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浜松市立佐藤小学校

照明を落とした二人のテーブル席に、カノンの曲が静かに流れてくる。心に沁みてくる優
しいメロディーは、北川翔太の高ぶった気持ちを、わずかでも落ち着かせてくれるような気
がした。
テーブルを挟んで、翔太は、早紀と向かい合っていた。彼女と会うのは、三か月ぶりであ
る。久しぶりに会う早紀は、これまで自分が知っている彼女とはどこか違って見えた。彼が
動揺しているのは、二人が会わなかった時間のせいなのかもしれなかった。
翔太は伏せていた顔を上げ、彼女を見た。心の中に、微かにためらいの気持ちがわいてく
る。妻と呼んでいた女性が、今は見知らぬ他人のように見えることが辛かった。
翔太は、そう話しかけた。二人の沈黙を破るために、自分から話しかけることが、優しさ

「早紀。電話、ありがとう」
のような気がした。
彼女は、黙って頷いた。彼女の口元は一旦ほころびかけたが、なぜか笑みは途中で止まっ
翔太はそれに気が付かない振りをした。そして、無理に彼女に笑いかけた。

てしまった。代わりに、戸惑うような表情が彼女の面に浮かんでいた。

「悪いけれど、今から会えますか？」
そんな早紀からの電話を受けたのは、翔太が退社する直前のことだ。新しい携帯と住所は
教えていなかったので、早紀は事務所ならと思い、電話をかけてきたのだろう。
「会って、話したいことがあるの」
翔太は、久しぶりに聞く彼女の声に懐かしさを感じた。彼女からの誘いの意味を考えるよ
りも前に、翔太は「ああ」と答えていた。
もちろん突然の連絡に、彼が困惑しなかったわけではない。けれど、彼の心の奥深いとこ
ろでは、それを嬉しく思う気持ちの方が大きかったのだ。別れて三か月たっていたが、翔太
は、彼女のことは忘れたことがない。
電話なので、話をしている早紀の表情が見えないことが、幸いしたのだろうか。そうでな
ければ、後込みをして言い出せなかっただろう。断られることを覚悟しながら、彼は続けた。
「良かったら、食事に付き合ってくれないか」
「わかったわ。わたしも、その方が……」
意外にも、早紀は二人で会って夕食を一緒にとることに同意した。
「じゃあ、駅前のレストランで待っている」
受話器を置いた後も、翔太は激しい動悸を感じていた。
野菜サラダとスープが、二人の席に運ばれてきた。料理の皿を並べ終えたウエイターが立
ち去ると、それを待っていたように、早紀が口を開いた。
形のいい唇がゆっくりと動き、その間から白い歯がこぼれた。落ち着いた色の口紅が、今

「安心した。元気そうで」
日の彼女に似合っていた。早紀の顔に、ようやく彼の知っている以前の表情が表れたような
気がした。
「うん。君の方は、変わりないか」
まるで天気の話をするような形式的な会話に、ぎこちない二人の関係が見え隠れする。ま

「ええ」
だ気持ちの上で他人になりきれていないから、余計に会話が不自然なのかもしれない。
話さなければならない用件があるのに、それを忘れたように、二人は食事に没頭しようと
していた。

でも、正直に言うと、翔太の意識はずっと早紀に向いていた。彼女は、白いレースの上着
の下に、赤いシャツを着ていた。彼は、自分の知っている華奢な彼女の体を思い描いた。彼
女は、妻として自分の側で二年近く過ごしてきたのだ。
「ところで、君の話って？」
食器が下げられた時、努めてさりげないふうを装って、翔太は早紀に尋ねた。別れた妻が、
他人になった男にどんな相談があるというのだろうか。彼女の言い出しかねている話の内容
が何であるのかは、分からない。ただ、それが自分にとってあまり良い話ではないだろうと
予想はついた。
翔太が早紀を知ったのは、社会人になって五年目の春だった。彼女は、彼の勤めている事
務所が入っているオフィスビルのインフォメーションとして勤めることになった。
彼女を初めて見た時の心の高ぶりを、翔太は今でも思い出すことができる。きれいな人。
翔太は、驚きと共に言葉を呑み込んだ。目を合わせることがためらわれるほど、きれいな瞳
をしていた。呆然と見とれている彼に、彼女は静かに微笑みかけた。
それからは、出社した時に、彼女と挨拶を交わすだけで、翔太は幸せな気分になれた。大

「おはようございます」
袈裟な言い方ではなく、本当にそれだけで心は十分癒されたのである。女性が十人いたとし
ても、誰もが一番先に彼女に目を向けてしまうに違いない。早紀はそれほど際立った存在だ
彼は、自分のことを平凡な男であると承知していた。若さ以外たいして取り柄はなかった。

った。
ぱっとしない風貌も、百七十センチに満たない身長も、彼女と比べたらあまりに不釣り合い
だった。
しかし、たった一度の偶然が、そんな翔太と早紀を結び付けた。
雨の朝だった。いつもよりバスの到着が遅れたために、翔太は慌ててロビーに駆け込んだ。
出社時刻が間近に迫っていたのだ。だから、雨に濡れたフロアーは滑りやすくなっていたと
いうのに、翔太は急いでエレベーターに乗り込もうとしていた。
突然、彼は足を滑らせて、フロアーに激しく転倒した。カバンが床に落ち、中に入ってい
たファイルや筆記用具が散乱した。
「大丈夫ですか」
落ちた物を拾い集める翔太の背後から、女性の声が聞こえてきた。振り向くと、いつも気
になっていた美しい女性が、心配そうに彼を見つめていた。
咄嗟のことで、彼は動揺した。そして、赤面しながら、間の抜けた返事をしていた。
「ええ、大丈夫です。膝小僧以外は、なんともありませんから」
そんな翔太の言葉を聞いて、彼女は白い歯を見せて笑った。彼の素直な言い方がおもしろ
かったのだと、後になって、早紀は翔太に告白した。新しいズボンに穴が空いていたのも見
ていたらしい。
ケガの功名――膝を押さえながら、彼は不謹慎にもそんな言葉を頭に思い浮かべていた。
裂けたズボンの穴から、血を滲ませた膝が見えていたと言うのに。
この出来事から、二人は急接近した。
翔太は彼女と知り合いになれただけで十分満足だった。だから、彼には彼女を独占するつ
もりはなかった。それでも、できるのなら、いつでも好きな時に彼女といたいと願った。
「一緒に映画を観に行ってくれませんか？」
翔太は、何日か言いあぐねた後、思い切って早紀をデートに誘ってみた。彼女に好意を持
ち、遊びに誘う男は何人もいるだろうと怯む気持ちもあったけれど、勇気を振り絞って誘っ
てみたのだ。
ところが、早紀は瞳を輝かしてこう答えた。
「本当に、誘ってくださるんですか」
目立ったところのない、どちらかと言えば冴えない男だから、翔太の申し出は、断られて
当然だった。でも、彼のどこが気に入ったのか分からないけれど、早紀は彼のデートの申し
出を快諾したのだ。

美術館、コンサート、遊園地と、二人のデートは繰り返された。いつか彼女の提げるバス
ケットの中には手作りのサンドイッチが用意されるようになっていた。そして、彼女は数回
のデートの後で、そっと彼にキスさえ許してくれたのだ。翔太は、自分が夢の中にいるよう
な気がした。道を歩く時、彼の腕を取ってそっと体を寄せてくる彼女が、翔太には愛しかっ
た。触れ合った肌を通して、彼女の心の優しさや温かさが感じられた。
そして、数か月後には、翔太は早紀のために指輪を購入していた。手渡した指輪を早紀が
左の薬指にはめた時、幸せ一杯の顔付きのまま、翔太は独り言のように言った。
「早紀は、ぼくのどこが良くて、結婚してくれる気になったんだ」
指輪には、それほど大きな石ではないけれど、ダイヤが輝いていた。それを、澄んだ瞳で
見つめながら、彼女は彼に答えた。
「翔太さんのことが、好きだから」
その時、彼女が自分を選んでくれたことに、彼は幸せを全身に感じていた。
二人が知り合って十か月後――四月に、翔太と早紀は結婚式を挙げた。そして、二人は一
緒に暮らすことになった。翔太が二十八で、早紀が二十四。若い二人だったが、この時、彼
経済的には多少無理はあったけれど、早紀は職場を辞め、家庭に入った。彼は、それまで

らに不安はなかった。
一日一箱吸っていたタバコを半分に減らし、ビールも控えることにした。そのくらいの犠牲
は、今の幸せが十分補っていた。
翔太は自分の気持ちを確かめるように、早紀に向かって断言した。初めての結婚記念日に

「きっと君を幸せにする」
入ったレストランの中でのことだった。
レストランの演出で、二人の結婚記念日を祝うために、席に三十センチの赤いロウソクが
用意されていた。灯ったロウソクの炎を見つめながら、翔太は彼女に囁いた。
「これからも、結婚記念日には二人でロウソクを灯そう」
その時、早紀は飛び切りの笑顔で夫を見つめ返し、静かに頷いていた。彼女は、テーブル
の上にあった彼の手を、自分の手で包んだ。彼女が体を動かした時、微かな芳香が翔太の鼻
孔をくすぐった。そこには、何物にも変えがたい二人の幸せな時間があった。
（ 二）
結婚記念日から数日後。その日、翔太は残業があり、帰宅するのが九時過ぎになった。そ
ういう日に限って、翔太に来客があった。
「広田さんが、あなたを訪ねて来ているの」
翔太を迎えに出た早紀は、楽しそうな表情をして、こう告げた。友人が二人の住居を訪ね
て来ることは珍しく、早紀には日常のちょっとした変化が嬉しかったのだろうか。
広田は、翔太の古くからの友人だった。高校、大学を通しての友人は、翔太には広田だけ
広田は身長が百八十センチもあり、見るからにスポーツマンといった体躯をしていた。気

だった。七年間の付き合いの中で、二人はお互いの長所も欠点も分かり合う仲だった。
持ちが顔に出やすいところもあり、隠し事のできない実直な男だった。そんな彼が、翔太は
好きだった。
翔太がリビングに入ると、少し緊張した面持ちで、広田がソファーに座っていた。

「久しぶりだね」
「うん。奥さんには悪かったけど、どうしても君に会いたかったから、無理を言って中に入
れてもらったんだ」
「結婚した直後に、一回来てもらっただけだから、一年ぶりっていうところか」
広田は、カップを取り上げて、コーヒーを口にすると、話し始めた。
「来年、おれたちが、学年の同窓会の幹事だろ。同窓会まで九か月あるが、会場とかそろそ
ろ考えておく必要があると思ってね」
「高校の同窓会のことか」
「そうだ。おれが音頭取りでもかまわないが、おまえも協力してくれるだろ」

前回の同窓会は、彼らが二十六歳の時だった。その時に、幹事をやった三浦という級友か
ら言われたことが、翔太の記憶の底から浮かび上がった。
「次回は四年後。次は、君たちに頼みたい」
あれから三年がたっている。
「実は、昨年三浦から確認の電話があってね。それで、今日はおまえに会いに来たんだ」
広田は、屈託のない表情でこう説明した。同窓会の相談を一時間ばかりすると、広田は翔
太のアパートを辞することになった。
「今度は、佐々木と氷室にも声をかけておくよ。では、夜分失礼しました」
広田を送り出すと、早紀は口元に笑みを浮かべながら、夫に話しかけてきた。
「広田さんって、おもしろい人ね」
「あいつ、君に何か言ったの」
すると、早紀は思い出し笑いをして続けた。
「あなたが、広田さんをわたしたちの家になかなか呼ばない理由が分かったって言うの」
「それで」
翔太は、怪訝そうな表情になった。早紀には、自分を誇るつもりはなかったのだろう。だ

「私を、見せたくなかったんだろうって。広田さんに私はどんなふうに見えたのかしら」
が、それを聞いて、翔太は初めて彼女に微かな憎悪を感じた。そして同時に、紳士然として
いた広田にも安心できないものを感じた。後から考えると、これが二人の平穏な生活に微か
に波紋がたった瞬間だった。
同窓会の相談のために翔 太のアパートを訪ねてきて から一か月後、広田は、約 束どおり
佐々木と氷室を連れてきた。こうして、彼ら三人は、月に一度の割で翔太の家に顔を見せる
広田は、面倒な同窓会のまとめ役を引き受けてくれることになった。翔太は、そうした彼

ようになったのである。
の行動に素直に感謝を示すことができた。
「長身で、男らしい人だから、もてないはずはないのに…」
早紀は、広田をそう評した。広田は、まだ独身だった。男の二十九歳はまだ十分若いのに、
早紀は広田が独身でいることが気になったらしい。ただそれだけのことかもしれないが、彼
女が広田に好意を持っていることが、翔太には不安だった。
翔太は、話し合いの場所として、自分のアパートを提供することに異議はなかった。彼が
他の友人と違って妻帯者であり、住居も三人にとって都合のいい場所にあったから。だから、
でも、話し合いをしている時に、早紀が紅茶とショートケーキを差し入れるために応接間

話し合いの場所として使わせてほしいと言われたのは仕方ないことだった。
に入ってくると、広田は照れたような笑顔を彼女に見せた。それが翔太には気になった。広
田の方も、妻に好意を持っているのかもしれない。ただ、翔太には、自分の抱いた疑いを、
広田に問いただす勇気はなかった。
早紀に食事の用意をしてもらう代わりに、広田は訪問するたびに、食前に軽く口にするワ

「今日は、ワインを持参しました。早紀さん、グラスをお願いします」
インを用意するようになった。
広田は、早紀のグラスにもワインを注ぎながら、にこやかに彼女に笑いかけた。
「実は、学生時代、安くておいしいワインを置いてある店を探し歩きました」
「広田さん。ワイン、お好きなんですね」
早紀はそう言って、ワインに口をつけた。
「自分の性格なんだけど、興味を持つと、それに夢中になってしまうんです。ワイン探しに
だけ、お金をかけていた時期もあります。そんなにリッチじゃなかったくせにね」
こんなふうに、会を重ねるごとに、早紀に対する広田の口調はかなり打ち解けたものにな
っていった。翔太には、広田のそうした慣れが良いものなのか判断できなかった。
妻が、友人に気を遣ってくれていることは十分嬉しかった。でも、正直に言うと、広田が
それに甘えて振る舞うことが苛立たしく思われた。気付かないうちに、翔太は二人に嫉妬し
ていたのかもしれない。

もちろん、早紀は佐々木や氷室とも上手に付き合っていた。だが悔しいことだが、彼女は
広田との会話を一番楽しんでいるように見えた。広田が笑うと、それに追従するように早紀
もほほ笑むことが多くなった。
「広田さんって、素敵な人ね」
ある日、早紀は夫にこう言った。
「大学の時、バイクで北海道を一周したことがあるんですって」
「ああ、本当だよ。みやげにマリモ羊羹を、もらった記憶がある」
「交際していた人もかなりいたんでしょう」
彼女に特別の意識はなかったとしても、それは、翔太には危険を感じさせる言葉だった。
訪問の回数を重ねるごとに、夫である彼は、広田と妻の関係が不安になっていった。そし
て、いつか「もう、うちに来るのをやめてくれないか」と叫びたくなるような気分を味わう
ようになった。早紀が彼の話をする度に、心の中でやりきれなさが増していくのが分かった。
親友に嫉妬する自分が惨めだった。
そうして、秋を迎えたころ、正月に行う同窓会の会場の予約、招待状の作成、料理や余興
の手配など、ほとんどの仕事が終わっていた。後は、出席者の確認と、座席を決める仕事く
らいしか思い浮かばなかった。
そのころには、友人たちと食事をすることが、みんなが集まる理由に変わっていた。でも、
翔太の偽らない気持ちを言うと、彼にはそれは楽しい時間にはならなかった。
三人の友人が靴を履き終わって、ドアの向こうに消えると、翔太は心底ほっとした。不安

「じゃあ、来月の第一土曜日に、また」
定な状態の自分を見せまいと、明るく振る舞っていた分、翔太は、彼らがいなくなると急に
疲れを感じるのだった。
翔太は、みんなが食べ散らかした食器の片付けをしている早紀の側に立った。汚れた皿は

「早紀、ありがとう」
まだ片付いていないのを知っていながら、彼はそれを途中でやめさせたいと思った。そして、
その場で彼女を抱き締め、自分の思うままに彼女を求めたいと思うのだった。
同窓会が終わるまでの九か月、広田は止むを得ない仕事があるときでも、無理をして翔太
のうちに通い続けた。実質的な同窓会の仕事がなくなると、彼が同窓会の相談のためだけに
アパートに通ってくるのではないことが、翔太の確信となった。
「北川君は、いいなあ。早紀さんはきれいで、料理も上手だし」
時折広田は、不躾と思えるほどじっと早紀を見つめることがあった。もし近くに、夫がい
なかったら、彼は彼女の気を引くためにどんなことでもするだろうと思われた。翔太は、親
友である広田が信じられなくなっていた。初めてアパートを訪れた日も、同窓会のためでは
なく、早紀と知り合うために来たのではないのだろうか。疑心暗鬼。暗い疑惑が、翔太を苦
しめた。
二人の結婚式の日のことが思い出された。広田は彼らの座っている席の前に立ち、ビール
を翔太のコップに注ぎながら、目を細めて早紀を見ていたような気がする。
「北川君、早紀さん、おめでとう。美人だと噂に聞いていたけど、話は本当でした」
翔太はそれを聞いて、嬉しくてたまらず、早紀と顔を見合わせて、笑顔で「ありがとう」
広田は、あれからずっと早紀のことを思い続けていたのかもしれない。翔太は、彼のこと

と答えたはずだ。翔太は、記憶を手繰りながらそう思う。
を、汚らしい男だと思った。早紀を奪い取るために近づいてきた卑怯な男だと思った。
嫉妬に狂った頭で、翔太はいろいろな場面を妄想するようになった。広田は、夫である自
分に気付かれないように、早紀に接近を試みているのかもしれない。自分の見ていないとこ
夫が嫌悪するようになった相手。ところが、それに気付かないのか、妻の広田に対する態

ろでは、彼が妻に何を行おうとしているのか、分からないではないか。
度はさらに親しいものになっていった。
「広田さんとあなた、高校の時から仲が良かったんでしょ。ああ、羨ましいなあ」
あまり酒が強くない早紀は、広田の持ってきた僅かなワインにも頬を赤らめた。そして、

早紀は、佐々木や氷室にも、広田と同様の笑顔を見せているようには見えなかった。考え

楽しそうにほほ笑んだ。そんな彼女に、翔太は内心言いようのない苛立ちを覚えていた。
過ぎの部分がないわけではないけれど、広田が相手だからこそ、早紀は媚びの感じられる笑
顔を見せるのではないか。そう考えると、翔太は、早紀本人にも嫌悪の目を向けたくなるの
だった。
二人のテーブルに肉料理とライスの皿が運ばれてきても、彼女はためらうような視線を彼
に向けているだけだった。翔太は、言い出せないでいる彼女の様子に、話の内容が漠然と理
解できるような気がした。
再び翔太は早紀に尋ねてみた。

「話って、言いにくいことなんだね」
彼女は思い詰めたような表情をしたまま、
「その前に、一つだけ聞いてもいい？」
と呟くように聞いてきた。
翔太は、肉料理に添えられたポテトを切り分けながら、黙って頷いた。
早紀は、ふっと目を伏せた。その時、彼女の髪の匂いが翔太の鼻孔をくすぐった。彼女は
俯いたまま、彼に尋ねた。
「今、付き合っている人がいるの？」
その瞬間、翔太は思わず息を呑んだ。思いがけない質問に、彼は彼女の真意が分からず、
腹を立てたように返事を返していた。
「いるわけないさ」
おれのような取り柄のない男は、次から次に恋人を作れるわけはないのだ。彼女はおれの
そして、気が付くと、翔太自身、本当は一番触れたくなかったことを尋ねていた。

気持ちを弄んでいるのだろうか。そんな思いが、彼の気持ちを激しく揺り動かした。
「早紀、君はどうなんだ」
しまったと思ったが、口にしたことは取り消すことはできなかった。気まずい思いが胸を
締め付けた。彼女に恋人がいてもいなくても、自分にはどうしようもないことなのに。
彼女は、しばらくどう答えようかと迷っているように見えた。しかし、やがて、俯いてい
た顔が翔太の方を向き、早紀は思い切ったように翔太に告げた。
「好きな人はいるの」
やはりそうか。彼は、舌打ちしたいような気分に駆られ、思わず呻いた。彼女に何か言い
たいことがあるような気がするのだが、考えが少しもまとまらなかった。嫉妬。落胆。怒り。
どれも当たっているようで、辛かった。
その時、突然広田の顔が、翔太の目の前に浮かんできた。幻影のように現れた広田は、な
ぜか彼を嘲笑している。早紀は、広田と密かに交際しているのではないか。そう思うと、彼
は焦燥感を覚えた。
あのころ、翔太が広田のことをどう考えているのか、早紀には分かっていなかったのかも
しれない。夫の友人だから大切にしたいという気持ちだけで、彼に好意を示していたのかも
しれなかった。もしそうだとしたら、自分はとんでもない間抜けだということになるのだけ
れど、あの時の翔太は二人を信じるわけにはいかなかった。
（ 三）
同窓会は年が明けて行われ、何事もなく終わった。
出席者は翔太が予想したより多く、八十数人の同窓生が顔を見せてくれた。彼らもまた大
人になり、四年前とは違う顔をしていた。白髪や皺の増えた恩師は、異口同音に同窓会が今
回も実施できたことを素直に喜んでくれた。そのことが、翔太の心を慰めた。
会の終わりに万歳三唱をした時、彼はこれでやっと重荷から解放されると思った。そして、
その事実が彼には何より嬉しかった。
これで全てにけりがつく。もちろん広田たちとの交流をこのまま続ける気持ちはなかった。

あと僅かの時間を過ごせば、もう不愉快な思いはしなくてすむ。それが、彼の偽らない気持
ちだったのだ。
ところが、それから数日後、翔太と早紀にとって決定的な事件が起こったのである。他人
から見れば些細な出来事だったかもしれないけれど、それは、二人を引き離すのに十分な事
件になった。
その日も、翔太は事務所の仕事が長引いて、帰宅が遅くなった。ドアを開け、靴を脱ごう
と腰を屈めた時、早紀の靴の横に、自分のものより明らかに大きい男物の革靴がきちんと揃
えて並べられているのを発見した。それが広田の靴であることに気付いた時、既にいやな感
じがしたのである。
靴を脱いでいる間に、リビングから男の低い声が聞こえてきた。それは、確かに広田の声
だった。玄関から、リビングがそのまま覗けないことが、翔太にはもどかしかった。
普段なら陽気に「ただいま」と言いながらリビングに入っていくのに、彼にはそれが憚ら
れた。翔太は、そっと探るように、声のする方に向かった。
二人はテーブルを挟んで、向かい合わせに座っていた。翔太はなるべくさりげないふうを
装って、「やあ」と広田に声をかけた。その時、翔太は、広田が驚いたような顔を上げたの
を見逃さなかった。
早紀は、いつものように白い歯を見せて笑おうとしていた。だが、その笑顔もどこかぎこ
ちなかった。
同窓会が終わり、広田とはすぐに会わなくてはならない用事はないはずだった。いくら親

