち ゃん は姉 ちゃ んな のに
小学 校の 六年 生と 三年 生の まま
六月 十九 日、
此の 日が 来る と、 いつ も悩 む
静岡 に空 襲が 襲っ たか ら、 僕が 生ま れた のか
空襲 があ って も、 無く ても
僕は 生ま れて 来た のだ ろう かと
聞か せて 、母 さん
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「さとる、ごめんよ」

伊 藤 正 則

退職互助部（磐周）

夏休みになるといっしょに、梅雨があけた。さあ、虫とりだ。胸がわくわくする。
さっき、健くんに電話して、カブトムシをとりに行く約束をした。この話をきいていたさと
るが、先回りして玄関でまっている。
「きょうは、森の中まで入るんだから、ぜったい、ついてくるなよ」
大声でいうと、さとるは泣きだした。これだから、困るんだ。
ぼくは、元（はじめ）
、小学五年生。さとるは五さい、ぼくの弟だ。公園で仲間たちと、かく
れんぼとか、バッタとり、それに魚つりなどに出かけようとすると、かならずついてくる。そ
して、あそんでいるいいところで、ジュースをくれとか、おしっこが出るとか、なんだかんだ
と、あまえて困らせるめんどうな弟なんだ。
だけど、
「お兄ちゃん、お兄ちゃん」と、ぼくをたよりにしている、かわいい弟だ。でも、き
ょうは、森の中をかけ回るから、さとるについてこられると、ちょっと困るんだ。
健くんが、長いえのついた虫とりあみをふりながらやってきた。ぼくは、じゅんびしておい
た、あみと虫かご、ペットボトルをにぎって、家をとびだした。
さとるの声が聞こえたが、かまわずに走った。七月の太陽が、ギラギラと照りつける。

「お兄ちゃん、まってよお！」
毎日、家から学校へかうよう広い道を反対方向へ健くんと走る。
「公園入口」のバス停まで来て、うしろをふり返ったが、さとるはついて来なかった。やれ
やれと、バス停横を左へと曲がる。
ほそうはされているが、はばのせまい道をすすむと、やがて公園につきあたる。
江戸時代、この地方をおさめていたとのさまの広い別荘あとが、いまは公園になっている。
小高いつき山を中心にして、こんもりと茂った木立がつづき、中に入ると、なんだか深い森の
中に迷いこんだような気がする。ここが、ぼくや健くんたち仲間の、とっておきのあそび場だ。
森の中には、古いクヌギとコナラの木がいっぱい茂っていて、この木で毎年、カブトムシが
たくさんとれる。このことは、クラスの虫好きの仲間の何人かは知っているが、歩いてかんた
んに来ることができる、きょりの近いぼくや健くんがだんぜん有利だ。こんなに近くでカブト
ムシがとれるなんて、すごいことなんだ。
ぞう木林の中を流れる小川の音がきもちよい。川には夏草がおおって、流れはよく見えない。
その川にそった道をすすむと、向こうに大きなクヌギの木が見えてきた。歩く足が自然に早く
なる。いつの間にか、健くんといっしょにかけ出していた。
「まっててくれたか、カブトくん」
ぼくは大きな声でカブトムシに呼びかけながら、いちばん太いクヌギの木のまわりをぐるっ
と回った。低い枝のつけねあたりには、べっとり樹液がしみだしていて、カナブンが何匹か液
をなめていた。だが、カブトムシの姿は見えない。
「どうしてなんだ？」
ぼくと健くんが、同時にさけんだ。ふしぎなこともあるもんだ。
つぎのクヌギとコナラの木にも、カブトムシの大好きな樹液がいっぱい出ているのに、虫は
見えない。ぼくも健くんも気があせりはじめた。
きょねんの今ごろ、このクヌギにもコナラにも、たくさんのカブトムシがむらがっていた。
赤みがかった茶色のオスのカブトを何匹かとったのは、このクヌギの木だ。
クラスの仲間たちのカブトよりも、ぼくと健くんのカブトは、大きく広がった角をもってい
て、かっこうよかった。それに、とっくみあいが、めっぽう強くて、みんなのカブトをつぎつ
ぎとたおした。勇人くん、和也くんたちは、虫を並べた机をたたいてくやしがったものだ。今
年もみんなの前で胸をはりたかったのに、そのカブトがいないなんて……。
「ああっ！さとるだ」

いちばん大きなクヌギの木の下に、なんとさとるが来ているのだ。三輪車のハンドルには、
虫かごをぶらさげている。
ぼくたちの方を見たさとるは、にっこり笑って、小さな虫とりあみをふりあげた。
「ついてくるなって、あれほどいったのに、どうしてなんだ。さとるのバカ！」
ぼくは大声をあげた。さとるは、ちょっと首をすくめ、困ったような顔をしたが、いつもの
ように泣いたりはしない。
「お兄ちゃんが、来る所は、わかっているんだもん」
すずしい顔をして、そういうと、三輪車のかごからすいとうを出して、ストローを口にくわ
えた。なんということ、おどろいたやつだ。
「来てしまったんじゃ、しょうがないや。これから、お兄ちゃんは、健くんとカブトをさがす
んだから、そこで待っていろよ。さとるにも、カブトをわけてあげるからな。そこを動いちゃ
あ、だめだぞ」
ぼくと健くんは、クヌギとコナラの木を一本一本、しらべて歩いた。どの木にも樹液がたっ
ぷりしみだしている。汁がはっこうしてあまずっぱいにおいがした。このにおいにつられて、
カブトムシがとんでくるんだ。カミキリやコガネムシなどが汁にむらがっているのだが、なぜ
かカブトは見あたらない。
「こんなはずは、ないんだがなあ。だれかが先回りしてつかまえちゃったのかなあ」
「そんなことはないと思うよ。きのうは一日中、雨だったし、きょうだって、まだ、八時をす
ぎたばかりなんだもん」
健くんが頭をふりながらいうとおりだ。
「今年は、このところずっと気温が低かったから、さなぎから成虫になるのが遅れたのかなあ。
それで、まだ土の中からはいだしてないのかなあ。…それにしてもさ、もう、七月なんだから、
どこかにかならずいるはずなんだけどなあ…」
ぼくがそういうと、健くんもうなずいた。
「まあ、二人で森の中のクヌギとコナラの木をぜんぶ見て回るしかないよね」
健くんと森の中をかけまわった。クヌギとコナラをかたっぱしからさがした。
ところがどこにもカブトの姿はなかった。最後のコナラの木には、大きなスズメバチが汁を
すっていて、こわくなって逃げた。けっきょく、初めのいちばん太いクヌギの木にもどってし
まった。

健くんの声にびっくりして、あたりを見回したが、どこにも、さとるがいない。三輪車もな

「おい、元くん。さとるくんがいないぞ」
い。
「おおい！さとる。さとる……」
ぼくは、声をはりあげた。
「あんなに、いっておいたのに、一人でどこへいったんだ。さとるのバカ」
「さとるくんー。どこにいるんだあ」
健くんもおもいきり大きな声で、何回もさけんだ。だが、へんじはない。
（もしかして、…あの川に落ちたんじゃないだろうな。さとるは…）
そんなことが頭にひらめいて、ぼくは「ひぇー！」と、ひめいをあげた。
ぼくは、虫かごとあみを放り投げて、小川へ向かって走り出した。
健くんと二人で、
「さとる、さとる！」と大声で呼びながら、川ぞいの道を走った。
草が茂っているから、川の中までは見えにくい。だが、あさい川だから、もし落ちていれば、
すぐわかる。それに、もし落ちたとしたら、そのあたりの草がたおれているはずだ。だが、そ
んな所は、どこにもなかった。
こんどは反対に、クヌギの大木から公園のうらがわへ行く小道を走った。
とちゅうで、道が二つに別れている。手分けして、ぼくは右、健くんは左の道に別れた。健
くんは青い顔をして、汗ビッショリだ。ぼくも同じような顔をしているだろう。汗が流れて、
目に入って痛い。

道はだんだんせまくなる。くずの大きな葉っぱが茂っていて、足にからまる。ぼくは、何回
もくずのつるに足を引っかけて、ころんだ。心臓がどくん、どくんと苦しい。
（さとるをつれて、いっしょにカブトムシをさがせばよかったんだ）
ぼくは、自分が悪かったんだと、ものすごく、つらくなった。急に走れなくなり、ふらふら
と立ち止まった。
すると、足元の草むらに、小さな車にふまれたあとがあるのに、気がついた。
もう一度、よく見ると、車は、さとるの三輪車のうようだ。車のあとは、道からそれて、シ
イタケさいばいのホダ木が並んでいる方へ向かっている。
ぼくは、吸い寄せられるように、車のあとを追いかけた。その先は、もう公園の外のクヌギ
のぞう木林だった。
ぞう木林の中に、シイタケさいばいのホダ木がななめに立てられて、ずっと並んでいる。そ
の近くに、さとるの赤い三輪車が見つかった。まわりを走る。
古くなってくさったホダ木が捨てられて、山のように積まれた所に、さとるがしゃがみこん
でいた。
「さとるっ！」
のどのおくからしぼりだしたような声をあげてかけ寄ると、さとるはふりむいて、にっこり
笑った。
（さとるが、ぶじでいてくれてよかった！）
ぼくは、からだから力がぬけて、草の中にたおれこんでしまった。
「お兄ちゃん、これ見て、見て。カブトがいっぱい」
半分くさった古いクヌギなどのホダ木のまわりに、カブトムシが集まってうごめいていた。
ぼくは、さとるとむれたカブトムシを見ると、顔がかあっと、あつくなり、心臓がドキンドキ
ンと音を立てた。
「なんで、こんな所にいるんだ。ものすごく心配したんだぞ。さとるのバカ！」
ぼくのどなり声に、さとるは、からだをぴくんとふるわせて、泣きだした。
「お兄ちゃんのばか。カブトムシをさがしてあげたんだよ。それなのに、おこっている。お兄
ちゃんのバカ、バカ」
さとるは、泣きながら、ちいさな手でぼくの胸をぶった。何回もぶちながら、泣いた。
ぼくも泣きだしそうになって、さとるをぎゅっと、だきしめた。さとるのからだは、あたた
かかった。
「さとる、ごめんよ」
さとるの虫かごにカブトが黒く光って、モゾモゾ動いている。ぼくはまぶしいものを見るよ
うに、さとるをだきしめたまま、カブトを見つめていた。
いつの間にか、健くんがうしろに立っている。ぼくと目が合って、にっこり笑うと、こくん
とうなずいた。

●佳作
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本となかよく
なれそうだ
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いいことあるよ
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できそうだ

春はそこまで
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きてるんだ

あたたかい

ばあちゃんびょうき なおってて
いっしょにトランプ やれそうだ

とうさんしごと
ぼくとやきゅうが

３ あしたになったら

やさしい心に
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服 部 静 子

退職互助部（三島）

●佳作

小鳥の温泉

渡 辺 忠 栄

退職互助部（沼津）

冬のとうげはこえましたが、一月末の寒さはまだきびしく、野山の小鳥たちは、えささがし
に苦労していました。
「ミカンを、刺してくるか。
『めじろの恩がえし』があったらな」
おじいさんは、二つにわ切りしたミカンを手に持つと、庭に出て行きました。
「毎年、同じことを言ってるけれど、欲張りだね。庭に来てくれるだけで、うれしいのに」
おじいさんを見送りながら、おばあさんが言いました。
小学二年生の美里ちゃんが、起きてきました。
おばあちゃんの話を聞いて、
「じいちゃん、おとぎばなしを信じているんだね。私も、くもの巣からとんぼを助けたけど、
恩がえしなんかなかったよ」
と、言いました。
「夢だけで、十分だよ」
おばあさんは庭に目をやり、梅の木の枯れ枝にみかんを刺している、おじいさんを見ながら言
いました。
おじいさんは畑に出かけて行き、家にはおばあさんだけが残りました。
「来ているかな？」
おばあさんは窓ごしに、梅の小枝のミカンを見ました。
「チイー！チイー！」
めじろがなかまをよんで、さかんに鳴いています。
それをさえぎるように、サアッ！と大きな羽を広げた鳥が、梅の枝にまいおりてきました。
ひよどりです。めじろは、パッと逃げて行ってしまいました。
ひよどりは木にとまると、頭の毛をさか立てて、あちこちを見わたしていました。
「とさかだ。おまえは、ミカンを全部食べちゃうんだから」
おばあさんには、ひよどりがとさかをさか立てて、めじろをおどすように見えるのです。それ
で、
「とさか」とよぶのでした。
「ピイピイ！ピイピイー！」
ミカンをつっつくひよどりの頭上に、もう一羽のひよどりが、とさかをたてておりてきました。
先のひよどりはするどい声で鳴き、争いだしました。
羽をバタバタさせ、互いにけたたましく、ケー、ケーと鳴きさけんでいましたが、やがて二
羽は、鳴きながら飛んで行ってしまいました。
めじろたちがもどってきて、鳴きながら皮だけのミカンを、しきりに突っついていました。
「あれ？なくなっちゃっている」
「もう少し、食べたかったのに」
おばあさんには、こう聞こえました。
「とさかは、しょうがないね」
おばあさんは腰をのばすと、二つに切ったミカンを持って、庭に出ました。
めじろは慣れてきたのか、少しはなれた植えこみの中にかくれました。
「おじいさんがいれば、もっと高いところに刺せるのに」
おばあさんは、よっこらしょと声をかけて、両手でみかんを刺しました。
「腰は痛いし、うでも上がらないんで、ここらでがまんしてね」

ミカンは、高さが一メートルもない、低い枝にしか刺せませんでした。
おばあさんが腰をなでなでしていると、キイッ！と鳴いてひよどりが、五十センチほどはな
れた、目の前の枝にとまりました。
おばあさんと、とさかの目がバッチリ合いました。
ほんのいっしゅんでしたが、互いが金しばりにあったように、身動きできず見つめ合ってい
ました。
おばあさんは、とさかの羽の色や顔つきをようく見てしまいました。
われにかえったのか、とさかはピッ！と鳴いて逃げて行きました。
「めじろに、少しは残してあげるんだよ。とさかは、予定外なんだから」
おばあさんは、とさかの後ろすがたに呼びかけました。
腰をさすりながらへやにもどると、植えこみの中から、つがいなのでしょうか、二羽のめじ
ろが現れました。
キョロキョロとあたりを気にして、ククククと鳴きました。そして、なかよく並んで新しい
二羽のめじろは、体をこきざみに動かし、みかんをついばみながら、

ミカンを食べ始めました。
「おいしいね！」
「おばあさん いつもありがとう」
と、言っているようでした。
「おじいさんは、子供みたいなことを言ってるけど、美里も孫だね。
『とんぼの恩がえし』な
んて信じているだから」
おばあさんは、一人ごとを言うと、笑いがこみあげてきました。
二羽のめじろのかわいい仕草に、窓ごしに庭を見ていたおばあさんは、そっとえんがわに出
て行きガラスごしに、じっと動きを見ていました。
「こうして、かわいい小鳥を見ているだけでも、心がおだやかになるね」
おばあさんの目もとは、ほほえんでいました。
ぬき足、さし足。
ネコが一匹、庭に入ってきて、今にもめじろに、おそいかかろうとしていました。

ネコは、バッととびあがって、植えこみを突っ切って、逃げて行ってしまいましたが、めじ

「危ない！こら！のらネコ！」
おばあさんは、思わず窓ガラスをたたき、大声でどなりました。
ろも飛び去ってしまいました。
しばらくすると、とさかがやってきて、ミカンをふくろごと、ググーッと抜き取ると、一口
でのみこんでしまいました。
「あれじゃ、すぐなくなってしまうよ。どうにかならないかね……」
おばあさんは、ため息をつきました。
みかんを食べつくしたとさかは、ピイピイと鳴くと、飛んで行ってしまいました。

夕食のとき、おばあさんはとさかとのことを話しました。
「羽や顔の周りの色は、ぐんじょう色かな。あれで、とさかを立てられたら、にわとりより恐
いよ」

すると、おじいさんはこう言いました。
「おれなら、パッと手でつかんじゃったのに」
「そして、
『ひよどりの恩がえし』にするの？」
美里ちゃんの言葉に、みんなは笑ってしまいました。
「ひよどりじゃなくてカラスなら、にわとりより恐いな」
父さんの話におじいさんは、
「カラスやハト、それにすずめも、みかんは食べないんだ。カラスなんかに来られたら、あっ
という間に、みかんはくわれちゃうぞ」と、話しました。
「すずめは、こないのか。子供のころに、子すずめを助けたとき、
『恩がえし』を思ったもん
な」
父さんが、こう言いました。
「舌切りすずめのおじいさんになれたら、と考えたんだ」
おじいさんは、父さんの顔を見つめて言いました。父さんは、そうだなと言って、おかずをは
しで取りました。
「子供って、そうじゃないの。私は、くもの巣につかまったみつばちを、ぼうでにがしたと
き思ったかな」
おばあさんが、はあと一つため息をついて言いました。

母さんも、にこにこしながら言いました。
「やれやれ、
『恩がえし』一家だね」
「おばあちゃんは、ないの？」
美里ちゃんが、たずねてきました。
「さあ、忘れちゃったね。たくさんあったから」
「ずるい、みんなが言ったのに」
美里ちゃんが言いました。
「それじゃ、今から肩と腰の痛みが無くなることかな」
おばあさんは、腰をさすりながら言いました。
「だから、
『めじろの恩がえし』に期待しているんだよ」
おじいさんの言葉には、本気さが感じられました。
「欲張ると、ろくなことがない、って言うから取り消すわ」
おばあさんは、あわてて言いました。
夜。寒い、寒い風がふきました。
「めじろたちは、どこでねるのかね」
おばあさんは、ふとんの中で、おじいさんにたずねました。
「つばきの木のような、暖かいところでねるんだよ」
おじいさんは眠いのか、気乗りのしない返事をしました。

「おばあさん、おばあさん」
梅の枝にミカンを刺していると後ろで、かわいい声がしました。
「あら、めじろ？」
今までに見たこともないほどの、たくさんのめじろたちが、おばあさんを取り囲んで、飛びま
わっていました。
「いつも、おいしいみかん、ありがとう。きょうは、小鳥の温泉に、ぜひ、おいでください」
「
『小鳥の温泉』なんて、聞いたことがないよ……」
「わたしたちが、けがをしたときに、なおす温泉なんですよ」
「どんな病気にでも効くんです」

「ひみつの、温泉なんです」
めじろたちが、つぎつぎに言いました。
おばあさんは、夢を見ているようでした。
「さあ、行きましょう」
おばあさんの体は、ふわ、ふわっと、ちゅうに浮び上がりました。