「お帰りなさい。広田さん、あなたが帰るのをさっきから待っていたの」
友とは言え、これからは彼と頻繁に会う必要はないと考えていた。
翔太はテーブルの上を目で探った。飲みかけのコーヒーカップが二つと、来客用の灰皿。
彼は、その灰皿の中に口紅のついたタバコが一本交じっているのを発見した。それから、広
田のソファーの背に、彼の背広が掛けられていたのも。
「これまで随分迷惑をかけてきた。同窓会が無事に終わったので、お礼をいいたくて」
平静さは欠いていなかったが、広田は翔太に向かって弁解するような言い方をした。
翔太はコートを脱いで、ネクタイを外しながら、広田と早紀の様子を窺った。なぜかどこ
か不自然なものを二人に感じた。
「別にお礼なんて。そんなに気をつかわなくてもいいさ」
冷静を努めて広田に声をかけたつもりだったが、翔太の口調には、彼のいらいらした気持
ちが反映されているような激しさがあった。二人は気まずそうに顔を見合わせた。
広田は、翔太の気持ちを宥めようとした。
「この一年、おれたちが迷惑をかけたのは分かっている。新婚の家に邪魔するように押しか
けて来て、本当にすまなかったと思う」
部屋着に着替えると、翔太は早紀の隣に腰を下ろした。そして、タバコを取り出し、火を
つけた。彼は、広田の言葉に、次第に落ち着きを取り戻していく自分を意識した。
考えれば、自分の一方的な思い込みだったのかもしれないという気がした。落ち着いて考
えてみると、証拠もなく、友人と妻の関係を疑った自分が恥ずかしく思われた。彼は、わざ
とゆっくり煙を吐いた。
「いや、別に怒っているわけじゃないんだ」
そう言い終わると、翔太はいつもの彼に戻っていた。口元には苦笑が浮かんでいたが。
「君が来ることを知らなかったんだ。遅くまで待たせて、悪かった」
頭を下げた翔太を見て、広田は黙って頷いた。そうして、彼は自分のソファーの横に置い
てあった包みを取り上げると、それを翔太の前に差し出した。
「菓子折一つで、申し訳ないんだが」
翔太は、礼を言って、包みを受け取った。

「ありがとう。気をつかわせて、すまない」
何もなかったかのように、翔太は、早紀と一緒に、玄関で広田の帰りを見送った。
ドアにチェーンをかけた時、翔太は、早紀がほっとため息をつくのに気が付いた。彼女に
は何か秘密にしていることがあるのではないか。翔太は急に不安になった。一度は納得しか

翔太は冷静を装って、彼女に尋ねてみた。

けた二人の関係に、再び疑念が沸いた。
「早紀。お前、タバコを吸ったのか」
「うん。広田さんから、勧められたの」
「ふうん。でも、吸ったことないんだろ」
翔太の怪訝そうな顔を見て、彼女はごまかすように笑った。なぜか硬い笑顔だった。
「何度かいたずらで吸ったことはあるの」
「そうか。あいつは、昔からそうだった。人に悪いことを平気で勧める癖があるんだ」
翔太は、ぽつりと呟いた。今まで彼女に喫煙の経験があるなんて知らなかったことだ。彼
は、広田が早紀のことを執拗に追い回しているような気がした。そして、そうした友人の行
為がひどく不快なものに感じられた。
「ごめんなさい……」
だが、妻の言葉に、どこか作為が感じられた。タバコを吸ったことを隠そうとしたら、自
分の疑いはもっと深いものになっただろう。けれども、彼女に正直に言えばという計算がな
かったとは言い切れない。タバコに付いていた口紅だって、一人でうちにいる時には使って
いないのではないだろうか。広田を家の中に入れる前に、わざわざ口紅を塗ったのかもしれ
なかった。
翔太は、妻のことを意地悪く考える自分に気付き、愕然とした。この時、彼は自分の中の
嫉妬深い部分を強く意識した。留守の間に夫の親友の相手をしていたと考えるよりも、浮気
でもしていたのではないかと心配する自分――彼は、自分自身に醜いものを感じた。
妻を失いたくなかった。早紀は、彼にとって何よりも大切な女性だから。それは、彼の偽
りのない気持ちだった。でも、この頃は、素直に愛情を表現することができない。ただいら
その夜、早紀がいつもより早くベッドに入った理由は分からなかった。広田への嫉妬の気

いらしているだけの卑少な自分がいた。
持ちが強くなった分、翔太はよけいに早紀の体がほしくなった。もう寝ているのかもしれな
いと思いながら、彼は妻の体に自分の体を密着させた。髪の匂いが、彼の欲望を誘った。そ
して、抱き締めた腕に力を込めた。
すると、早紀の体が細かく震え始めた。彼の方を振り向いた早紀の頬が涙で濡れていた。
そして、彼女は泣いた顔のまま彼を見た。
「お願い、今日はやめて」
「どうして」
早紀は、硬く口を閉ざしたままそれに答えなかった。それは、初めてのことだった。
翔太は二時を過ぎても眠れなかった。ベッドの中で何度も寝返りを打ち、固く目を閉じて
も頭は冴えるばかりだった。
隣で背を向けて寝ている早紀に、自分を拒否している気持ちが感じられた。理由は分から
ないが、そのことが彼にはたまらなく寂しく思われた。心が、異様に重かった。
早紀の心の中で、おれはもう存在する場所を失っているのかもしれない。そう思うと、広
田に嫉妬する以上に、妻の早紀を憎悪する気持ちの方が強くなっていった。
早紀を失うことになるかもしれない。そんな不安や焦燥感が彼を包んで離さなかった。
（ 四）
テーブルの上はきれいに片付けられ、食後のコーヒーが二つ並んでいるだけだった。
早紀は、目の前のコーヒーカップに砂糖を一匙入れると、静かにかきまぜた。目を伏せて、
何か物思いにふけっているような様子の彼女を、翔太はぼんやり見ていた。
早紀は、何を伝えたくて、自分に会いたいと言ったのだろう。彼には、彼女の真意がどこ
にあるのか掴めなかった。
「早紀、話を聞かせてくれるかい」
彼は、押し潰されそうになる自分の気持ちを隠して、彼女に声をかけた。
すると、早紀はテーブルに体を近付けると、黙ったまま左手を彼の前に差し出した。細く

伸びた彼女の薬指には指輪があった。
「婚約指輪か……」
早紀は頷いた。
「結婚しようって」
彼女は、翔太をじっと見つめた。
彼は、何かが壊れていくような音を聞いた。早紀を失う。そうした思いが、彼の空っぽだ
った心を急速に満たし始めた。
けれど、そんな激しい心の動きとは関係なく、彼は早紀の左手に自分の両手を重ねていた。
柔らかいけれど冷たい彼女の肌が感じられた。そして、彼は婚約指輪を見ていた。どうして
指輪は高価なものらしく、薄暗い照明の中でも、ダイヤが繊細な輝きを放っていた。台の

自分がそんなことをするのか、彼自身も理解できなかったけれど。
デザインも落ち着いていて上品な感じがした。きっと自分が贈ったものよりも数倍もの金額
が必要だったに違いない。今彼女と付き合っている男の姿が見えるように思われた。
「許してくれる？」
早紀の声が、翔太の耳に届いた。でも、彼には、自分がどこか遠く離れたところでそれを
聞いているように思われた。
目の前には、ダイヤの指輪が輝いている。彼女の婚約指輪なんて見ている気はなかったの
に、結局彼は指輪から目を離すことができなかった。彼には、そうする他に彼女の問いから
ダイヤの美しい輝き――。翔太は、それを見ていることが次第に辛くなってきた。触れて

逃れる方法が思いつかなかった。
いた彼女の左手をそっと離した。
早紀は再婚の同意を得るために、翔太を呼び出したのだ。そう考えると、翔太にも彼女が
もう一度やり直せないか。翔太は、声に出して、そう早紀に尋ねてみたかった。別れた後

躊躇していたわけが理解できた。
も、翔太は早紀を愛していたのだ。彼女の美しさもだけど、その美しさを奢らない彼女の性
格の良さも好きだった。
相手が嫌いで別れるのなら、それは仕方がない。けれど、おれはまだ彼女を愛している。
気が付くと、早紀が翔太を見つめていた。息がかかるくらいの位置に座っている早紀が遠

あの時、別れようと言ってしまった自分を、今はおれ自身が一番憎んでいる。
い存在に思われた。
「もう、あなたのことは忘れることにしたの」
早紀は、独り言のようにぽつりと話した。
翔太の思いは、再び三か月前に向かった。あの日の光景が、彼の脳裏に蘇った。
朝食の途中だったが、テーブルの上に箸を置くと、翔太は早紀の方に顔を向けた。
「早紀。おれたち、別れようか……」
彼の呟いた言葉に、早紀が動揺するのが見えた。彼女は、翔太を見て二度三度と瞬きを繰
り返した。青ざめた顔をしていた。
彼女に自分の気持ちを分かってもらえるように説明するのは、難しいことのように思えた。
翔太自身にしても、別れることに迷いがなかったわけではないから。
けれど、彼女の口から出た言葉は、そんな早紀の表情とは別のものだった。
「あなたが、それを望むのなら」
翔太は、早紀が離婚をすんなりと了承してくれたことに驚きを隠せなかった。自分を責め、
泣きつかれることも覚悟していたのだ。
突然の広田の訪問があってから、二人には会話らしい会話がなくなっていた。この一週間、
二人はお互いの心の隙間を埋める努力をしてきただろうか。彼も、早紀も、何か諦めに似た
表情を時折浮かべるようになった。二人で一緒に食事をしている時でも、話しかける内容が
思い浮かばなかった。
翔太が結論を出すまでに、早紀が悩んでいなかったとは思えない。事実、不眠に苦しんで
いるのか、早紀の目には隈ができていた。それを痛ましい気持ちで見ながら、彼は自分を冷

自分では何度も繰り返して考え、ようやく離婚という解決法を求めたはずだった。それな

血な人間のように感じていた。
のに、割り切ったつもりで別れると早紀に告げた後の自分の、何と頼りなかっただろう。あ
の時、用意していた離婚届に自分の名前を書きながら、言いようのない寂しさに襲われたの
はなぜだろうか。そして、印を押した離婚届を手渡した時、早紀の前で冷静さを保つのに必
当座の荷物を二つのバッグに詰めると、翔太は早紀に言った。

死だったのはどうしてだろう。
「荷物は、近いうちに取りにくる。アパートのカギは、管理人に預けておくから」
そして、翔太は、最後の労りのつもりで、彼女にこう提案した。
翔太は、早紀が何か答えるかと思ったが、彼女は黙って頷いただけだった。

「君は、まだしばらくここにいればいい」

本当は、あの時、おれは早紀に何を望んでいたのだろう。翔太は、自分に問いかけてみる。
別れたかったのは、自分が捨てられることが惨めだったからではなかっただろうか。早紀が
広田に惹かれているのではないかという疑心暗鬼に押し潰されそうになっていたから、そん
な自分から逃避したかっただけじゃないのか。自問することで、彼は気付いた。
「君を奪われる前に、別れたかったのだと思う。君のことが、まだ好きなうちに……」
翔太は、初めて自分の正直な気持ちを早紀に吐露した。泣き言のような理屈を、彼女に押
すると、早紀は囁くように言った。

し付けているような気になりながらも。
「苦しかったのね、あなたも」
彼女の目がまっすぐに翔太を見つめていた。不思議なことに、早紀は何かに耐えるように
今にも泣き出しそうな目をしていた。
「ごめんなさい。本当は、何も言わないで、別れようと決めてきたの。そうしたら、傷つか
ないで、お互いにやりなおせる。そんなふうに、自分を納得させて……」
早紀は、堰を切ったように話し始めた。
「だけど、このまま本当のことを隠して、別れてしまうのはやっぱり辛い」
早紀の口から、大きなため息が零れた。
「ずっと広田さんのことは、隠さずに言おうと思っていたの」
広田との秘密を打ち明けようとしている。彼は、できるだけ冷静に早紀の話を受け止めよ
うと思った。
「あの日、広田さんがうちに来たのは、私がお願いしたからなの。あなたのことが心配で仕
方がなかったから。それを相談したくて」
早紀は、続けた。
「友達がみえるようになって、あなたは、変わったわ。急に不機嫌な目をしたり、一時間も
すると何かそわそわし始めたり。あなたの情緒不安な様子が、見ていて辛かった。このまま
彼女は、翔太の気持ちをある程度は知っていたということなのだろうか。それなのに、気

だと、あなたが私の知らない人になるようで、怖かった。不安だったの」
づかない素振りをしたまま、夫のために、いつも広田たちと調子を合わせていたのだ。
「だから、広田さんに、どうすればあなたが元に戻れるのか、相談したかったの。本当にそ
早紀の目の中に、ためらいの色が浮かんだ。だが、彼女は意を決したように言った。

れだけだったの。でも……」
「でも、広田さんは、相談の目的を誤解していたの。あなたとうまくいかなくなっているこ
とを、慰めてもらいたいんだろう。そんなふうに考えてしまって」
「あの時、やっぱり何かあったんだね」
翔太は、早紀の話に強い衝撃をうけた。
「広田さんはあなたの友人だから、どこか、心に隙があったのだと思う。今から思うと、そ
れがたまらなく悔しくて」
翔太は、耳を押えてしまいたいような気分を味わった。もう先を聞くまでもなかった。広
田は彼女の話を聞いているふりをして、側まで来ると、彼女の体をソファーに倒したに違い

ない。そうでないことを期待したかったが、早紀の表情が全てを物語っていた。
「抵抗できなかったんだね」
翔太は、彼女を庇うようにそう言っていた。早紀の頭が、ゆっくり縦に動いた。
「あなたが帰ってきた時、狡いけれど、このことは絶対知られたくないと思った」
翔太は、その時の二人のちぐはぐな様子を思い出していた。広田に対して憎悪の火が燃え
早紀の震えるような声が聞こえた。

上がった。同時に、深い穴の中に真っ逆さまに落ちていく自分の姿が、脳裏に浮かんだ。
「ごめんなさい。こんなことになって」
そうか。翔太は呻いた。これで、彼の理不尽とも言える離婚話を、早紀が承知した理由が
分かった。そのために早紀が苦しんできたことも、彼には十分理解できた。
「泣かないで。君が悪いわけではないから」
周囲の客が不審そうに二人を見ているのが分かった。翔太は、彼女の悲しみはすべて自分
に原因があると思った。自分の言葉とは逆に、泣けるだけ泣けばいいと思った。
「きっと、僕が、君の気持ちを理解できず、広田に焼き餅を焼いたことが悪かったんだ。謝
翔太は、目の前で震えている早紀の肩の上に手を触れた。彼には妻の小刻みに揺れている

らなくてはいけないのは、僕の方だ」
体が愛しく感じられた。
「やりなおせるかい？」
翔太の言葉に、驚いたように早紀は目を見開いた。そして、まるでいやいやをする幼い子
供のように首を横に振った。
彼女の動作にどんな意味が隠されているのか、彼には分からなかった。申し出を拒否して
いるのかもしれない。でも、そんなことに躊躇する前に、翔太は、今言わなければ、今度こ
そ本当に早紀を失ってしまう気がした。
「君と、やりなおしたい」
すると、早紀はゆっくりと顔を上げながら、「ありがとう」と言った。それから、ひとつ
吐息をつくと、
「でも…」と口ごもった。
それでも、目の前の彼女は何か月ぶりかで見るような、明るい笑顔をしていた。
「でも…」
に続く彼女の気持ちは予想できなかったが、彼は、今なら早紀を本気で説得できるように思
った。
彼の心の中に、何かが目覚めてくるような気持ちがあふれてくる。そして、彼は思い出し
た。彼女に対するもっとずっと素直な愛情を。それから、それが、この一年間忘れてしまっ
この時、彼は、大事なことに気付いた。そうだ。今日は、本当なら二度目の結婚記念日だ

ていた気持ちだったことも。
った。今日という日をわざわざ選んで、自分に電話をしてきた早紀の気持ちが分かったよう
な気がした。
早紀の手が、翔太の手にそっと伸びた。言葉はなかったけれど、それがたぶん彼女の意志
その瞬間、翔太は、彼女の左の薬指にある婚約指輪を誰が贈ったのかを理解した。

表示だと、彼は信じた。彼は、それに答えるように彼女の手を握った。
あれは、他の誰でもなく、翔太自身が、早紀のために買った大切な指輪だった。どうして
自分の贈った指輪とは思えないくらいに立派に見えたのか、その理由は分からない。ただ、
翔太には、ついさっきまでの自分の卑屈な心が見えるような気がした。と同時に、早紀の切
ない気持ちを感じることができた。
たぶんこのままでは、まだ、二人は元には戻れないだろう。そのことは、翔太も分かって
いる。でも、今ならやりなおせると思う彼がいる。
翔太は、早紀の白い手を握り締めた。

●佳作
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退職互助部（浜松）

そうだ、来年は戦後七十年になるんだねえ。わしも来年は九十歳だ。日本は世界一の長寿
わしに召集令状がきたのが数えの二十一歳の時だった。

国と言われるから、九十歳もあんまり珍しいものじゃないかも知れんが。
忘れもしない昭和二十年二月三日、旧浜松飛行学校の近くで仕事をしていると、息せき切
ってやってきた母親が
と言うのである。

―仕事をやめて家に帰りな、お前に召集令状が来て、二月六日には入隊しなくちゃならん
とうとう来るものが来た、というのがその時のわしの心境だったなあ。
前年の昭和十九年十二月七日の午後の地震は、今思うと震度六以上のものであったろうか。
現在の航空自衛隊へ通じる道に大きな亀裂が入って、水道管から水が溢れていたものだ。わ
しの記憶によれば、それまでこうした大きな地震はなかった。こういう天変地異が何か大き
な変化の前兆ではないか、という気もしたが、それをわしの召集令状と結びつける気持はな
かったな。
村の同年衆の何人かは既に戦地に赴いていたから、遅れをとってはいけないという思いも
わしと同じ日に入隊する者が、この村では四人いた。四人は一緒に役場へ行き村の神社で

あったな。当時の若者の多くはお国のために命を捧げる覚悟は出来ていたと思う。
お祓いを受け、出発するまでの二日間を慌しく準備した。
入隊当日は東海道線の高塚駅まで一時間以上かけて歩いた。二月という季節であったから
入隊先は兵庫県加古川の戦車部隊だった。

寒さも厳しかったであろうが、寒さの記憶はない。緊張感でいっぱいだったろうからか。
部隊の正門まで送ってくれた地元の役場吏員であった新一さんとはここで別れた。
―元気で頑張れよ
そう言って励ましてくれた。
入隊して二週間が経った。所属の班も決まった。入隊して五日目には家族の面会があった。
母親と家族がはるばるここまでやって来てくれたことに感謝したが、互いに涙はこぼさなか
った。母親は何も言わなかった。何も言えないのだ。寿司やドーナツなど食べ物ばかりの差
し入れであった。今思うとあの時代に、あんな遠い所まで来てくれたことに感謝するばかり
間もなく部隊が移動することになった。行先も告げられず、夜になって出発し汽車に乗る

だ。
まで一時間以上歩いた。われわれ兵隊は水筒と背嚢だけであった。汽車の中も外が見えない
ようにブラインドが降ろされていて、どこを走っているか解らないが、西へ向かっているこ
とは解った。
汽車が瀬戸内海を通り過ぎた頃、夜がしらじらと明けた。
九州に渡り八幡の町が見えた。製鉄所の並ぶ街を抜けて博多に着いた。
翌日出発である。
おそらく三千トンか四千トンの船であった。その時は行き先は告げられていた。
釜山である。
船の甲板の後に大砲が一基あった。博多から釜山まで八時間という事であったが、実際は
十二時間かかって到着した。対馬の辺りは波が高くスクリューがカラカラと空回りしていた、
さすが玄界灘だ。上空には警護のためか飛行機が飛んでいた。
全員がひどい船酔いで食事も食べられなかった。
夜、釜山港に着き「ますらお館」という大きな劇場に泊まることになった。客席に茣蓙を
敷いて薄い布団を掛けて寝た。
ここに一晩泊まっただけで、翌日は座席が二人掛けと三人掛けがある軍用列車に乗って出
発した。昨夜の宿も列車の中もニンニクの匂いが強烈であった。列車の網棚が広いのでそこ
をベッド代わりに寝ていたら、週番指令が回って来て

と怒鳴られた。当然だ。

―落ちたらどうする
釜山から平壌までまる一日かかった。列車から見える景色は日本とは違って、ハゲ山が多
く橙々色の牛が放牧されているのが見えた。
翌日も汽車に乗ってひたすら走り続けた。
鴨緑江を渡った。大きな河であることに驚かされた。川幅いっぱいに水が溢れ、滔々と流
れている。鉄橋を渡る時ゴウゴウという音が耳をつんざくようであった。河を渡り朝鮮半島
を縦断して満州に入ったのである。夜もひたすら走り続けた。
朝になった。満州平野を走っている。
朝食を済ませて改めて外の景色を眺めた。新京（現在の長春）である。満州の中心都市で
ある。電柱から幾重にも引き込み線が引かれている中を列車は一時間以上も走り続けた。こ
の広大さに驚くほかない。沿線にはまだ雪がどこまでも積もっていた。ごくたまに満州人が
牛に車を挽かせている姿を見た。
列車はひたすら走り続けるが、食事の頃に大きな駅に着くと運転を中止して列車を止める
ことがある。そんな時は急いで食事（めしあげ）を摂り用便を済ませる。夜は夜で列車は走
り続ける。兵は列車の中で眠り、朝になれば目覚める。
目的地、それは全く知らされてはいないし、何時着くのか見当もつかない。どこを走りど
こまで行くのかも知らされていない。後になって考えると、ハルピンを経て黒河省（現在の
列車内で特別な教育は行われることはなかった。

興安北省）へ向かっていたらしい。
列車が止まると外へ出るのであるが、その寒さには驚くしかなかった。多分、零下二十度
ぐらいであったろうか。列車のドアの取っ手に布が巻きつけてあるのは、手袋が凍りついて
しまわないためであることが知れた。地面は凍りついていて軍靴では滑ってしまうので、よ
ちよち歩きしか出来ない。転ぶ者も少なくない。
長い列車の旅が続くうち、戦友とも少しずつ打ち解けて故郷や家族のことを話し合った。
はるか彼方に小興安嶺山脈が見えた。
少しずつ景色が変わって、鉄道沿線の近くに働く人を見かけることや、大きな駅では列車
三月の初めの頃であった。日記を付けることもないので、とっさに今日が何日であるか判

とすれ違うこともあった。
らないような日々であった。
わしの話は退屈でしょうが、まだまだ先は長いですが聞いて下さいな。
次に停まった駅で、わしを含めて十五人の兵が降ろされた。輜重隊輸送部隊というところ
に配属されるというのだ。わしの経験が多少勘案されたのかも知れない。
駅から三十分程歩いて、広い練兵場のある兵舎に案内された。大きな車庫と平屋の兵舎が
あった。そこで上官から我々の任務を説明された。殆んど理解出来なかったが、何とかなる
だろう、と覚悟を決めた。
久し振りに豪華な夕食を味わった。食後のリンゴの旨かったことは、今でも鮮明に覚えて
いる。たとえ、それが凍ったリンゴであったとしても…
この部隊で十日ばかり過ぎた頃、歩兵第一五二〇四部隊に転属することが決まった。
我々の部隊は十中隊で、隊長が小早川少尉、小隊長は小野軍曹、班長は軽込軍曹、班付上
等兵は中澤浅次郎という人であった。
起床は六時、点呼が始まるまでに寝具の整頓をする。外に出て整列し点呼、続いて朝稽古
が始まる。防具をつけて銃剣術の訓練をした後、朝食である。朝食は七時前後でそれが済め
午前の教課が十一時半に終って昼食の準備と食事、片付けと決まりきった日程である。午

ば片付け、飯盒返納、八時からの午前の教課が始まるので大変な忙しさである。
後の教課は一時から始まるので、ぼんやりする暇はない。まして初年兵にとっては上官にい
つも監視されているような状態であるから、機械的に行動するしかない。しかも週末には学
科のテストもある。

こんな生活が二ヵ月ほど続いた頃、ようやく内地からの軍事郵便が届くようになった。二
回目の郵便で、浜松が六月十八日大空襲を受けたという便りが七月の初めにあり、それが最
後のものとなった。
八月に入って九日だったと記憶しているが、土木作業をしていると、飛行機が一機上空を
飛んでいるのを見た。これまで飛行機を見ることがなかったので、珍しいものでも見るよう
に眺めたが、その速さといい形といい、それは日本の飛行機ではないと思った。
―何か変だぞ…
と呟く者もいた。それから二～三時間経った頃、日本はソ連と戦闘状態に入ったという知
らせがあった。
噂としてソ連と戦争になるのではないか、ということは耳にしていたが、いざ現実のもの
となると大変なことである。我々はどうなるのであろう、という不安はあったが誰もそれを
口にすることはなかった。
ところがその翌日から日中堂々とソ連の飛行機が上空を飛んでくるようになり、ソ連の自
動車が隊列を組んで南下して来るようになったのだ。
我々は山の上の陣地からそんな様子を見ていたが、戦いが始まれば応戦するべく準備を進
めていた。山の上の陣地から見ると、広々とした大地が広がっているのであるが、そこに二
十余りの野積みの倉庫を次々に火をつけて燃やしてしまっていた。倉庫と言っても下に土台
を組み、高さ一メートルほどの上に簡単な倉庫を作って、中には食糧や衣類、日常品などが
貯蔵されていた。十五メートル四方はあった。それが燃えていくのは悲しかった。ソ連兵に
持って行かれるくらいなら燃やしてしまえ、ということであろう。火は二日間以上も燃え続
けた。
ソ連と戦闘状態になったということを聞いてから五～六日経った頃の夕方、全員白旗を準
備するよう命令された。降伏であることは言わずとも知れたことであるが、誰ひとりとして
それを質問する者はいなかった。
八月十四日は奇妙な静けさの一日であった。ソ連の飛行機も車もなかった。
八月十五日の昼、大本営発表の無条件降伏を知らされた。
複雑な気持だ。
敗戦は考えたこともなかった。これまで戦うことだけを考えて、教課を学び射撃訓練をし
てきたが全く無意味であったのだ。徒労であったのだ。しかし、それを口にする者はいなか
った。
十五日の昼過ぎにはソ連兵が馬に乗り、機関銃を携えてやってきた。身体は大きいし眼は
翌日、全員が武装を捨てて山の陣地から降りて部隊に集結するよう命令があった。持てる

青く堂々とした態度に気圧されて、抵抗する者は、無論いなかった。
だけの荷物を持って二時間ばかり歩き、部隊に集った。周りをソ連兵が取り囲んだ。それは
警備というより敗戦国の兵士に対する威嚇でもあった。
これからどうなるであろうかという不安と、成り行きに対する諦めとも悔しさともつかな
い複雑な思いであった。二週間ほどそこにいたであろうか。食事は十分とはいかないがあっ
た。部隊の炊事活動は今までと同じであった。
出発の命令があった。このまま日本に帰れるのだろうか、という期待がないではなかった。
帰れないとしたらどこへ行くのかという不安もある。衣類と食糧を持てるだけ持って整列し
出発して行進が始まった。ソ連兵が馬に乗って周りを取り囲んでいる。

た。
行進の先頭が右に行けばソ連へ、左にすすめば日本へと、根拠のない話が囁かれていた。
無言で歩いた。
やがて行進の先頭が右に大きく曲った。落胆する声にならない声を聞いた。
三時間ほど歩いて、興安領山脈が連なる山道に達した。その後さらに歩いて広い河原に着
いた所で食事を取ったり用便を済ました。再び歩き始めた。衣類や食糧など二〇キロ以上の
荷物を背負っているので、一度座ると再び立ち上れなくなるので、捨てざるを得なかった。
目的があって歩くならまだしも。どこへ行くとも知らされずに歩くことが、どんなに辛いこ
とかを思い知らされた。

ずっと後になって、我々の歩いたところを、地図で確かめたら、興安北省の孫呉という町
から、黒河省の黒河という町まで、およそ百十キロメートルの道を四日間で歩き通したこと
になる。
この間、夜は野宿するしかなかった。まだ寒さが来ない時期だったから良かったものの、
寒気の厳しい時だったら、と思うとぞっとする。
この地が戦場であったことが解る。馬の死骸があちこちに転がっていて、死臭が漂ってい
る。いずれも脚を空に向けているのが憐れであった。また、その先に百メートル近い橋があ
った。橋脚が四基あり、そのひとつの上に日本兵の死骸が放置されていた。
四日目の夕方黒河に着くが、そこで今日までの行進が終ると知らされた。
黒龍江は川幅約八百メートル、水量は満々として濁流である。その川辺に我々は野宿した。
疲れ果てていたが、これからのことを思うと眠れなかった。無念さと悲しみが眠りを妨げた。
野営の翌日はこの黒龍江を渡るのである。
河を渡るには曳航する船にロープに繋がれた船に我々を乗せて、対岸に達するまで上流に
遡るという方法がとられたが、対岸に着くまでにかなりな時間がかかった。一緒に乗った若
い士官が、それまで隠し持っていたピストルを河に捨てるのを目撃した。
―ここまで来たらどう仕様もない
と呟いていた。
対岸にやっと渡り終えるまでかなりの時間がかかった。そこは「ブラゴエチェンスク」と
いう町であった。駅のトイレには扉がなかった。黒パン二枚が配られた。パンはロシア語で
フレーブ、水はワダーと教えられた。
夕方、貨物列車に乗せられて出発し、翌日の昼過ぎにペトロシーという町に着いた。
どうやら、ここが一応の終着駅であり、この町が我々の収容所になるらしい。
わしの話もちょっとひと休みしようか。
収容所の話は長い長い話になりそうだからねえ。
ブラゴエチェンスクという町に着いたが、その日のうちに、再び貨物列車に乗せられて出
発した。日本の列車と違って大きくて、三十トン、六十トン、百二十トンとあり、線路の幅
も二メートルはありそうだ。窓はない。
満州の黒河省の孫呉という町を出発して四日間歩き、国境の黒河に着き、河を渡って来た
のである。
これからどこへ行くのか、どんな状況が待ち受けているのか一切分からない。運を天に任
せるしかない、と覚悟を決めた。
長い夜を走り続け、翌日の昼頃ペトロシーという町に着いた。
どうやらここが終着地であるらしい。駅から百五十メートルばかり離れた所の収容所が落
ち着き先であった。収容所は約百メートル余四方の敷地に、一番外側に高さ一メートル程の
鉄条網が五重に張られ、鉄条網の間は二メートル程あり、そこは軍用犬の通り道になってい
た。収容所の外に二ヵ所、高さ四～五メートルの監視塔があって、昼夜を問わず兵士が監視
を続けている。こうした厳重な警備の収容所から逃亡する者がいようとは思えない。たとえ
逃亡したとしても、この荒野を無事に逃げおおせることは出来ないだろう。収容所はもとは
兵舎であったらしい。兵舎の半分は地下であった。兵舎の中は真ん中に一・五メートル程の
通路があり、左右が二段になっていて丸太が並べてある。そこに茣蓙を敷き、一段に十三人
が寝るのだ、暖房設備はなく。トイレは外で出入り口に扉はない。
ここに着いたのは九月十日頃だったと思う。
二、収容所
収容所の生活が始まった。
どんなに過酷な労働が待っているかと心配していたが、一週間ほどは何の作業もなくぼん
やり過すことができた。しかし、それが過ぎると次々に作業の指示が出るようになった。農

作業を命じられる者、木材の伐採作業をする者、収容所に近い駅で木材の積み込み作業と、
仕事はさまざまであった。特に貨物、主に木材であるが、積み込みの仕事は夕方から夜にか
けて行われることが多かった。
木材の伐採に行く時はトラックに乗せられて行き、目的地に着くと車から降り、三十分以
上歩いて山に入る。伐採は二人一組になって大きな鋸で立木を伐採し、それを更に二メート
いずれの作業も三十人くらいの班に分かれて行われ、それぞれ一名ずつ銃を持ったソ連兵

ルくらいの長さに切って燃料にする作業であった。松や白樺の木が伐採された。
の監視がついた。
我々の関心事は、作業のノルマもさることながら、何と言っても食事である。
一応一日の食事は次のように決っていた。
主食はパンであるが、麦を材料とした黒パンが三百五十グラム、雑穀四百五十グラム、野
菜一キログラム、砂糖十八グラム、塩十五グラム、魚百グラム、肉八十グラム、油十グラム
ということになっていた。しかし実際はこうした規定通りにはいかなかった。それは食材が
遠くモスクワあたりから送られてくるからだと言うが、遅れたり届かなかったりすることも
こうした食材を大きな釜に入れ、二時間ほど煮込んでスープにするのが通常の調理方法で

珍しくはなかった。
あった。収容所の外へ仕事に行く時は、パン三百五十グラムと水筒に詰めた水だけだった。
農場の作業は主に馬鈴薯の取り入れであった。馬鈴薯はパンとともに重要な食材であったか
ら、収穫が遅れると腐ってしまうので、連日大勢の者が作業に出かけた。三人一組になり、
二人が掘り一人がバケツに入れて待機しているトラックに運ぶのである。
見渡す限りの馬鈴薯畑である。
作業は看守から、しきりに、
「ダワイビステリー（早くやれ）」と叱咤されながらの作業で
収容所の大きな箱庭のような生活は、無論快適ではないが、予想していたような過酷なも

ある。ひたすら無言で作業を続ける。
のではなかった。不思議なことだが、狎れるということは人間を鈍感にするものだとさえ思
う。
九月が過ぎ十月になると、寒さが急激にやってくる。十一月の下旬には零下二十度にもな
り、雪が降り出す。十二月ともなれば零下三十度を超すことも珍しくない。一月、二月は更
に寒さが募り零下三十度を超える日もある。いくら寒さが厳しくても作業が中止されること
はなかった。
昼間の作業だけでなく、夕方伐採した材木を貨車に積み込む作業もある。これも三人一組
でやるのだが、これもかなりな重労働である。重い丸太を投げ出したくなるが、ソ連兵の監
視の目が光っているので怠けるわけにはいかない。およそ二時間余りの仕事であった。
厳しい寒さがやっと終って四月になった。日本と同じように、春の草花のタンポポ、よも
ぎ、はこべ、と雪の溶けたあとの黒い土の間に顔を覗かせる。こんな野草を摘んで食べると、
故郷の山川が脳裏に浮んでくる。
ここペトロシーの収容所に来て二ヶ月程した頃、わしは本部と呼ばれている隊長や小隊長、
下士官、衛生や被服の担当の幹部がいる部屋の「当番」のような役目を命じられた。木材の
伐採や貨物の積み降ろしなどの作業を免除されるわけでないが、本部から命令される仕事の
ある間は、作業から外れることもあった。当番の仕事は、ほかに糧秣倉庫の管理の手伝いの
兵として最も低い位のわしが、こういう仕事を命じられた理由は解らなかった。一緒にい

ほか、各棟への伝令や点呼の結果報告などであった。
る仲間から、わしが上官にうまく取り入ってそういう立場を得たのではないかと勘ぐられた
が、わしはひと言も弁解がましいことは言わなかった。
寒い冬の間、貯蔵してある野菜倉庫の温度を管理する仕事を任された。野菜倉庫は別棟に
あって、倉庫の中は野菜が凍らないように適温を保つのである。ペーチカで温度を保つわけ
であるが、温度を上げ過ぎないようにしなければならない。この役目は絶えず温度計で温度
を注意しながら燃料を補給しなければならないが、それさえ出来れば暖かさを満喫できた。
収容所の中の権限はすべてソ連側にあるわけだが、細々した日常的な実務は日本側にあっ
た。だからわしに与えられた野菜管理の仕事は、軍隊にあった頃の上官である小野軍曹によ

ある時、この倉庫にある食材を受け取りに来たソ連の兵士が、ミャーサ（肉）を万引きし

る指名であったことが後で解った。小野軍曹は決して利己的な扱いをする人ではなかった。
たのを上官に見つかって罰を受けた事件があった。倉庫の当番をしていたわしにも、責任が
あると、拳銃の先をわしの喉元に突きつけたて意味の解らないロシア語で叱られた。銃口の
冷たさにわしは震えあがった。上官はやがて拳銃をわしの喉元から離した途端、天井に向か
って二発発射した。彼はわしに向かって
―ハラショースマトリー
と叫んだが、意味は解らなかった。また
―タワィスダー
とも叫んだ。あとになって、それは見張りの仕方が悪い、よく見ておれ、という意味であ
ることが解ったが、せいぜい一分か二分ぐらいの時間だったろうが、生きた心地がしなかっ
た。わしは全身が冷や汗だった。
また、糧秣倉庫の当番の仕事のほかに、坂口、小川という戦友とともに、収容所の外にあ
るソ連軍の宿舎の調理場の仕事を手伝わされたことがあった。特別な部屋があてがわれるわ
けでもないが、調理する部屋のベットも何もない所で、三日三晩調理の手伝いをさせられた。
大きな釜の側の四人掛けの椅子に茣蓙を敷いて、その上で寝るのであるが、寝心地が悪くて
なかなか寝つかれなかった。懲罰の意味でそんな仕事が与えられたわけでもないだろうが…
わしが釜を運ぶとき、誤って親指の爪を剥がしてしまうという怪我をして、その仕事から
四月になり、さすがに雪の荒野も春めいてきた。

解放された。
使役は相変わらず次々に与えられた。
五月になった。
突然、移動命令が出た。
荷物をまとめて集結するようにという命令である。
―いよいよ帰れるのか
誰もがそう考え、思わず笑みがこぼれたが、そうではなかった。
列車の一車輌に、二十五人から三十人くらいが乗せられ、夜九時ころ、汽笛を鳴らして列
車は出発した。レールの継ぎ目がゴトンゴトンと鳴る音が次第に早くなって、闇のなかをス
ピードをあげて列車は走った。
昼間の作業の疲れでいつの間にか眠った。
朝になって目覚めてから、さらに一時間ばかり走ってある駅に着いた。そこはハバロスク
であった。極東最大の都市であった。
わしらは待っていたトラックの荷台に三十人ずつ乗せられ、ビルの街の中を一時間ほど走
った。
収容所の近くで降ろされた。
ペトロシーの収容所と外観は殆んど変りはなかった。正方形の敷地の二つの隅に、高さ五
メートルほどの望楼があり、銃を持ったソ連兵が警備していた。夜には点されるであろう投
光器がそれぞれに付いていた。収容所の周りを三重に鉄条網が張られ、警備の犬が園中を走
り回っていた。
警備の面では、ペトロシーの収容所より厳重であるような気がした。
二、三日は作業もなくそれぞれ自炊したりしていた。
わしはペトロシーの収容所でしてきたように、幹部のための当番のような仕事を命じられ
た。
昭和二十一年の夏が過ぎた頃であった。日曜日であった。わしらは広場に出て整列して行
見よ東海の空明けて

進させられた。行進しながら歌う歌は
旭日高く輝けば
天地の生気はつらつと
希望は躍る大八州

の歌であった。戦争に敗けた国の歌を堂々と歌っていいのか、と不審に思ったが、ソ連側
はこの歌が戦意を高揚させる歌であることを知らなかったのかも知れない。
ハバロスクに来てから暫くして、日本兵の逃亡兵が連れて来られたことがあった。身につ
けている衣服はボロボロで垢にまみれていた。この収容所から逃亡した兵であった。
鉄条網の下を配管するために掘ってあったところから逃げたのであるが、夜の寒さに耐え
逃亡しても、この広大な大地に安住する地はないことは、少し冷静に考えれば解るはずな

かねて焚火をしたところを発見されたそうだ。
のに…しかし、わしはこの兵を嗤う気にはなれなかった。
戦時中、日本兵が逃亡すれば間違いなく銃殺される、ということをわしは聞いた。この逃
この収容所に日本兵がどのくらいいたか正確には解らないが、三百人はいたであろうか。

亡兵がその後どういう処罰を受けたかわしは知らないが、気が滅入った。
三百人の指揮系統は、一つの班が二十人から三十人で、三つの班で一つの小隊となり、小隊
が三つ集って中隊となる。ここでは下士官が指揮を執る仕組みである。
朝作業に出るときは黒パンの弁当と、水を入れた水筒を持って門の所に集る。セリケンと
呼ばれる上等兵くらいの兵が、人員を数えながら外に出す。しかし、ここでは三列に並ばせ
て数を数えるので、偶数を数えるようにはいかない。途中で解らなくなると、もう一度門内
に入れて数え直すことも度々ある。迎えに来たトラックの運転手がしびれをきらして
―ヤボンスキーダワイダワイ（日本兵、早く早く）
一台のトラックに乗せられるのは三十人である。トラックの荷台に後ろ向きに座らせる。

と急かす。
運転席のすぐ後に立って、銃を構える警備兵の視線を背後に感じながら、一時間もかかる作
業地に運ばれるのである。暑い時ならいいが、寒い時期はトラックの荷台は吹き曝しである
からたまらない。小麦粉の袋をチョッキのように着込んだりした。ゴワゴワするが温かい。
ハバロスクの収容所に来てから二ヵ月ほどした頃、わしはほかの二人と共に第四収容所へ共
産党の幹部教育へ行くことを命令された。三人に同行するソ連兵も第四収容所の位置がよく
解らないらしく、地図を見ながら歩いて行った。ようやく見つけた第四収容所にはほかの収
容所からの参加者がいて、それぞれ自分たちのいる収容所の様子を話しあったが、捕虜に対
日本が戦争に敗けてソ連の捕虜になった者は、二十万とも三十万とも言われる。想像もつ

する処遇がかなり違うことが解った。
かない数だったとぼんやり考えた。
共産党の教育と言っても、その考え方や政治のありようを示すのではなく、戦争中の日本
の軍備がいかに貧弱であったかということが中心であった。満州国では飛行機が六百機ある
と言っていたが、実際に飛べるものは百五十機しかなかったとか、銃弾はかなり貯蔵してあ
ったが、肝心の銃が不足していた、というような話であった。
そんな話が一週間も続いたあと、「石の花」という映画を見せてくれた。世界芸術祭参加
作品だと紹介した。確かにいい映画だとわしは思った。戦争を賛美する映画でもなければ、
単なる娯楽映画でもない。上映時間が六時間もかかると言って、三日に分けて上映した。し
かも映画はモノクロじゃなく天然色、つまりカラーであった。戦争が終ったばかりの時期の
映画が、こんな技術的にも内容的にも高いものであることにわしは驚いた。
「石の花」のテーマは、共産党の目指すこととは思えなかった。不思議な気がした。
わしが糧秣倉庫の番をしている時、食糧をくすねたりする兵がいたし、文盲の兵も少なく
はなかったという国に、こんな映画を作る人もいることに、わしは不思議な気がしてならな
かった。
一ヶ月近い共産党教育は、終ってみると、バラバラな情報を伝えただけのものでしかなか
った、とわしは思った。
収容所のこの講座の担当者は、ここに来ることが出来なかった者に宣伝したり説明するよ
うに、と言われたが、わしには出来ることじゃなかった。何冊かの本も貰ったがいっぺんも
ページを開くことはなかった。
再び収容所の生活に戻った。
変ったことと言えば、タバコが支給されるようになったことだ。一日二本、タバコを喫う

タバコよりもっと大きな出来事は、収容所に収容されてから初めて風呂に入ることが出来

人も喫わない人も支給された。
たことだ。浴槽は収容所にはなく、トラックで三十分程の距離にあるサウナであった。風呂
に入ることがなかっただけに、擦れば擦するほど垢がコロコロ取れた。まるで生まれ変った
ような気分であった。男のシンボルも、この時ばかりは見事であった。お互いに笑い合った。
五月になった。雪も融け遅い春が野原に漲っている。

衣服も消毒してくれた。蚤や虱の卵がびっしり付いていた。
収穫できなかった馬鈴薯を掘りに行った。馬鈴薯は白い澱粉だけになっているのである。
土の中から蛙が飛び出してきた。捕まえて皮を剝ぎ洗って馬鈴薯の澱粉をまぶして焼いて食
べた。野草も手当たり次第食べた。タンポポも蓬も食べた。決して旨くはないが空腹には勝
てない。

ハラショー

ナラボート（日本の兵隊

よい仕事が出来る）

いっしょに暮しているソ連兵とも次第に気心が知れて、敵味方というわだかまりも少しず
つ消えていった。
―ヤポンスキー
などと言うこともあったし、ノルマの報告に行くと
―ラボートマーロー（仕事が少ない）
などと言いながらも、何とか名目を変えて取り繕ってくれたりした。
しかし、原則的にはノルマを果たさなければ、すぐパンの量を減らされるのである。グル

ハラショー

スパイシイバー（日本の兵隊さん

良い仕事を

ープ毎のノルマ達成率を掲示板に貼りだして、互いに競わせる意図もあった。また、作業の
サルダート

場所や内容を度々変えて、能力を比較するような考えもあったようだ。
―ヤポンスキー
ありがとう）
などと適当に煽てることも忘れなかった。
人として本来持っている感情や理性、他人に対する優しさや厳しさは、たとえ国籍が違っ
ても、そんなに大きく違うものじゃないことを、わしは収容所で体験的に知ったような気が
する。
ソ連では一人ひとりのノルマが決まっていて、働いた賃金も、このノルマによって決まっ
てくる仕組みであることを知った。自動車の運転手は一ヶ月四百五十ルーブルから六百ルー
ブル、百人くらいの従業員の工場長は八百ルーブルの賃金であり、一番高価なときの黒パン
一個（約三斤）百五十ルーブル（これは闇値）作業服が六十ルーブルだと言う。
この頃になると片言のロシヤ語がしゃべれるようになった。馬鈴薯はカルトーシカ、キャ
貧しい食事、過酷な作業、経験したことのない寒さ、粗末な毛布にくるまって、重なり合

ベツはカブースタ、人参はモルコーク、肉はミャーサ、トマトはボミドール…というように。
うようにして眠るベット…胸の肋骨は浮き出て骸骨のようだ。
こんな時、人は性欲は湧かないのだ。警備のロシヤ兵を篭絡するために、あられのない男
女の交合の話をすることはあっても、その話にわしは興奮することはなかったな。あとにな
って聞いた話だが、朝食の黒パン一枚でロシヤの女を買った男があったそうだ。多分事実で
あろう。性への欲望や執着は人によって違うのであろう。
空腹と寒さに耐えて遅い春を迎えた。
わしのような独身者でも故郷を懐かしむ気持ははかり知れないものがあるが、妻子や年老
いた両親を残して来た者の望郷の思いは、どんなにも切ないものであろうか。ひそかに家族
の写真を眺めて涙を流している男を、わしは見た。
三、故郷に帰る
鉄工所の仕事が終って収容所へ帰ると、皆の顔が何となく明るい。
―どうした、何かあったのか
と聞くと
―日本へ帰れるらしい
と言うのである。

今まで何度となく（帰れるらしい）という噂を聞いたが、いつもぬか喜びに終っていたか
ら、今度も希望的な推測に違いないのではないかと思ったが、今回ばかりは確かな気がした。
やがて、正式に帰国の命令がくると、初めて期待は喜びに変った。帰国について具体的な
指示もあった。
帰国する者は、班、小隊、そして中隊というように改めて組織され、それぞれ投票で決め
るという。班は十五名、四つの班で小隊を編成し、三つの小隊が三組で中隊を編成するとい
うのである。一つの中隊は百八十名の編成になる。
わしは中隊長に選ばれた。固辞したが受け入れられず引き受けた。責任者になったのは、
あの共産党の幹部教育の経験者であった。
昭和二十三年九月のことであった。
思えば長く厳しい収容所暮らしであった。さまざまな思い出が甦った。一歩間違えば死に
至るような場面が数限りなくあった。病気らしい病気にもならなかったのは、幸運としか言
いようがない。
思い出に浸ってばかりではいられなかった。帰国のための準備が待っていた。そればかり
ではない。収穫時期がきているカルトーシカ（馬鈴薯）の収穫作業が帰国の知らせのあった
翌日から行われた。
―なーんだ
がっかりしたような顔、顔、顔。しかし、帰国が決まった今となっては、最後の奉公とい

ダワイ

ビステリー（早く作業をしろ）

六台の車に三十人ずつ乗って馬鈴薯の収穫に向かった。

う気持にもなっていた。
―ダワイ
と叱咤激励されながら、作業は終日続き、一日で終るどころか、次の日も次の日も作業は
帰国の指令があってから、十日あまりして、やっと帰国の日となった。必要最小限の荷物