めじろたちが、おばあさんを取り囲みました。

「おや？とさかもいるの？」
ひよどりも、いっしょでした。
「いつも、みかんをありがとう」
「冬場はえさが無いので、助かっているんですよ」
ひよどりたちが、太い声で言いました。
おばあさんは、ひよどりに冷たかった自分が、ちょっとはずかしくなりました。
そのまま、森に向いました。
「ここが、ぼくたちの温泉ですよ」
「これが、小鳥の温泉なの？」

やっと、大人が一人入れるほどの、小さな泉がありました。
温泉には、めじろの羽のような、もえぎ色のお湯がたっぷり入っていて、湯気が立っていまし
た。
おばあさんは、手を入れてみました。
「いい気持ち……。やわらかいお湯だよ」
目を閉じて、うっとりとした顔で、静かにお湯をなで回しました。
「洋服を着たまま、入ってください」
めじろたちやひよどりたちが、言いました。
おばあさんは、洋服がぬれてしまうと心配しましたが、そのまま入ることにしました。
「それじゃ、入らせてもらうよ」
「ああ、いい湯だね。生きかえるよ」

おばあさんは、肩までとっぷりとつかりました。
おばあさんは目をつぶって、ゆっくり肩を回しました。
「あれ？肩の痛みがなくなっている。それに、腰も軽くなったよ」
おばあさんは、座ったまま腰を押さえて、背のびをしました。
「ありがとう、ありがとう。つれてきてもらって、本当に良かったよ」
「お礼を言われると、うれしいね」
「おいしいミカンのお礼です」
めじろたちやひよどりたちは、顔を見あわせて、うれしそうでした。

「キイー！キッ！」
するどい鳥の声で、目が覚めました。
「あれ？ここは、……どこ……？」
おばあさんは、ふとんの中にいました。
「夢だったんだ……。おとぎばなしのような夢だったよ」
おばあさんは、笑ってしまいました。

「さあ。めじろにミカンを……」
おばあさんは、起きあがりました。
「どうしたんだろう？けさは、痛みがないよ」
いつもならおばあさんは、すっと起きられないのに、けさはなんでもなかったのです。
「なんともないよ。痛さがない！」
おばあさんは、腰をさすり続けました。
「夢が、本当だったりして」
おばあさんは夢の中で見た、小鳥の温泉を思い出しました。
起きてきたおじいさんは、おばあさんの話を聞き、
「そりゃ、やっぱり、
『めじろの恩がえし』だよ。願いを、かなえてくれたんだよ」
と、ま顔で言いました。
「きっとそうだよ。
『めじろの恩がえし』だよ。良かったね、おばあちゃん」
美里ちゃんは、信じていました。
「また、ばかなことを言ってる」
おばあさんは笑っていましたが、そうかなと思うのでした。
おばあさんは、雨戸を開けました。
とさかがピッと鳴いて、少しはなれた電線に飛び去りました。
「逃げなくてもいいんだよ。おまえもお食べよ。ゆっくりね」
おばあさんは、両手にミカンを持つと、梅の木に向いました。
「ありがとう。おかげで、腰の痛みがなくなったよ」
おばあさんは背のびして、
「悪いね、枝をかりるよ」
と、梅の木に声をかけて、高い枯れ枝にミカンを刺しました。
「これで、ねこにもおそわれないよ」
おじいさんは、もっと高い枝に刺しました。
「私もつける。そして、さか上がりができるように、お願いするんだもん」
美里ちゃんも、みかんを持って出てきました。
三人が庭からもどると、ほどなく、めじろたちの鳴き声がしました。
「
『今日は、みかんが増えている』って、おどろいているよ」
美里ちゃんが、えんがわで見ていて、小さな声で言いました。そして、手を合わせると、
「どうか、さか上がりができるようになりますように」
と、お願いしていました。
いっしょに見ていたおばあさんには、鳴き声が、
「今日も おいしいミカンをありがとう」
「痛みがなくなって、良かったね」
と、聞こえてくるのでした。
（ありがとう。おかげで肩も腰も良くなったよ）
おばあさんは、
『小鳥たちの恩がえし』だと信じていました。
ほどなく、とさかが電線からやってきて、めじろと交代しましたが、三人はだまって見守っ
ているだけでした。

半年後、美里ちゃんはさか上がりに成功しました。本人の努力が実ったのでしょうが、
「
『め
じろの恩がえし』のせいなんだ」
とも、思っていました。

評論 ・ 書評
●優 秀賞

私の 「無 常と いう 事」

小

松

忠

退 職互 助部 （小 笠）

小林 秀雄 著「 無常 とい う事 」は 、昭 和十 七年 「文 学界 」に 発表 され 、二 十一 年に 他の 数
篇の 作品 と一 冊に まと めら れて 、新 たに 「無 常と いう 事」 とい うタ イト ルで 出版 され た。
内容 は批 評と いう こと にな って いる が、 戦時 下の 氏の 心境 を随 想風 に綴 った 告白 文と もと
れる 。あ らま しは 簡単 であ る。
比 叡山 の麓 の坂 本で 蕎麦 を食 べて いる 時不 意に 浮ん でき た「 一言 芳談 抄」 のな ま女 房の
言葉 にひ どく 心打 たれ 胸中 に湧 き出 る思 いを 書き 綴っ てい る。 氏は 自問 する 。思 い出 すと
は何 だろ う。 それ はこ ちら 側か ら思 い出 すの では なく あち ら側 から 思い 出さ れて くる ので
はな いか 。そ のよ うな 思い 出だ けが 私達 が生 きて いる こと を証 して くれ るの では ない か。
そ れで はそ れを 可能 にす るに はど うす れば よい か。 己れ を虚 しく する こと だ。 それ は常
なる もの 、死 者と 通じ 合え た時 のみ 可能 とな る。 氏は 執拗 に思 い出 すこ とに こだ わり 続け
る。 氏の 論調 は熱 っぽ く信 仰書 のよ うだ 。そ のよ うな 氏の 心の 軌跡 を辿 るの が「 無常 とい
う事 」を 理解 する ため の第 一歩 とな るだ ろう 。
当 然な がら それ は観 念的 で実 証性 、社 会性 に乏 しい と非 難さ れる だろ う。 しか し私 はそ
のよ うな 氏の 負の 部分 に心 惹か れる 。氏 はそ んな こと は百 も承 知で 発言 して いる と思 うか
「 或云 、比 叡の 御社 に、 いつ はり てか んな ぎの まね した るな ま女 房の 、十 禅師 の御 前に

らだ。「無常という事」は「一言芳談抄」の次の引用文で始まる。
て、 夜う ち深 け、 人し づま りて 後、 てい とう てい とう と、 つゞ みを うち て、 心す まし たる
声に て、 とて もか くて も候 、な うな うと うた ひけ り。 其心 を人 にし ひ問 はれ て云 、生 死無
常の 有様 を思 ふに 、此 世の こと はと ても かく ても 候。 なう 後世 をた すけ 給へ と申 すな り。
云々 」
氏 はこ の文 を徒 然草 の中 に置 いて も少 しも 遜色 がな いと 絶讃 して いる が、 その 文体 だけ
でな く「 此世 のこ とは とて もか くて も候 。な う後 世を たす け給 へと 申す なり 」と いう なま
女房 の一 途な 信仰 の言 葉に 深く 心を 揺す ぶら れた から だろ う。 大袈 裟に 言え ばこ の叫 びは
と ころ で氏 の作 品は 総じ て文 体は 難解 で思 想は 晦渋 であ ると いう のが 大方 の評 であ るが

氏の 叫び でも あっ たの では なか った のか 。
果し てそ うで あろ うか 。そ うで はな いと 言い 切る 自信 はな いが その 思想 は言 われ るほ ど晦
渋で はな いの では ない か。 もし ある とす れば それ は主 に文 体の 難解 さか ら派 生す るも ので
あり 、思 想そ のも のは 日常 の域 を大 きく 離脱 する もの では ない ので はな いか 。そ う気 が付
いた のは ごく 最近 のこ とだ 。
「 無常 とい う事 」は 高校 生の 頃に 教科 書か 受験 参考 書で 読ん だ。 読ん だと いう より 恭し
く頭 を下 げて 通り 過ぎ たと 言っ たら よい だろ う。 批評 の神 様と いう 尊称 に田 舎の 高校 生は
まず 畏怖 した 。各 行は 断片 的に なん とか 理解 でき ても 意味 ある もの とし て全 体を 俯瞰 する
こと はで きな かっ た。 それ でも 心惹 かれ るも のが あっ たの だろ う。 その 後何 回か 読み 返し
た。 変化 はな かっ た。 古稀 を過 ぎて 再度 挑戦 して みた 。情 けな いこ とに 私の 鈍い 頭脳 は一
段と 鈍く なり 劣化 して 、思 考力 だけ でな く持 続力 も衰 えて いる 。す ぐに 頭が ぼう っと なっ
てし まう のだ 。や っぱ りも う駄 目か 。い ずれ はそ うな ると 覚悟 はし てい たが 。そ の時 であ
「 終戦 の翌 年、 母が 死ん だ。 母の 死は 非常 に私 の心 にこ たえ た。 それ に比 べる と、 戦争

る、 次の 氏の 文章 に出 会っ たの は。
とい う大 事件 は、 言わ ば、 私の 肉体 を右 往左 往さ せた だけ で、 私の 精神 を少 しも 動か さな
かったように思う」。
そ れか ら、 母の 死に まつ わる いく つか の出 来事 、大 きな 螢を 見た とか 、犬 にま とわ りつ
かれ て踵 を噛 まれ たと か、 酔っ 払っ て駅 のホ ーム から 転落 し九 死に 一生 を得 たと かを 書い
て次 のよ うに まと めて いる 。
「 当時 の私 はと 言え ば、 確か に自 分の もの であ り、 自分 に切 実だ った 経験 を、 事後 どの
よう にも 解釈 でき ず、 何事 にも 応用 でき ず、 又、 意識 の何 処に も、 その 生々 しい 姿で 、保
存し てお くこ とも でき ず、 ただ 、ど うし よう もな い経 験の 反響 の裡 にい た。 それ は、 言わ

ば、 あの 経験 が私 に対 して 過ぎ 去っ て再 び還 らな いの なら 、私 の一 生と いう 私の 経験 の総
和は 何に 対し て過 ぎ去 るの だろ うと でも 言っ てる 声の よう であ った 。併 し、 今も 尚、 それ
から 逃れ てい ると は思 わな い。 それ は、 以後 、私 の書 いた もの の、 少な くと も努 力し て書
いた 凡て のも のの 、私 が露 には 扱う 力の なか った 真の テー マと 言っ ても よい 」
一 読し て驚 いた 。こ れは 俗に いう とこ ろの 「母 恋い 歌」 では ない か。 それ もよ ほど 重症
の。 余人 なら いざ 知ら ず、 あの 知性 の権 化の よう な小 林秀 雄の 心に 、誰 にで も訪 れる 母の
死がかくも深いトラウマを女々しいまで残しているとはまったく意外なことだった。だが、
ここ にこ そ私 が氏 に惹 かれ る謎 が隠 され てい たの だと 直観 した 。氏 は心 の底 に不 合理 なも
ので しか 解放 され ない 暗い もの を抱 えて いた のだ 。明 晰な 形を 装っ てい ただ けな のだ 。そ
れが 解釈 を拒 絶し て動 じな いも の。 それ なら ば私 と無 縁で はな い。
「 無常 とい う事 」は 氏が 比叡 山の 麓の 坂本 で蕎 麦を 食べ てい る時 「一 言芳 談抄 」の 文が
突然 心に 浮か び怪 しく 心が 揺さ ぶら れた こと の体 験記 であ るこ とは 先に 述べ た。
「 僕は 、た だあ る充 ち足 りた 時間 があ った 事を 思い 出し てい るだ けだ 。自 分が 生き てい
る証 拠だ けが 充満 し、 その 一つ 一つ がは っき りと わか って いる よう な時 間が 。無 論、 今は
うま く思 い出 して いる わけ では ない のだ が、 あの 時は 実に 巧み に思 い出 して いる ので はな
かったか。何を。鎌倉時代をか。そうかもしれなぬ。そんな気がする。」
氏 の求 めて いる もの は何 か。 それ はた だ一 つ。 生き てい る証 拠で ある 充ち 足り た時 間、
母恋 い歌 だっ た。 氏は 又次 のよ うに 述べ てい るが 、こ れも 同じ こと であ る。
「 古事 記を 読ん だ時 も、 同じ よう なも のを 感じ た。 解釈 を拒 絶し て動 じな いも のだ けが
美し い。 これ が宣 長の 抱い た一 番強 い思 想だ 」
そ れで はそ のよ うな 時間 を手 に入 れる ため の巧 みな 方法 とは 何か 。
「思い出となれば、みんな美しく見えるとよく言うが、その意味をみんなが間違えている。
僕等 が過 去を 飾り 勝ち なの では ない 。過 去の 方で 僕等 に余 計な 思い をさ せな いだ けな ので
ある 。思 い出 が僕 等を 一種 の動 物で ある 事か ら救 うの だ。 記憶 する だけ では いけ ない のだ
ろう 。思 い出 さな くて はい けな いの だろ う。 多く の歴 史家 が一 種の 動物 に止 まる のは 、頭
を記 憶 で一 杯に し てい る ので 、心 を 虚し く して 思 い 出す 事 が出 来な い から で はあ るま い
か。」
多 くの 歴史 家は 一種 の動 物だ とは 勿論 比喩 だろ う。 それ は無 常に とど まる こと であ り、
そこ では 彼等 の自 意識 （記 憶） は籠 の中 の小 鳥の よう に絶 えず 動き 回っ てい る。 その ため
に彼 等は こん なに たく さん 見て いる のに 、な にも 見て いな いよ うに なっ てし まう 。そ れが
時代 を問 わず 、人 間が 置か れて いる 状態 なの だ。
そ れで は、 そこ から 脱出 する ため には どう した らよ いか 。巧 みに 思い 出す こと 、心 を虚
しく 空っ ぽに して おく こと だ。 そう すれ ば自 分が 生き てい る証 拠だ けが 充満 し、 その 一つ
一つ がは っき りと わか って いる よう な時 間が 満ち てく るだ ろう 。要 約す れば 巧み に思 い出
すと は時 間が 停止 する こと 、過 去現 在未 来が 現在 の一 点に 収束 する こと では ない のか 。
私 はこ のよ うな 氏の 論に 深く 共感 し、 そこ に飛 び込 んで いき たい が一 つ疑 問が 残る 。こ
れは 道元 の説 く正 法眼 蔵の 風景 では ない か。 その よう な至 福と もい うべ き時 間を 氏は 実際
に体験したのだろうか。それは氏のひそかな願望にとどまってしまったのではなかったか。
こ のよ うに 書く と氏 の名 声を 損ね るよ うに 聞え るか もし れな いが けっ して そう では ない 。
その ため に氏 の淵 は益 々深 く、 その 山々 は一 段と 高く なる だけ だ。 矛盾 を内 包し ない よう
ちなみに氏は出世作、「様々なる意匠」では次のように書いている。

な思 想家 は私 には なん の魅 力も ない 。
「彼の批評の魔力は、彼が批評するとは自覚する事である事を明瞭に悟った点に存する。
批評 の対 象が 己れ であ ると 他人 であ ると は一 つの 事で あっ て二 つの 事で はな い。 批評 とは
竟に己れの夢を懐疑的に語る事ではないのか。」
わ かり 易く する ため に夢 を信 仰に 代え てみ よう 。そ うす れば 己れ の信 仰を 懐疑 的に 語る
のが 批評 家の 仕事 とい うこ とに なり 明ら かに 矛盾 であ るが 、こ の自 己撞 着を 引き 受け そこ
に生 きる のが 批評 家の 宿命 なの だと 氏は 表明 して いる ので はな いか 。
こ のよ うに 書く とそ れは 特別 な人 のこ との よう であ るが そう では なく て私 達の 日常 の実
相な のだ 。人 は崖 っ縁 にぶ ら下 がれ ば死 にも の狂 いで しが みつ くが 、ど こか で手 を放 した

い衝 動が 心を 掠め る。 それ を慌 てて 生の 側に 引き 戻し その 反復 を繰 り返 す。 それ が私 達の
日常 であ る。 氏の 内部 にも その よう な暗 い情 念が 潜ん でい たの では ない かと 私は 勝手 に想
像する。限りなく透明な知性と混濁した情念、これが氏の精神構造なのではなかったのか。
しか し、 それ に囚 われ るこ とな く自 由闊 達に 活躍 して いた のだ 。
氏 には 遠近 の感 覚は あっ ても なき が如 しだ った ろう 。死 者が 生者 であ るな んて 当然 至極
のこ とだ った ろう 。そ れだ から 母の 死の 経験 を、 どの よう にも 解釈 でき ず応 用も でき なか
った と述 懐し てい ても 氏は けっ して 不自 由に はな らな かっ た。 それ は驚 くべ きこ とで ある
が不 思議 なこ とで はな かっ た。
こ こで 突然 私に 閃く もの があ る。
「無常という事」は老人の風景ではないのか。何故なら
ここ で書 かれ てい る一 つ一 つは どれ も老 人に ふさ わし いこ とだ 。例 えば 解釈 を拒 絶し ない
もの だけ が美 しい とか 、僕 等が 過去 を飾 り勝 ちな ので はな い。 過去 の方 で僕 等に 余計 な思
いを させ ない だけ なの であ ると か、 生死 無常 の有 様を 思ふ に、 此世 のこ とは とて もか くて
も候 。な う後 世を たす け給 へと 申す なり とか 、否 、全 文の 文言 がそ うだ とも 言え よう 。
老 人と いう 存在 がた だあ るが まま にあ る。 存在 は本 質に 先立 つ。 つま り老 人と いう 現象
が先 にあ って 老い とい う本 質が ある ので あり 、そ の逆 では ない 。老 人と いう 現象 はど んな
解釈 をも 拒絶 する 。木 の根 のよ うに ただ そこ に存 在す るだ けだ 。ま さに 「無 常と いう 事」
で言 われ てい ると おり なの であ る。
も し尋 常に 老い てい くな らば 生死 の境 界は ぼん やり して きて 、あ の世 はこ の世 で、 この
世は あの 世で 支え られ てい て、 あの 世が ある こと はこ の世 があ るよ うに ごく あた りま えに
なっ てき て、 今な らな くて も先 には 必ず なる 。痴 呆に でも なれ ば一 気に そこ へ雪 崩れ こん
でい く。
私 が「 無常 とい う事 」の 世界 にい くら かで も馴 染ん でき たの は老 いが 深ま って きた から
だと 思う 。馴 染む とは 頭を 使わ ない だけ 身体 の働 きな のだ ろう から 。
ふ と死 んだ 人を 思い 出す 。死 んだ 人を 思い 出す には 順番 はな い。 ずっ と昔 に死 んだ 人が
先になる。ああ、あの人からのメッセージが届いた。あの人が思い出してくれているんだ。
懐か しい な。 この 懐か しさ はこ の世 のも ので はな い。 あの 世か らの 懐か しさ だ。 そん な時
だ、 あの 言葉 が思 い出 され てく るの は。
「思い出となれば、みんな美しく見えるとよく言うが、その意味をみんなが間違えている。
僕等 が過 去を 飾り 勝ち なの では ない 。過 去の 方で 僕等 に余 計な 思い をさ せな いだ けな ので
ある」。
「生 死無 常の 有様 を思 ふに 、此 世の こと はと ても かく ても 候。 なう 後世 をた すけ 給へ と申
若 い頃 は後 世な んて 、そ らご とた わご とで しか なか った 。し かし 今は 違う 。後 世が なけ