続いた。
をまとめて集合し、駅まで歩いた。
駅では何時間も待たされたが、文句を言う者はなかった。帰国の喜びに比べたら不満を言
うほどのことではない。誰もが満面に笑みを浮かべてその喜びを語った。
やっと列車がやってきた。貨物列車ではあるが有蓋車である。一輌に四十人が乗った。よ
うやく足を伸ばせる程度で横になるほどの広さはない。
列車は一路ナホトカに向かった。
ハバロスクを出発してナホトカに着くまで、何と四日間かかった。
たとえこれが十日でも二十日でも不満はなかったであろう。帰国の喜びがあれば、どんな
事にも耐えられるであろう。このまま故郷に帰れば秋祭りに間に合うかも知れない。故郷に
ある家族や友だちの顔、顔、顔…
わしは思わず涙を流していた。
やっと、ナホトカに着いた。
ナホトカでは港湾工事をやっていた。山を削るパワーシャベルには目を見張った。大型ダ
ンプカーに、たった二、三分で土砂がいっぱいになる。この時代にこうした機材が使われて
いたことに驚くしかなかった。
ナホトカに着いた夜はぐっすり眠ることができた。厳しい収容所の使役から解放され、夢
翌朝、朝食が済むとこんな命令が出た。

に見た故郷に帰る喜び、そして長旅の疲れが重なって、わしは熟睡した。
―陰茎の毛を全部剃り落すこと
どうしてか、という質問に
―衛生上の理由である
と言う。虱退治であるらしい。
鋏や剃刀で局部の毛を剃ったり切ったりした。
―これで産まれたまんまの子どもになった
と言う者がいて笑いころげた。
ナホトカに着いて二日が過ぎ、三日目になってようやく乗船することになった。船が港に

着き岸壁に接岸した。それから一時間ほどした頃、タラップが降ろされた。タラップの長さ
は一二～三メートルもあった。二人ずつ並んで昇る。その足取りは軽く喜びに溢れていた。
タラップを昇り切ったところの左右に、日本の看護婦さんがにこやかに我々を迎えた。一人
ひとりに
―ご苦労様でした
と労いながら、ちり紙を手渡してくれた。
久し振りに見る日本女性の何と美しいことか…
千人の抑留者が乗船するのだから、乗船するだけで三時間以上かかった。
船内の指定された場所に落ち着き、しみじみと帰国の喜びを噛みしめた。
銅鑼が鳴り六千トンの引揚げ船遠州丸は静かに岸壁を離れた。
昭和二十三年十月の終りに近い秋の気配を感じた。
船室の二階をあてがわれ、そこに茣蓙を敷いて荷物を枕がわりにして寝た。
出征、敗戦、抑留そして収容所の三年あまりの辛く厳しい時間を過したことが、最早遠い
出来事のように感じられた。
いつの間にかわしは眠った。
翌日になった。皆、明るい表情だ。昨日の看護婦さんが
―お加減の悪い方はいらっしゃいませんか
と、ていねいに聞いてくれた。
甲板に出てみるともう陸地は見えない。日本海の海の青さが目に沁みた。
昼食は本当に久振りの日本食である。しみじみと味わった。
船は舞鶴港に向かってひたすら航海を続ける。ナホトカと舞鶴間は四十八時間の所用時間
だという。二日目の夕方甲板で夕陽を見た。何という美しさ。帰国の途上で見る夕陽ならで
三日目の朝、甲板に出ていた男が

はか。
―おーい。陸地が見えたぞ。日本が見えたぞ
と叫ぶので、一斉に甲板に駆け上がった。
夢にまで見た日本がそこにあった。手を取り合って喜んだ。涙を流している者もいた。
やがて遠州丸が岸壁に接岸し、タラップが掛けられ、指示に従って下船する。
出迎えの人々のねぎらいの言葉が飛び交う。
嬉しい、の一語に尽きる。
港の広場で部隊毎に点呼をとり、決められた部屋に移動した後入浴した。入浴している間
に、アメリカ兵が荷物を点検して、わしの荷物にあったマルクスレーニン主義に関する二冊
の本が咎められ没収されたらしい。あの講座で渡された、開いても見なかった本のことだ。
何の咎めもなかった。
舞鶴には三日いた。その間、支給された三百円で散髪した。散髪の職人が七～八人いた。
わしはそこで電気バリカンを初めて見た。ひとり五～六分で終った。柿を一個十円で買った。
故郷に帰るためのさまざまな準備や手続きが行われた。

柿は秋の香りと色が鮮やかだ。帰国の実感が柿にはあった。
舞鶴から京都に向かった。そこから西へ向う者、東へ向う者に分かれ、そして別れた。
駅の構内にいる人の中で、わしらの傍らにやって来て、ひそかに、衣類などを売ってくれ
始発はわしらだけだったが、やがて一般の乗客も乗車して来た。わしらを見て

という者がいた。誰もそれに応ずることはなかった。
―ご苦労様でした
と、声をかけてくれる人もいたが、やがて素知らぬふりをする客もいた。
やがて、浜名湖が見えた。
わしは戦友たちに言った。そして、わしは所持金のすべてを戦友たちに分け与えた。

―わしの故里が近づいたぞ
―済まんなあ
と、喜んでくれた。
浜松に着いた。

大空襲で浜松は灰燼に帰したと聞いていたから、一面の焼け野原を想像していたが、そう
でもなかった。
駅前を車に乗ったアメリカ兵が通った。これは予想したことだった。
迎えにきた家族や友だちと再会を喜びあった。
元城町、名残町。おかめ坂を下って富塚と、故里まで歩いて帰った。
の心境だ。

―ふるさとの山にむかいていうことなし
知り合いの誰れ彼れに逢った。
帰国の実感がゆっくりと胸に迫った。
わしの長い話をよくぞ聞いてくれてありがとうよ。
はじめにも言ったが、七十年も前の話だが、わしにとっちゃあ死ぬまで忘れることの出来
ないことだでねえ。

詩
●優秀賞

届かぬ想い

何を伝えたいのか
理解しようとしても
理解できない
陽気で饒舌な老人たちの
あいだをすり抜けて
母のいる病室へと急ぐ
かつてなぜ自分がここにいるのか
分からなかった母も今では
いっさい不平を言わなくなった
常時外から鍵をかけられてしまう
病棟は瓶の中の蟻の巣に似ている
母は不平を言わないが
笑うこともなくなった
腰はどう？
痛いよ
さまようように
母とのあいだで
いくつかの言葉が行き来したが
じきに冷たくなって動かなくなった
また来るよと言って病室をあとにする
突き刺さる視線
廊下に出ると
老人たちが話しかけてくる
すいません、うちに帰りたいのですが
なんと答えていいか分からず
病棟を出て鍵をかける
突き刺さる視線
照りつける太陽
死なないでくれ
声にならなかった言葉が
窓の外からおれを見下ろしている
ひとは愛を忘れるが
愛はひとを忘れはしない
突き刺さる視線
老人たちの声が遠ざかる
言葉はまだ誰かに届く日を待っている

舟

橋

剛

二

静岡県立小山高等学校

●佳作

あなたのふるさと

拒んでいたのは

義母への

おかあさんのやさしさでした
その
貴方の献身的な看護は
ふるさととわたくしのあいだを
何十回も往復して…
貴方とおかあさんの
間に居て三十三年
しずかにたたかってきたのでしょうか
おかあさんとわたくしと貴方は
そんなつもりはないのに

ここまできました

姿を見つめて

たがいに認めつつも
目を追って
見習って
手を伸ばしてくる
急かさずに

貴方のこころを阻んで
やさしさは
人に考える時間を差し出します
おかあさんは眠るように目を瞑りました
貴方の肩がゆれていました
そのうしろで
堪えきれずに泣いていました
目を極めれば
ふるさとは
まっかな柿の実が
あふれるほどにたわわです

菅

沼

美代子

退職互助部（静岡）

童話・童謡
●優秀賞

砕け落ちた茶碗

「お母さん、働きすぎだよ。
」

長

崎

良

夫
静岡県立東部特別支援学校伊豆高原分校

長女の明子さんが言いました。すると、間髪を入れず「大丈夫。大丈夫。」
持ち前の明るさでお母さんは元気よく明子さんに返事をしました。
長女の明子さんは、もうすぐ高校二年生です。お母さんの忙しさを理解できる年頃になり
ました。働きすぎのお母さんの体のことがこの頃、心配なのです。
山田家は、七人家族です。おじいさん、おばあさん、お父さん、お母さんと三人の子供と
毎日にぎやかです。
家の仕事は、家族で温泉民宿を経営しています。夏休みシーズンは、毎日お客さんで一杯
です。家族みんなで協力し合って、仕事を切り盛りしています。子供たちの中では、年上の
明子さんとひろしくんは、もう立派な民宿の仕事の戦力です。
三番目の子供はお手伝いをする気はあるようですが、まだまだ戦力外です。けれども、反
抗期真最中の中学二年生のひろしくんは、お母さんたちに言われたことを素直にやれません。
ふてくされた顔でお客さんの食事の後の片づけの皿洗いを調理場でやりながら
「あーあ、民宿の家なんかに生まれなければ良かった。休みの日には手伝いばっかりじゃね
ーか。」
そんな言葉をつぶやきます。
誰も聞いてなければよいのですが、お父さん、おじいちゃんが聞いていたら、たいへんで
す。
ひろしくんに大きなゲンコツが飛んできます。
「テメー、誰のおかげで飯を食えると思ってるんだ。」
瞬間湯沸かし器のお父さん達に女性陣はこのごろ閉口しています。
おばあちゃんは、
「あんたたちだって昔はそうだったじゃないの。
」
と子供たちに知られないように陰で笑います。そして、ひろしくんをやさしくなぐさめてく
れます。
だけど、お母さんにとっては、大人に殴られるひろしくんがかわいそうでなりません。
お母さんは、ひろしくんと台所での皿洗いが一番好きな時間でした。小さい時から、お母
さんが大好きなひろしくんは台所にも追いかけていきました。お母さんにぴったりくっつい
て、お皿拭きの手伝いを真っ先に覚えました。
器用にタオルを皿に巻くようにして拭きました。きゅっきゅっとこすれる音が鳴ると「き
ゃきゃ」と声を出しました。
その声と笑顔は、お母さんにとって何物にも代え難い大切な宝物でした。そして、それに
お母さんは心から癒されるひとときなのでした。
おじいさんから、去年民宿の経営をバトンタッチされたお父さんは、張り切って仕事をし
ています。
町の商工会の部長をしているお父さんは、町内では顔も広いし、付き合いもたくさんあり
ます。
今日も組合の会合、明日もイベントの打ち合わせと街の中を飛び回っています。
「付き合いだって、たいへんだ。」
と言って時々、反省会で飲みすぎた日の次の朝にはお父さんは、仕事を調子よくずる休みを
そんな時、家の仕事を切り盛りするのは、お母さんです。お母さんは、お父さんに文句を

してサボります。
言うわけでもなく二人分の仕事を黙々とこなします。
朝一番に起きて、お客さんのご飯炊きと家族のご飯炊きから始まって掃除、洗濯、片付け
と一服する間もありません。

夜も最後のお客さんの入った後にお風呂場の掃除をします。もうその頃には、時計は十二
時を回っています。
子供たちの寝顔を見て、布団に入ると体はすぐに眠らせてくれとサインを出します。
しかし、このごろすぐに眠れない日が続いています。人知れず、頬に涙がつたう夜になる
のです。せっかく、体を休めなければならないのにと頭では思っているのに…。
三番目の子供、順くんが四年前に生まれました。三人兄弟の末っ子の順くんは、山田家の
アイドルです。
お母さんのお腹が大きくなるころから、みんなで楽しみにしていました。早く生まれてく
るのを楽しみにされていた順くんは、山田家にとっての宝物です。家族みんなが、順くんの
成長を温かく見守っていました。
少々乱暴で、言葉の理解の遅い順くんですが、家族のみんなが助けてくれるので、家の中
では目立ちません。
その順くんに先日、お医者さんから悲しい報せがありました。
「この子には、脳に障害がある。」
お父さん、お母さんは同時に顔を見合わせました。二人とも頭の中は、真っ白になってしま
いました。
お医者さんは、淡々と順くんの障害の様子、将来に向けての話をしました。
「普通の学校はむずかしいですよ。将来、仕事に就けるかどうか。それは、かなりむずかし
いでしょう。むずかしい言葉の理解はたぶんできないでしょう。
」
淡々と事務的に話すお医者さんの言葉は無駄がありませんでした。
しかし、お父さんとお母さんの混乱した頭の中には、お医者さんの一つの言葉も入って来
ませんでした。
四月になり、順くんは、幼稚園に入学しました。それから、お母さんはたいへんです。脳
に障害をもつ順くんは幼稚園ではトラブルメーカーです。
順番を守れず、横入りする。先生の
「集まれ」
の指示にもトンボやちょうに夢中になっている時は耳に入りません。
ある時は、ちょうを追いかけ、幼稚園から出てってしまい車にひかれそうになってしまい
ました。
幼稚園の先生たちは、ひと時も順くんから眼を離せません。順くんを注意深く見るばかり
でした。そして、連絡帳はいつも真っ赤です。
お父さん、お母さんは子供のやること、今に大きくなれば、おさまるものだと思い込んで
いました。
けれども、お医者さんにあの話を聞いてからお父さん、お母さんの心は漣立つばかりです。
幼稚園の先生からの連絡は、順くんの困ったことばかりです。お母さんもだんだん悲しく
なってきました。
五月のある日、お昼ご飯を食べ、やれやれと休んでいたときに電話が鳴りました。ドキッ
として
「また、幼稚園からだ。
」
と思いました。
おっかなびっくりで受話器をとるとやっぱり幼稚園の先生からでした。
「お母さん、今日は、お昼ご飯で幼稚園は終わりですよ。
」
という明るい声でほっとしました。
そして、すぐに
「すいません。すぐ行きます。
」
と言って受話器をお母さんは置きました。
この頃、忙しいからだろうかそれとも、体が疲れているからだろうか。やけに物忘れと失
敗が多いなと思ったその瞬間です。

目の前の景色がぐらぐらと大きくゆれ始めました。そして、その景色がぼやけてきて色が
なくなってきました。そして、同時に意識が遠のいてきました。体に力は入らず、そのまま
倒れてしまうような気がしました。
それから、お母さんが、目を覚ましたのは病院のベッドの上でした。真っ先に鳥のさえず
りが、耳に入ってきました。ゆっくり目を開けると淡い朝の光が部屋に差し込んでいました。
「ああ、良かった。生きている。大丈夫だった。助かった。」
そんな言葉がお母さんの頭の中に浮かびました。
けれども、その言葉は声にはなりませんでした。
「うーうーうー」
という言葉にならない奇妙な声が耳に届きました。
病室には、お父さんの顔がありました。お母さんは、うれしくて涙が頬を伝うのがわかり
ました。
「大丈夫か。」
という言葉にお母さんは答えようとしたときに体の異変に気づいたのです。
「大丈夫。
」
と言おうとしているのに言葉になりません。自分の体が思うように動かないのです。言葉が
出ないのです。あせる気持ちで言った言葉
「ありがとう。
」
は、
「アワワワ」
という言葉にならない言葉でした。
お父さんは努めて明るい声で
「心配するな。大丈夫だよ。
」
と言ってくれました。しかし、自分の体に起こった変化にお母さんは、戸惑うばかりでした。
お母さんの心は不安で一杯でした。お父さんの無理に明るい声に事態の深刻さを感じまし
た。そして、それがお母さんをことさら悲しくさせるのでした。
お父さんは、
「家のことやってからまた来るよ。元気にしてろよ。」
と言って病室を後にしました。
お昼には、横浜の実家からおばあちゃんが来てくれました。
「ゆっくり、休んで、自分の体をまず治すことだよ。」
とやさしい声で言ってくれました。
「うう、わああった。
」
こんな返事しかできない自分に腹が立って、またお母さんの頬に涙が伝いました。
あんなに元気の良かったお母さんは別人のようになってしまいました。
そのお母さんを見て、あの気丈な横浜のおばあちゃんまで涙を見せました。
「泣いたってだめだ。あんたは三人の子の母親なんだから。だけど私の前では思いっきり泣
いていいよ。あんたは、私の娘なんだからね。」
二人は、涙が枯れるまで泣きました。二人の様子を察したお父さんは、病室には入らず、
外の壁にもたれていました。
二人の声が静まり落ち着いたのを見計らって、お父さんは病室のドアを開けました。
しょっちゅう、お酒臭かったお父さんはお母さんが倒れて以来、ぱったりお酒を飲まなく

「おーい、どうだい気分は。
」
なりました。
少し、寝不足かなという様子でしたが、しゃきっとしていました。お母さんは、笑顔で答
えようとしました。

けれど、声を出すのが恥ずかしいので引きつった顔でこくんと返事をしました。お父さん
は、
「お医者さんは、どんどん声を出さなきゃだめだって、言ってたぞ。他人には恥ずかしいか
もしれないけど俺で練習しろよ。」
お父さんは優しいなと思ったら、あれだけ泣いてもうなくなったと思った涙がまた出てきま
した。
「ごめん、言い方がきつかったか。
」
お父さんの言葉にまた、お母さんは涙が止まらなくなっていました。
子供たちには、お父さんが、お母さんの様子を説明しました。
「お母さんは、前のように上手に話したり、歩いたりできなくなってしまった。けれども、
みんなのお母さんであることは変わりないからね。
」
三人はしくしくと泣き出しました。順くんだけはその意味が理解できずお姉ちゃんたちに
「お姉ちゃん泣いちゃだめだよ。元気だしなよ。
」
と言いました。
その言葉にまたみんなは涙が、出てきました。
お母さんのリハビリは、すぐに始まりました。あんなに動けた体のはずなのに重りがまる
何度、私ばっかりこんなことになるんだろう。家族のことを思って、精一杯、働いてきた

で被さったようでした。
だけなのに。
きっとそれは、神様がいるとしたら、見誤っている。そう思いました。
お医者さんは、
「お母さん、少し体に無理をさせすぎたんですよ。お母さん、この調子でこんなに働いたら
誰でもこんな風になりますよ。
」
「だけど、私がやらなければだれがやるんです。
」
お母さんの心には、言葉はすぐ浮かんできました。
けれども、声にはなりません。悔しくて、また涙が出てきそうになりました。なんで、こ
んなに涙が出るようになったんだろう。なんだか、お母さんは、自分は別の人間になってし
まったような気がしました。
リハビリは、腕の可動域を広げることから始まりました。療法士の先生は、
「痛くないですか。」
とていねいな言葉をかけながら訓練をしてくれます。
「こんなこと簡単にできたのに。」
と思うとまた涙が出てきます。あんなに強くて、がんばれた自分のはずだったのに…。
お母さんは、あれほど嫌いだったため息が、自分からたくさん出てくるのに悩みました。
「おい、しっかりしろ。
」
というお父さんの言葉にも
「うん。
」
という小さな返事しかできませんでした。そんなお母さんの様子にお父さんもかわいそうと
いう思いと共に少し歯がゆい気持ちを持つのでした。
ある時、リハビリの先生はお父さんに声をかけました。
「お父さん、お母さんどうしてもやる気が出ないようです。日常生活に多少支障が出るぐら
いでしょうから、家に戻してあげたらどうでしょうか。お母さんも家に帰りたがっているよ
うですし…。」
「わかりました。
」
とお父さんは答えました。

家に帰って来られたお母さんは、ほっとした様子で居間に座りました。家族のみんなは、
温かく迎えました。
「お母さん、帰って来られてよかったね。
」
子供たちは、口々に言いました。お母さんは、
「う、う、う、うん。
」
と言って泣きました。順くんは
「お母さん、はっきりお話ししなきゃだめよ。」
とお母さんに言いました。その言葉にみんなも涙を流してしまいました。
病院と違って民宿は、段差ばかりです。移動だってたいへんです。だけど、子供達がいる
というだけでお母さんは、やらなければという気持ちになれました。
家に帰ってから、お母さんは泣かないと決めました。子供達に涙を見せないと決めました。
家に帰ってからは、家事も何もかもみんながやってくれるようになりました。お母さんは、
うれしいような悲しいような気持ちになりました。
みんなが、お母さんにやさしくすればするほど、お母さんは居場所がなくなるような気が
するのです。
お母さんは、そこで宣言しました。
「お皿洗いだけは、自分でやる。」
みんなは、
「僕らでやるよ。
」
と言いました。けれども、お父さんは、
「お母さんのトレーニングになるから、やってもらおう。
」
お母さんはにっこり微笑みました。
今までは、三十分もあれば、全員の食器を洗えていたのに。体が、思うように動かなくな
ってからは、倍以上もかかります。しかも、神経を集中していないと皿が滑ります。きっと
握力がなくなっているからです。
ただ、一人で過ごす台所仕事もなかなかいいものだと思えるようにこの頃はなってきまし
た。
ある晩、お母さんは、子供達は塾。お父さん達は会合で出かけたはずの台所で１人片づけ
をしていました。ちょっと気を抜いた瞬間、ひろしくんが修学旅行の時に買ってきてくれた
お母さんの茶碗が指の間から零れ落ちてしまいました。
ガチャンという音と共にそのお気に入りの茶碗は台所の床に飛び散りました。なんてこと
をしてしまったんだ。ひろしが買ってくれた大切な茶碗が割れてしまった。もう、元には戻
らない。
お母さんは、自分が歯がゆくなり、我慢していた涙がとうとう出てきました。もう、わた
しなんかいなくなってしまえばいいんだ。砕けた茶碗のようにお母さんの心も粉々になって
しまったのです。もう、元になんか戻らない。そう思ったら、なんだか急に力が抜けてしま
いました。そして、台所にしゃがみ込んでしまいました。誰もいない台所で声を出して泣い
てしまうのでした。
その時、
「ただいま」
とひろしくんが帰ってきました。台所を覗くとお母さんがしゃがみ込んで泣いていました。
いつもと違う雰囲気を感じ取り、とっさに近づきました。そして、
「お母さんだいじょうぶ。」
と言いました。
何も言わずに茶碗を一緒に片づけ始めました。二人きりで片づけながら、ひろしくんは、
「お母さんと一緒によくお皿洗ったっけね。お母さんとの皿洗いが僕の一番のお手伝いだっ

たよね。
」
お母さんは、
「うんうん」
とうなずきました。
「お母さんは、体が動かなくなったって僕らのお母さんであることには変わらないんだよ。
困った時には言ってね。
」
と言いました。ひろしくんから聞く言葉にお母さんは、また涙がたくさん出てきました。そ
れは、さっきと違う涙でした。自分の体は変わっても心の中の親子の絆は、決して変わらな
いんだ。そうひろしくんが教えてくれたのです。
塾から帰ってきたお姉ちゃんは、台所の様子を見て、すかさず
「ひろし、何お母さんを困らせてんだ。」
と怒鳴りました。ひろしくんはあわてて、
「違うよ。
」
と言いました。お母さんは
「てぃがうよ。
」
と今までとは違う大きな声を出しました。
二人は、その声の大きさにびっくりしました。お母さんの大きな声をあの時から聞いたこ
お母さんは、自分はこんなに子供達に愛されているのかと思ったのです。そして、やっと

とがなかったからです。
何もできなくたって大丈夫なんだと思うことができたのです。そう思えたから、きっと大き
な声が出せたような気がしてきました。
少し台所の空気、家の空気が変わったような気がしました。台所の三人はそれぞれ、今ま
でと違う。きっとまたよくなるという予感がしました。
砕け落ちた茶碗は、決して元には戻らないけれど、みんなに大切なことを教えてくれたと
思いました。

●佳作
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退職互助部（磐周）

ぼくは五年生、今日から三月。あと一ヶ月で六年生だ、最上級生になる。うれしいようで
もあるし、こわいようでもある。今までの六年生のようにうまくできるだろうかという不安
をかんじるのだ。
三学期になってから、児童会や委員会の役員などがつぎつぎと、ぼくたち五年生に引き渡
されてきている。
ぼくも放送委員会の委員長になった。今までは、六年生からいわれるままに、
「今から、お昼の放送をはじめます。きょうは三年生のみなさんの童話のろうどくです。静
と、放送当番の日に、アナウンサーをたんとうすればよかったのだ。だけど、委員長にな

かに聞きましょう。」
ると放送計画をたてたりします。それを今、六年生からおしえてもらっているさいちゅうで
す。いろいろ調整したり、連絡をとったりふくざつで、かんたんではないことが分かってき
た。毎日が緊張でつかれてきていた。
そして、きょうの五時間目は、六年生になってからのボランティア活動について、学級の
みんなで話し合うことになっている。
六年生が今年していたボランティア活動は、校庭の草とりや、学校中のろうかの外側の窓
ふき、長いろうかの水ぶきである。このような所は毎日のそうじ時間ではできないので、と
ぼくは今まで、六年生のボランティア活動については、あまり関心がなかった。

きどき、放課後に時間をきめて、集中的に活動していたらしい。
（きょうは六年生がそうじをしているんだな。）というぐらいに思っていただけだった。そ
れが、ボランティア活動だったというのを知ったのは、ついさいきんになってからだ。
だから、今日の学級会では、みんなの意見を聞いているだけにしようと思っていた。
ただ、なんで六年生だからって、ボランティア活動をしなければならないんだろうと疑問
は感じていた。
学級会は五時間目だ。四時間目の体育は来週おこなわれる持久走大会の練習で、本番のと
きと同じ、校外の長いコースを走った。走るのが苦手なぼくにはかなりきつく、給食もあま
り食べられないほどつかれた。昼休みは外に行く気になれなかった。友達が、
「運動場でサッカーしよう。
」
と、さそってくれたが、
「なんだかくたびれちゃったから、きょうはやらない、ごめんな。」
と、心配してくれたが、ことわって教室で静かにしていた。

「だいじょうぶ。給食もおかわりしなかったし、顔色もよくないよ。保健室にいったら。
」
ごご一時をすぎて、五時間目の学級会が始まった。もともとあまり関心はなかったし、昼
休みにゆっくりしていたせいか、なんとなく眠気がしてきてぼんやりしていた。
学級会では活発にいろいろ意見が出ていた。後半になりまとめに入ったころ、議長の弘子
さんが、
「今の六年生がしているボランティア活動を、私たちも引き継ぐことについて、松下君の意
見をいってください。
」
と、とつぜん名前を呼ばれてしまった。
ぼくは、あわてて立ち上がったが、ゆっくりと頭の中でことばを捜しながら、
「ボランティア活動をすると、学校がきれいになるし、それは安全な生活にもつながるので、
よいことだと思います。だから、ぼくたちも引き継いでいったらいいと思います。
」
と、いうと先生が、
「ボランティア活動の意図をおさえたいい意見だ。六年生になる意気込みも感じられる。た
と、ほめてくれた。ぼくは安心して、ちょっと得意になり教室を見回した。ぱらぱらと数

のもしいよ。」
人のはくしゅはあったが（かっこいいこといって）というような冷たい目を、ぼくに向けて
いる人もいて、どきっとした。
ぼくの気持ちはすっきりしない。学校の帰りの道々、ボランティア活動について、ぼくは

そして、六年生になってからの生活を、あれこれと想像してみた。部活動はあるし、スポ

本当はどう思っているのかと、自分で自分に問いかけてみた。
ーツ少年クラブに入っている友達もたくさんいる。しかも、六年生はレギュラーになること
も多い。ぼくは中学受験をするつもりだ。
母さんから、
と、いわれている。

「六年生になったら、受験の学習塾に行くように。
」
みんないそがしくなるのだ。ボランティア活動をしていたら時間がなくなり、いっそう遊
べないよ。
（学級会であんなこといわなければよかった）と反省しきりだった。
家に帰ってからも、気持ちはすっきりしないでいた。
夕食後、宿題がなかなか進まない。ジュースを飲もうと階段を降りていくと、なにかの本
を朗読している母さんの声が、部屋の中から聞こえてきた。ぼくは階段のとちゅうで、ちょ
っと止まって耳をすました。
この前から、母さんは目の不自由な人のための、音訳ボランティアをはじめていた。
きっかけは、母さんの中学のときの仲良しの友達が病気にかかったのを聞いて、お見舞い
に行った。すると、友達は目が不自由になって、本が読めなくなってしまっていたそうだ。
本の虫といわれるほど読書好きだった友達を、なんとか勇気づけたいと強く思ったらしい。
そんなとき、市の広報誌で図書館の音訳ボランティア講習会の募集を見つけた。それで、
音訳を始めようと去年から、図書館の講習会に参加していたのだった。勉強を始めると母さ
んは、
「音訳は目の不自由な人が、耳だけでその本の内容を受け取るの。だから聞く人が正しく聞
き取りやすいように、はっきりと歯切れよく読み、感情をこめたり、よくようをつけたりし
と、話してくれたことがあった。

ないで、一字一句間違えないように読んで伝えることが強く要求されるのよ。
」
母さんは夜、家事のかたずけがすむと、雑音がはいらないようにと、別の部屋にこもって
真剣に本を読んで録音をしている。熱心に取り組む母さんに、ぼくは感心しながらも、（よ
くがんばるなあ、たくさんの制約があり、くたびれて嫌にならないのかなあ。）と、思って
次の日、朝ごはんを食べているぼくを見て、

いた。
「はやいものね、健が来月は六年生よ。一年生のときは、カバンが大きくて大変だと思って
いたのに、背も高くなったし、がっちりしてきてたくましいわ。
」
と、母さんが父さんに話していた。ぼくはとつぜんそんなことをいわれ、照れくさくなり、
ご飯をいそいでかきこんで、カバンをもって玄関にいそいだ。玄関のかがみに向かって、ち
ょっとポーズをとってみてから、台所にむかって、
「行ってきます。
」
と、大きな声でいうと、玄関のドアをいきおいよくあけ、走って学校に向かった。
休み時間になると、それぞれが六年生になってからの、自分の生活じょうきょうを考えて
いるようで、あちこちで、二・三人ずつかたまって話しあっている。
なかよしの輝君がぼくのところへ来て、ぼくの耳に口を近づけて、ひそひそ声で、
「健君、大丈夫？昨日の学級会であんなかっこいいこといっちゃってさ、来年は君も中学受
と、心配そうにいった。ぼくが不安でいる本当の気持ちは、すっかり輝君に見抜かれてい

験するんだよな、大変になるよ。もぎテストもあるし。
」
るんだとびっくりした。
しかし、輝君がわかっていてくれると思うと、ぼくの気持ちが少しらくになり、すくわれ
た気分になった。そのあと、ぼくが思いついた、いろいろいろなことなどを、輝君に話をし
た。
「ぼく考えたんだ。ロボットがやってくれたらいいって。そうすれば、ボランティアの活動
はできるし、みんなも心配なくなるし、安心して自分のことができるだろう。一石二鳥だよ。」
輝君はびっくりして、ぼくの顏をじっと見つめている。
そこで、ぼくは先日、テレビで見たロボットを使いはじめた介護施設の様子を話した。そ

この介護士さんが、ロボットが働いてくれることで時間にも、気持ちにも余裕ができた。だ
から、今までより、ていねいな介護ができるようになり、助かっているといっていたことを
話した。
すると、輝君は感心したように、
「うん、うん。
」
と、強くうなずいた。初めて聞いたことらしい。
それを近くで聞いていた弘子さんたち女の子三人組が、
「ロボットって何のことなの、教えて、ねえー教えてよ。
」
と、近寄ってきた。
と、いい返しても、三人組はおかまいなしだ。しかたなく、輝君に話したことをもう一度

「なんだよ。ぬすみ聞きしていたのかあ。
」
説明した。
すると、女の子たちは、
「ロボットはいくらすると思っているの、学校で買ってくれるわけないでしょう。
」
「ロボットにやらせるなんて、ボランティア活動の意図とちがうじゃないの。
」
「健君、昨日学級会でなんて言ってたのよう。おぼえているでしょう。
」
と、三人がいっせいにひなんして、きついまなざしで、ぼくを見るんだ。さんざんだ。
「ぼくは六年になるとみんな忙しくなるだろ。そこでゆうべ、みんなのことをあれこれ考え
と、いい返したが、内心しまったとショックだった。議長の弘子さんに聞かれちゃったん

て、思ったことをいっただけだよ。
」
だ。その時は、それっきり輝君とロボットについて話すのはやめた。
家に帰ってからも、なかなか落ち着いて宿題が進まない。なんだかつかれて机にむかって、
どれくらいたったのだろう。肩をポンポンとたたかれ、ふりむいたぼくはびっくりして、

ぼおっと窓の外をながめ、流れる雲を見つめていた。
声が出なかった。目のまえにロボットが立っていたのだ。ロボットがどうしているんだ。ぼ
くは何がおきたのか、しばらくはわからなかった。こわい！心臓がドキドキと急にはげしく
打ち出した。まず落ち着こうと思い、ぼくは大きく深呼吸をした。
そうしているうちにぼくは、
「しめた。これはチャンスとうらい！ロボットを動かしてみよう。」
と、思いつき、わくわくしてきた。そして、どこかにスイッチか何かがあるではないかと、
ロボットの頭から胴体に手や足まで、からだじゅうをさわってみたがなにもない。ぜんぜん
動かしかたが分からない。（でもさっき、ロボットがぼくの肩をたたいたんだから、かなら
ず動くんだよな。）と首をかしげて、しばらくじっと見つめていた。すると、ロボットがと
つぜん、
「おい、なにを見つめているんだ。ぼんやりしているな。へやがちらかっているじゃないか。
さっさとかたづけろよ。
」
と、ぼくに命令をしたのだ。
ぼくはびっくりして、いすからおちて、しりもちをついてしまった。立ち上がれないで床
でもぞもぞしているだけだ。それなのに、
「のそのそしてんじゃないぞ。早くしろ。
」
また、命令をした。おそろしくなったぼくは、びくびくしながら、ゲームをとだなにしま
った。かたづけ終わったので、ほっとしていすにすわろうとした。するとロボットは、
「今日着た体操服を、まだ洗濯場に出してないだろう。明日、間に合わないぞ、さっさと出
してこいよ。洗濯をしてくれる母さんにていねいにお願いしてくるんだ。」
と、つぎからつぎに、ぼくに命令をしてくる。ぼくはへとへとにくたびれて、大声で泣き
出してしまった。その自分の泣き声で目が覚めた。さっき窓の外の雲を見ているうちに、い
つのまにかねてしまっていたようだ。ぼくはあれがゆめでよかったと胸をなでた。
次の日、ぼくは輝君にゆうべ見たロボットの夢のことを話した。それを聞いて、輝君は
「それはこわかったな。
」
と、いいながら大笑いをした。そして、

「ロボットを使うことは、かなりむずかしそうだな。」
「うん、ぼくもいろいろ考えたんだ。ボランティア活動でロボットを使おうと考えたのは、
ボランティアの意図とは、ちがっているんだと気づいたんだ。
」
ぼくが輝君にまじめに話をしていると、
「さんせい。」
と、後ろから大きな声があがった。ふりむくと弘子さんが立っていた。ぼくと輝君の話を
弘子さんに、また聞かれてしまった。てれ笑いをしたぼくに、弘子さんはだまって、右手で
ピースの合図をすると、笑顔でろうかを走っていった。
次の週から、（みならい）ボランティアで六年生と一緒に草取りや、窓ふき、ろうかふき
をした。
最初の日は校庭のフィールドの中の草取りだった。もう春が近づいているので、草には新
しい芽がのびていて、みどり色の若葉が見えた。根を引き抜くと、草の本体のなんばいも長
い、ひものような根がつながっていた。びっくりして友達の取った草の根と、長さ比べをし
たり見せあったりしていると、六年生が近づいてきて、
「この長い根があるから、草は冬をたえて生きていたんだよ。根の力はすごいだろう。」
と、教えてくれた。ぼくは六年生に感心して、ちょっと尊敬した。そんなこんなと、友達
とおしゃべりをしながら、草取りをしていると時間のたつのもわすれた。とつぜん終わりの
合図の笛が鳴ったとき（あれ、もうそんな時間？）と思った。よそうしていたほど大変では
なかったし、いやでもなかった。草を取りながら新しい発見もあった。
つぎにたいけんしたのは、長いろうかの雑巾がけだ。これは友達とならんでふきながら、
はやさ競走ができた。負けられないとみんなひっしに走り、端まで来るとみんなハアーハア
ーとはげしく呼吸をした。そして、一番だ、二番だときそいあっておもしろい。いつもは走
ると、
「ろうかは走ってはいけません。しずかに。
」
と、先生か、六年生の生活委員に注意されるが、きょうはろうかを思い切り走れる。
ゆかいだった。気持ちもすっきりした。
ボランティアがこんなに楽しいのは、みならい期間だからかな？ともぼくは考えたが、も
しかしたら、ボランティアは今まで思っていたこととは違って、ぼくを楽しませてくれるん
じゃないかな。もう一度ボランティアについて考えてみようと思った。
少しまえ、母さんがボランティアの会合から帰ってきて、
「ボランティアという言葉にはていこうがあるから、協力者というように変えてほしいと、
音訳を利用している方から希望があった。
」
と、会合の担当者から説明があったといっていた。母さんはびっくりして納得ができなか
ったようだけれど、しばらくして、
「私たち、やってあげてる 。なんて思って音訳活動を してなんかいないんだけど …相手の
と、いっていたことを思い出した。

方々は気になさることもあるのね。一層気をつけないといけないわ。
」
それでも、母さんはくじけず目の不自由な人の立場になり、心くばりをして、音訳ボラン
ティアをずっと続けている。それは、大変でもやりがいを感じているからなんだろうと、母
ぼくはお世話になった学校に、そして後につづく下級生のためのボランティア活動を、六

さんの気持ちに少しちかづけたような気がした。ぼくは、母さんをみならうことにした。
年生の役割として、しっかり受け止めようと決めた。そして、あしたにむかって元気に歩い
ていこうと思うと、心がすっきりした。
久しぶりにさわやかな気分になり、小走りで家にむかった。
公園のかどを曲がった先に、大きな太陽が見え、西の空が夕焼けで染まり始めていた。明
日はいい天気になるだろう。

●佳作

「少年」

田

代

千代子

退職互助部（駿東）

咲ばあちゃんが少年に気付いたのは新学期が始まって間もない四月の中頃でした。
通学路が静かになった十時過ぎ、急ぐ様子もなくゆっくり歩いて来る高校生を見つけたの
です。庭で仕事をしていた咲ばあちゃんは立ち上がって驚きました。目の前に来た少年が煙
草を吸っていたのです。悠々と通り過ぎる高校生の後ろ姿を見て、
「なんなのあの子、煙草なんか吸って！」
夜になって、咲ばあちゃんは旦那様（父さん）に、
「びっくり仰天って、ああいうことかしら。高校生が煙草を吸って歩いて来たんだよ。」
と話しました。
「どこかの不良少年だろう。
」
父さんは話に乗ってきません。いつものことですが、咲ばあちゃんの驚きは収まりません。
田畑に囲まれている咲ばあちゃんの周辺は今、沢山の家が建ち、マンションもできました。
狭かった畦道が舗装されて車の行き来もできるようになったのです。お隣さんにも新しい家
族が越してきます。にぎやかなことが好きな咲ばあちゃんは近所の人たちとの交流を今から
楽しみにしていますが、たった一つ不満なことがあります。
それは、家の前にあった小川が道向こうに移されてしまったのです。不便になりました。
「たった五、六メートル歩くだけだろう。道幅が広くなっただけよしとするさー。
」
父さんの答えはいつも同じです。
それから二～三日経った朝、咲ばあちゃんは、また少年を見つけました。やっぱり煙草を
くわえています。咲ばあちゃんは、
（どうして煙草なんか吸っているの。あんた高校生でしょう。だいたい公道で煙草なんか吸
ってみんなに見られて何とも思わないの。
）
咲ばあちゃんは険しい顔をして少年を睨みつけています。
「どこに住んでいるのかも分からない少年に余計なお説教は止めとけよ。」
父さんに言われた言葉が急に浮かんできて、咲ばあちゃんは声を飲み込んでしまいました。

県立高校かしら。

肩から背中に掛けたぺしゃんこの白いカバンをお尻の上で揺らしながら、少年は咲ばあちゃ
んの目の前を通り過ぎていきました。
・家族はいるのか。
・あんな時間に登校するのはおかしい。
・二四六号線を歩いているから、もしかして

少年の後ろ姿を見て、次々と疑問が浮かびましたが、何一つ分かりません。
五月に入り、稲の苗が植えられた水田から吹く風がとても気持ち良い季節になりました。
土曜の午後です。買い物に出掛けた咲ばあちゃんは、前から走ってくる少年に出会いまし
友達と思われる男性が自転車に乗り、少年はそれに合わせて歩道を走りながら、自転車の

た。
男性に夢中で何か話しています。赤と白の縞シャツを着た少年は、体を左右に揺らしながら
近付いてきました。顔を見てびっくり！目の前を通り過ぎる煙草少年の顔を瞬きもせず、咲
汗で光った顏―。何を話しているのか分からないが、紅潮した表情は新鮮な少年の顏でし

ばあちゃんは見ていました。
た。
（洋服のせいかなー、あの子と全然違う。
）
歩道に立ったまま、咲ばあちゃんはいつまでも少年の走る姿を見送っていました。
六月に入り、長い梅雨の季節です。道で会う人は互いに（梅雨明けが待ち遠しいね。）と
声を掛け合っていました。
二十数年前、此処に家を建てた咲ばあちゃんは、降り続く雨にうんざりした思いがありま
す。湿った空気は家の中まで入り込んでくるので、除湿器は欠かせません。でも、この雨は

稲の成長にとても大切だと農家の人は話していました。霧が濃いので、昼間でも自動車はラ
イトを点けて走っています。
でも、咲ばあちゃんは夜の街を歩いてびっくりしました。メイン通りに並ぶ街灯に灯が点
り、靄に包まれた情景を見て懐かしさを覚えたようです。それはずっと昔、映画館で観た霧
の都ロンドン、美しい街中を、今、自分が歩いているような錯覚に陥ったのです。霧に包ま
れ、ぼんやり光る明るさの下で、咲ばあちゃんは、この地方独特の湿った外気も率直に受け
入れて楽しんでいるようです。
久し振りにお陽様が出ました。川で洗い物をしている時、少年は道の真ん中をいつも通り
歩いてきたのです。でも、今日の咲ばあちゃんは何か違います。いつもの咲ばあちゃんでは
ありません。何かの合図を待っていたようにすくっと立ち上がって、
「あんた！若いのに煙草な んか吸ったらだめよ！大人 になったらいくらでも吸え るんだか
ら。
」
大きな声で怒鳴りました。咲ばあちゃんの勢いに驚いたのでしょう。少年は一瞬立ち止まり、
「すみません。
」
と頭を下げ、足で煙草を踏み付けると、足早に立ち去りました。あまりにも呆気ない少年の
行動に拍子抜けした咲ばあちゃんは、少年が二四六号線に入るまでずっと立っていました。
それからです。二人の距離が急速に縮まっていったのは……。
少年の登校時間は少しも変わっていません。ぺしゃんこのカバンも同じです。でも、咲ば
あちゃんを見ると、ぺこりと頭を下げて行くのです。もちろん、煙草は吸っていません。
何日か過ぎたある日、咲ばあちゃんから声を掛けてみました。
「いってらっしゃい。
」
でも、少年は足早に通り過ぎて行くだけ……。
ところが数日経った朝、
「おばさん、俺、注意されたの初めてだよ。煙草はもうやめたよ。」
と、驚くほどあっさりと話し掛けてきました。
「ああよかった。おばちゃん、心配してたんだよ。
」
と返事をしました。
それからは、出会うと、咲ばあちゃんが話し掛け、少年が答えるという会話が続いていき
ました。何回かの会話を通して、
・少年は母親と二人で近くのアパートに居る。
・母親の仕事はホテルの清掃員らしい。
・母親は青森生まれで、少しでも故郷に近い場所に住みたいと願っている。
・少年は高校を卒業したら、母と二人で東京に出て働きたいと思っている。
などのことが分かりました。咲ばあちゃんは少年の話を父さんに伝えると、
「なんだ、普通の子じゃあないか。
」
と珍しく話に乗ってきました。
「でもなあお前、注意したとき、お前に向かってきたら、どうするんだ。」
と咲ばあちゃんの顏を覗き込みながら聞いてきました。父さんの質問に咲ばあちゃんはまご
つきました。少年を厳しく注意して煙草をやめさせようという思いだけだったからです。
「えっ、そういうことを何にも考えなかったわ。
」
その夜、咲ばあちゃんは少年のことをいろいろ考えました。でも、自分が心配なんかして
もしかたないと思い直し、床に就きましたが、なかなか眠れませんでした。
・近くに住んでいると言ったけど、どこだろう。
・父親は……。
・どうして煙草なんか吸ったのか。
後から後から聞きたいことが一杯押し寄せてきました。目を閉じた咲ばあちゃんはしばらく
考えましたが、少年に聞くのはもうやめようと決めました。

久しぶりの晴れ間、一日を大切に使おうと朝から動き回った咲ばあちゃんは、一息ついて
外に出ました。箱根連山の峰が随分近くに見えます。
「おばさん。」
庭の入り口から少年が入ってきたので、咲ばあちゃんはびっくり――少し笑っている優しい
顔です。
「や～だ、久しぶり。元気だった。
」
咲ばあちゃんも精一杯の笑みで迎えました。
「おばさん、俺ね、夏休みに新聞配達をするの。夕刊だけどね。
」
「あんた、えらいじゃないの。頑張ってよ。
」
咲ばあちゃんは少年の肩をポンポン叩きながら、「えらい、えらい。」を何回も言いました。
冷たいジュースを渡すと、少年はビニル袋の中に入れながら、
「お金を貯めないと将来困るからね。
」
と真面目な顔で話しました。日暮れにはまだ間がありますが、少年は早々と帰っていきまし
た。
「東京に行ったらパチンコ屋で働きたい。」とも話していましたが、少年の口から出た「将
来」という言葉が咲ばあちゃんの頭の中に残りました。いじらしい言葉のように思えてきた
のです。
夏休みになり、少年が新聞配達をする日がきました。廊下に面した居間のガラス戸からお
四時少し前、自転車に乗った少年が走ってきました。何だ、あれは！少年の髪が金髪！金

隣さんの郵便受けがよく見えます。障子を開けて待ちました。
色です。美しいほどに染まっています。長い髪は後ろで束ねてあります。
「なんて事！」
少年の変身に咲ばあちゃんはたじろぎました。不愉快だ！考えられない！家のポストに新聞
の落ちる音を聞いても言葉を掛ける気になりません。咲ばあちゃんの心はからっぽ……。夕
暮れの迫る部屋の中で、新聞を手にしたまま、少年の心を一生懸命考えました。
（怖いおばさんによいところをみせようとしていたのかも……。
）
父さんが話していた自分の お節介も少しはよい方に向 かっていると思っていた矢 先の出来
事でした。
・自分の思いだけが強すぎたのか。知らないところであの子は反目していたのだろうか。
・話しかけてきた善良そうな少年の姿はどこへ行ってしまったのだろう。
咲ばあちゃんは長い時間考えました。悲しみだけが膨らんできます。
その時です。咲ばあちゃんの耳元で、
「おれ、金髪に憧れていたんだ。夏休みだから一度だけやってみたかったんだよ。
」
少年の声が聞こえたような気がしました。咲ばあちゃんは深く呼吸をして立ち上がりました。
「そうか、そうか、あの子はまだ子供だ！」
咲ばあちゃんは納得したのです。
八月には珍しいしとしと雨の日。下水道工事をしています。水道局は汚水処理の配管工事
を各戸に要請していますが、かなりの個人負担になるようです。赤いポールが立っている道
路に二人の男性が歩行者の誘導をしていました。コンクリートが剥がれ、穴から土をすくい
出している男の上半身だけが見えます。茶色い土を絶え間なく掘り出しては道路に投げてい
ます。ヘルメットの上にすっぽり被った合羽姿の男の顏を見て、
「何あんた、ここで仕事をしているの。」
思わず覗き込んでしまった咲ばあちゃんに少年は少し驚いたようですが、何も言わず、仕事
を続けていました。あの少年が工事現場で働いていたのです。小雨とはいえ、破れたカッパ
から雨がたれていました。黙々と仕事をしている少年に、
「雨なのに大変ね。」
と声を掛けると側にいた男性が、
「期限があるので仕方ないっすよ。
」
と答えてくれました。