すな り」
れば この 世も あり えな い。 なけ れば どう も落 ちつ かな い。 この 世と はあ の世 の別 名な ので
はな いか 。そ れだ から 後世 をた すけ 給へ とは 、こ の世 をた すけ 給へ と願 うこ とな ので はな
いか 。無 常と はこ の世 のこ とだ けで はな く、 前世 後世 のこ とな ので はな いの か。 なん だか
頭が 変に なっ てき た。 だが 、私 はす っき りし たこ とを 考え てい る、 いる つも りだ 。言 葉に
する と変 にご じぁ ごじ ぁに なる だけ だ。
鎌 倉時 代の あの なま 女房 には 確か な常 なる もの があ って 全て がき ちん と整 理が つい てい
たの だろ う。 僕等 には その よう なも のは なく て、 ある のは 概念 であ る。 あの なま 女房 より
も僕 等の 方が ずっ とあ やふ やで 苦し いの だ。 もし かし たら 小林 秀雄 はも っと 苦し んで いた
ので はな かっ たの か。
こ こで 私は 思わ ず苦 笑し てし まう 。い つも の悪 い癖 が出 たか らだ 。私 は自 分の 好む よう
に小 林秀 雄を 私の 方に 引き 寄せ 論を 進め てい る。 それ はと んで もな い見 当外 れな こと なの
かも しれ ない 。だ がこ うも 思う 。氏 は仰 ぎ見 る巨 樹で ある 。以 前は そこ に亭 亭と 聳え 立つ
なん の矛 盾も 含ま ない 論理 と思 想を 求め た。
そ れは 間違 って いる のか もし れな い。 大樹 は一 本の 巨木 であ りな がら 矛盾 し合 う枝 葉や
幹や 根で でき てい るの かも しれ ない 。そ れが 無常 とい う現 実な のだ ろう 。人 はそ の中 で生
きて いく 。現 実は いつ も一 つだ けな のだ から 。
又 、氏 は「 徒然 草」 の中 で次 のよ うに 書い てい る。

「『徒然草』の二百四十幾つの短文はすべて彼の批評と観察との冒険である。それぞれが
矛盾撞着している様な事は何事でもない。どの糸も作者の徒然なる心に集っている。」
こ こで の批 評と 観察 とは 自覚 ・懐 疑す るこ とな ので はな いか 。そ れは 矛盾 撞着 する こと
でも ある 。徒 然な る心 とは そこ で自 由で あり える 心な のだ 。氏 の心 が兼 好の 心で もあ る所
以で ある 。
今 春鎌 倉の 東慶 寺に ある 小林 秀雄 の墓 を訪 ねた 。場 所が わか らず 墓掃 除を して いる 女の
人に 尋ね た。 一緒 にな って 案内 して くれ た。 東京 から 来た との こと だっ た。
墓 石に は無 の一 字が 彫り こま れて いた 。鳥 の声 が聞 え樹 間に は青 空が 見え た。 つま り、
こう いう こと なん だな 。そ れは どう いう こと なの かも よく わか らず 私は 頷い た。
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退 職互 助部 （清 庵）

「 広池 千九 郎法 学博 士（ 道徳 科学 ・最 高道 徳） の平 和へ の業 績と 今日 的課 題」

●佳 作

○

○
博士 の実 践・ 理念 ・業 績・ 年譜
道徳 科学 ・最 高道 徳の 平和 学構 想図
西洋 と東 洋の 融合

○
○
○
新渡 戸稲 造氏 の序 文

平和 への 建議 書・ 鈴木 貫太 郎へ

○
博 士は 、諸 聖人 いわ く
『 兵・ 兵器 は平 和へ の保 障物 にし て殺 人の 利器 にて はこ れな し』 と教 えら れて いま す。
博 士の 実践 的平 和論 に共 鳴す るイ ギリ スの 教育 学者 、ラ ワリ ーズ 博士 、氏 はユ ネス コ、
平和 憲章 の革 案者 です 。
『戦 争は 人の 心の 中で 生ま れる もの であ るか ら、 人の 心の 中に 平和 の砦 を築 かな けれ ばな
らな い。 平和 が失 敗に おわ らな いた めに は、 それ を全 人類 の知 的お よび 道徳 的な 連帯 関係
のうちに築かなければならない。』とも言っています。
さ て諸 聖人 の精 神伝 統は 今日 我々 に、 精神 的Ｄ ＮＡ とも なっ て、 常に 温故 知新 の鑑 でも
あり ます 、諸 聖人 とは 、イ エス ・キ リス ト、 ソク ラテ ス、 釈迦 、孔 子、 日本 の神 道を 道徳

イエ ス・ キリ スト

科学 の学 問と して の基 調と して ます 。
以 下諸 聖人 の浅 薄な がら も、 その 生き 様、 人格 を述 べて 参り ます 。
○

キ リス トの 言葉 で私 達に なじ みあ る、
「汝 の敵 を愛 せよ」
「 人は パン のみ に生 きる に非 ず」
そ もそ も歴 史的 にロ ーマ 帝国 の圧 政、 最後 の晩 さん での ユダ ヤの 裏切 りを 知っ てい なが

など であ りま す。
らも 、人 々の 苦悩 の十 字架 を背 負っ て、 あの ゴル ゴタ の石 段を 登っ てい った ので す。 然し
そこ には 、我 と汝 の関 係、 汝の 敵と いう 敵対 意識 が存 在し てお りま す。 それ は釈 迦の ネハ
で もキ リス トに は人 間味 があ り、 文学 でも 限り なく 神に 近づ くと いう テー マを もっ ての

ンと は異 なる もの があ りま す。 西洋 と東 洋の 文明 のち がい があ りま す。
文学 作品 がみ られ ます 。
そ の一 つと して 実存 文学 の草 分け とも いわ れる 一連 のド スト エフ スキ ーの 作品 です 。
そ の代 表作 『カ ラマ ゾー フの 兄弟 』の 一節 〈荒 野の 試練 〉で す。
「大 審問 官は 荒野 で、 飢え と渇 きに あえ ぐキ リス トに 《お 前は パン を欲 しく はな いか 、こ
のパンのために、我々の歴史、戦いがあるのだ。もうこの辺で妥協したらどうか……》と。
（今流にいえば金の権力であります。）すかさず《人はパンのみに生きるに非ず》と更に自
分を いた めつ けて くる 大審 問官 に、 彼の 頬に そっ と接 吻す るの です 。
○次 にソ クラ テス
ギ リシ ャの 哲人 「ソ クラ テス 」で す。
都市国家としての形成をなしているものの、地下には奴隷という存在を肯定しています。

・

恐ら くソ クラ テス は、 この 事実 に矛 盾を 感じ てい まし た。 そし て神 官は じめ 、裁 判官 、政
・

治家 、弁 護士 、詩 人ら に 真実 とは何 です かと 質問 し、 解答 され るが 、彼 等は 自分 の立 場い
や保 身の 弁を もっ て答 えま す。 ソク ラテ スは 、そ れら に対 して も矛 盾を 覚え るの です 。そ
こで 彼は 「汝 自身 を知 れ！ 」と いう 命題 を己 れに 課し 問う てみ るの です 。自 分自 身は どう
なの か、 生活 の糧 はど のよ うに して 手に 入れ るの か。 街の 道を 歩き なが ら問 答を くり かえ

して いく ので す。 遂に 彼は 牢獄 入り の罪 人に させ られ てし まい ます 。つ まり 当時 の法 の下
に押 えら れて しま うの です 。そ して 弟子 の「 ソク テス の弁 明」 にあ るよ うに 、ソ クラ テス
は弟 子の クリ トン の脱 走計 画を 告げ られ なが らも 、そ れを 断わ った ので す。 つま り自 分は
法治 国家 のも とに 市民 とし て生 活し てい る。 いか に矛 盾を 含ん だ法 であ って も、 法に 従う
のが 市民 とし ての 義務 です と。 当時 とし ての 死刑 の方 法で ある 毒杯 を人 々の 前で 呑ん で死
そ こま で彼 をし て為 さし めた のは 、神 から の啓 示を 神託 が真 実と され たの です 。ソ クラ

に至 った ので す。 これ は人 々へ のみ せし めの 一つ なん です 。
テス は神 から の啓 示を 受け たの です 。
さ もな けれ ば彼 は生 活の 糧の ため に神 を裏 切っ たこ とに なる から であ りま す。 神こ そ真
実の 探究 方法 だっ たの です 。そ れは 〈汝 自身 を知 れ〉 を身 をも って 説き あか して いる ので
す。
フランスの哲学者、デカルトの〈二元論〉
〈吾思う故に吾あり〉の相対的なものでなくむ
しろ 絶対 的な もの なん でし ょう 。そ の後 ヨー ロッ パ文 明の 近代 科学 はキ リス ト教 の教 えを
そ こに 博士 が聖 人の 一人 とし てあ げた 所以 があ るの です 。

信奉しながらも、兵や科学兵器を手にし、植民地主義にはしった歴史とは異なったのです。
○釈 迦
筆 者の 常識 的な 見解 にと どま りま すが
〈生 きと し生 くる もの 皆仏 性あ り〉 つま りネ ハン の像 にみ られ るよ うに 、釈 迦の 入滅 時に
は善 なる もの 、悪 なる もの 、動 植物 は皆 、釈 迦を 囲み 、そ の死 を悼 んで いる ので す。 これ
と対 称的 にキ リス トの 磔は 汝の 敵の ため に血 を流 して いま す。 この ちが いを ヨー ロッ パの
一神 教と は異 なっ て東 洋は 血を 流さ ずし て人 間の 救い を示 して いる と、 仏教 哲学 者梅 原猛
氏は 説い てい ます 。
イ ギリ スの 歴史 家ト イン ビー は救 済は 東洋 に帰 一す ると 言っ てい ます 。現 哲学 、宗 教界
も「 宗教 多元 主義 をも って 、そ れぞ れの 国の 特色 を肯 定し 調和 せん 」と して いま す。
仏 教の 中道 の精 神で あり ます 。
○孔 子
中 国の 戦国 時代 の最 中〈 仁政 〉を 説い てい ます 。老 子の 無為 自然 より 、実 学の 人の 道現
実に 生き る生 き方 とし て、 論語 を弟 子達 は遺 して いま す。 然し 二千 有余 年の 歴史 を歩 みな
がら 、列 強の 諸国 を相 手に この 古典 的道 徳を 軸と して きま した 。そ して この 価値 観を 、か
たわ らに 安置 して 列強 をく みし 、今 日の 中国 を経 済的 にも 築き あげ てき まし た。
こ の文 化遺 産と もい うべ き儒 教を 復活 して いく とこ ろに 今中 国の 課題 があ るの です 。
い ずれ にし ても 、孔 子の 教え は聖 人と して 日本 人の 精神 に、 より 本国 の中 国よ りも 継承
され てい るの です 。
○神 道
で は一 体全 体、 日本 の国 は西 欧東 洋の 精神 を受 容し なが らも 日本 の文 明は アイ ディ ンテ
ィテ ーを 求道 して きた ので しょ うか 。日 本の 国体 の本 義は なへ んに ある のか と、 博士 は日
本の 神道 を探 究し てい った ので す。
道 徳科 学の 論文 の序 文に 次の よう に述 べて いま す。
ぼうはん

〈天 地 剖判 して宇 宙現 出し 、森 羅万 象こ の間 に存 在し て、 いわ ゆる 宇宙 の現 象を 成す にい
たれ るは 、偶 然に して 然る こと はで きな いの であ る。 必ず やそ の原 理も しく は法 則あ りて
ここ に至 れる もの であ る。 故に 宇宙 間に 産出 して いる この 間に 生存 する とこ ろの われ われ
人間 とし ては 、こ の宇 宙自 然の 法則 に従 わね ばな らぬ こと は明 らか であ りま す。
こ の故 に聖 人は この 宇宙 自然 の法 則を 天地 の公 道と も称 せら れた ので ある 。… …〉
〈天 地の 公道 に従 うも のは 進化 し、 これ に反 する もの は退 化す ると 教え られ 、し こう して
み みずか

諸聖 人 躬 親 らこれ を実 行し て、 われ われ に御 示し くだ さっ たの であ りま す。 …… 〉

・

・

・

・

こ こに は、 いわ ゆる 神道 を中 心に した 、神 なが らの 道、 自然 界の 法則 さな がら に生 きる
とい う人 生観 を唱 導し てい るの です 。
に もか かわ らず 、今 日人 為的 正義 、地 上的 正義 をた てま えと し、 大義 名分 とし 自ら 戦争
の肯 定的 意義 づけ をし てい るの です 。
現 今の 地球 汚染 はま さし く自 然界 の法 則に 逆行 して いる ので す。 この 自然 の法 則、 運行
の原 動力 とも なる もの を、 グレ イト ・サ ムシ ング 、あ らゆ るも のを 超え たも の、 換言 すれ
ば漢 語を つか えば それ は「 神」 とも いえ るの です 。し かし 人間 の欲 望は 自然 の法 則の バラ
ンス をく ずす ほど に膨 張し てい くの です 。
し かし 日本 民族 はこ の汚 染を 穢れ をば 、ミ ソギ ハラ ヒと し、 つま り洗 礼、 バプ テス マと
して 古代 より 習俗 化し てい るの です 。
こ の宇 宙自 然の 法則 、そ の原 動力 なる もの を博 士は 、日 本の 神道 、伊 勢神 宮を ご神 体と
し、〈神〉と名づけたのです。
イ エス ・キ リス トを ゴッ ドと 称し 、釈 迦を もっ て仏 とし 、孔 子を もっ て天 と称 して いる
ので す。
あ いさ つに もあ るよ うに 、グ ッド バイ はゴ ッド バイ であ り天 にお わす 主の おそ ばで 幸い
であれ。また日本のサヨーナラは、自然さながら、つまり自然イコール神のように、神随 ・
かん ながら

惟 神 の道 に生 きて 幸い であ れと 。
こ のよ うに 聖人 は生 身の 人間 が、 より 神に 近づ かん とし なが ら生 きた ので す。 その 精神
は精 神的 ・文 化的 ・文 明的 伝統 とし 、今 日私 達に 永遠 不易 とし て遺 伝子 化さ れて いる ので
す。
博 士の 論文 には 、こ の聖 人の 解説 が、 外国 文献 をそ う入 して 述べ られ てい ます 。以 上筆
者は その 一端 を筆 者な りに 述べ たわ けで す。

○その聖人が基調において、『兵・兵器は平和の保障物にして殺人の利器にてはこれなし』

兵・ 兵器 とは 何ぞ や、 平和 とは 何ぞ や、 殺人 とは 何ぞ やに 問題 をし ぼっ てみ ます 。

と述 べて いる ので す。
○

今 日的 には 、や はり 〈原 子爆 弾〉 であ り、 ダイ ナマ イト から 発し 、戦 争の 歴史 を重 ねる
度ご とに 兵器 は原 爆に まで 至っ た、 その 罪を 劇作 家木 下順 二は 「歴 史的 原罪 」と 称し 、キ
リス ト教 の原 罪（ アダ ムと イヴ の楽 園追 放、 神と の約 束を 破棄 ）を 歴史 変遷 の延 長線 上に
とら えま した 。筆 者は 、三 十年 前に 「歴 史的 贖罪 とし ての 平和 論」 を論 じま した 。
植 民地 支配 に端 を発 し、 日清 、日 露、 第一 次第 二次 大戦 、国 際連 盟脱 退、 無差 別攻 撃、
原爆 投下 、核 軍縮 、国 際連 合へ と平 和へ の希 求に 連帯 を結 びつ ゝあ るの です 。
に もか かわ らず 世界 各地 での 紛争 が絶 えな いの です 。
筆 者は 仏教 を先 祖伝 来と して 、今 夏盆 を迎 え、 先祖 の霊 と対 話し てい るの です 。
宗 派は 日蓮 宗で 、日 蓮の 「立 正安 国論 」を 今様 にと って 、蒙 古龍 来、 北朝 鮮の 懐に 核爆
弾を 誇示 しな がら の外 交、 ロシ ヤの 北方 領土 のど さく さに 紛れ ての 略奪 、中 国の 尖閣 諸島
周辺 の油 田の 確得 等危 機に 直面 して いる 。日 蓮の 立正 安国 、日 本の アイ ディ ンテ ィテ ーに
国を 憂え てい るの です が、 それ にも まし てい る市 民エ ゴに 汲々 して いる 民意 にお もね って
いる 政界 、ノ ーモ ア広 島、 長崎 の被 爆体 験、 核に つい て暗 礁に のり あげ てい るの です 。
博 士の 「平 和の 保障 物、 殺人 の利 器に あら ず」 とは 〈専 守防 衛〉 を予 言し てい るか に、
その 実践 的平 和を 論じ てい るが 、今 日原 爆兵 器に つい ては 、見 透か して いな かっ たの では
なか ろう か。 二十 一世 紀は 原爆 とい う負 の遺 産を 背負 い核 を問 わね ばな らな い。

書 簡」 コラ ムよ り

○核 兵器
こ れら の問 いか けを 産経 新聞 より 抽出 引用 して みま す。
「 往復

宏司 氏 （

）二人の目を通して改めて、「平和」

原 爆の 日に あえ て核 の意 義を 問う のは 本当 に可 能な のか 。田 母神 氏と 原爆 ドー ムを 鎮魂
の ため に 語 り続 け る 「原 爆 語 り部 」 原
を考 えた い。