誰もが短い夏を楽しんでいる時、あの若者は雨の中で働いていました。夏休みもあと数日
で終わりという時期の突然の夕立に、咲ばあちゃんは慌てて洗濯物を取り込みました。
「おばさん、新聞。」
裸の少年が新聞を渡してくれました。少年はひどく慌てています。咲ばあちゃんも軒下に身
を置きました。一瞬です。少年のシャツが新聞の籠にすっぽりかぶさっているのが見えまし
た。隣の新聞受けの前で、少年は首に巻いているタオルを外し、濡れている受け口をさっと
拭いて、新聞を入れました。石段を降りて行く少年に言葉を掛けるのも忘れて、走り去る少
年の後ろ姿を追っていました。咲ばあちゃんの心に抑えることの出来ない熱いものが込み上
げてきました。そして、少年を見たのはその日が最後でした。夏休みも終わらないうちに少
年の姿はまったく見えなくなってしまったのです。家に居ても街に出ても、無性に少年のこ
とが気になってくるのです。
長い時間が経ちました。咲ばあちゃんは随分歳をとりました。独り暮らしを続けている咲
夏の終わりが近づいてくると、今でも少年に出会ったあの短い夏を思い出します。叱りつ

ばあちゃんは、自分の将来を考えることが少なくなってきました。
けた自分を見て、たじろいたあの時の少年の顏、裸になって新聞を配っていたあの雨の日、
不良少年と勝手に決めつけていた自分が、今は恥ずかしく思えてなりません。
記憶が薄れていく中、あの少年との出会いは偶然の出来事だったのでしょうか。そして、
今は只、少年への愛しさが湧いてくるのです。

北原白秋と折口・迢空
二人の関係

評論・書評
●新人賞
一

桜

井

祥

行

静岡県立稲取高等学校

北原白秋（一八八五～一九四二）と折口信夫（一八八七～一九五三）は、短歌の歌詠みの
点で共通した面をもっている。白秋は詩や童謡の歌作でも著名であるし、折口は民俗学者と
してよく知られている。折口は短歌の世界では釈迢空の号が使われているから、白秋と迢空
という関係の方が通りがいいかもしれない。それゆえ民俗学を語る時は折口を、短歌を語る
白秋は明治十八年に生まれ、折口・迢空は明治二十年の生まれで、二歳の違いがある。

時は迢空の名で表記していきたく思う。
二人の接近は「アララギ」の同人時代で、大正四年十二月号に、迢空が北原白秋の歌集『雲
母（きらら）集』について論じた「雲母集細見」を発表してからである。
『雲母集』は、『桐の花』に続く白秋の第二歌集で、神奈川県三浦三崎の生活から生まれ
迢空が白秋の歌を取り上げた理由は、『雲母集』に万葉集の影響をみたからではないかと

た五百五十六首が収録されている。
思う。当時迢空が折口信夫として万葉集を研究していたこともあり、白秋と万葉集の接点に
興味をもったというのが答えであろう。
実際のところ、万葉集の特色ある終助詞の一つである「かも」という結びが、白秋の歌に
幾つかみられる。
（ 一）
煌々（くわうくわう）と光りて深き巣のなかは卵ばつかりつまりけるかも
昼渚人し見えねば大鴉はつたりと雌（めす）を圧（おさ）へぬるかも
さらに『雲母集』には、次の白秋の歌が収録されている。
しんしんと寂しき心起こりたり山にゆかめとわれ山に来ぬ
はてしなくおほらにうねる海の波暮れてひもじき夜となりにけり
寂しさに浜へ出て見れば波ばかりうねりくねれりあきらめられず
「しんしんと」
「ひもじき」
「寂しさ」という語は、齋藤茂吉の歌にしばしば使われた語句
である。白秋は幾度か歌風を変えていったが、この当時の歌が迢空の琴線に触れたのであろ
う。後年白秋の弟子である穂積忠が「寂しさ」を盛んに使っていくのである。
白秋は大正二年に松下俊子との結婚で人間の真実を求めるようになり、次第に写実的な歌
風に傾きつつあった。大正三年一月号のアララギに発表したのはこうした背景からで、当時
『赤光』を刊行した茂吉とは近い関係にあった。
迢空はこの「雲母集細見」を発表後、アララギとの関係を深め、大正六年二月に編集同人
しかしほどなくして、白秋は自身の作品掲載がアララギ編集の島木赤彦によって打ち切ら

に迎えられる。
れることで同会と疎遠となり、一方の折口も「茂吉へ」と題した評論が没になったことで脱
会し、二人はアララギから遠ざかっていく。
やがて白秋と迢空は、反アララギ派を掲げて大正十三年四月、
「日光」を結成する。
迢空はアララギから離れて万葉研究に打ち込んでいたが、再び短歌への創作意欲を燃やし
ていく。雑誌『日光』創刊号には「奥遠州」と題して、次の歌を発表した。
人も馬も道ゆきつかれ死ににけり旅寝かさなるほどのかそけさ

邑山（むらやま）の松の木（こ）むらに日はあたりひそけきかもよ旅びとの墓
白秋は「釈迢空の歌」と題した評論の中でこの迢空の歌を取り上げ、次のように書いた。
この深沈とした観想は只者の眼の光でなかつた。自然の幽寂相に喰ひ入つてゆく民俗学
（二）

者としての、または孤独な人生の行旅者としての魂のをののきと、誰知らぬ密かな遣り
場の無い息づきとを感ぜしめた。
白秋は民俗学者としての折口と、旅人である迢空の姿をみてとっている。とりわけ後者に
おいては万葉集の高市黒人（たけちのくろひと）とだぶらせている。黒人は万葉集を含むす
折口さんの歌について」と題して論評している。そ

べての歌を旅先で詠み、旅愁を感じさせる歌人であった。
後年、白秋は改めて「黒衣の旅びと
こには人と馬との供養塔を歌う点に、迢空の民俗学者の一面を捉えて、次のように伝えてい
る。
釈迢空の雅号からして私には何かあやしいをののきさへ感じさせられたが、かうした歌
の「ひそけさ」「かそけさ」がもつ不思議な寂寥感にぶつかつて、未だ曾て見ないひと
りの人の歌風を見た。
迢空の処女歌集『海やまのあひだ』には、
「ひそけさ」
「かそけさ」の語がよく使われてお
り（三）
、白秋はこの点に注目している。さらに白秋は続ける。
万葉でいへば、同じ旅の歌でも、人麿より黒人に、この人は近く、自然の観照に於ても、
赤人より黒人に深みを見られるごとくに、この人は複雑である。
白秋は、歌を通して柿本人麿や山部赤人よりも高市黒人を高く評価していた。「黒衣の旅
びと」とは高市黒人その人であり、同時に釈迢空であると評価したのである。さらに自分と
迢空の関係について文末で次のように書いている。
私と折口さんとは親類づきあひをしてゐると、そこらでは妙な咳払いをしてゐるやうで
あるが、構ふことはないのである。この尊敬する友の背に、私は黒くかがやく毫光を感
じてゐる。
この評論を書いたのは昭和十二年一月の『短歌文学全集月報６』である。迢空さんと呼ば
ず折口さんと呼んでいるのに気づくであろう。この三年後に雑誌『むらさき』では「釈迢空
兄」と題して次のように書いている。
……解つてもらへると思ふ豊かな友情と、私とあなたとのつながりにある人々が、いつ
も私に微笑を与へてくれることを、冬の日向で感じながら。……
同時期、迢空も「北原白秋兄まかたち」と題して『むらさき』に書いている（四）。まか
たちとは「侍女」とも書くが、貴人に付き添って仕える女性のことをさす。折口は同性愛者
とも言われたが、自らを侍女のごとき身に置き、白秋に対して頭を垂れる様がみてとれる題
目である。手紙文のような形式であるが、当時眼病を患っていた白秋へ次のように書いてい
る。
……お手紙を拝見して、如何にも静かな日頃、心にかなふまゝの自然、其に委ねきつて
居られる御起居を深く感じます。
……此爽やか冬に、どうして視力だけが澄まずに居るものですか。せめてかう、考える
だけも、おゆるし下さい。あなたの平安を破らないやうに。……

両者のやりとりに微妙なずれを感じる。白秋の言う「解つてもらへると思ふ豊かな友情と、
私とあなたとのつがりにある人々」とは何か。折口の言う「あなたの平安を破らないやうに」
とはどういう意味か。
豊かな友情とは、二人の昔からの付き合いを指しているのであろう。つながりにある人々
とは、次章に出ている穂積忠（一九〇一～五四）のことではないかと思われる。穂積を介し
て二人が仲違いしたため、雑誌『むらさき』の計らいで折口が詫び状を書いたように捉えら
れる。「平安を破らない」とは、白秋の怒りを買わないようにという意であろう。
白秋は「日光」で活動以後は、新幽玄体を標榜して多磨短歌会を結成し、歌誌『多磨』を
創刊していく。一方の迢空はもう一人の自分である折口信夫として民俗学に傾倒し、小説『死
者の書』を執筆する。二人の接点は「アララギ」と「日光」という歌の結社にあり、白秋は

穂積忠の存在

終生、折口信夫と表裏した釈迢空という人物と交流したのである。
二
白秋と折口に愛された人物に穂積忠と宮柊二（一九一二～八六）がいる。とりわけ穂積の
存在は先述したように両者に綱引きをさせるほど影響は大きいものであった。宮は穂積の遺
稿集『叢』出版にあたり、次のような文を寄せている。
……白秋先生や迢空先生が、どんなに穂積さんの文学を大切にしておいでだつたかを、
私はよく知つてゐる。白秋先生のお口から、また白秋先生が亡くなられてからは迢空先
生のお口から、直接にそして何度も穂積さんへの愛情のお言葉を私は聞いてきた。……
では、穂積がどういう形で二人の間に存在してきたかを追ってみたい。穂積は明治三十四
年生まれなので、二人とは十五歳ほどの年齢差がある。伊豆大仁の地でその生涯を終えた人
物であるが、穂積は常々「歌の師は北原白秋、学問の師は折口信夫」と言っていたという。
旧制韮山中学校在学時の大正六年に「ザンボア」の同人となって白秋門下に入り、大正九年
には万葉集を勉強するために国学院大学高等師範部に入学し、折口の門下に入ったのである。
それぞれ異なる分野で子弟関係が作られているならば、なんら問題がなかったはずである
が、歌の師に釈迢空が浮上してきたことが穂積を苦しめていくのである。
大正六年に白秋の下に歌作を投稿し始めて間もなく、穂積は休学して静養することとなり、
ここで迢空の短歌に触れる。その時穂積はその歌詞に惹かれて、空んじるほどまでになった
つまり歌の師を同時に二人もってしまったということになる。このため歌の師と学問の師

というから、影響は大きかったといえよう。
と言い訳をせざるをえなかったのである。やがてこのことが、白秋と折口・迢空の間に亀裂
が走る原因となっていく。
白秋は釈迢空その人よりも、折口信夫に関心を持ったということは既に述べた。
二人の亀裂について幾つか書かれた本がある。まず穂積の長男と結婚した穂積生萩の証言
である。これは『穂積忠全歌集』（五）の解説に書かれている。
次は穂積の弟子筋にあたる塚崎進が書いた「白秋・迢空・忠―穂積忠歌集『叢』によせて
―」
（
『折口信夫とその人生』
）
（六）がある。塚崎は穂積と職場を同じくする身であった人物
そして、渡辺紘が「白秋・迢空のはざまで穂積忠」
（『峠』
）
（七）と題する随筆を書いてい

である。
る。これは穂積夫人の証言を聞き取ったものである。
いずれも捉え方は、穂積の存在が弟子としては大きすぎ、そのため手放したくなく、何と
も言えない位置にあったということである。
穂積生萩が穂積忠夫人から伝え聞いたところによれば、昭和初年頃に白秋が、「おかしい
な、忠はたしかに俺の弟子なのにどうもこの頃、折口信夫にくっついている」と言い出した
とある。
塚崎は、穂積の処女歌集『雪祭』刊行において、序文の依頼を白秋と迢空の選択を迫られ、
これに端を発したと書いてある。

『雪祭』刊行は昭和十四年十二月のことであるから、両者の仲違いした時期に十年ほどの
タイムラグがみられる。
『穂積忠全歌集』の穂積忠略年譜をみると、穂積が白秋から歌集刊行を勧められたのが昭
和四年となっている。弟子にあまりこのようなことを白秋は言わなかったというから格別な
ことで、この時点では白秋と穂積は固い師弟関係にあったといえる。昭和七年頃も、白秋を
中心とする「多磨」結社のために関係者の根回しを穂積が行っている時期であるし、昭和十
二年にも白秋から羽蒲団等が贈られている。
しかし昭和十年二月十三日付けの迢空から穂積への手紙に次のようにある。
……これは短歌研究の提示といふより、私の考へとして、白秋さんの思はくもあまりに
研究すぎると思はされさうですから、つらくてすこしでもくさいのは書入させていただ
く事にしました。……
二人がこっそり内緒話している感を受ける。迢空と穂積の師弟関係というよりも同士関係
そして昭和十三年に迢空が「山の端」を発表した時には、「穂積忠の境涯に想ひを構へて

のようにみてとれよう。二人にとって白秋は怖い存在であったような印象を受ける。
作つたもの」とあとがきに記すなど急速な師弟関係の深まりをみせている。おそらくこのあ
たりで白秋と折口・迢空に亀裂が走ったのではなかろうか。
歌集刊行にあたって、穂積は最終的には歌の師である白秋に序文を依頼する。眼病を患っ
ていたにもかかわらず、白秋は初めての弟子の序文に全力を注いだのであった。
「今までずいぶん序文も書いたが、歌の弟子の序文は君がはじめてだ。さう簡単には行
かない。ひと通りは校正ずりも見よう」とのおほせである。洵にもったいない事である。
……
穂積は歌集のあとがきにこのように書いている。怖れおののくような気持であっただろう。
では折口はどうしたのか。折口は寿詞（よごと）を寄せたのである。
「あんたは歌の方は白秋さんのお弟子だから、序文は白秋さんだけで十分、私は序文は
書かない。だがたってと云ふなら、あんたのお父さんに、私の気持を書きませう」……
白秋を怖れる折口は、穂積の父六亮あてと言いながらも、実際は穂積への餞の歌を寄せた
のである。
（ 八）
そうみていくと、白秋は忠を溺愛するあまり折口に嫉妬したといえる。
穂積の処女歌集『雪祭』の出版記念会は、翌月の昭和十五年一月に東京丸の内で開かれた。
白秋は多磨短歌会でこの模様を次のように書いている。
私は責任を以て、「雪祭」の歌人を歌壇に推薦し、すでに風体として一家を立て得た君
を祝福し、更に此の歌人の稟質と才能につき、その人および其の歌の芸術価値を見定め
て欲しい…。
白秋が穂積を第一人者として認めたものである。出版記念会において忠は感激のあまり挨
拶ができず涙を流したのみと言われるが、白秋に対する恐怖と折口への侘びの気持ちが交錯
したに違いない。
歌集『雪祭』は高い評価を受け、この年詩歌懇話会賞、歌人協会賞を立て続けに受賞し、
白秋没後、穂積はますます折口に傾倒していったように一般的に書かれているが、実際は

穂積忠の名をより高めたのであった。
白秋が眼病を患ったあたりから穂積は折口に急接近していたのである。
白秋が没したのは昭和十七年十一月のことであるが、この年の七～八月に迢空と穂積は柳
田國男と三人で連句会を開いている。十二月には折口の依頼で五日間、東京で源氏物語講演

そして何よりも大きなことは、迢空同様に歌に句読点を用い、一字下げをして迢空風に転

を行っている。
化していったのである。すなわち歌の師と学問の師が同じ人物になったのであった。
折口は第二次大戦中、養子の（藤井）春洋を硫黄島の戦いで亡くす。戦後歌作が大きく減
ったのは、これに起因するところが大きい。そして穂積も折口と歩調を合わせるかのように
折口は昭和二十八年九月に亡くなるが、それより十四歳若い穂積も五か月後に亡くなるの

歌作が減っていったのである。

宮柊二から見た白秋・迢空

である。弟子関係を超えた一卵性双生児のごとき関係となっていったのである。
三
もう一人、白秋と迢空の身近にいた人物がいる。宮柊二である。宮は穂積よりさらに若い
大正元年生まれで、白秋や迢空とは三十歳近い差がある。親子ほどの年齢である。このこと
が穂積と距離感が大きく異なる。穂積は随筆で白秋と折口に触れているが、宮は『白秋と迢
空』
（九）と題した本を上梓しており、より詳しく二人の様子に触れている。
宮は昭和八年に白秋を訪ね、門下生となり、昭和十年八月から白秋の身の回りの世話をす
るようになった。しかし四年余りして自己の才能に疑念を抱き、辞去する旨を伝えている。
このあたりは「抵抗としての白秋―が書けない弁」の中で宮は語っているが、白秋は「君は、
君に対する僕の四年間の愛情を、君自ら泥土に捨てた」と言ったという。
かなり厳しい言葉であるが、白秋の一途な性格が読み取れる。宮は白秋に怒られ難詰され
たという。さらに白秋は宮の両親に説得を試みている。
白秋」としたためられていた。

その後間もなく宮は応召されて戦地に赴くが、ここに白秋からの絵葉書が届いている。文
面には「柊二よ、祈つてゐる

こうした気遣いは穂積に対するものとよく似ている。弟子たちはこの師弟愛という呪縛か
ら逃れられなくなるのである。宮は白秋の死を戦場で知ったのであった。
戦地から帰還した宮は昭和十八年十一月に三崎の白秋歌碑を訪ね、次のように詠んだ。
再びの召賜（めした）ばはらむ日のための歌碑を周（めぐ）りて草の葉写す
この時、宮は再召集を想定して、死ぬ前に白秋を身近に感じたかったのである。
（一〇）
白秋の一番弟子を穂積とするならば、最後の弟子が宮ということになろう。このことは白
秋がしばしば、「君は僕の最後の弟子だからね」と言っていたことが証言であり、宮自身も
迢空と宮との関係は、白秋と迢空の両者が親しい関係をもっていたことから、ごく自然の

白秋の末席の弟子であったと言っている。
成り行きともいえる。それ以前に迢空が、歌集『海やまのあひだ』『春のことぶれ』を刊行
した頃に、宮はその二冊を読み始め、さらには迢空の歌を書き写して、壁に貼って眺めたと
いうから、穂積同様に愛読者となっていった。宮が迢空の『海やまのあひだ』について、次
のような表現をしている。
学者と文学者と批評家を一身に兼ねていて、あらゆる時代の歌体を知り、そのことを通
じて現われた独創的天才的な作品、それが、あの姿古くして心鮮しかった歌集……（一
一）
このように評している。まさに折口信夫そのものである。しかし宮は折口と呼ばず、迢空
と呼んだ。
宮が迢空を知るのは昭和十年頃で、白秋の世話をしていた頃にあたる。白秋門下という言
い方をしているのに対して、迢空門下に近い一人という言い方をしているから、若干弟子と
しての差異を見出すことができよう。
実際のところ、宮は戦後昭和二十一年、処女歌集『群鶏』を刊行し、迢空の称賛を受けて
私淑するようになる。
次の歌集『小紺殊』の出版記念会では、傍らには釈迢空と土岐善麿が控え、白秋没後に詠

んだ歌集の刊行であった。これこそ穂積同様に白秋から迢空に師匠替えした時にあたろう。
宮は「わが師を語る」の随筆の中で、
釈先生から僕の歌の中で茶飯事だと言われますものが、白秋からは褒められたものがあ
りまして。いろいろ考えさせられます。……
このように語っており、実直でかつ客観的な目で二人をみている。宮は白秋亡き後、迢空

むすび

に師事しており、そこには穂積ほど二人の関係に苦しんだ形跡はみえない。
四
白秋と折口・迢空を論ずる中で、穂積と宮抜きには進められないと思いそれぞれの章立て
を試みた。
穂積と宮との間には木俣修（一九〇六～八三）も存在し、木俣は白秋の最晩年の身近な世
話をした人物となっている。触れなくてはならないだろうが、迢空との接点が弱いためあえ
大正から昭和にかけて、白秋や迢空が活躍していた時代は、木俣や宮はまだ駆け出しであ

て章立てはしなかった。
（一二）
った。その点、穂積の位置づけは難しく、大歌人の間を彷徨しているといった方がいいよう
な扱いであった。早い時期からその才は評価されていた。
木俣も宮もその後、中堅歌人の時代を経て、歌壇の重鎮となっていく。木俣は白秋の「多
磨」編集を務めた後、歌誌「形成」を創刊主宰し、宮は歌誌「コスモス」を創刊主宰した。
その一方、穂積は歌人結社を作らず、地方の教育界に身を投じつつ、白秋と折口の要請に
応じて上京した。穂積のみ地方の伊豆で起居しながらも、白秋に近く、折口に近い存在であ
その理由は、三者に「万葉」が介在し、これをもとに展開されていったからではないか。

りえた。
白秋は迢空の後ろにある折口の万葉研究に敬意を表し、折口は『雲母集』の白秋に万葉の影
をみ、穂積は折口の万葉学を学ぶために大学に進んだのである。
やがて穂積は折口の研究する万葉集から迢空の歌として発せられる万葉歌に惹かれ、白秋
二人の師の狭間に苦しみ、やがてそのことが穂積自身の死期を早めたとみるのは、穿ち過

から離れようとしたのであろう。
ぎであろうか。
巷間、白秋と折口・迢空の関係は、歌人仲間としての付き合いがあった程度でとどまるで
あろう。しかし個性ある者同士ゆえ、どこかに軋轢が生じるのは当然のことであり、穂積や

通巻二八〇号』平成七年。九頁参

宮といった介在した人物を念頭に置くことも作品を理解するうえで必要に思う。
【註】
（一）西山春文「
『雲母集』の特質」
『明治大学教養論集
照。
（二）『現代短歌全集月報第十号』昭和五年。

虚像と実像』勉誠社、平成

（三）歌集『海やまのあひだ』は大正十三年に改造社から出版。
（四）『むらさき』第七巻第一号、昭和十五年。
（五）短歌新聞社、昭和五十九年。
（六）桜風出版社、昭和三十六年。
（七）静岡県出版文化会、昭和六十三年。
（八）寿詞題目は「穂積六亮をぢに寄する」
。
（九）河出書房新社、昭和五十九年。
（一〇）
「白秋先生歌碑」
『サンケイ随筆』昭和三十三年。
（一一）
「気稟高い古典への愛情」
（『白秋と迢空』
）所収。
（一二）穂積生萩「迢空・白秋・忠・修のからみ」『折口信夫
八年。

●佳作

昭和の一国語教師

はじめに

大岡博の歩いた道

小

澤

髙

好

退職互助部（田方）

大岡博は、詩人で評論家、文化勲章受賞者、特に朝日新聞朝刊に長年にわたって書き続け
た「折々の歌」の作者、大岡信氏の父親として知られている。また、静岡県の歌人として戦
後静岡の短歌の発展に寄与された人物である。
そして、何より一教師として戦前、戦後の静岡県の公立小中学校教育に全身全霊で取り組
んだ多くの教師の一人でもある。戦前は作文教育を中心に、国語教育に情熱を傾ける若き青
年教師時代があり、戦後は静岡県教職員組合委員長としての激動の混乱期、県教員のため奔
走した。本稿では青年教員時代と、戦後の混乱期の活動を取り上げ、時代の困難にも負けず

年三 島 第 一 尋常 小 （ 三 島 市立 西 小 ） の 代

信念を持ち教育にうちこんだ本県教員の一人として、その足跡を探ってみたい。

年３月沼津中学を卒業して、

青年教師の詩作指導
大岡博は大正
１３

大正

年に開校した三島尋常小学校（三島西小）初代校長石井孝は開校から９年間学校の

「田方文園」が編まれ、大正デモクラシーの中、作文教育は全国的なもりあがりとなった。

期には作文教育が盛んで、「芽の光」という作文集を学校で発行していた。また、地域でも

版した。当然出版の代金も自分で捻出し、発行した。三島西小学校では大正時代から昭和初

また、昭和８年これまでの指導の集大成として子どもたちの詩を載せた「野葡萄」を自費出

しかし、教師生活を天命と悟り、諸先輩の励ましで昭和４年には訓導となった。
（注１）

なわず、この道を選んだ。

進学の道を閉ざされた。大陸に住む父親に学費の援助を頼むため上海まで出かけたが希望か

である。名門沼津中を卒業したが、師範を出ていないので代用教員である。家庭事情で高校

用教員として勤め始めた。小学校教員として勤めるに当たっては、葛藤と覚悟があったよう

１３

号に達
２０

水たまり
水たまりは

かげの

さんりん車で

なんてんがゆれてる

月夜の風よ

月夜

水たまりをまわつている

ちいさな子が

ひかつている

次に掲載された作品の一例をあげてみる。

ことのできたのは恂に喜びに絶えない」（原文を現代かなづかいに変えてある）

略）不真面目な童謡や童詩が、いまだに指導され、行われているとき此集を世に送り出す

いくのを見ると耐え難い喜びを感じる。
（中略）私は「文学かぶれ」を極力排して来た。
（中

また工場に通っている娘姿の作者にも会う。そして至極ありふれた言葉を交わして別れて

なかの作者が、もうすつかり青年になつていて、朝早く新聞の配達をして来るのに会う。

「児童の詩を作ることは文学者になる為でも、詩人になるためでもない。私は、野葡萄の

通じるものである。

いて情熱的な文章を寄せている。少々長くなるが思いが凝縮されており、現代の私たちにも

全校で取り組み、教育上偉大な効果があった。また、大岡は編集後記に自分の詩の指導につ

したこと、宮澤が散文を大岡が韻文を担当したこと、吉田が謄写版の係で印刷したことなど

二、三回謄写版で学校児童文集を出し、その後は活版印刷になったこと、８年間で

基盤を作りあげた人物であり、この辺の事情を「野葡萄」の序に述べている。西小では年に

１４

うすさよ
朝日にかがやく
屋根のしも
どこかで
たき火の音がする
一連からなる短詩であるが情景描写の中心に書かれたものが多い。文語定型詩が多かった
この時代に自由詩を書かせているのは、次に述べる児童詩の運動によるところが大である。
それでは、その時代的背景を探ってみたい。当時日本の児童文学のリード役だったのは「赤
「赤い鳥」は大正７年から昭和４年まで発行されたが、これに刺激され、大正９年には「金

い鳥」であった。
の船」を野口雨情が中心となり幼年詩は若山牧水が撰者になった雑誌が発行された。大正９
年千葉省三が「童話」を発刊。３誌とも投稿欄を設け、詩を募集した。つまり３誌とも全国
から子どもたちの詩や作文を受け付けた。
（注２）
そして、それに応えたくさんの応募があった。時々同じ学校の児童が載せられるところか
ら教員の指導が入り、応募していることが分かる。これらの盛り上がりは現在の作文教育事
情と比べると驚くべきことである。「赤い鳥」誌上の主張が教育者にも共鳴し、日常の教育
の中にも取り入れられたことも事実であろう。一つの例として北原白秋が「赤い鳥」誌上で
年「赤い鳥」

月号で提

提唱した「児童自由詩」の規定がある。
「外在律をすて内在律による自由詩」
「感動を書かず
にその感動をもたらした対象をリアルに写生する方法」と大正
１１

④

③

②

①

地理的、歴史的なもの

軍国主義的、国家主義的なもの

近代市民、公民意識のある社会的なもの

田園生活の場とした児童生活

自然そのものや動植物への親近感

ちから多く出され、創作の黄金期として位置づけてもよかろう。

このように教科書から詩を学び、教師の指導でさらに自己の内面を描写する作品が子どもた

文語で七五調、描写や視覚の描写もあるが、４年生に与えるには少し高度のようでもある。

夜に親しむ時は来ぬ

谷あひの家窓明けて

蛙の聲もにぎはしく

田の面は水の広々と

涼しく金にまたたげ

空一ぱいの星は皆

若草のにはひかんばしく

なはてづたいひに来る風も

初夏の夜

４年生の教科書には以下の詩が掲載されている。

⑤

教科書に載せられた詩を児童詩の研究家弥吉菅一は以下のように分類している。

った。しかし、少しでも進歩的なものをと、ほとんどの学校で白表紙を選んだ。

で「自由の天地」に立ってできたものであったが、それでも皇国主義的教材に変わりはなか

表紙本白表紙本である。黒表紙本は第二期の修正本であり白表紙本は新たに作成されたもの

次に使用教科書の問題もある。この時期には二種の国定国語教科書が発行されていた。黒

詩の指導にも影響を与えた。

「赤い鳥」の発行は日本の子どもたちに文学の喜びを知ること、教育者たちの作文指導、

国主義の中でも児童詩は実践家によって脈々と続いて行く。

なお、白秋の児童自由詩を否定し生活詩を強力に推し進める吉田瑞穂らが運動もおこし軍

にと批判されていたものから変容する。

唱した。当然これ以降選ばれる作品は教育現場から①花鳥風月趣味②静視的傍観的③老人的

１０

年７月

日田方郡教育会主催国語研究会にて「現代短歌と朗詠について」

大岡博は「野葡萄」発行後も研鑽し地域の国語教育のリーダーに成長した。
例えば、昭和
年には郡教育会主催国語研究会の準備に忙殺されて

年３月に伊東の八幡野小学校にて国語研究会に招かれて「子

１１

供の世界」と題して講演をすること、

を講演している。また、昭和

１０

活躍だったに違いない。
第二次世界大戦後の組合活動
２４

年には執行委員長が寺田銕、大岡博の二名になっている。これはど

戦後 混乱 期に この 温厚 で 文学好 きの 教員 が昭 和
年間務めている。ただ
ういうことだろう。

年から静岡 県教 職員 組合 県委員 長を ２

雑誌を編集、発行、同人の短歌の指導もしながら教員生活を送っている。まさに八面六臂の

いることなどが自身の編集していた短歌結社の短歌誌「菩提樹」に見える。つまり毎月短歌

１３

１０

組合活動家

年史によると、以下のような事情である。
（注３）

月 ８ 日 教育 事 務 所 長 ・校 長 等 か ら 一

名のリストから共産党員・同調者・一部の

１２０

名を決定した。これら該当者に対し翌
１０

ように、寺田委員長は教師を辞める。県教委は

レッドパージが予定され寺田もその一人と目された。少しでも組合活動に支障が来さない

静岡県教職員組合

る。そのため委員長を辞任して同時に教職を辞めるという行動をとった。

あり、避けられない。被害をできるだけ少なくするため執行部支部役員を改選して組織を守

実は激動の戦後組合活動のレッドパージが行われた年である。寺田委員長はパージ必至で

２４
３０

県教組は昭和

年

月

日、第

２３

回臨時大会を開き、委員長に大岡博、書記長に村松茂男、

１１

年発行の歌集 「渓流 」には昭和

・

年の歌として「委員長を引き受ける」「 知

２５

ったに違いない。
昭和
年

２４

大岡博は一党一派に属さず、温厚中庸な人物であった。ただ引き受けるには相当な覚悟があ

副委員長に牧野英司・瓜島智雄を選出した。新体制が決まり、活動の展開を図った訳である。

１０

応退職を強要したうえ、これに応じない者に対しては免職処分が行われた。これに対して、

６７

２４

事室」という短歌が掲載されている。

２７

年

苦しさ、予算のない知事の嘆きなどが切々と歌われている。この年の秋に県教育委員会、県

これらは知事との直接交渉を歌ったものである。知事室に入る緊張感、小中教員の生活の

明日は明日の日があるらむを過ぎゆきし今日を愚かに寝て繰り返す

県庁を質に置きてもといひて知事金なき国の苦衷を洩らす

男一匹約せしことは果し給へ知事よといへば安部の我見る

確約を得ぬば下らぬこの歳の瀬よといひ切る部屋の真中に

一万六千人が我に生活権託して護れと凝らしゐる息きこゆ

うなづきて聴きいる知事につばらかに教員の生活説きて余さず

にこやかに椅子より立ちて来し知事に説きゆくは六三ベースの実態

重き扉を押して我が入る知事室の空気すがすがし鼻腔にふれて

昭和

先ゆきし人が遺しし大き組織崩さじとすれば胸の切なさ

たはやすく乗り越えぬべき現実か今日につづかむ明日の幾時

昭和
２４

２５

②

①
免許状切替による講習受講旅費の追加計上

事務職員の全校配置

定員の増加、大幅昇給

議会議長、知事に以下のような要請書を組合は提出した。

③
助教諭への身分保証
月年末一時金闘争

円で妥結。教員は何とか正月を迎えることができた。
（ 注４ ）

１２

④
円、借入金

賃金闘争の団体交渉の場面に相違ない。息詰まる攻防であったろう。
でやっと研究費
１，０００

年網代中学校の校長として熱海市に赴任する。以後学校経営に手

２７

注４

ため必死で取得したものと思われる。

代用教員では召集令状が来たとき避けられず、教員免許状を取れば休職の扱いになる
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円だった。
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１１
１０

当時の物価、はたばこ（ゴールデンバット）
映画封切館

参考文献

講談社１９６９年（昭和

・近代日本教科書総説解説編

渓水社１９８９年（平成元年）

・日本児童詩教育の歴史的研究

６４

注３

注２ 「赤い鳥」は鈴木三重吉が創刊した童話と童謡の児童雑誌１９１８年（大正７年）７

注１

切だと考えた。不備な部分ばかりである。先輩諸氏のご教示をお願いしたい。

昭和も遠い昔になりそうであるが、我々先輩たちが歩んできたいばらの道を知ることは大

として、地道に生きてきたことの証に違いないからだ。

何万人といる静岡の教育に 身を投じた多くの教師と同 じように子どもを中心に日 々実践者

大岡博の足跡を追ってみた。資料も少なく全容を取り上げることはできなかったが、それは

ご本人もこの辺の事情について書かれたものは残念ながらないので、断片的であるが教育者

ての功績は知られているが、国語教育の指導者としての功績は忘れ去られようとしている。

たまたま三島にある大岡信ことば館で「野葡萄」の原本を見る機会に恵まれた。歌人とし

おわりに

人協会の初代会長として短歌界をリードしていった。

腕をふるうことになる。子どもを思い、部下を心配する歌をいくつか残している。また県歌

その後現場に戻り昭和

１，０００

・教科書でつづる近代日本制度史平田宗史北大路書房

４４

３０

１１

大岡博 年譜（教育関係のみ）
大正

１２

昭和８年

大正

１４ １３

昭和
昭和
昭和
昭和
昭和

年 錦田小へ赴任

年 大宮町へ転居
年まで

年 三島市教職員組合委員長
歳

年 教職員組合県委員長

年 網代中校長

２５

初代会長

歳 県児童会館初代館長

年 桃山小校長

年

４５

年 清水町立清水中校長

県歌人協会設立

５２

昭和
昭和
昭和
昭和

３４ ３１ ２７ ２４ ２３ ２０ １１
年 死亡

５６ ３７

随想
●優秀賞

「絵は生きている」

伊

藤

正

則

退職互助部（磐周）

梅雨の六月、長野県上田市郊外にある「無言館」で一日を過ごした。太平洋戦争中、ここ
ろざし半ばで戦場に散った画学生たちの残した絵画を主に、愛用品、手紙（軍事郵便）、手
記などを全国から蒐集して展示している美術館である。
木製の重たい扉を押して入ると、館内は少し暗くて、しぃ～んと静かだ。展示されている
絵は何も話さない。見る人も黙ったまま絵の前に立ち止まり、しばらくして移動し、やがて
帰っていく。だが、絵からは声なき声が……たくさんの言葉が伝わってくる。見学者もまた、
無言で語りかけ、対話を重ねている。そんな雰囲気の美術館である。「無言館」という名前
はここから生まれたのだろう。
太平洋戦争の戦局が悪化 してくると、徴兵の対象が 拡大し、昭和十八年には文 科系の学
生・生徒の「徴兵猶予」が取り消された。正規の在学期間が短縮され、「繰り上げ卒業」に
よって出陣した「学徒兵」は、十万人とも十三万人ともいわれた。同年十月には、「学徒出
陣」と称して明治神宮競技場に学徒兵が集められて盛大な壮行式典が行われ、「天皇陛下万
歳」の声に送られて戦場へ繰り出されていった。
無言館には、こうして中国、東南アジア、南太平洋地域などの戦地で命を失い、ふるさと
の地を二度と踏めなかった「戦没学生」と、社会人として絵を学んでいた若者も加えた「画
家のたまご」たちの遺作がならんでいる。
絵や彫刻などの美術作品には素人で縁遠かった私が、無言館の油絵やデッサンの前でひざ
まずき、動けなくなってしまったのは、彼らの作品があまりにも真剣で純粋だからだ。それ
が胸に深く突き刺さった。
彼らには、生涯、絵を描くという夢があった。召集令状を受け取ってからも、無我夢中で
絵筆を動かしていた。残された時間はあとわずか、わが身を削るように真剣に絵を描いてい
た。この絵が最後かもしれないという思いがどこかにあって、まるで「遺書」のような絵を
残していった。
鹿児島県生まれの日高安典さん。眼鏡の奥に鋭い目が光っている「自画像」、
「写生する友」、
「種子島」などの遺作のほか、
「裸婦」がある。
絵を見つめていると、この恋人はどんな思いで脱いだのだろうか。彼は、それをどう受け
とめたのだろうかと…。さまざまな思いが頭を駆けめぐる。また、豊かに描かれた乳房のリ
アルさがせつない。
家の外では、日の丸の旗が振られていた出征直前、あと十五分待ってくれ、あと十分と分
刻みで、まさに五分前まで絵筆を離さなかったという。この続きは帰ってきてから描くと発
っていったが、フィリッピンのルソン島で戦死。二十七歳だった。
栃木県生まれの井沢洋さん。戦場に行く一ヵ月前に描いた「家族」の絵は…上等そうな着
物をまとった父母、正装の兄と妹、東京美術学校の制服でスケッチしている本人。
高級テーブルの上には、美しい食器と果物が置かれ、側には蓄音機が回って、コーヒーを
飲みながら音楽を聞いている。この「裕福そうな」絵は、井沢のあこがれ、願望であった。
戦争へ行く前に、そんな未来を空想して描いた絵であった。
現実の井沢家は、片田舎の貧しい農家で、美術学校の入学金は庭のケヤキを売って工面し
たのだった。東京美術学校（現東京芸大）は、「画家になるための第一歩」と言われるあこ
がれの学校だった。そこに入学できた洋は、一家の宝、将来の画家、希望の星だった。家族
みんなが畑仕事に精を出して彼の帰国を心待ちにしていた。
ところが、昭和十八年に二十六歳で東ニューギニアのサラモアで戦死。終戦後、戦地から
井沢家に届いたのは、白い小さな骨箱が一個。底には戦友が洋さんの亡くなった場所から持
ち帰った一握りの砂だった。両親は「洋は絵描きにならずに、…ニューギニアの砂になって

帰ってきた」と、声をあげて泣いたという。
無言館には、静岡県人の作品も多い。メモしただけでも、桑原喜八郎さん、須藤忠雄さん、
中村萬平さん、佐藤孝さんがいる。
賀茂郡河津町生まれの佐藤孝さん。昭和十八年四月に東京美術学校に入学、同年十二月に
学徒出陣で出征、二十年七月、フィリピン・ルソン島で二十一歳で戦死。
「林の道」
「民家風
景」の風景画が展示されている。
戦没学徒兵の手記を集めた『きけわだつみのこえ』にも文章が掲載されている人だが、無
言館に残されている創作ノートには、「ああ、自分の画作があまりに少なきことを悲しむ」。
また、「いずれ私は戦場へゆく」「それはどんなに孤独な死でしょう」「口惜しい」と書き綴
り、同時に「それまでの月日は自分にあたえられた無限の喜びだ」とも書いている。
二十歳で、さまざまな思いを交錯させながら、率直な心境を綴ったこの若者。念願の美術
学校に入学を果たしたものの、一年を経ずして卒業しなければならなかった彼にとって、出
征するまでの時間は宝石のように大切だったにちがいない。このような若者を死なせてしま
うとは、
「日本」が失ったものは、はかりしれない大きなものであった。
こうした画学生たちの絵の前に立っていると、改めて、徴兵制度…「赤紙」のむごさ、悲
惨さを、そして「戦争」がどれだけ人間を不幸にするものであるかを考えずにはいられない。
もし、あの戦争さえなければ、彼らは美術学校で思う存分、絵を描き青春を謳歌できたのだ
から。そして夢にえがいていた立派な画家になることができたかもしれないし、画家になら
なくても、生涯絵を描く楽しみを持ちつづけることができたであろう。
こうした一方で、……戦時という例えようもない不幸な時代に生まれた彼らだったが、み
んながみんな強制されて無理やり戦場へ向かったかといえば、そういう人ばかりではなかっ
た。むしろ、自ら進んで戦地へ出ていった「志願兵」もけっして少ない数ではなかった。
（そ
の内実はさまざまであったのだが）
事実 、
「絵筆を銃にかえて戦ってくる」
「戦争に勝たなければ、絵も芸術もない」と戦場に
発った画学生がいた。彼らは絵を愛する学生であると同時に、日本という国を守るために、
天皇陛下のためには、命を捨てることもいとわない「愛国心」あふれる青年たちだったので
ある。
もちろん、当時、国の命令にそむいたり、抵抗することなど、絶対に許されなかった。国
全体が「愛国心」に覆われていたし、国民のだれもが、そういう教育を受けていたのである。
「教育」の力がいかに大きいか、方向が誤れば、どんなに恐ろしい結果をもたらすものであ
るかを、教育にたずさわってきたものとして、自戒をこめて考えるのである。
無言館にまる一日いて、救われると思ったことが二つあった。一つは、作者は若くして亡
くなったけれども、絵は今も生きている。声なき声で語りつづけていると思ったことだ。
国、そして国民全体が戦争へ戦争へと駆りたてられていったあの時代であっても、彼らに
は絵を描く喜びがあった。カンバスに向かって絵筆を動かしている時だけは、ほんとうの自
分でいられた。愛する家族、ふるさとの風景や草花を自由に描くことができたのだ。展示作
品には、いいなずけ、妻、母、妹らの女性を描いた絵が多いが、明るい色調とはいえないま
でも、悲しそうには見えないのは愛する人を書き残すことができたという救いがあったから
だろうか。そして、これらの作品が、画学生にとって、自分のすべてをかけて描いた「いの
ち」そのものだったのだろう。だから、いまなお、展示されている「絵」が生きているのだ
と思う。
もう一つの救いは、モデルをつとめてくれた人たちに、画学生のいのちが生き続けている
ことである。モデルだった方が、いまなお生存されているという事実、さらに、モデルの女
性が画家になって活躍された方がおり、まさに、画学生のいのちは生きつづけている。
終戦から六十九年が経過した。戦争を知らない世代が増えつづけ、戦争体験や教訓は風化
しつつある。時の流れは抗しがたい。それでも記憶はつないでいかなければならない。

それだけではない。私が無言館で一日過ごしたのは二〇一四年六月二十三日。報道によれ
ば、安倍内閣によって「集団的自衛権」を容認する閣議決定が行われそうな、張り詰めた緊
迫感が漂っていた。館内に展示されている絵を見つめ、戦没画学生の経歴を読みながら、こ
うした政治動向を意識しないわけにはいかなかった。
歴代内閣は憲法九条の解釈によって集団的自衛権を禁じてきた。その積み重ねを崩し、憲
法の柱である平和主義を根本から覆す解釈改憲を行おうとしているのである。先の大戦での
犠牲（無言館の戦没画学生はその一例だが）と反省に立って、平和国家を歩みつづけ「専守
防衛」に徹してきたわが国が、他国の戦争に加わることができる国に大きく転換しようとし
ている。
日本は再び大きなものを失うのではないか。そんな不安に襲われる。なによりも目の前に
いる戦没画学生とその作品たち（絵）に、どう説明したらよいのだろうか。考えれば考える
ほど、無言館を立ち去りがたい私が、腰を上げたのは閉館時間の午後五時に近かった。
（※前記の閣議決定は七月一日に行われた）

●佳作

父

卒わる

大

川

道

雄

退職互助部（賀茂）

父が他界して、二十七年になろうとしている。今年も命日十一月十四日がやがてやってく
る。
二十七年前の午後九時十六分、父は死んだ。父の死に目に立ち会えなかった。父の死を看
取ったのは、わたしの妻だけであった。今でもそのことが悔やまれる。まだ若かった妻に辛
い思いをひとり背負わせてしまったことを済まないと思っている。
死の前日、父の病状がかなり厳しそうなので、東京の弟に下田に来るように電話した。医
師からは「親しい方に連絡を…。」とか一切言われていなかった。弟夫婦と幼い姪が、病院
弟が父に語りかけたが、父の反応はなかった。ただ静かに眠っているようだった。夕飯の

に来たのが当日夜八時を過ぎていた。
時刻も過ぎていたので、妻ひとりを残し夕食を食べに出かけた。一軒目に行った店が休みだ
ったので、近くの食堂に行って食事をした。だいぶ時間がかかったような記憶がある。
病院に戻ると、いつも父母（母も脳梗塞で入院していた）の世話をしてくれていたヘルパ
ーさんが、玄関のところで、慌ただしくわたしたちを呼んでいた。ヘルパーさんは、目に涙
をいっぱいためながら「お父さんが亡くなりました。」と、わたしに告げた。
何が起こったのか訳がわからなかった。ただ驚いたという記憶がわたしの中に残っている。
悲しくなかったのではない。悲しみを通り越して、父の死という信じられない驚きが、心を
病室に入ると、妻はただ泣いていた。医師から「九時十六分ご臨終でした。」と告げられ

満たしていたということだろうか。
た。
父と最後に交わした言葉は、その日の昼、ポカリスエットをストローで一口飲ませたあと、
「おいしい。」と力なく言ってくれた一言だった。
「おいしい」と小さくか細くつぶやきし
耳奥に残る亡き父の声
父の墓は、生まれ故郷網代の海の見える高台にある。母と静かに眠っている。春秋の彼岸、
盆と正月、年四回は妻と墓参りに行く。数年前から必ず、「お父さん、あなたのことを書き
残します。」と手を合わせている。父とふたり、この墓を初めて訪ねたのは中学生の時だっ
た。その墓に、父の墓参に来ることになるとは、その時思いもしなかった。
父と来て父と帰りし秋彼岸
今日ひとり来て花を手向けり
父は結婚が遅かったので、よその父親以上に、わたしと弟を大事に育ててくれたように思
う。幼稚園の頃、家の中でお手玉でキャッチボールをしてくれたり、プールを嫌がるわたし
に海で泳ぎを教えてくれたり、その頃では珍しかったカメラを借りてきて、写真をいっぱい
撮ってくれたり、何しろかわいがってくれた。
父は晩年、脳梗塞で倒れた母の看病の心労から心臓を病み、母よりも早く旅立ってしまっ
た。そんな父のことを思うと、もっと父の淋しさに寄り添ってあげられなかったかと、後悔
ばかりが残った。
何思ひ流るる水を眺めしか
父の心に添へぬ済まなさ
仏壇に手を合はすたび悔やまれる
父と語りし日々の少なき
父の死後しばらくの間は、父と同じ年格好の老人を見ると、父ではないかと錯覚を起こす