田 母神 俊雄 氏

〈 広島 原爆 の日 に核 を問 う〉
元航 空幕 僚長

〝使 わせ ない 防御 兵器 〟

・

・

・

〝い つか 必ず 廃絶 の日 〟
原 爆の 語り 部

才

広司 氏

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

昭和 八年 才
斉藤 実、 若月 礼次 郎、 大蔵 大臣 高橋 是清 に面 会す るな ど、 各界 の指 導者 に国

策を 侍従 長鈴 木貫 太郎 に数 回進 言

日 本 軍部 の 大 陸 侵 略政 策 に 対 し 戦争 を 命 か け て回 避 す る ため の 具 体 的 な方

昭和 七年

山彦 一） 大講 演会

昭和 六年

をた どっ てみ ます と、
①一 九三 一
②一 九三 二

③一 九三 三
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才

政と 世界 平和 の道 を訴 える
天 皇皇 后両 陛下 に上 奏文 を添 え道 徳科 学の 論文 全十 一巻 を献 上
昭和 一二 年

71

一九 三四
④一 九三 七

才新渡戸稲造の紹介のもとに大阪毎日新聞社講堂で（同社社長本

博 士の 戦争 観は 日清 、日 露戦 争は 世界 列強 に挑 んだ 日本 の独 立を 肯定 せる も、 その 年譜

時の 七十 七才 首相 ）へ の平 和建 議書 をた どっ てみ ます 。

実 践理 念業 績を 検証 して みま す。
特 に満 州事 変以 後、 鈴木 貫太 郎（ 元海 軍大 臣、 その 後天 皇の 侍従 長、 ポツ ダム 宣言 受諾

○博 士の 軍略 ・外 交・ 戦略 ・外 交の 実践 業績

う関係ではなく、現今の人間存在のあり方という平和外交を望んでいることになるのです。

後 者は アメ リカ とい う核 大国 の傘 の下 で、 被爆 とい う宿 命的 弱者 とし て、 いや 弱者 とい

み、 日本 のア イデ ィン ティ テー はあ るの か？ と。

氏は あく まで 平和 外交 。前 者は 核を 持た なけ れば アメ リカ の核 の下 にお ける 平和 外交 の弱

こ の両 者の 見解 は人 類の 核爆 弾と いう 負の 遺産 を田 母神 氏は 核を 持っ た上 での 外交 、原

が武 力外 交よ り平 和外 交を 望む 。

今 田母 神氏 の頭 の中 には 北朝 鮮の 脅威 や、 軍事 費増 大の 中国 に対 して の懸 念が あり ます

原

国際 政治 を動 かし てい るの は核 兵器 だと いう こと を理 解し なけ れば なら ない 。

だとし、更に唯一の被爆国だからこそ二度と核攻撃されないように核武装する権利があり、

・

対的 な力 が落 ちる とい うの がオ バマ 大統 領が 核廃 絶を 呼び かけ たプ ラハ 演説 の 本当 の 理由

・

いる だけ 。世 界の リー ダー の多 くは 核武 装し たが って いる 。米 英露 は持 つ国 が増 える と相

・

米露の「戦略的核兵器削減条約」
（新ＳＴＲＴ）が調印されたが、核兵器の独占を狙って

・

先 制攻 撃し たら 報復 する ぞと 実際 は使 わせ ない とい う防 御的 な兵 器、 通常 兵器 だと １対
の戦力差があれ抑止力にならないが、米露が何千発も持っていても北朝鮮が３発持って

とい うの が常 識で す。 ―
筆 者は 更に 要点 をし ぼっ てみ まし た。

は先制攻撃に使うとばかり思われていますが世界の専門家の間では「核兵器が防御の兵器」

―前 略― 核兵 器は どう いう 性質 のも のな のか 、国 民も 政治 家も 分か って いま せん 。核 兵器

78

いれ ば抑 止力 は成 立す る。 つま り一 発で もそ の被 害に 堪え られ ない とい うこ と。

10

賀陽 宮恒 憲王 殿下 。元 文部 大臣 安井 英二 など 国家 の指 導者 の来 塾を 迎ぎ 最高
道徳 の立 場か ら平 和へ の道 を 説 く 。 ジ ャ パ ン ・ タ イ ム ス に 論 文 紹 介 さ れ る 。
⑤ハ ーバ ード 大教 授デ ・ハ ース 博士 、世 界教 育大 会の 途次 来塾 。
○年 譜の ②に つい て詳 細を 述べ てみ ます と、
鈴 木貫 太郎 とは 昭和 三年 彼が 海軍 軍令 部長 時代 から 知己 の間 柄で あっ たの で、
昭和 三年 十一 月
鈴木 貫太 郎海 軍々 令部 長の 主催 のも と「 道徳 科学 、平 和」 を軍 令部 にて 講演

「道 徳科 学の 論文 」の 印刷 完成 の報 告と 感謝 のた め伊 勢神 宮参 拝
十二 月
畑第 一師 団長 主催 、司 令部 で「 平和 」に つい て講 演

一 九二 八

十二 月
昭 和七 年一 月 上海 事変 勃発
二月 一日 鈴木 貫太 郎侍 従長 宛の もの
『 大阪 新聞 の夕 刊お よび 号外 によ るに 、英 米二 国の 干渉 明日 に現 われ 来る 。万 一南 清国
にお ける わが 主張 を貫 徹せ んと せば 、右 二国 以上 と衝 突に 至る べし 、か くて 負け れば もち
こ れを もっ て、 ただ 今天 皇陛 下平 和ご 愛好 の御 心と いう 勅命 によ って 南清 の兵 と人 民と

ろん 滅亡 に瀕 すべ く、 たと い勝 つと も日 月を 費し 国家 瀕死 に至 るべ し。
も全 部引 き上 げ、 さて 今後 は挙 国勤 倹真 面目 に道 徳生 活に 入り 、南 米、 蒙古 等に 漸次 に地
盤を 造ら ば大 和民 族の 最後 の勝 利疑 いな し。

ばんこく

こ れを 陸海 軍の 当局 は内 示く ださ れた し。 万一 この 愚見 ご一 顧を 賜り お手 紙こ れあ り候

以 下― は筆 者。

わば 、小 生た ゞ今 疲労 休臥 中な れど 、少 々快 方に 向か いお れば 、即 時帰 京拝 過、 万斛 の至
誠を 被れ きし て、 国家 万一 のご 報思 つか まつ るべ し』
と 戦争 を避 け、 平和 に徹 する こと の重 大性 をる る説 いて いま す。 しか し事 態は ます ます
切迫 して きま した ので 、先 生は 翌日 また 書状 を送 って いま す。
「 拝啓 、昨 夜一 書奉 呈仕 りお き候 えど も危 機刻 々急 迫い たし おり 候間 、こ の機 を逸 して
は取 り返 しの つか ぬ大 事と あい 成り 候に 付き 、さ らに 一言 申し 上げ 候。
そ もそ も人 間の 感情 は、 一時 の利 己的 本能 の発 露な り。 ため に他 日に おけ る重 大な る損
失を 顧慮 せざ るこ と多 々こ れあ り候 。聖 人は 兵・ 兵器 は平 和の 保障 物に して 、殺 人の 利器
こ とに 戦争 いか に有 利に あい 成り 候も 、時 代の 変遷 は決 して 、昔 にお ける 日清 日露 戦役

にて はこ れな しと 教え られ し候 。
のごとき好結果を収めうるものにはこれなく候。しかしてその間における戦死傷者の悲惨、
財力 の耗 費、 国民 の疲 労損 失を 思わ ば、 一つ の支 那を 放棄 する も惜 しき こと これ なく 候、
いわ んや 支那 のほ かに 平和 の方 法に より て、 これ 以上 の収 穫を うる 方法 これ ある にお いて
をや 。
世 界思 想の 傾向 は、 二十 世紀 こと に欧 州以 東非 常に 変化 して 、支 那人 のご とき も大 いな
る自 覚（ 利己 的） を生 じお り候 えば 、一 つの 清朝 とか 、若 干の 支那 大官 とか を相 手に せし
昔日 とは 大い に事 情を 異に いた しを り候 。
さ れば 戦争 の事 情も 異な り、 その 結果 もま た決 して 昔日 と同 様の もの は得 られ 甲さ ず候
いわ んや 欧米 各国 皆わ が帝 国の 発展 を羨 望、 嫉視 せる 今日 にお いて おや 。い まし ばら く一
切を隠忍自重して、時機をあい待つべきことと存じ候。すなわち政治、外交、教育、移民、
殖産 、興 業の 方法 、確 乎た る具 体案 これ あり 候。
今 や内 には 、政 争の ため 真の 国家 百年 の大 計を 聴く 人こ れな し。 仰ぎ 願わ くば 閣下 、神
聖の ご照 覧を 目的 と致 して 、卑 見ご 傾聴 のほ ど願 い上 げ候 。こ れす なわ ち、 はば かり なが

敬具

ら真 の輔 弼の 大任 を尽 くさ せた まう もの と存 じ候 。御 書ま たは ご打 電に て帰 京つ かま つる
べく 候。
二 月二 日
鈴 木侍 従長 閣下
千九 郎」
と ころ が、 二月 二日 の同 日、 第三 次英 米仏 大使 の抗 議が あり まし た。 その 内容 は
① これ 以上 敵対 行為 をし ない

② 上海 にお ける 日中 両軍 の撤 退
③ 共同 租界 保護 のた め、 中立 地帯 を設 け、 中立 国人 が行 う。
④ 両国 内に 現存 する すべ ての 紛争 を解 決す る。
三信
「拝 啓、 一昨 日、 昨日 、二 通の 卑書 ご高 覧の おん こと と恐 察奉 り候 。
さ て第 三次 米仏 大使 の抗 議回 答に つき て、 天皇 陛下 平和 の御 召し とあ らば 、内 外人 の感
激全 世界 に轟 き申 すべ く、 かく 南支 那在 住の 日本 人全 部を 第三 国軍 隊に 託し て、 日本 全部
引き 上げ のこ とよ ろし く存 じ候 。こ の機 を失 して は、 ほぞ を噛 むの 悔い あら んと 存じ 候。
万 世一 系金 おう 無欠 のわ が天 皇陛 下と 全国 民と の安 危は 、在 支日 本人 の財 産よ りは 大な
るも のに 候。
こ のと ころ のご 判断 が、 真に 閣下 を始 め奉 り、 親任 方の 今日 のご 奉公 の要 点と 存じ 奉り

千九 郎

候。 ご打 電あ らば 直ち に帰 京つ かま つる べく 候。
敬具
鈴 木侍 従長 閣下
〈なおこの書面何人のお目にかけても苦しからず候。〉」
こ れは 命が けの 建議 書で す。
事 態が 急変 した ので 、飛 行便 で発 送し てま す。 然し 二月 上旬 には 上海 に陸 軍部 隊が 増派
そ の後 のニ ュー スで

され 、二 十日 には 上海 総攻 撃が 開始 され まし た。
①在 上海 米国 石油 会社 は日 本に 経済 断交 をな す。
②英 国名 士連 盟に して 日本 を支 那侵 略と 見て 〈タ イム ス〉 に公 開状 を発 す。
こ のよ うに 突入 した ので 更に 博士 は手 紙に
「… …上 、陛 下の 御心 の中 を察 し奉 る道 、こ の外 にな しと する か。 下に は国 民の 惨状 、世
界の 動乱 をい かん とす るか 。予 には 平和 の方 法を もっ て日 本人 の世 界各 地に 発展 する 方法
あり 。単 に世 界列 強と 戦争 して もっ て国 民の 権益 を維 持せ んと する ごと きは 時代 錯誤 にあ
らざ るか 。予 は更 に考 究の 上、 徐々 に当 局並 びに 識者 に謀 ると ころ 在る べし 」
「事 起っ て知 るは 凡人 なり 。未 然に 知っ てこ れに 善処 する は神 なり 。小 生神 宮に 、十 九ヶ
年奉職致し、今日一切神智にもたれ居り候。」と日本の神道を求道し自信をもって侍従長の
決意 を促 して いま す。
博 士が 上海 事変 中止 を訴 え続 けま した が、 白川 義則 上海 派遣 軍司 令官 は、 三月 三日 、中
国軍 への 追撃 を主 張す る参 謀を 「任 務は 上海 の治 安回 復に ある 」と 抑え て、 戦闘 を中 止し
た。
そ して 四月 二十 九日 、上 海の 天長 節式 場で 白川 軍司 令官 、重 光公 使ら が投 弾さ れ負 傷、
のち に白 川大 将は 死去 、五 月五 日上 海日 中停 戦が 成立 、翌 八年 白川 大将 の遺 族に 天皇 陛下

天 皇の 戦争 中止 、平 和愛 好の 歌さ えも 外部 に出 さな いよ うに した 軍部 の専 横さ が、 もし

は、
《をとめらが、雛祭る日に戦をば、止めしいさをを思い出にけり》の歌を賜ったが、軍
部は 遺族 に対 し、 口外 して はな らぬ と圧 力を かけ まし た。
博士 の書 状を 知っ たら 、た ゞで は済 まさ れな かっ たと 思い ます 。書 状の 中に 、こ の手 紙を
「陸 海軍 の当 局に も御 内示 され たし 」と か「 この 書面 何人 の目 にか けて も苦 しか らず 候」
と書 いて いる こと を思 えば 、博 士が 聖人 の道 を行 ない 、盤 石不 動の 立場 であ って も「 危う
かっ た」 とい う気 が先 立ち ます 。
鈴 木侍 従長 宛の 建議 書は この とき 実り ませ んが 、博 士の 至誠 は通 じて いた ので しょ う。
後に 日本 が敗 戦を 決意 、天 皇を 補弼 して 御聖 断を 戴き ポツ ダム 宣言 受諾 を下 した 。天 皇陛
才の鈴 木首 相だ った ので す。

下に、
「この難局をのりこえるのは、お前しかいないのだから」と言われた鈴木貫太郎は首
相を 受け 、

ると ころ にあ った と思 いま す。 受諾 時の 閣僚 会議 にお いて 、陸 軍、 海軍 互角 にあ って 、そ

○鈴 木貫 太郎
彼 は信 念を もち 、命 をか けて の決 断。 特に 為政 者と して の人 格、 品格 、品 性の しか しむ
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の可 否定 まら ぬと き、 彼は 統師 権に 思い 至っ たの です 。戦 争開 始の 際に も国 の議 決決 定に
ある も日 本の 天皇 の統 師権 によ って きま った ので 、然 らば 終戦 、敗 戦も 始ま りの よう に終
りも 統師 権に よる べし と御 聖断 を賜 わり 、忍 び難 きを 忍ん での 受諾 とな った ので す。

・

で は一 体こ の感 情に 走ら ず、 沈着 な姿 勢を もっ て事 に当 たっ たの は何 か。 勿論 天皇 の大
御心 を吾 が心 も一 体と した ので す。
・

然 し右 往左 往す る閣 僚の 中に あっ て、 彼は 老子 の説 く「 人は 地に 則り 、地 は天 に則 り、
天は道に則り、道は自然に則り」
「大道廃れて仁義あり、知慧出でて大偽ありまた中国古典
に「 大国 を治 むる に、 小肴 を煮 るが 如し 」と 。

世紀の 課題と して拓 いてい こう

ここでは、道とは自然界の理であり、その摂理に逆らって、人間の利己主義に基をおき、
人為 的正 義、 仁義 、知 慧を だし て、 浸出 、侵 略、 軍略 をだ して も、 それ は所 詮大 偽に 過ぎ
ない と肚 にお いて 、老 ・孔 ・孟 の道 をと った ので す。
この中 国の聖 者の遺 伝子を 持って いる現 代中国 人 も

○次 に博 士の 実践 的平 和へ の構 想図 を示 しま す。

そ もそ も人 類は 、平 和、 安心 、幸 福を 願い 生き よう とし てい ます 。

と暗 中模 索し てい ます 。
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が紙 面の 都合 でそ の解 説は 略し ます 。簡 潔に

構 想図 の下 から 上へ とそ の項 目の みを 列挙 いた しま す。 最高 道徳 を縦 軸の 心棒 にし て上
二 、長 命
二、 教育 （カ ント ）中 国の 古典 「書 径」

から 下、 下か ら上 へと 、具 体性 を横 軸と しま した 。
一、 健康
一 、脳 内汚 染・ メデ ィア リテ ラシ ー

三、 信仰 （開 運）

○精 神面
かすか

〈人心これ危うく、道心これ 微 なり、これ精、これ一、まことにその中をとれ（仏教の中
道）性悪でもなし性善でもない。コントロールすべし「論語」〈性相近し習相遠し〉
人 は生 まれ なが ら皆 同じ よう であ るが 、そ の後 の教 育に よっ て違 いが 生じ てく る。 純粋
正統 の学 問に より 。

ア、家の伝統

自然 の法 則に 一致 した 生活 （宇 宙的 正義 ）

イ、国家の伝統

ウ、精神の伝統（諸聖人の教え） エ、

○社 会面 一 、戦 争 二、 政争 三 、階 級、 経済 格差
○一 、道 徳科 学の 理解 二 、最 高道 徳の 実行 三 、自 然の 働き 、摂 理、 法則 の原 動力 を神
とす
四、伝統の原理
準伝 統（ 企業 の伝 統）

○
利己 心の 克服 （エ ゴイ ズム ―人 為的 正義 ）

五、 義務 先行 、感 謝、 報恩 、救 済

○
国際 連合 、ユ ネス コ、
以 上道 徳科 学の 理解 と最 高道 徳の 実行 によ って 、国 際連 合の 知、 宇宙 開発 と核 の平 和利

◎
用、 核武 装と 核軍 縮と の二 律背 反を のり こえ 諸国 とも ども 外交 的平 和的 な手 によ って 難局
をの りこ えて いか ねば なら ない 。
○新 たな 公共 哲学 創造 を
時 恰も ソク ラテ スの 対話 法を もっ て、 講義 する 米ハ ーバ ード 大で 政治 哲学 を教 える 、マ
イケ ル・ サン デル 教授 の「 これ から の正 義の 話を しよ う」 の著 者に つい て、 去る 静岡 新聞
の主 張欄 より 引用 して みま す。
〈西 洋と 東洋 融合〉
《日本人は西洋と東洋の哲学的伝統を基礎にして思考をまとめ、日本が
現代 世界 の中 で直 面し てい る思 想、 道徳 、政 治、 社会 の諸 課題 に対 応で きる よう な、 新た
な（市民社会との対話を通じ発展していく）公共哲学をつくりだしていってほしい》」
〈良 き生 活〉 とは
《古 くか ら存 在し 、今 も引 きつ いで いる 宗教 や哲 学を 子細 に検 討し てみ ると 、含 意に 満
ち、 多様 な解 釈が 可能 だ》
〈世 代を 超え る責 任〉
―戦 争責 任は 世代 が代 って も引 き継 ぐべ きか 。例 えば オバ マ大 統領 はヒ ロシ マ・ ナガ サキ
に行 き謝 罪す べき か。 教授 自身 の意 見は 。
《道 義的 責任 は個 人の 問題 を越 える 。共 同体 、国 民、 国家 、伝 統の 一員 とし てわ れわ れが
存在するなら、そうした存在に必ず伴う義務がある。》
《そ うし た原 則か らす れば オバ マ大 統領 がヒ ロシ マを 訪問 すれ ば、 大き な意 味を もつ 。日
本の 首相 も真 珠湾 に行 き、 相互 の責 任を 認め あう か、 謝罪 する こと で、 とも に道 義的 責務
を果たし和解できる》」と。
筆 者は 次の よう に共 鳴し まし た。
多 様な 価値 観が 乱立 する 世界 の要 とし て、 彼の 公共 哲学 、政 治哲 学と して 、三 つの 視点
をも って 、ハ ーバ ード 大学 で、 ソク ラテ スの 対話 方式 で講 義し てい ます 。
一 、最 大多 数の 最大 幸福 （功 利主 義ミ ル）
二 、人 間の 尊厳 義務 と権 利（ カン ト平 和と 教育 ）
三、美と共通道徳（善）（アリストテレス）
遂に これ らは アメ リカ 諸国 の良 心の 訴え であ り、 宗教 道徳 の公 共性 をも って 政治 哲学 を説
いて いま す。 そし てケ ネデ ィ、 オバ マ大 統領 に期 待を かけ ハー バー ド大 の伝 統と 革新 にと
りく んで いま す。
か つて 、年 譜に ある よう に一 九三 七年 広池 千九 郎博 士の 論文 はジ ャパ ンタ イム スに 紹介

され 、ハ ーバ ード 大教 授も 道徳 専攻 塾に 来塾 。ま た論 文の 序文 には 新渡 戸稲 造が 紹介 して
おり ます 。
（ 西洋 と東 洋の かけ 橋を 喝導 した ）論 文に 寄す る英 文の 訳文 を抽 出い たし ます 。
〈い ま私 の読 んで おる とこ ろの 原稿 は普 通に 異な ると ころ の一 つの 卓越 せる 書籍 であ りま
す。 …… 宇宙 に通 ずる 抽象 的理 論を 取り 扱い なが らも 、愛 国の 心厚 き博 士は 、世 界人 類の
平和 安寧 に資 せん がた めに 、世 界の 一員 とし てわ れわ れの 常に 心掛 くべ き要 件を 決し て閑
却せ られ ない ので ある 。博 士の 帝国 主義 を排 し、 世界 平和 を高 調せ らる る論 旨に 至っ ては
余の 特に 注意 を払 いた ると ころ であ る。 ……
博 士の いわ ゆる 最高 道徳 は、 上下 の別 なく 、各 個人 をし てい っさ いそ の野 心を 棄て よと
教う るの であ る。 …… 自分 の説 くと ころ 、講 ずる とこ ろを 自ら 実際 に行 なっ てお らる るの
であ る。 …… 昭三 年九 月六 日 新渡 戸稲 造〉
研 究所 では 、モ ラル サイ エン ス国 際会 議を 開き 、コ モン モラ リテ ィー 共通 道徳 の知 を連
帯し てい ます 。
今日の国際間紛争解決をはじめ、道徳教育、アジア太平洋経済協力会議等の人為的正義、
了

宇宙 的正 義に つい て語 り、 人の 心の 中に 平和 のと りで をき ずき あげ なけ れば なら ない ので
す。 平成 二十 二年 十一 月二 十七 日

●佳 作
はじ めに

庄 野潤 三の 文学 観

鳥
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私 は庄 野潤 三を 私淑 して いる 。生 き方 がい い。 文章 がい い。 内容 がい い。 人生 の先 輩と
彼 の作 品に は風 格が ある 。素 朴で 正直 でう そが ない 。人 間っ てい いな 、と か、 生き てい

して 、生 活の 手本 にし たい 人間 であ る。
てよ かっ たな 、と 思わ せる 作品 であ る。
私は若いとき、彼の作品に出合った。『ザボンの花』『夕べの雲』である。私は自分の生
活のことが書かれているような気がした。「そうだそうだ」とか、「いいないいな」と、心
の中 で言 いな がら 読ん だ。 そし て読 後、 しみ じみ とし た感 じに なっ た。 作品 を読 み終 える
こと がさ びし い気 がし た。 彼の 作品 は、 日本 の自 然の 四季 のな かで 、普 通の 人が 、平 凡に
生活 する 楽し さを 伝え る作 品で あっ た。
彼の作品は「家庭小説」とよばれる。
『サザエさん』のマンガのように、家庭を舞台にし
て、 生活 の中 の喜 びや おか しみ を描 いて いる 。ま た、 彼の 小説 は、 家族 の誰 が読 んで も楽
しめる。坪田譲治の『風の中の子供』や『子供の四季』と同じように、児童文学でもあり、
大人 の文 学で もあ る。
彼 は「 第三 の新 人」 とよ ばれ た。 しか し、 彼の 小説 は、 他の 同時 代の どの 作家 とも 似て
いない。彼は文学作品よりも生活を大事にした。彼の考える文学観を、随筆『自分の羽根』
『ク ロッ カス の花 』か ら見 てみ たい 。

自 分の 羽根
『 自分 の羽 根』 の表 題作 にな った 「自 分の 羽根 」を 見て みよ う。
「 先日 、私 の娘 と部 屋の 中で 羽根 つき をや った 。冬 休み がも う終 りに なる とい う頃 であ
った 。小 学校 五年 生の 娘は 、私 が一 日机 の前 で浮 かぬ 顔し て仕 事し てい るの を見 て、 運動
こ うい う文 から はじ まる 。彼 の作 品の 多く はこ んな 感じ だ。 随筆 も小 説も 区別 がな い。

不足になることを心配したらしい。」
自分 の日 常生 活の 体験 した こと を書 く。
親子は夜、部屋の中で羽根つきをする。やってみると楽しい。長く続けようとがんばる。
そして、羽根を最後までよく見ることが大事だと気づく。最後まで羽根をよく見て打つと、
羽子 板の 真ん 中に あた り、 コン トロ ール もよ くな る。 そし て次 にこ う書 く。
「 私は この こと を文 学に つい て考 えて みた 。但 し一 般論 とし て考 える ので なし に、 自分
が作 品を 書く 場合 につ いて 考え てみ るの で、 他人 に当 ては めよ うと いう つも りは ない 。
私 は自 分の 経験 した こと だけ を書 きた いと 思う 。徹 底的 にそ うし たい と考 える 。但 し、
この 経験 は直 接私 がし たこ とだ けを 指す ので はな くて 、人 から 聞い たこ とで も、 何か で読
んだ こと でも 、そ れが 私の 生活 感情 に強 くふ れ、 自分 にと って 痛切 に感 じら れる こと は、
私の 経験 の中 に含 める 。
私 は作 品を 書く のに それ 以外 の何 物に もよ るこ とを 欲し ない 。つ まり 私は 自分 の前 に飛
んで 来る 羽根 だけ を打 ち返 した い。 私の 羽根 でな いも のは 、打 たな い。 私に とっ て何 でも
ない こと は、 他の 人に とっ て大 事で あろ うと 、私 には どう でも いい こと であ る。 人は 人、
私は 私と いう 自覚 を常 には っき りと 持ち たい 。
し かし 、自 分の 前に 飛ん で来 た羽 根だ けは 、何 とか して 羽子 板の 真中 で打 ち返 した い。
ラケ ット でも バッ トで も球 が真 中に 当っ た時 は、 いち ばん いい 音を 立て るこ とを 忘れ ては
ならない。そのためには、『お前そんなことを書いているが、本気でそう思っているのか』
と自 分に 問う てみ るこ と。 その 時、 内心 あや ふや なら 、そ の行 は全 部消 して しま い、 どう
して も消 すわ けに ゆか ない 部分 だけ を残 すこ と。
ど うせ 大し たこ とは 見も 、感 じも 出来 るわ けで はな いと いう こと を胸 に刻 みこ むこ と。
その 代わ り、
『当たり前のことで、何も珍しいことではないかも知れないが、自分はいって

おき たい こと があ る。 どう もよ く分 らん が、 自分 には 話す だけ の価 値の ある こと のよ うな
気が する から 、別 に誰 が聞 いて くれ なく ても いい こと だが 』と いう こと は、 しっ かり と書
きた い。 つま り、 そい つこ そ私 の打 つべ き羽 に間 違い ない だろ うか ら。
以上が子供と羽根つきをしたことから得た私の文学的感想である。」
こ の文 は、 昭和 三十 四年 一月 十三 日の 産経 新聞 に発 表し たも ので ある 。庄 野潤 三の 文学
彼 は、 生涯 を通 して 「当 たり 前の こと で、 何も 珍し いこ とで はな いか もし れな い」 こと

観が よく 分か るし 、彼 の作 品の 特徴 をよ く表 わし た文 であ る。
を、 よく 見つ め、 自分 の「 生活 感情 に強 くふ れ、 自分 にと って 痛切 に感 じら れる こと 」だ
けを 、本 気で 思っ てい るこ とを 、し っか りと 表現 した 。

文 学を 志す 人々 へ
昭和三十七年八月、庄野潤三は雑誌『群像』に、
「 文学 を志 す人 々へ」
（『自分の羽根』所
収） とい う随 筆を 書い てい る。
そ の随 筆で 、彼 は自 分の 文学 的出 発の ころ を思 い出 して いる 。最 初に 、チ ェー ホフ を研
究し てい たこ とを 書く 。そ のこ ろ彼 はサ ラリ ーマ ンと して 勤め てい た。 教員 を六 年、 放送
会社 に四 年勤 めた 。会 社は 彼に 月給 を払 い、 身分 と生 活を 保証 して くれ た。 そし て「 会社
とい うと ころ は朝 出て 行っ て夕 方帰 って 来る だけ でく たく たに なる よう に出 来て いる 。用
事が 多く ても 疲れ るし 、用 事が なく ても 結構 疲れ るも の」 と思 う。 家に 帰っ てか ら、 小説
を書 こう とす る人 は、
「ただ気力を振い起す以外に道はなく、それが辛れけば止めるより仕
様が ない 」と 思っ た。 そう いう 経験 を書 いた あと で、 次の よう に書 く。
「 私は 最初 に学 校の 教科 書で イギ リス のエ ッセ イス トを 学び 、す ぐれ た伝 統を 持つ 小品
文学 のあ るこ とを 知っ た。 それ らの 或る もの は、 短編 小説 とし て読 んで も十 分に 面白 く、
味わ いの 深い もの であ った 。
何 より も私 が惹 かれ たの は、 それ らの エッ セイ スト がみ なラ ムの よう にし っか りと 自分
の生 活を 持っ てい て、 自分 と人 間を 見て いる こと であ った 。
狂 乱の 中に 身を 投じ て美 を求 めな いか らと 云っ て、 これ らの エッ セイ スト を咎 める こと
は誰 にも 出来 ない 。静 かに 生き るこ とは 、そ れほ どや さし いこ とで はな いか らだ 。
病 気の 姉の 看病 のた めに 一生 結婚 せず 、お 互い にい たわ り合 いな がら 暮し たラ ムの 生活
は、 その こと を如 実に 物語 って いる 。息 をつ める よう にし て絶 えず 用心 して いて も、 人は
そ うし て、 何と いっ ても 当た り前 なこ とほ ど難 しい もの はな いの であ る。

必ず しも 平安 に生 きら れる もの では ない 。
私 は始 めに イギ リス のエ ッセ イを 通じ て文 学に 親し みを 覚え 、次 に詩 人の 伊東 静雄 に会
って 、平 明な 散文 の中 に深 いも のを 表現 する のが いい のだ と教 えら れた 。
人 には みな それ ぞれ の好 みと 生き 方が ある よう に、 文学 の世 界も また 千差 万別 であ るべ
きで 、そ れで こそ 面白 いの であ ろう 。だ から 、私 の場 合も 自分 の性 情に かな った 生き 方を
選び 、自 分に ふさ わし い作 物を 書き たい と願 って いる だけ で、 人に それ を押 しつ ける 気持
ちはない。」
庄 野潤 三は ラム を代 表と する イギ リス のエ ッセ イス トに ひか れる 。彼 らが 生活 を大 事に
して いる こと に打 たれ たの だ。 そし て大 きな こと を書 かな くて もい いと 悟っ た。 小品 でい
いと 思っ た。 いや 、む しろ 小品 こそ 書く べき だと 思っ た。
彼 は自 分の 考え てい るこ とは、
「当たり前のことで、何も珍しいことではないかも知れな
い」から、「人にそれを押しつける気持ちはない」し、「他人に当てはめようというつもり
はな い」 のだ 。自 分に しっ かり と入 って きた もの だけ を平 明に 書い てい こう とし た。
庄 野潤 三は 、狂 乱の 中に 身を 投じ て美 を求 めな い。 だか らと いっ て、 彼の 生活 が平 穏で
ある わけ では ない 。彼 の作 品を 読む と、 彼が 幸せ に見 える 。温 かな 家族 と隣 人に 囲ま れて
いる 。し かし 、そ れは 「息 をつ める よう にし て絶 えず 用心 して 」生 活し てい るか らだ 。彼
はいつも心から感謝している。晩年の作品には、「感謝」「ありがとう」という言葉がよく
出て くる 。そ れは 彼の 自然 な心 の発 露だ が、 同時 に彼 が長 年に わた って 心が けた 結果 だと

思う 。

実 のあ るも の
庄 野潤 三は 「自 分の 経験 した こと だけ 」を 書い た。 それ では その 経験 した こと を、 どう
表現 した か。
『クロッカスの花』に収められている「実のあるもの―わたしの文章作法」
（昭
和四四年一月、「国語教育」初出）という随筆がある。
「 なる べく 文章 とい うこ とは 忘れ てし まう よう にし て書 いた ほう がい い。 それ より も何
を書 くか とい うこ とが 大事 で、 そっ ちを 考え るの でい つも 精い っぱ いで ある 、と いう ほう
がい いよ うな 気が する 。
内 容が よけ れば 、文 章も ひと りで によ くな って 来る 筈で 、つ まり ごま かし の利 かな いも
のである。大したことでもないのに、技巧をこらして物々しいような書き方をしていると、
私 は、 何を 書く かで その 文章 の値 打ち もき まっ て来 るの だか ら、 文章 とい うこ とは 特別

かえ って 滑稽 に見 える 場合 があ る。
に考 えな い方 がい いと 思う 。そ の方 が文 章の ため にも いい ので はな いか 。よ い文 章と いう
のは 、書 いた 人の 思っ てい るこ とが 何よ りも はっ きり と表 れて いる もの を指 すの で、 書い
た人 がつ まら ない こと を考 えて いる 時は 、文 章も つま らな くな る。 文章 がよ くな ると いう
『文は人なり』という言葉は、現代の人には古風な印象を与えるかもしれない。しかし、

こと はな い。
文章 につ いて これ だけ うま く云 った 言葉 はほ かに ある だろ うか 。文 を書 くの は人 であ る以
上、 書く 人の よし あし がそ のま ま文 とな って 表れ る。 これ 以上 、正 直な もの はな い。 どん
な風 に書 いた とこ ろで 、そ の人 が全 部出 てし まう 。そ の人 の身 の丈 だけ のも のが 、文 章に
出る 。
人 間に は誰 しも 人に よく 思わ れた いと いう 気持 ちが ある から 、文 を書 く時 、そ れが 感想
文のようなものであっても、手紙でも、いい文章を書こうとする、それでうっかりすると、
すく

巧言 令色 は 鮮 ないか な仁 とい うこ とに なる 。
（中 略）
亡くなった詩人の伊東静雄に『文章』という短文がある（人文書院版『伊東静雄全集』）。
その おし まい は、
と いう 言葉 で結 ばれ てい る。

『芸 術と いう もの は誠 さえ こも って おれ ば、 下手 なほ どよ ろし い』
味 わい 深い 言葉 であ る。 この 反対 にな るこ とを 、わ れわ れは 最も 用心 しな くて はい けな
い。誠がなくて、上手なように書いている文章がいちばんよくない。」

余 談だ が、 伊東 静雄 は庄 野潤 三の 恩師 であ る。 庄野 潤三 が住 吉中 学（ 大阪 ）在 学中 、伊

庄 野潤 三の 文学 観と 文章 作法 がよ くわ かる 随筆 であ る。 名文 であ る。 のび のび と飾 るこ
とな く実 直に 表現 した 文で ある 。
東静 雄よ り国 語を 教わ った 。

お わり に
庄 野潤 三は 一九 二一 年二 月九 日生 まれ 、二 〇〇 九年 九月 二十 一日 に亡 くな って いる 。不
思議 なこ とに 、九 月二 十一 日と いう 日は 、私 の敬 愛し てい る他 の二 人の 作家 の命 日に あた
る。一人は宮沢賢治。彼は昭和八年九月二十一日になくなっている。もう一人は広津和郎。
彼は 昭和 四十 三年 九月 二十 一日 に亡 くな って いる 。
私 がこ の三 人の 作家 が好 きな のは 、文 学至 上主 義で なか った こと だ。 生活 を第 一に 考え
た。 そし て、 正直 に生 き、 少し でも 幸せ にな るこ とを 考え た。
庄 野潤 三は 大変 な勉 強家 だっ た。 随筆 を読 むと わか るよ うに 、イ ギリ スの 文学 をよ く読