こともたびたびであった。
雑踏に父と見まごふ老人を見て
追ひかけてゐる後ろ姿を
生前父は、母と京都を旅したことをよく語っていた。母は乗り物に弱く、新幹線にも酔っ
てしまうような人だった。それ故、父と母が一緒に旅行するようなことはほとんどなかった
のであるが、晩年、二人でツアーの京都旅行に行ったことがあった。母が脳梗塞で寝たきり
になってしまったとき、父は母が元気だった日々のことをよく思い出していたのだろう。何
また、こんなこともよく語っていた。

度もわたしに、
「あのときお母さんが…。
」と懐しそうに話していたことを思い出す。
「お前が高校生の頃、お父さんが会社でころんで、頭を打って入院したとき、お母さんが毎
日病院に看病に来てくれたんだよ。お母さんの看病をするのは、そのお返しだよ。
」
その言葉に（夫婦ってそういうものなんだなあ。
）と不思議な感慨を覚えたものである。
木枯らしの中母の見舞ひに自転車を
漕ぐ父の背は哀れに細き

父の声音の心に染み入り

「おかあさん」病床の母に呼びかけし

わたしは、父の残したネクタイをほとんど処分せずに持っている。そのネクタイの多くに
は、父の汗のしみが残っている。そのネクタイを締めるとき、父がわたしの傍で見守ってく
れているように思う。
亡き父の汗の染みたるネクタイを
きつく結びて晴れの日に立つ
今年も父の命日十一月十四日が近づいてきた。わが家の玄関の植え込みに、ツワブキの花
が咲き始めた。

コオロギの声に父亡きを知る

玄関のツワブキ咲けど父はなく

送り火の煙静かに立ちのぼり
裏の林にひぐらしの鳴く
父の命日には、父の好きだったお茶と和菓子「栗鹿の子」と「黄味しぐれ」を供えよう。
仏壇の父と母のふたり並んだ写真の笑顔が、またやさしく微笑んでくれるような気がする。

遺影にたゆとふ湯気の温もり

一番茶香りの中に父を見る

父は明治四十五年生まれ、母は大正四年に生まれた。生きていれば、父は百才を越え、母
は百才に近い。
「明治は遠くなりにけり」と言われたときがあったが、今では、
「昭和も遠く
なってきた」感がある。しかし、父は、昭和の時代と共に、わたしの中にはっきりと生きて
いる。

●佳作

時代の流れと言葉

小

澤

正

義

退職互助部（榛原）

私は日頃「言葉は生き物だ」と実感することが多い。なぜなら、人を傷めつけたり殺した
りするような冷たい言葉や、励ましたり喜ばせたりしてくれる温かい言葉があって、言葉に
は体温があることを感じるからである。
また、昔から現在まで生き続けて使われている長寿の言葉もあるし、死んでしまって耳に
することがほとんどなくなったいわゆる『死語』もある。逆に時代の変化に伴って新しく誕
生した言葉《新生語》も急激に増えている。
昭和三十年代後半に教職に就いた私が最近しばしば懐かしく思い起こすのは、事務用品と
して使用した『ガリ版・鉄筆・謄写版』である。当時授業で使う資料やテストの問題を初め、
すべての印刷物作成の折に使用した必需品である。私と同世代の人には説明するまでもない
ことだが、ロウ原紙をガリ版に乗せて鉄筆で一文字一文字を書くという手間のかかる作業で、
勤務時間だけでは済まない ことが多くほとんど毎日自 宅に持ち帰り夜遅くまでか けてやっ
たことを思い出す。学校にも公用のガリ版は数枚用意されていたが、自分の書体のくせ（斜
体とか方眼）もあるのでどうしても個人持ちが必要であった。ガリ版は学校へ出入りする業
者から一枚千二百円くらいで買ったが、初任給一万数千円程度の薄給の身にはかなりこたえ
たことも思い出す。先輩たちのようなきれいな文字、読み易い印刷物を作るためにはかなり
の経験が必要であった。またある程度の筆圧も必要とされ、鉄筆を握った私の右手にはかす
かながらペンダコが今も残っている。夜なべをしてできたロウ原紙を持って出勤し謄写版に
貼って一枚一枚めくりながら印刷するのだが、インクが手や衣服、顔にまでついて悪戦苦闘
することが多かった。十数年間ほどお世話になった『ガリ版』は、もっと便利なものができ
て「お払い箱」となり、我が家の物置の戸棚で隠居暮らしをさせていたが、家の改築の折に
これに代わっての事務機器としては、謄写ファックス・タイプライター・ワープロが相次

処分してしまったことを今になって後悔している。
いで登場した。そして今は《パソコン》が主役となって大活躍している。退職してからグラ
ウンドゴルフやシニアクラブ（老人クラブ）関係の庶務会計係りとしての文書を作る時など
に必要感が生じて遅ればせながら購入し、近くに住む友人に教えてもらって最近では《ワー
ド》と《エクセル》の機能だけはどうにか使えるようになった。パソコンはものすごくたく
さんの機能を備えているらしいがいまだに初心者の段階から抜け出ていない私である。マニ
ュアル本を見て覚えるほどの意欲・能力は全くない。パソコンがもし在職中にあったら、テ
ストの問題とか授業で使う資料とかを作る時や、五十音順の名簿作成、段落の入れ替えを初
めとする文章の推敲などでずいぶん助けられただろうに、と思うのである。先に書いたよう
に懐かしい想い出の中に事 務用品としてのガリ版とか タイプライターとかワープ ロが出て
くるが、利便性ではニューフェースのパソコンに太刀打ちできない。
しかし、パソコンを使って文書を作る時に気をつけなければならないことがある。例えば、
前年度とほぼ同一事業の開催通知を作る時、《ＵＳＢメモリー》に保存しておいた過去の文
書を使うことがよくあるが、開催日は変えても曜日をそのままにしてしまうなど細部での修
正見落としや、「姿態」と「死体」のように日本語は同音異義の熟語が多いので変換ミスを
してしまうこともある。《振り込め詐欺》で悪用されるので名簿等の個人情報の紛失・流出
には特に注意を要する。
また、普段疎遠となりがちな人と交わす年賀状の交換は正月の楽しみであるが、その作成
は宛先も裏の文章もパソコ ンとプリンターがやってく れて作業は大幅にスピード アップし
たし、筆やペンなど全く使わなくてもすむので悪筆の私は助かっている。そんな中で、たと
え数文字でも肉筆の言葉が 添えられたものをいただく とその人の温かみが伝わっ てくるの
を覚える。年賀状に限らず私文書もなんとなくそんな感じがする。文字は下手でも余白に一
もう一つの新生語である《カーナビ》は、遅ればせながら二年前の新車購入時に付いてき

言挿入することを心掛けたいと考えるこのごろである。
てこれにも助けられることがある。（改めて説明するまでもないことだが）未知の遠隔地に
出かける時など、出発時に目的地の電話番号をセットすれば地図と音声で案内してくれるの
でほぼ予定の時間に予定の場所に着くことができる。どうしてこんなに親切な案内ができる

のか、その仕組みが私にはわからず驚くばかりである。このカーナビについても（在職中に
利用できれば助かっただろうに…）と思う。というのは、郡南部の中学校へ着任した年の四
月下旬に実施した家庭訪問のことを思い出す。その学区は非常に広く田舎から出てきて地理
も全くわからない「井の中の蛙」の自分には、三日間の午後だけでは四十人の生徒の家庭を
回りきることができそうもなかったので、数軒は五月の連休を返上して訪問することにした。
もちろん保護者の理解を事前にいただいたうえであったが、学年主任や同僚に言えることで
はないと思ったのでだれにも言わずに行動した。そんなことをして途中で事故でも起こして
いたら…と考えると今も冷や汗が出る。あのころはまだ普及していなかったが、もしカーナ
ビを使っていたら道に迷う こともなくスムーズに訪問 できてずいぶん助かっただ ろうと思
うのである。今乗っている私の車は軽自動車でありながらカーナビに加えてＣＤ・ラジオ・
テレビまで付いている高級車？故、「運転中の操作は禁物」という注意事項があることを念
頭に置いてハンドルを握るようにしている。
『死語』についての話に戻る。いつの頃廃止となったか記憶が定かではないが、私の現職
時代には『宿直』という制度があった。これも懐かしい。校長と女子を除く教職員が交替で
火災や盗難を初め夜間の学校の安全を守るために勤務する仕事で、大みそかでも元日でも年
間通して勤務が割り振られた。特に冬場は火災が心配で数時間おきに校舎の見回りをする関
係で睡眠不足となりがちだったが翌日も平常通り勤務した。結婚して家庭を持っている先輩
たちは順番がくると若手の独身者に交替を頼む人が多かった。いくらかの『宿直手当』が支
給されたので依頼された者も都合のつく限り受諾した。私も若くて薄給の身であったので喜
んで引き受け、その臨時収入でガリ版などを買った覚えがある。仮眠するための『宿直室』
は図らずも研修の場所となることがあった。というのは遅くまで残っていた先輩が帰り際こ
の部屋に立ち寄って雑談したり、生徒指導や教科指導などで迷っている若手にアドバイスし
てくれたりすることがあったからである。時には宿直室は「イッパイやるリラックスできる」
場所ともなって、お互いに本音を言ったり聞かせてもらったりすることもできた。私の最初
の給料日となった四月二十一日には何人かの先輩が祝ってくれたし、部活動の試合に勝って
帰校した時にはミニの祝勝会をやってもらったこともある。幾多の場で自信や元気をもらっ
て翌日からの意欲につながったことを覚えている。ある意味で『宿直室』は私を育ててくれ
た本拠地の一つであったとも言えるが、現在はどの学校にも職員が寝るためのこの部屋は存
在しないだろう。
教育関係の話題から離れるが、二年ほど前に知人の結婚披露宴に招かれた時のことである。
その会場には脇役となって新郎新婦を紹介し、以後の二人に対して指導的役割を果たすべき
『媒酌人』がいなかったのである。《人前結婚式》という新しいスタイルであることを聞い
た。また、受付でいただいた「両家披露宴座席表」には、伯父・伯母・叔父・叔母・甥・姪
と呼ばれるいわゆる親戚の肩書がつく人の名が無かった。招待されなかったのではなくそう
いう人が存在しないことが後から理解できた。そういえば最近の家族構成は昔と違って一人
っ子の家が多くなった。代々一人っ子の男女同士の結婚が続いた家には当然多くの親族は実
在しないことになる。社会の変化もあって核家族化の現象はどうしようもできないことであ
るが、お祝いではなく何年か後の葬儀のことを考えると他人事とは思われない感じがしてく
る。『おじさん・おばさん・いとこ・甥・姪』も死語に近い感じがすることに思いを馳せ、
帰りの電車の中で友人とそんな話をしたが、話題が話題だっただけに祝宴での酔いがさめた
姿を消した死語には懐かしさを感じることが多い。しかし、戦争時代を扱ったテレビドラ

ような気持ちがした。
マで交わされる会話を聞くと、あのような悲劇は決して繰り返してはならないとつくづく思
う。例えば、『召集令状・出征・特攻隊・戦災孤児・浮浪児・防空壕・防空頭巾』等々枚挙
にいとまがない。戦争体験者の数はどんどん減ってきた。戦争を知らない子供たちに無数の
悲劇ドラマがあったことを 語り継いでいって風化させ ないようにしてほしいと切 に願うも
のである。
『死語』を懐かしみ、
《新生語》になかなか馴染めないでいる昭和生まれの私である。

評】

説

第五部
小
【総

選
文芸

評
審 査員

静岡県立伊東商業高等学校

山口

哲

肉親や恩師との別れを経験したかと思ったら、近頃は馴染みの店が一軒、また一軒と
なくなっていくので、商店街の暗がりをあてどなくさまよったりしている。これが年を
取るということか、それともたまたま時代の変わり目なのか。日々のあれやこれやで屈
託して歳末を迎えたところ、二夜連続のドラマ『ナイフの行方』に随分励まされた。通
り魔になりかけた青年（今井翼）を老人（松本幸四郎）が再生させる物語だ。作者山田
太一八十歳、この時代閉塞を今なお独自の鋭い視点で切り取ってみせた。前後して映画
界からは、山田洋次監督八十三歳が、井上ひさしの遺志を継いで『母と暮せば』を制作
するとの発表もあった。練達の作家たちの思いを受け止めたい。何気ない日常に目を凝
らし、耳を澄まそう。言葉を紡ごう。
新しい方の応募があり、昨年度より一作品増えて嬉しかった。『雪どけ』は病床の妹
との思い出を素朴に綴る。その死を契機に母との和解が始まったと結ばれており、これ
は言わば序章に当たろうか。妹や母に連なる物語をぜひ読んでみたい。
優秀賞 指輪
大 重 晴 美
浜松市立佐藤小学校
翔太の目を通した早紀への妻恋物語だ。嫉妬も焦燥も書いたところがいい。鮮やかな
のは結末の示し方だ。カノンの流れるレストランで二人が向き合っている場面から始ま
り、なれ初めと結婚、やがて齟齬が生じて別れるまでをじっくりと語り、翔太の胸に早
紀への愛がとめどなくあふれ出す場面をもって幕切れとした。「指輪」の活かし方が絶
妙だ。

評】

審 査員

日本現代詩人会会員

土屋

智宏

佳 作 ある兵士の抑留記
伊 藤 昭 一
退職互助部（浜松）
卒寿を迎える男のシベリア抑留記。出征から敗戦による捕虜抑留、念願の帰国までの
日々が語られる。地名や時間、部隊編成、乗り物、食べ物、作業内容など取材が細やか
だ。
詩
【総

詩を書く時、心がけなければならないことは相手の心に自分の思いを伝えることであ
る。そのために一編の詩は書かれるのであろう。
応募された詩の作品を丁重に読ませてもらいました。今回の優秀賞・佳作の詩は特に
情景が瞼に浮かんできました。詩を書く作者の心が伝わってきたのです。その意味で優
れた作品としました。
詩は自分の心をうたいます。それは日常の思いや世界を自分の眼で見てうたうもので
しょう。その詩を書くことが、人生の生きがいになればと思っています。どうか次年度
もぜひ応募してください。

作 あなたのふるさと

菅 沼 美代子

退職互助部 （静岡）

優秀賞 届かぬ想い
舟 橋 剛 二
静岡県立小山高等学校
「病棟は瓶の中の蟻の巣に似ている」という詩句がこの作品の場面を象徴しています。
どこにも逃げることができない空間で何者かに観察される場所、それがこの病棟なので
す。そこに入院している母親を見舞いに来た作者の眼は柔らかに愛する者を包む。蟻は
働いて、働いて、不平を言わずに今はその場所にいる。「死なないでくれ」という深い
悲しみの声が伝わってきます。ただ終連は「声にならなかった言葉が 窓の外からおれ
を見下ろしている」で切った方がいいと思います。詩はそれだけで充分に伝わっている
のですから。
佳

審査員

島田市文章会会員

松田

宏

ここには義母と夫（貴方）と私が佇んでいる、長い年月とともに。そしてその三人を
包んでいるのはふるさとなのである。世界には無数の人がいる。しかし、縁が深いとな
ればその数は極少数であろう。生きるという場で、深い関わりがあった人は、愛や憎し
みが縺れ合う。その関係性を素直な言葉でうたっています。言葉が心に伝わってくるの
です。

評】

童話・童謡
【総

本年度の応募数は、童話十二編、童謡一編。低学年の興味をひく作品群と、人の生き
る姿やその思いを描いた高学年向きの作品群に大別されるが、いずれも作者の善意に裏
打ちされた作品ばかりだった。
選考に際しては、読後に強く残像を留め、かつ余情を感じさせる作品に絞った。
優秀賞 砕け落ちた茶碗
長 崎 良 夫
東部特別支援学校伊豆高原分校
民宿を営む一家の働き手である「お母さん」が突然倒れ、からだの動きや言葉に後遺
症が残る。けれども家族全員の励ましによって「お母さん」は、悲しみの底から希望を
いだいていく。その過程がかなり綿密に書き込まれていると共に、脳に障害を持つ末っ
子を育てるという重い内容をも包含しながら、家族が支え合っていく温かい作品に仕上
がっている。
作者の温かい目差しの感じられる作品である。
佳 作 あしたへ！
平 井 壽賀子
退職互助部（磐周）
五年生の「ぼく」が、学級の話し合いで発言したことを友だちに批判されて後悔する
のだが、このようなことは現実にしばしばあることで、共感する読者は多いだろう。六
年生との共同体験や「母さん」のボランティア活動に学んで、「ぼく」が成長する姿を
描いた成長物語である。最終部の表現が主人公の成長を象徴していて有効である。

審査員

一般社団法人静岡県出版文化会

大庭

敏彦

佳 作 「少年」
田 代 千代子
退職互助部 （駿東）
煙草を吸いながら通る高校生に立腹した「咲ばあちゃん」が、徐々にその高校生の環
境や思いを理解していき、やがて彼をいとおしくさえ思うようになる。そうした「咲ば
あちゃん」の心の動きが丹念に描かれており、人の優しさが印象に残る作品である。

評】

評論・書評
【総

応募作品は、評論四点、書評一点の五点。現職教職員の投稿は嬉しい。
それぞれの作品が筆者の専門性と高い見識に裏打ちされており、読み応えがあった。
自分 の主 義・主 張によ って相 手を 説得す るとこ ろに眼 目が ある評 論の原 点。 親 し
み易い表現でも十分な感じがする。
新人賞 北原白秋と折口・迢空
桜 井 祥 行
静岡県立稲取高等学校
高名な歌人、北原白秋と釈迢空の人間関係、その二人の間で揺れる静岡（伊豆）縁の
歌人穂積忠。穂積を巡る二人の師が見せる人間味溢れる描写に興味を惹かれた。
佳 作 昭和の一国語教師 大岡博の歩いた道
小 澤 髙 好
退職互助部（田方）
大岡信の父、歌人という冠を外し、大正末期から昭和の時代に一国語教師として情熱
を燃やした大岡博にスポットを当て、少ない資料を手繰り寄せながらその足跡を辿った
筆者の思いが伝わってくる作品である。願わくば更なる「人間 大岡博論」を読んでみ
たい。

随
【総

評】

想

審査員

一般社団法人静岡県出版文化会

大庭

敏彦

昨年より多い十三編の応募があったが、現職教職員の投稿は少なく寂しかった。
心に浮かぶ思いを書き留めた十三人の随想。断ちがたい亡父への思い、青春のノスタ
ルジア、自然豊かな故郷への望郷、戦争の時代を回顧し永久の平和を希求する等、心揺
さぶられる作品群であった。
優秀賞 「絵は生きている」
伊 藤 正 則
退職互助部（磐周）
太平洋戦争中、志し半ばで戦場に散った画学生たちの遺作を展示した長野県上田市に
ある美術館「無言館」。
そこを訪れた筆者は、若者たちのあまりにも真剣で純粋な遺作を前に動けなくなって
しまう。戦争によって尊い命は失われてしまったが、今も生きている絵に対峙し、声な
き声を聞き、「戦争」を風化させてはいけないと強く思う。
そんな筆者の真摯な思いを自然と共有してしまう随筆である。
佳 作 父 卒おわる
大 川 道 雄
退職互助部（賀茂）
他界して二十七年になる父への変わらぬ優しい思いが、淡々と綴られた文章から滲み
出てくるような作品である。文中に散りばめられた十三首の短歌に、父への思いが凝縮
されている。
「亡き父の汗の染みたるネクタイをきつく結びて晴れの日に立つ」

歌

静岡県歌人協会会員・
「あるご短歌会」編集同人

草間

健

佳 作 時代の流れと言葉
小 澤 正 義
退職互助部（榛原）
「言葉は生き物だ」と実感する筆者が、自身の体験から「死語」と「新生語」の具体
を語る文章は明快である。
「ガリ版」
「宿直室」を体験した世代の筆者が、
「パソコン」
「カ
ーナビ」にも果敢に挑戦する姿に共感する。変換ミスのない原稿に、努力の跡が垣間見
える。
短

優秀賞 春の嵐
わが年譜の終末近くに記すべし突如の心臓手オ術ペの告知を
身の裡にわづかな異物嵌められてわが生きの緒に血潮還りぬ
いよいよか否再生かよもすがらためらひ止まぬ夜の明け初むる 秋山 尚子
一首目は手術に臨む心境を上句に描き、不安感情を抑え込み、自己の内面を捉えてい
る。
二首目は手術の成功を冷静に実感している。
三首目は術後の抑え難い心情を的確に描写。

桜井

仁

佳 作 行く末を案ずるよりも今よ今誰かの声に押されて出勤
あれこれと悩みて歩む足跡を風は消し行く知らん顔して
尾武 久子
一首目は現実を直視しようと決意し歩み出す自身の心境の描写。
二首目は彷徨する歩みを消去し、自我の存在をとらえようと言外に匂わせている。
佳 作 食べ終へて再びスマホ手に取りて話すことなし若き男女は
交際相手を前にし個々人に埋没する描写。
佳

作 「遺作のつぶやき」
生きいきと未来の家族の「団欒」を描かきて逝きたり学生画家は
伊藤 正則
才能ある画学生の無念の死を悼む心境。

佳

俳句結社 「万象」 同人・静岡市民俳句大会選者

曽根

仁

満

安藤 勝志
森下志ずゑ
植松千恵子

作 教室の風景
きょうもまた言の葉交はさぬクラス子のその椅子に掛け雨音を聴く
桜井
生徒との交流かなわず沈思瞑目する心情。

評】

句

その他 戦場に散りしにも似る教へ子の企業戦士の過労死の報
ごうごうと一山ならし風吹けば杉の花粉に渓たには煙らう
真顔にて今と昔を混同し徐々に惚けゆく母に合わせる
俳
【総

応募者数二十八名。 現職四名。 解説付き応募は避けたい。 有季定型で投句を。
優秀賞 群青の空ある畦の曼珠沙華
草に浮き草に沈みて秋あかね
野遊びのことばはみんな風の中
山田幸次郎
「花野径」と題する作品。一読して簡明。それでいて色彩の対比が句に動きを与えて
いる。一句目の青と赤。二句目は赤と枯れ初めた灰色。三句目は春の色とりどりを運ぶ
風。
特に、
「草に浮き草に沈み」の具体的な写生。
「ことばはみんな風の中」の野遊びの楽
しげな動きを表出した措辞。これらの表現が詩情豊かな作品に仕上げた。
新人賞 図書室の窓輝かす冬入日
一枝に三日月掛かる冬木立
コーヒーにミルクのらせん冬うらら
川嶋安起夫
現職四名の中から新人賞を選んだ。前回も書いたが、現職の応募増を期待する。先生
が実作に興味を抱いてくれると、児童生徒に直接影響するので一歩の踏み込みを願う。
さて、一句目「輝かす」の写生が具体的で冬入日の「赤さ明るさ」を表出。二句目「一
枝に」の綿密な視点が冬木立に合致。三句目の「ミルクのらせん」は平仮名がお手柄。
ミルクの柔らかさを出した。掲句以外の「教え子と寄せ鍋つつく賑やかさ」では、「賑
やかさ」を具体的に写生することが肝要。
佳 作 うららかやそつと口笛吹いてみる
小流れをひとつとびする夏帽子
地下道を小走りに過ぐ震災忌
朝岡 知久
掲句は、季語の斡旋の確かさを評価して佳作に選出。一句目は、
「そつと口笛吹いて
みる」の意外性。麗らかさを乱したくない心境。二句目は、
「ひとつとび」の写生が夏
帽子で生きた。三句目は、
「小走りに」へ震災忌を配して緊張感ある句となった。