んで いる 。ア メリ カの ガン ビア の大 学で 客員 教員 とし て働 いて もい る。 彼は 文章 を子 供に
わか るよ うに 書い た。 むず かし い言 葉を 使わ ない 。飾 りも 余分 なこ とも 書か ない 。
ま た、 人に 何か を教 える こと も好 きで なか った 。た だ人 間は 捨て たも ので はな い、 人生
は楽 しい よ、 自然 はい いよ 、と みん なに 伝え たか った のだ ろう 。
最 後に 、私 も庄 野潤 三に なら って 言お う。
「庄野潤三さん、いい文を読ませてもらって、うれしかった。ありがとう。」
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私が 幼か った ころ 、母 は絣 の半 纏に 手ぬ ぐい をか ぶり 、粉 にま みれ て精 米所 で働 いて い
た。 家は 村は ずれ にあ り、 精米 所は 家か ら少 し離 れた とこ ろに あっ た。 私は 五人 兄弟 の末
っ子 、兄 たち は学 校で 、一 番上 の姉 と兄 はす でに 家に はい なか った 。
母は 農業 と精 米業 で忙 しく 私と 遊ん でい る閑 はな かっ た。 友達 の家 も遠 い。 だか ら私 は
いつ も独 りぼ っち 。私 の友 達は 猫の ミー 、そ して 山羊 や、 鶏や 兎、 豚も 居た けれ ど、 母屋
から 離れ た小 屋に いた から 、食 事の 残飯 をバ ケツ に入 れて 餌を やり に行 くと きだ け母 につ
いて いく 。
豚小 屋は 鼻を つま むほ ど臭 かっ た。 だか ら柵 から 覗く だけ 、一 人で は遊 びに 行か ない 。
いつ もミ ーと 遊ぶ 。三 毛猫 のミ ーは 私が 生ま れた 時か ら居 た。 だか ら齢 は私 より ずっ と
お姐さん。だけど、私のほうが何でもできる。だからミーは仕方なく私のいいなりである。
優し い猫 だっ た。 私の 寝巻 を着 せて 、人 形代 わり に背 中に 負ん ぶし よう とす ると 手足 が邪
魔に なっ た。 ミー は苦 しが って 背中 から 逃げ 出す 。そ れを 追い かけ て何 回も 同じ こと をす
る。 けれ どつ いに はミ ーも 私に つき あい 切れ ず、 私の 手の 届か ない とこ ろへ 逃げ だし てし
まう 。
私は 一人 遊び に飽 きる と、 母の 働い てい る精 米所 へ行 く。 精米 所は いつ も天 井か らベ ル
トが 回り 、が たん がた んと 大き な音 がし てい た。
母は 私に 背中 を見 せて 箒で 、こ ぼれ た米 粒を はい てい る。
「お かあ さん ！」
と少 しく らい の声 で言 って も振 り向 いて はく れな い。
「お かあ ーさ ーん 」
大声 で怒 鳴る と振 り向 いて 笑顔 を見 せる 。そ して 箒を 置く と奥 の棚 から 袋に 入っ た飴 玉
を持 ち出 し、 鑿で 小さ く砕 いて 紙に 包み 、私 に持 たせ てく れた 。お 正月 の雑 煮も そう であ
った 。喉 につ かえ ると 怖い とい って 、小 さく ちぎ った 餅を 椀に 入れ てく れた 。だ から 兄た
ちは 私に 対し て過 保護 だと いっ て母 に文 句を 言っ た。 その 通り だが 、本 当は 末っ 子の 私ば
かり 母が 可愛 がる とや きも ちを 焼い てい たの であ る。
「お 前を 呼ぶ とき のお ふく ろの 声は 俺ら たち を呼 ぶと きと 声が 違う 。お 前を 呼ぶ とき は優
しい 声だ が、 俺ら を呼 ぶと きは 照、 郁と 乱暴 で呼 び捨 てだ 」
とい うの だ。 私が 育つ ころ の母 は、 もう だれ にも 負け ぬ一 家の 働き 手で 、だ れに 遠慮 す
るこ とも なく 私を 育て るこ とが でき た。 しか し、 一番 初め に姉 が生 まれ た時 はそ うは いか
なか った 。そ れが 母の 嘆き であ った 。
父は 十人 兄弟 の長 男で 、祖 父は 村一 番が んこ な働 き者 、父 が勉 学し たい とい うの を許 し
ては くれ なか った 。祖 父は 自分 の気 に入 った 嫁を もら って 父に 長男 とし ての 自覚 を持 たせ
よう とし たら しい 。し かし 、父 は鍬 や鎌 を持 った こと もな い母 を見 染め 、祖 父の 気に 入っ
ても らっ た嫁 を追 い出 して 母を 嫁に した 。母 方の 祖父 はア メリ カへ 出稼 ぎ中 で、 祖母 は相
談す るこ とも でき ず困 って 反対 した 。け れど 、父 がし っか りし た若 者だ から と諦 めて 嫁に
出し たそ うで ある 。父 と母 は八 歳違 い。 母は 十七 歳で あっ た。 村の 娘た ちは みん な海 で潜
り天 草を とっ て稼 ぐの に、 祖母 は怖 がっ て母 を海 へも 出さ ず、 母は お金 を稼 ぐこ とも 知ら
ない 。そ んな 嫁を 祖父 が気 にい るは ずも ない 。
父の 両親 は何 もで きな い嫁 を特 訓し た。 自分 たち の間 に母 を立 たせ 鍬を ふる う。 母は 二
人の 間に 挟ま れ、 慣れ ない 鍬づ かい に追 いつ いて いく だけ で精 いっ ぱい だっ た。 時に は氷
の張 った 田ん ぼの 田起 こし まで した とい う。
父は 村役 場へ 勤め てい たか ら母 を助 ける わけ には いか ず、 一計 が案 じた 。そ れは 精米 所
を開 いて 母に 任せ 賃金 を得 るこ とで ある 。そ の賃 金を 祖父 に差 し出 すこ とで 祖父 の機 嫌を
取っ たの であ る。 それ で幾 分か 母の 労働 も楽 にな ると 考え たの かも しれ ない 。
しか し、 母の 苦労 はそ れで は収 まら なか った 。姉 が生 まれ た時 、母 は十 八歳 。そ して 、
姑も また 父の 十番 目の 妹を 出産 した ので ある 。同 じ年 に、 一つ の家 に赤 ん坊 が二 人生 まれ

た。 二人 は父 が同 じも のを 買っ てく ると 双子 のよ うで 嫌だ とい い、 違う もの を買 って くる
と、 とり っこ した 。じ ゃあ 、じ ゃん けん でと 言っ ても 負け たほ うが ぐず つい た。 そん なわ
けで 、姉 は勝 ち気 な子 に育 って しま った と母 は言 う。
「藤 ｛姉 ｝を 叱る と反 発し て逆 効果 だが 、の んび り屋 のお 前は 猫と 同じ で叱 って も、 叱っ
ても 少し もき きめ がな い」
子育 てほ ど難 しい もの はな い。 と、 母は ため 息を つい た。
私が 育つ ころ 、す でに 祖母 も叔 父、 叔母 たち も居 なか った 。相 変わ らず 忙し かっ たけ れ
ど、 母は 精米 をし なが ら閑 な時 は私 の相 手を して くれ た。 笹船 の作 り方 やト ウモ ロコ シの
皮と 毛を 使っ て丸 髷の 人形 の作 り方 も教 えて もら った 。父 より も母 は身 近な 人だ った 。
父が 亡く なっ たの は、 下田 市合 併の さな かで あっ た。 その とき 父は 朝日 村の 村長 を務 め
連日 会議 であ った 。酒 の飲 めな い父 は無 理し たの か、 疲れ がた まっ たの か、 肝硬 変を 引き
起こ し、 亡く なっ てし まっ た。 母は 寝食 を忘 れて 看病 した が、 病に は勝 てな かっ た。 母は
父が亡くなると、毎日泣き暮らし、毎日お寺の裏の墓地へいって、終日帰ってこなかった。
それ から とい うも の、 父へ 向け た愛 が私 に降 り注 がれ た。 しか し、 その とき 、私 は新 卒

みん な父 の後 を追 うの では ない かと 心配 した 。
二年 目の 教師 で同 じ新 卒の 彼と のこ とが 村の 噂に なっ てい た。 それ が母 の耳 に届 くと 母は
仏前 に私 を座 らせ て、 父の 遺影 の前 で泣 いた 。母 は二 人の 結婚 に反 対だ った ので ある 。も
ちろ んま だ私 たち は結 婚す るつ もり はな い。 結婚 する なら もっ と一 人前 の教 師に なっ てか
らで も遅 くは ない と考 えて いた 。
しか し、 何処 でど うな った のか 、私 の知 らな い間 に、 両家 で結 婚の 日取 りま で決 めて しま
った ので ある 。明 後日 結婚 式だ から 帰っ てく るよ うに と言 われ た時 、私 は母 の真 意が わか
らな かっ た。 私は 腹を たて 、結 婚式 なん かや らな いと いっ て母 を困 らせ た。 しか し、 母の
涙を 見る と、 私も 無理 が言 えず 、な すが まま に結 婚式 を挙 げた ので あっ た。
結婚 して みる と、 母は あれ だけ 私た ちの 結婚 を反 対し たの に、 何や かや と貧 しい 私た ち
の世 話を 焼い てく れた 。
家の 周り に雑 草が 生え ると 、
「い かに も横 着者 が住 んで いる よう で、 お前 より 私の ほう が恥 ずか しい 」
と、 言っ て草 取り に来 てく れた 。お まけ に私 が植 えた 草花 まで 引き 抜い て、 ああ きれ い
にな った と喜 んで 帰っ てい く。 そん な母 を夫 も、 舅、 姑も 快く 迎え てく れた こと は感 謝で
あっ た。
父が 亡く なっ て、 母が 一人 にな ると 、別 居し てい た兄 夫婦 も帰 って きて 、母 と一 緒に 暮
らし 始め た。 けれ ど、 途中 から の同 居は 難し いも のら しく 、母 と兄 は何 事に つけ ても 意見
の食 い違 いが でき た。 兄は 父の よう には いか なか った ので ある 。遺 産相 続も 母は 、家 を守
るた めに と、 私た ち兄 弟に 、放 棄す るよ う働 きか けて おき なが ら、 後に なっ てそ れを 悔し
がっ た。 そん な過 ぎた こと をく よく よし なが らま すま す兄 との 間が うま くい かな くな り、
母は 家の 中で 独り ぼっ ち。 それ に老 いが 加速 する と、 一人 の寂 しさ に耐 えら れな くな り、
東京 の姉 や浜 松の 兄ま で呼 び寄 せて 愚痴 を言 った 。だ んだ んと わが まま にな り、 時間 で約
束を して 、少 しで も遅 れる と、 もう いら いら して 、待 つこ とが でき なか った 。父 の愛 で満
たさ れて いた もの が空 白と なり そこ へ埋 め込 むも のが 見つ から ない ので あっ た。
兄は やり 切れ なく なっ て、 私に も黙 って 母を 病院 へ入 れて しま った 。今 でこ そ老 人介 護
の問 題は 世間 にも 知ら れ施 設も たく さん でき てい るけ れど 、当 時と して は子 が親 を看 るの
は当 然の こと とし て、 病院 へ入 れる のは 、親 を捨 てる こと と考 えら れて いた 。だ から 母は
自分 は捨 てら れた と思 いこ み、 裸足 で病 院を 抜け 出し 、病 院の 近く に住 んで いる 姪の とこ
ろへ 逃げ だし てし まっ た。 病院 側で は困 って 、私 が面 会に 行く と里 心が つい て帰 りた がる
ので 面会 に来 ない でほ しい とい われ た。
私は 憤慨 した が、 かと いっ て私 が連 れ帰 るこ とも でき ず、 しば らく 面会 を避 けた 。し ば
らく して 、行 って みる と母 の様 相は 変わ って いた 。最 愛の 娘に まで 見限 られ 、生 きる 望み
を失 った のだ ろう か。 もう 起き 上が る元 気は もち ろん 、病 院を 抜け 出す 勇気 など 残っ てい
ない よう であ った 。
それ から 私が 訪れ ると 、枕 もと には 冷え た昼 食の 膳が 手も つけ られ ない まま 放置 され 、

母は うつ らう つら 眠っ てい た。
「お ばあ ちゃ ん」
孫が 生ま れて から 私も 母の こと をそ う呼 ぶ。 する と、 うっ すら と目 を開 けて いう 。
「お お、 来た のか 、お 前は 忙し いか らそ んな にた びた び来 なく ても いい よ」
なん と言 う変 わり 様で あろ う。 私が 見舞 うた びに 連れ て帰 れと 言っ て私 を困 らせ た母 が
母は すで に、 この 世へ の未 練を 断ち 、あ の世 への 道を 歩み はじ めて いた ので ある 。こ の

そう 言っ て私 をね ぎら うの だ。 私は 胸が 詰ま った 。
世では満たされぬ父への思い。ひと時は子供たちへの愛で寂しさから逃れようとした母も、
それ はか なわ ぬ事 と諦 めた のだ ろう 。そ して 、残 して いく 者へ の優 しい 気持 にな った のに
違い ない 。病 み衰 えた 母の 顔か ら生 気は 失わ れて はい たが 、す べて のこ とに しが らみ を断
ち、 この 世の 修羅 から 逃れ た母 の顔 は、 まさ に仏 の顔 であ った 。そ れか ら間 もな く母 は亡
くな った 。
九十 一歳 、十 二月 の暮 れで あっ た。
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友人 から 封書 が来 た。 彼の 会社 の「 設立 四〇 周年 記念 式典 」へ の案 内状 であ った 。彼 が
会社 を設 立し ても う四 〇年 にな るこ とに 驚い た。 設立 一〇 周年 から 一〇 年毎 に同 様の 式典
があ り、 その 都度 案内 状が 届い たが 、私 は何 かと 理由 をつ けて は出 かけ なか った 。
彼 が案 内状 を送 って くる のは 、高 校時 代の 級友 だっ たか ら、 とい うだ けで はな い。 私が
彼の 会社 の「 株主 」だ から だ。 世間 で言 う株 主な どと いう 偉そ うな もの では ない 。彼 が会
社を 設立 する 時、
「出来る範囲で金を貸してくれ」と言われたので、友人としてそれに応じ
たま でだ 。実 際私 は彼 から 、株 券や 借用 証書 とい った 類の もの は、 何ひ とつ 受取 って いな
い。
だ があ れか ら四 〇年 間、 彼は 毎月 一二 月に 会社 の手 帳と カレ ンダ ーを 送っ てく る。 とて
も重 宝し てい る。 更に 、会 社の 経営 が軌 道に 乗っ た頃 から 、一 月に なる と二 一二 五〇 円を
送っ てく る。 もう 三〇 余年 にな る。 初め の頃 は現 金書 留又 は郵 便為 替で 後に は通 帳へ の振
込み で、 会社 では なく 彼個 人か ら送 られ てく る。 事業 報告 書な どは 一切 来な い。 そし て年
賀状の遣り取りの他に、年二、三度は電話をくれ、その都度冗談めかして、
「 株主 さん には
大変 お世 話に なっ てい ます 」な どと 前置 きし てか ら話 し出 す。 彼の 会社 の本 社を 一度 だけ
訪ね たが 、そ の時 彼は 社長 室で 、我 々と 同じ 高校 出身 の三 、四 〇歳 代の 社員 二人 に私 を紹
介し た。
「この方は私の高校時代の同級生。君達の大先輩で、当社の株主さんだ」と。私は
「株 主」 を耳 にす る度 にこ の上 なく こそ ばゆ い感 じが した 。長 年に 亘る 送金 の総 額は 、疾
うに 私が 彼に 融通 した 金額 を超 えた であ ろう から 、も う送 金は しな いで くれ と、 以前 彼に
言っ たこ とが ある が、 その 時私 は彼 にそ れと なく はぐ らか され 、私 は今 でも 「株 主」 のま
まだ 。
こ れま で三 回あ った 記念 式典 に私 が出 なか った 理由 の一 つに は、
「株主」としてそれに出
る、という自己嫌悪感があった。だが今回は不思議と、式典に出てみる気になった。
「一 〇
年後 に二 人共 健在 であ ろう か。 互い に友 人で ある こと をベ ース にし なが らも 、経 営者 であ
る彼 が私 を『 株主 』に 仕立 てた 『会 社経 営ご っこ 』に 与し て、 友人 とし ての 彼と は全 く異
なる 側面 を一 生に 一度 だけ 垣間 見る こと も、 悪く はな い。 むし ろそ れは 、彼 との 付き 合い
だ が、 その 後私 は考 えた 。一 体彼 に融 通し た金 の額 は幾 らだ った のか 、毎 年彼 から 送ら

に厚 みを 増す かも 」と 考え たか らだ 。私 は早 速ハ ガキ の「 出席 」に マル をつ けて 投函 。
れて くる 額は 「株 主」 には 過分 では ない のか と。 そこ で昭 和四 五年 の貯 金通 帳を 見る と、
四月一四日に二五万円が引き出されていた（残高は四〇〇円）。彼が会社設立の為駆け回っ
てい た時 期だ 。そ れに 二一 二五 〇を 二五 万で 割り 算す ると 、ピ ッタ リ割 り切 れる 。私 はこ
れがその額だと確信し、今度はその月の私の給料も調べてみた。すると本棒四九七三〇円、
現金 支給 額四 八一 六三 円で あっ た。 因み に、 当時 の私 と同 年齢 の、 現在 の教 師の 給料 （本
棒） は、 二八 三六 〇〇 円で ある 。
こ の四 〇年 間、 彼の 会社 に対 する 私の 期待 と不 安は 相半 ばし てい た。 彼が 不安 材料 を口
にし たこ とは 一度 もな かっ たか ら、 逆に 不安 にな った こと もあ る。 また 経営 は順 調で あっ
ても 、そ れが 辣腕 と強 かさ から のみ 生ま れて きた もの だと した ら… …と 、友 人と して は思
い上 がっ た不 安ま で抱 くこ とも あっ た。 当日 は朝 から 落着 かな かっ たが 、そ んな 思い はか
なぐ り捨 てて 私は 家を 出た 。
Ｊ Ｒ水 道橋 駅で 下車 、会 場の ホテ ルに 向っ た。 東京 のビ ルが いつ もよ り高 く見 えた 。道
行く 人々 の表 情は 、心 なし かよ そよ そし かっ た。 その 狭間 に、 頼り なく 一人 ぽつ んと 歩い
てい る自 分が いた 。希 望に 燃え てい たと はい え、 裸一 貫で 「東 京砂 漠」 へ飛 び込 んで いっ
た時 の彼 の心 情は 、こ のよ うな もの では なか った か。 だが 彼は やが て「 砂漠 」に しっ かり
立ち 上が ると 、少 しず つで も種 を蒔 き、 それ に水 を与 え、 緑を 育て てき た。 この 祝賀 会と
は、 浮沈 が付 き物 の企 業世 界の 中で 、自 らの 会社 を四 〇年 間に 亘っ て少 なく とも 発展 、維
持さ せて くる こと がで きた こと を祝 う会 だ。 そう 思う と、 次に 私に 圧倒 的な 力で 迫っ てき
たの は、 巨大 な高 層ビ ルで もよ そよ そし く流 れて いく 群衆 でも なく 、彼 の偉 大さ だっ た。
こう いう 順序 で述 べる とカ ッコ イイ が、 本当 は、 先ず 私は 彼の 偉大 さに 圧倒 され 、連 鎖的
に彼 が越 えて 行っ た無 機質 な「 東京 砂漠 」に 圧倒 され たが 故に 、そ れを 駆け 出し の頃 の彼

前 方に は、 会場 とな るホ テル が、 空か ら被 さる よう に立 って いた 。私 は呼 吸を 整え てか

の心 情に 縋っ て、 彼の 威光 を遮 ろう とし てい たの かも しれ ない 。
ら中 に入 って 行っ た。 受付 で記 名し 、胸 に名 札を 付け ても らっ た。 案内 状に は、 祝儀 を持
たず に平 服で 来る よう にと あっ たが 、そ れを 「犯 して いる 」人 は無 く、 とて も爽 やか だっ
た。 会場 は指 定席 なし の立 食パ ーテ ィー 形式 で、 社長 自身 も隅 の方 にい た。 正面 の前 方に
配 布さ れた 「祝 賀会 出席 簿」 を見 ると 、八 七社 から その 役員 一二 五名 、私 のよ うに 肩書

まだ 広い スペ ース が残 って いた ので 、私 はそ こに 居場 所を 決め た。
きの 無い 者八 名、 彼の 会社 から 二一 名、 一一 年度 入社 決定 大卒 者六 名、 同社 研修 生二 名の
合計 一六 二名 であ った 。
祝 賀会 は定 刻通 り始 まり 、先 ず社 長の 挨拶 があ った 。昭 和四 五年 一一 月に 、た った 一つ
の裸 電球 の下 、六 畳ひ と間 の仕 事場 から 出発 して 、本 社、 工場 、事 業所 等を 持つ よう にな
って 今日 に至 った こと 、こ れは 偏に 皆様 のお 陰で ある こと など を、 ゆっ くり と話 した 。い
つも より 緊張 気味 であ るこ とが 、マ イク の近 くに いる 私に は、 はっ きり と伝 わっ てき た。
ほぼ 全国 から 集ま って きた 経営 者を 前に して のス ピー チだ った から だけ では なく 、ゼ ロか
ら出 発し て、 努力 と苦 労を 重ね なが ら今 日に 至っ た四 〇年 間が ふと 頭を よぎ り、 込み 上げ
てく るも のを 押さ えよ うと して 、つ い強 張っ た表 情に なっ たの だろ う。
次 いで 、出 席し た社 長の 二人 から 、祝 辞が あっ た。 この 種の スピ ーチ は、 例え ば、 この
会社は合理的な経営をしているとか、製品の納期遅れや支払い期限オーバーに寛大である、
そし て今 後の 更な る発 展を 祈る とい った 、パ ター ン化 され たも のか と、 私は 思っ てい た。
しか し二 人の 話は 、ど こか の寄 席に 行っ て落 語の 人情 話を 聞い てい るよ うで あっ た。 会社
あっ ての 社長 であ って みれ ば、 社長 同士 はそ の上 に立 って 互い に接 する もの であ るが 、こ
の二 人の 社長 の話 から は、 彼と の交 わり はそ れよ りず っと 深い とこ ろに 根を 張っ てい て、
まだ 青臭 さが 幾ら か残 る親 友同 士の 間柄 のよ うで もあ った 。
そ の後、
「乾杯」、
「感謝状贈呈」、
「設立当初から世話になった方々の御紹介」と続き、私
はここで、呼名によってのみ紹介されたが、少々恥ずかしかった。更に「永年勤続者表彰」、
「一一年度大学新卒入社決定者の紹介」、若手社員による「剣道の型披露」があり、最後に
三人 目の 社長 が出 てき て「 わっ はっ は」 を先 導し 、出 席者 全員 が大 声で 三度 笑っ て式 は終
彼 の周 辺に は次 々と 人が 来て は彼 に声 をか けて いた ので 、そ れが 一段 落す るの を待 って

了、 懇親 会と なっ た。
いた 。私 はこ の間 に彼 の奥 さん と話 すチ ャン スが あっ た。 私は 多少 緊張 しな がら も奥 さん
に近づき、先ず自己紹介し、彼の学生時代の話をした後、
「 これ まで にな るの に大 変だ った
でしょう？」と聞いてみた。すると奥さんは、
「あ の人 のは 石橋 を叩 いて 渡る 経営 でし たか
ら、 大き な飛 躍は あり ませ んで した 」と 言っ た。 私が それ まで いた テー ブル 周辺 の経 営者
達も 奥さ んと 同じ こと を言 って いた が、 それ に加 えて 、だ から こそ バブ ル期 を手 堅く 乗り
切る こと がで きて 、今 日が ある 、と も言 って いた 。
と ころ で妙 なこ とだ が、 私が 奥さ んに 会う のは これ が初 めて だっ た。 私の 結婚 式で は、
彼に 友人 とし てス ピー チを して もら った が、 その 数年 後に 行な われ た筈 の彼 の結 婚式 に、
私は 呼ば れな かっ た。 そし て確 かそ の翌 年の 年賀 状で 初め て彼 の結 婚を 知っ た。 その 後彼
から 結婚 につ いて 触れ たこ とは なく 、私 も当 時「 水臭 いな ァ」 と思 いな がら も、 長い 歳月
の流れのもとで、その思いは意識の底に沈んでいった。だが奥さんに初めて会ったことで、
沈ん でい たも のが 浮か び上 がっ てき た。 更に 、祝 賀会 の雰 囲気 で私 の言 葉の 足取 りも 軽く
なってきた。私は、多少冗談めかして、次のように言ってしまった。
「彼 はと ても 義理 堅い
男だ けど 、た った 一つ ひっ かか るの は、 彼の 結婚 式に 私を 呼ん でく れな かっ たこ とで す」
と。 する と奥 さん は「 失礼 しま した 」と だけ 言っ た。 冗談 めか して 言え ば真 相に 近づ ける
と思 って いた が、 私は 完全 に肩 透か しを 食っ た形 とな った 。不 自然 な沈 黙の 時が 幾ら か流
れた ので 、私 はこ の件 では それ 以上 深追 いす るこ とな く、 話題 を変 えた 。そ う言 えば 、二
人の 結婚 は丁 度会 社を 設立 した 頃と 時期 が重 なる 。私 の頭 の中 に幾 つか の光 景が 浮か んで
は消 えた 。そ の中 に、 裸電 球が 灯っ た彼 の六 畳の 仕事 場と 、残 高四 〇〇 円の 私の 郵便 貯金
通帳 があ った 。
彼 の周 辺か ら一 時的 に人 が去 った ので 私は 素早 く彼 に近 づき 、こ の四 〇年 間の 彼の 努力

に賛 辞を 贈る と共 に、 祝賀 会に 対す る私 の感 想を 手短 かに 伝え ると 、彼 は多 少照 れな がら
「有 難う ござ いま す」 をい つも より 畏ま って 何度 か繰 り返 した 。目 は幾 らか 潤ん でい るよ
うだ った 。こ うい う彼 の姿 を見 るの は初 めて だっ た。
彼 を初 めと する 社員 達に 見送 られ て外 に出 ると 、も うど っぷ りと 夜に 浸っ た大 都市 の夜
景が あっ た。 私に はそ れが 、私 を突 き放 そう とす る冷 たい もの では なく 、私 を包 んで くれ
る温 かい もの のよ うに 感じ られ た。

●佳 作

高 が読 み書 きさ れど 読み 書き

髙

栁

幸

夫

退 職互 助部 （浜 名）

私は 読む こと と書 くこ とを 共に 大切 にし てい る。 両方 をた とえ てみ るな らば 、車 の両 輪
のご とし 。片 方だ け威 勢よ く回 転し たと して も全 体は 機能 せず 、前 進は おぼ つか ない 。
世 に読 むだ けで 満足 して いる 読書 家も 少な くな い。 読ん だり 書い たり する こと は、 本来
その 人の 個性 的な 内的 欲求 によ るも のゆ え、 各人 によ り様 々な スタ イル を生 むの は、 また
当然 のこ とで ある 。
私 のよ うに その 「両 方」 を何 とか わが もの にせ んと 、年 齢も 顧み ず意 気込 む者 にと って
は、 片方 の車 輪だ けを 無闇 やた らと 回転 させ てし まう こと は心 すべ きこ とで ある 。
古稀を疾うに越えたわが身をつらつら考えるに、時間・体力、さらに頭の働きなどなど、
まこ とに わび しい 限り では ある が、 日ご と、 夜ご と、 確実 に目 減り して いる 現実 が前 途に
横た わっ てい るこ とを 自覚 して かか らね ばな らな い。
わ が身 の「 生活 信条 」は 如何 に？ と問 われ たな らば 、私 は即 座に 次の よう に答 えよ う。
「 日々 是好 日」 と。
さ あ！ 今日 もか けが えの ない 一日 が始 まる 。
読 むこ とに 今一 度、 目を 向け よう 。
読書は広き分野にわたるがよし。多種多様な本を多読、乱読することも大いに勧めたい。
学校の読書教育などでは、先生方は、
『精読しなさい！』といつも型にはまったような
お説 教じ みた 忠告 をな さる のが お上 手、 いや お得 意の よう であ る。 わが 身も 、い ささ か身
につ まさ れ、 反省 しつ つ筆 を手 にし てい る。 生徒 の能 力資 質に 応じ た個 性的 な読 みが ある
こと も重 々わ きま えて はい なが らも …。
速 読術 の特 技を 有す る者 など は、 分厚 い本 とて も、 その タイ トル →目 次→ 冒頭 及び 末尾
の一 節を ザッ と斜 め読 みす る中 で、 おお よそ 筆者 の言 わん とす る勘 どこ ろを 、い ち早 く押
えてしまう。本の良し悪し等、品定めもしてしまうのである。読む力ある者といえようか。
この よう な読 みを 心得 た者 には 、試 験出 題の 「山 」を 当て る得 意技 を持 つ者 もい る。
私 もこ れま で速 読術 を心 掛け 、修 業し ては 来た もの の、 術い まだ 成ら ず、 特技 身に つか
ずじ まい であ る。 結局 、ま た改 めて 、冒 頭か ら姿 勢を 正し て「 読み 直す 」こ とが 多い 。他
人よ りか えっ て手 間ど るこ とに なる 。ご 利益 とい えば 、本 書の 構成 ・結 語（ 論） とい った
ことを取り違えることがないことぐらいか。本を読 む場合もまた、次の諺が参考になる。
お

「鹿を逐う者は山を見ず」（出典「虚堂録」）
細 部の 一点 にば かり こだ わり 、た めに 全体 （像 ）を みす みす 見落 して しま うこ とは 誰に
でも よく ある こと だ。 外国 語、 一単 語で 行き 詰り 。そ のよ うな いわ ば〝 近視 眼的 な読 み方
〟をしている者には、本を読む楽しさなどわかるまい。ましてやその奥に秘蔵されている、
〝醍 醐味 ―至 福の 境〟 など は、 なん とな んと 程遠 いこ とか 。ソ ノ者 は文 脈を 読も うと しな
い。段落をたどり読むことを忘れている。私はソノ者には漫画を「読め」とお勧めしたい。
広き にわ たる 読書 。書 物に よっ ては 時に 精読 、時 には 濫読 、乱 読、 多読 を祈 りま ぜて 、豊
かな 読書 量を 内に 持つ こと が、 もの を書 く折 の知 的背 景と なる 。筆 執れ ば、 自然 にも の書
かれ 、明 晰・ 達意 の文 を成 さし める 力づ よい 支え とは 、な るも のだ と私 は信 じて いる 。
も の書 く者 皆々 、こ のこ とを よく よく 心得 べし ！と まず は、 真っ 先、 己に 呼び 掛け る！
ただただ書くばかりで一書をも読まぬ者は、結局、行き詰まる。マンネリ化、二番煎じ、
創作とは無縁のエピゴーネンとなる。われにもすでに、その兆候有り！心すべき大事なり。
優 しい 文芸 の女 神ア テネ よ！ どう かこ のわ れに 、文 運を 授け 給へ 。ご 照覧 あれ よか し！
私個人の読書反省から、若いうちはとかく、読むことばかりに重点を置いていたようだ。
「定 年」 を境 に、 読み と書 き、 その 両輪 は、 両々 相俟 つよ うに 調和 を保 つに 至っ た。 これ
も毎 日が サン デー のお 陰か 。わ れ古 稀を 疾う に越 えた 身と なる に及 びて 初め て、 随意 な読
書、 気ま まな 筆ず さみ 、こ れに 過ぐ るも の他 にな し、 の境 に遊 ぶを 得た り！

さ て、 近ご ろ、 私は 「書 くこ と」 に一 段と 興味 関心 を抱 くよ うに なり 、妻 も驚 き呆 れる
程、メーターは上がり、過熱の度は高じている。私は今、
「読むより書く方が楽しい」と心
底思 うよ うに なっ た。 こん なこ とは 生ま れて 初め ての 〝境 地〟 であ る。

倍楽 し い』

古 稀の 足ど り、 人生 の旅 路、 また 心躍 るこ とも あれ ばあ るも のだ ！捨 てた もの では ない
ぞ！
手 もと に 文 筆 家 井 狩 春男 氏 の 著 書 が ある 。 表 題 は 『 本 は読 む よ り 書 く 方 が

○読 むよ り書 く方 が

倍オモ シロ イ

目 次と リー ド文 の一 部を 引こ う。

（新 風社 ）と ある 。私 の今 の気 持を 代弁 して いる よう に思 われ 、一 読し 共鳴 して いる 。
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強いからだ。」
○も はや 、誰 でも 本を 書く 時代

寸記 する とす れば 、次 のよ うに なろ うか 。
優れ た短 編で ある こと

中 三生 の教 科書 に採 択さ れた 理由 を、 その 後、 国語 教師 一代 の私 の眼 でと らえ たこ とを

それ は奥 行き の至 って 深い 作で ある こと に私 はた だた だ脱 帽、 敬服 する ばか り― 。

て、
『焚火』は、その後、幾度も読み返しているが、今回改めて読み直してみると、それは

漁村 に暮 らす 誰も が、 大人 も子 ども も、 本な どゆ っく り読 む習 慣な どは 持て なか った 。さ

朗と した 音読 も示 され 、授 業を 展開 され た。 当時 の私 たち は、 終戦 後の こと とて 、ま た農

十七 年湖 西中 学三 年の 国語 授業 であ った 。先 生は 教頭 の佐 原英 夫先 生で 、要 点を 押え 、朗

私 が小 説の 神様 志賀 直哉 の数 ある 作品 中最 初に 読ん だ作 品は 『焚 火』 であ った 。昭 和三

わた しの 心に 残る 一冊
志 賀直 哉全 集、 その 読み 始め とし て『 焚火 』

が、その出発点、と私は思っている。（終）

本好きになるきっかけは、まず何はさて置いても「面白い」ことから。「よく分かる文」

み始 めと して 『焚 火』 を採 り上 げた 次第 。

を企 画と のこ とで 、私 はつ いつ い乏 しい 読書 体験 も省 みず 、志 賀直 哉全 集を 選び 、そ の読

当 館で も読 書週 間に 「わ たし の心 に残 る一 冊」 をテ ーマ とす る市 民の 感想 文の 展示 発表

湖 西市 中央 図書 館の 司書 とは 顔な じみ 。

躍っ た。 浜松 中央 図書 館で は、 郷土 資料 の本 を多 数提 示さ れ、 感謝 する ばか りだ った 。

こと もあ る。 浜松 西区 の図 書館 では 、ネ ット で検 索し てい ただ き、 本を 手に した 時は 心が

最近 、書 くこ とを 覚え 、本 を選 ぶよ うに なっ た。 閲読 し、 本を 探し て図 書館 めぐ りを する

灯火親しむの候。今年は「国民読書年」ということから国を挙げて読書を奨励している。
さて 、私 は定 年後 の身 、図 書館 へは よく 足を 運ん でい る。 本の 読み 方は 、気 まま なも の。

「国 民読 書年 」に 寄せ て

先ごろの「読書週間」にちなんでものした私の「作物」（？）から、まずは「二編」。

引き 、諸 賢各 位の ご叱 正を 承る こと にす る。

筆 は本 随想 後半 部に 至っ た。 ココ から は、 ごく 最近 の、 私の 「筆 のす さび 」そ の一 端を

〈以 下略 〉

「 いい 本を 書け るの は、 まず 、売 ろう とい うこ と以 前に 、表 現し たい とい う気 持の 方が

い。」
○シ ロー トが いい 本を 書け る理 由

「 書く こと はシ ロー トで も、 人は それ ぞれ 、そ の人 にし かで きな い経 験を して いる 。い
ろい ろな 人生 経験 をし てい る。 もち ろん そこ ら辺 は裾 野が どこ まで も広 がっ てい る方 がい
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簡潔 平明 な口 語文 体で ある こと
主人公（作者らしい人物）ら仲良し四人組の大人たちの楽しい〝遊び〟が描かれて
いる こと

（三） （二） （一）

山や 森の 生活 、そ の楽 しさ と厳 しさ にも 眼が 開か れる こと
山の静寂な湖、そこにみる大自然の奥深さ・神秘性・不可思議に触れることができ
あくせく

〈 齷齪 した日 常性 脱出 〉

に心 から 敬慕 され てい る。 ―以 下略 ―

（ 終）

（完 ）

こ の地 に日 本の 発明 王・ 世界 の織 機王 、豊 田佐 吉が 生ま れ育 った 。彼 は今 も私 たち 市民

私 の住 む郷 土は 浜名 湖西 岸の 湖西 市。

と、 私は 固く 信じ てい る。
―は しが き、 冒頭 から ―

世の 人々 と共 に豊 田佐 吉の 生き た時 代を 今一 度、 呼吸 して みた い。
そう して こそ 、初 めて 豊田 佐吉 の「 実像 」は 、広 く世 の人 々の 心に 、鮮 明に 結ば れる

てや まな い。

私は それ らを 排し て、 まご うこ との ない 豊田 佐吉 の「 実人 生」 を語 る「 伝記 」を 求め

かが われ るも のが 少な くな い。

世 にあ る豊 田佐 吉伝 記の 中に は、 筆者 によ って は、 潤飾 ・虚 飾の 筆を 交え てい ると う

本 書を 敬愛 する 郷土 の偉 人豊 田佐 吉の 霊前 に謹 んで 捧ぐ

―扉 のこ とば ―

（仮 題） 豊田 佐吉 の「 実像 」求 めて

終わ りに 今一 編、 ライ フワ ーク とし て書 き上 げた もの に、 郷土 の偉 人豊 田佐 吉人 物記 があ
る。 大部 の作 物ゆ え、 一部 を引 くに とど める 。

作品の末尾が読みどころ。今も心に 甦 える。

よみがえ

まっていた箇所にも深い意味合いを見い出し、文学的醍醐味を満喫させてくれるのである。

てい た点 もあ った ）だ が、 年齢 を重 ね、 再々 度読 み返 して みる と、 今ま で読 み過 ごし てし

当時十五歳のボクらには、この短編の本当の良さは汲みとれなかった。
（ 漢字 書取 とな っ

るこ と

（五） （四）

説

第五 部
小
【総

評】

選
文芸

評
審 査員

沼 津工 業高 等専 門学 校名 誉教 授

鈴木 邦彦

昨 年の 暮、 ニュ ーヨ ーク に行 った 。ダ ウン タウ ンの 「ブ ルー ノー ト」 とい うジ ャズ バー
で「 ブル ーノ ート マテ ィー ニ」 とい うカ クテ ルを 飲ん だ。 えも 言わ れぬ 青色 がす ばら しか
った 。ジ ャズ は、 綿花 の摘 み手 の奴 隷と して アフ リカ 大陸 から ニュ ーオ ーリ ンズ の港 町に
連れ てこ られ た黒 人に よっ て創 られ たが 、ブ ルー ノー トマ ティ ーニ の青 色は 、黒 人た ちが
アフ リカ の空 や湖 を思 う望 郷の 悲し みを 秘め てい るよ うな 美し さだ った 。マ ティ ーニ はと
ても きつ い酒 だが 、こ のカ クテ ルは 嘘の よう に飲 みや すく おい しい 。
口に含んだ瞬間、芸術もこれでなくちゃ、と思った。「美しさ」、そして「きついけど飲
みやすい」、とても鋭いが、どこか皆をひきつける大衆性を持っていて、 美しくおもしろ
い、 つま り、 鋭い 発見 と独 創性 、優 しさ 、そ して 美し さと おも しろ さ、 この 三つ を兼 ねそ

伊

藤

昭

一

本 年度 は応 募数 八作 。中 に力 作が 多く 、退 屈を 感じ なか った 。
ま わり 道

退 職互 助部 （浜 松）

なえ ては じめ て完 璧な 芸術 と言 える 。小 説も 、も ちろ んそ うあ って ほし い。

優秀 賞
ごく 普通 の高 一の 少女 が、 ある 日突 然知 らな い家 に連 れて いか れそ こに 住む こと にさ せ
られ る。 彼女 は養 父母 に育 てら れて いた 。保 健室 で肩 のあ ざに つい て聞 かれ 、養 母に たた
かれ たと 答え る。 それ を虐 待と 受け 取ら れ、 児童 相談 所に 通報 され る。 やさ しか った 養父
から 無惨 に引 き離 され たの であ る。

作

「 牛窓 の夕 日」

伊

藤

正

則

退 職互 助部 （磐 周）

「制 度」 が善 意の 仮面 をか ぶっ て、 個人 の自 由を 当然 のよ うに 奪い 去る 現代 社会 の、 ゾ
ッと する よう な恐 ろし さを 、作 者は 事実 だけ を淡 々と 我々 の前 に呈 示す る。
佳

母校 の高 校の 美術 室で 、偶 然「 牛窓 の夕 日」 と題 する 絵を 見た 。作 者は 高校 時代 、同 じ
美術 部だ った 真理 。真 理と 「私 」は 四十 年前 の高 校の 卒業 制作 のた め二 人で 牛窓 の民 宿に
泊り 、牛 窓の 景色 を描 いた のだ 。二 人は そこ で結 ばれ た。 真理 は父 の事 業の 失敗 で現 在行
方不明。「私」は真理を探しに牛窓を再訪する……。
小 説と して とて も魅 力あ るテ ーマ だが 、五 十枚 の短 編で 少し 惜し い。 すぐ れた 脚本 家が

審 査員

大

重

美

池 上耶 素子

浜 松市 立中 郡小 学校

日 本現 代詩 人会 会員

晴

この 短編 を読 んだ ら、 テレ ビや 映画 の名 作に 仕立 て上 げる だろ うが 、ぜ ひ伊 藤先 生ご 自身
の手 でお 願い した い。

評】

佳 作
祐 馬、 奔走 す
おも しろ い時 代小 説。 この 作者 の新 境地 か。
詩
【総

本年 度の 応募 作品 は、
「灰色の街」田中雄治、
「雪の舞い」西田二郎、
「泳ぐ」鳥居憲、
「小
さいおはなし」大竹邦子、
「聞かせて、母さん」井澤道夫、
「窓たたき隊」■沼美代子、
「白
いカ ップ 」吉 田令 子の 七編 であ った 。追 憶や 現実 のう ちに 希望 や気 がか りな どを 、そ れぞ

窓 たた き隊

■

沼

美代 子

静 岡北 特別 支援 学校

れ独 自の 詩体 で表 現し た。 詩と は人 と人 との 交叉 点か ら生 まれ ると 実感 させ る詩 群で あっ
た。
優秀 賞

「窓 たた き隊 」と いう 題名 がオ ヤッ と思 わせ て、 小学 生の 姿を 思い 描か せる 。／ 後ろ に
大き く頸 を傾 げた 子供 たち ／と ある から 、子 供た ちの 見上 げる 老婆 の姿 は、 二階 のベ ラン
ダに ある のだ ろう か。 上と 下で 振ら れる 人の 手、 呼応 する ぬく もり 。子 供の 姿と 老婆 の姿
を重 層的 に描 いて 映像 的。 人間 信頼 への 希望 を伝 えて 快い 。

佳

作

聞 かせ て、 母さ ん

井

澤

道

夫

退 職互 助部 （志 太）

人間 には 自分 で決 めら れな いこ とが 少な から ずあ る。 その 最大 なも のは 「生 まれ て来 る
こと」、生まれた時や場所、家族や境遇。振り返れば、戦火を逃れ生き延びた平和な家族の
うち にも 、持 ち続 けた ひと つの 問い があ った と、 還暦 を過 ぎて 今、 詩人 は「 私は 私と して
喜び 迎え られ たの か」 と亡 き母 に問 う。 それ は正 解の ない 問い 。／ 聞か せて 、母 さん ／と

審 査員

静 岡県 伊豆 文学 フェ ステ ィバ ル委 員

中尾

勇

呼び かけ る素 朴な 言葉 が、 胸中 に問 い続 けた 人の 長い 年月 を通 して 、静 かに 戦争 の悲 惨さ
を具 現す る。
童話 ・童 謡
【総 評 】
いい 作品 が揃 った 。文 章と 物語 の真 情に 気心 のす ぐれ た表 現に 富む 作品 、内 容の 整っ た

伊

藤

正

則

退 職互 助部 （磐 周）

力作 あり 、い ずれ も感 心し つつ 味わ った 。県 下の 教職 員の 筆の さえ に感 動が あっ た。
「 さと る、 ごめ んよ 」

今日 は健 くん と森 でカ ブト 虫を さが す日 だ。 弟の さと るに つい てく るな と念 をお して 家

優秀 賞

あ した にな った ら

服

部

静

子

退 職互 助部 （三 島）

を出 た。 とこ ろが さと るが つい てき た。 カブ ト虫 はい ない 。弟 を心 配し てさ がし た。 弟が

作

さり げな く弟 を案 ずる 気持 がに じん でい る。

カブ ト虫 をみ つけ てい た。

佳
作者はガンで入退院をくり返している人だ。ぼくを主人公に、自然の美しさをのべて「ぼ

作

「 小鳥 の温 泉」

渡

辺

忠

栄

退 職互 助部 （沼 津）

くに元気をくれそうだ。」そして「やさしい心」をうたっている、明日への希望と悦びをさ
りげ なく 詩に して いる 。
佳

おば あさ んは ひよ どり にみ かん をや って いま す。 その おば あさ んは 腰や 肩が 痛く なり ま

荒

波

教

平

退 職互 助部 （榛 原）

した 。そ の時 ひよ どり の群 れが おば あさ んを 小鳥 の温 泉に 入れ てく れま した 。あ たた かい
話と 文章 です 。
楽し く頑 張ろ うよ

はず む文 章が とて もい い。 自然 描写 は確 かだ が主 人公 の存 在が わか らな い。 幾度 も読 み
かえ して ゴル フの ボー ルか なと 思っ たが 、自 信が ない 。
〈野 原〉 の遠 足
大 竹 邦 子
退 職互 助部 （沼 津）
野原 が憧 れの 象の 形を した 山に 遠足 にで かけ る。 話の 創造 性と スケ ール は大 きく 親し み

松

本

清

治

退 職互 助部 （志 太）

易さ にも すぐ れた 作品 であ るが 、今 一段 の具 体性 と親 しみ やす い表 現に 一段 と磨 きを かけ
て欲 しい 。
いの しし の親 子

力作 であ る。 小二 の三 人組 がい のし しか ら農 作物 を守 る話 で、 案山 子の 太郎 君を 二本 足
細か い描 写が 必要 だっ た。

にし たり の工 夫な どが 面白 い。

審 査員

社 団法 人静 岡県 出版 文化 会

清水

猶

選外の三作は実は文章といい内容といい実に面白い作品揃いであり、惜しい作品である。
評論 ・書 評

【総 評 】
応募は、三作品。どの作品とも、内容及び評論・書評としての論理の展開は見事である 。
豊か な読 書量 に裏 付け され た評 論の 重み が、 文章 の随 所に 滲み 出て いる 。ま た、 作家 や作
品、 もの の見 方・ 考え 方を 、自 分の 中に 取り 込み 自分 のも のに して いる とこ ろに 論述 の確
かさ があ る。

優秀 賞

私 の「 無常 とい う事 」

小

松

忠

退 職互 助部 （小 笠）

小林 秀雄 の「 無常 とい う事 」の 作品 と、 筆者 自身 を重 ね合 わせ なが ら論 述し てい る。
小林 秀雄 の心 の軌 跡を 辿る こと は「 一言 芳談 抄」 にあ るな ま女 房の 言葉 に心 打た れ、 わ
き出 る思 いを 信仰 書の よう に綴 って いる こと から も「 無常 とい う事 」の 理解 に通 ずる と筆
筆者は、小林秀雄という人物を身近な存在として意識している。書評の文言にも、
『心 惹

者は 言い 切っ てい る。
かれるものがあったのだろう』『私が氏に惹かれる謎』『私と無縁ではない』等々、如実に
記さ れて いる こと から 明白 であ る。 さら には 、作 品の 文体 に触 れな がら 思想 に言 及し てい
る行がある。『文体は難解で、 思想は晦渋である』という評に対して思想そのものは日常
の域 を大 きく 離脱 する もの では ない と弁 護と もと れる 記述 が見 られ る。

作

「 広池 千九 郎法 学博 士（ 道徳 科学 ・最 高道 徳） の
孝

退 職互 助部 （清 庵）

古希 の域 に達 した 筆者 は、
「老い」と「無常という事」の世界に馴染んでいる自分と、小
林秀 雄を より 近く の存 在と して 引き 寄せ てい る。
佳
亦

平和 への 業績 と今 日的 課題 」
勝
博士 の精 神的 バッ クボ ーン は、 筆者 が言 って いる 諸聖 人の 思想 であ る。 その 思想 を核 と
博士の実践研究はさらに深化・拡充し、神道 即ち道 徳への道程が形成されたと言える。

して 実践 的平 和論 に結 びつ けた とこ ろが 、博 士の 偉大 なる 業績 と言 える 。
〈天 地の 公道 に従 うも のは 進化 し、 これ に反 する もの は退 化す る〉 自然 界の 法則 さな がら
に生 きる とい う人 生観 が、 大き く博 士の 精神 構造 に醸 成・ 確立 され たこ とが 読み 取れ る。
大量 の資 料を 読破 し分 析し 、広 池先 生の 業績 を基 に道 徳論 を展 開し た筆 者の 器量 と努 力

鳥

居

憲

退 職互 助部 （小 笠）

には 頭が 下が る。
人の 心の 中に 「平 和の 砦」 を築 き上 げな けれ ばな らな いと いう 筆者 の叫 びが 、耳 の奥 深

庄 野潤 三の 文学 観

文章 の随 所に 、筆 者の 庄野 潤三 とい う人 間と 作品 に、 とこ とん 惚れ 込ん でい る心 情が 書

作

くに 響く 。
佳

かれ てい る。 そう でな けれ ば、 私淑 して いる 自分 とは 書け ない だろ うし 、生 活の 手本 にし
たい とま では 言い 切る こと はで きな いは ずで ある 。

審 査員

社 団法 人静 岡県 出版 文化 会

清水

猶

庄野 潤三 の文 学観 を論 じつ つも 、筆 者自 身の 文学 観が 同居 して いる とこ ろの 表現 の巧 み

想

さと おも しろ さが ある 。
随

【総 評 】
応募 作品 の数 はや や減 りは した が、 その テー マ性 及び 内容 は、 いず れも 秀逸 であ る。

鈴

木

さつ き

退 職互 助部 （賀 茂）

いず れの 作品 から も、 筆者 自身 の人 生の 機微 に触 れた 意義 ある もの が感 じら れた 。こ の
こと は読 み手 の「 心の 耕し 」に も繋 がっ てい る。
母

「母」「おかあさん」「おかあーさーん」「おばあちゃん」

優秀 賞

すべての主語が「母」、そして、数枚にわたる随想全体が「母」というオブラートで包み
こま れた 温か さが 、読 み手 にひ しひ しと 伝わ って くる 。切 々と 人生 の機 微を 綴っ た誠 実な
筆致 であ る。 読み 進め てい くう ちに 、思 わず 胸に 熱い もの が込 み上 げて くる 。筆 者の 長き
に亘 る数 々の お母 さん への 思慕 の情 を他 所に 追い やる わけ では ない が、 一歩 踏み 込ん で考
えた い衝 動に 駆ら れる のは 私だ けだ ろう か。
この 随想 のテ ーマ 「家 族（ 肉親 ）の 絆」 を綴 るこ とに 重き があ るこ とは 誰も が理 解で き
ると 思う 。筆 者の 自省 をベ ース に、 毎日 のよ うに 日本 のど こか で起 きて いる 悲し い現 実や
近ご ろの 世相 に、 警鐘 を鳴 らし てい ると 考え るの は過 言だ ろう か。

「 思い がけ ない 涙」

竹

本

公

一

退 職互 助部 （駿 東）

文章 の終 章に ある 母の ねぎ らい に胸 を詰 まら せた 心情 こそ 、心 の奥 底か らの 筆者 の訴 え

作

でも あろ う。
佳
不思 議な こと には 、文 章の どこ にも 「涙 」と いう 具体 の言 葉は 見あ たら ない 。い つも な
四十 年来 の知 己の 友だ から こそ 、口 に出 して 言う まで もな く互 いに その 存在 価値 を新 た

がら 、筆 者の 表現 の巧 みさ に感 動を 覚え た。
に見 出す こと がで きた に違 いな い。
最近 の若 者た ちの 人間 関係 の希 薄さ に危 惧を 抱い てい る人 生の 大先 輩か らの メッ セー ジ
とし て受 け止 めた い。
佳 作
高 が読 み書 きさ れど 読み 書き
髙 栁 幸 夫
退 職互 助部 （浜 名）
世に 読書 家と いわ れる 人は 、数 知れ ない ほど 大勢 いる と思 われ る。 しか し、 筆者 のよ う
に読 書と 書く こと の両 輪の 大切 さに 気づ き、 実践 され てい る方 は少 ない ので はな いだ ろう
か。 自費 出版 され る方 々も 増え てき てい る現 実か らす ると 、以 前よ りは かな りそ の数 は増
えて はき てい ると 思わ れる 。
最近、
「読むより書くほうが楽しい」境地に至ったと筆者は論じているが、これとて、筆
者の これ まで の豊 かな 読書 量の 裏付 けが ある から こそ であ る。 文章 の中 に〝 古希 〟と いう

審査 員

静岡県歌人協会会員・
「あるご短歌会」編集同人

秋山

草間

尚子

健

言葉 が数 回見 え隠 れし てい るが 、こ れか らの 筆者 の『 読む ・書 くの 両輪 』が 潤滑 に回 るよ

歌

うエ ール を送 りた い。
短
優秀 賞

白た への 綱に 括ら れ鵜 の鮎 を吐 きた る咽 長く か細 し
驟雨 きて 炎あ やふ し楫 取り の棹 さし 止め て篝 火見 上ぐ

一首 目は 鵜の 生態 を的 確に 描写 し、 結句 に独 自性 があ り、 その 悲哀 の境 涯を 包含 した 作

山本

武

品。 二首 目は 「炎 あや ふし 」に 作者 の危 惧の 念が 結句 に奇 しく も同 様の 心境 がう かが われ

浅間 の深 き社 に一 本の 薄墨 桜老 いて 動ぜ ず

響き 合っ た作 品で ある 。
新人 賞

散り 急ぐ 桜吹 雪を 追い かけ る少 女の リュ ック のピ ンク は揺 れて

一首 目は 境内 の桜 の古 木を 「老 いて 動ぜ ず」 と感 得し 、巌 の如 く神 性を 帯び て近 寄り 難
い心 象を 作品 にし た。 二首 目は 桜吹 雪の 中に 駆け てい く少 女の リュ ック は、 それ に同 化し
夢幻 的な 心象 を詠 んだ 作品 であ る。

作

大家 族支 へて 戦中 戦後 生き 自説 曲げ ざる 母は 九十 八

藤田

一男

佳 作 梅花 藻の 花白 々と 踊ら せて 柿田 川湧 水光 を流 す
髙 杉 光昭
「踊らせて」に湧水の実態が描写され、結句に流体の白い光の広がりと力感が漲る作品。
佳

「自 説曲 げざ る」 にご 母堂 様の 激動 の時 代に 家族 を守 り続 けた 気概 が、 結句 の長 寿に 集

後藤

浩子

我も 又病 む生 なり き月 仰ぐ 子規 へ波 郷へ 想ひ 深ま る

淺場 英彦

名 波幸 太郎

俳 句結 社「 万象 」同 人

凍て し地 に匍 匐前 進銃 持ち し教 練の 日の 遠き 夕映 え

審 査員

鈴 木未 知代

浜焦 がす 初漁 前の 大焚 火

人生 の終 いじ たく と入 れて おく 夫と 並び し写 真一 枚

約さ れて いる 作品 。

句

その 他

俳

優秀 賞

ナー スス テー ショ ン灯 の煌 々と 去年 今年

一枚 の凧 一枚 の初 御空

髙杉

光昭

第一 句、 一年 の豊 漁を 願う 、そ の年 初め ての 漁を 前に した 大焚 火。 火に は暖 を取 る目 的
もあれば浄めの意味もある。「浜焦がす」の写生に漁師の緊張感が伝わって来る。第二句、
大晦 日か ら元 日へ 、年 は移 って も看 護師 たち の緊 張は つづ く。 命を 守る 最前 線の 灯が 心強

平 岡ひ とみ

い。 第三 句、 一枚 のリ フレ イン が、 大い なる 空と 、そ こに 遊ぶ 凧の 存在 感を くっ きり と印

櫨の 実が 靴底 で鳴 る通 学路

象付 けて いる 。
新人 賞
車窓 から 見え しふ る里 冬田 道

冷奴 妻の 繰り 言聞 き流 し
母が 負ふ 児の 剣道 具冬 ぬく し

遠藤

昭三

第一句、櫨の実を踏んで通学するというから山地の学校だろう。鳴るが楽しい。第二句、
あっ 、あ の道 …… と思 う間 もな く、 ふる 里の 景は 後ろ へと んで いく 。余 分な こと を言 わな

作

くて 成功 した 。
佳
第一 句、 男性 の場 合、 冷奴 の季 語に は酒 がつ きも の。 気持 ちよ く飲 んで いる 時に くど く
どと いっ たと ころ か。 正直 な心 の動 きが おも しろ い。 文芸 は、 道徳 と必 ずし も一 致し なく
てよ い。 第二 句、 これ も過 保護 では と目 くじ らを 立て る前 に、 なぜ 作者 が、 冬ぬ くし の季

作

抜け 道の ある かも しれ ず蝉 の穴

語を 選ん だか を推 し量 った 方が よい 。
佳
畦道 は荷 車の 幅曼 珠沙 華
飯 田あ さ江
第一句、発想が柔軟。底知れぬ闇を、自力で這いのぼって来る蝉。穴は果たして垂直か、
それ とも 地下 迷路 か。 第二 句、 昔な りの 幅だ ろう 。荷 車が 効く 。

