
 
朗読部門 発表原稿 

 
R1 
長野吉田 伊藤 陽光 
自負と偏見 ジェイン・オースティン 
 ミスター・ベネットは、深刻な懸念の表情で書斎を

歩き回っていた。「リジー、これはどういうことだ？気

でも狂ったのか、あの男と結婚したいなんて？ずっと

大嫌いだったんじゃないのか？」 
 いくら以前は嫌いだったにしても、あれほどはっき

り嫌いだと公言したり、口を極めて罵ったりしなけれ

ばよかった！ そんなことをしていなければ、今にな

って必死に弁明したり、愛していると言い張ったりす

る破目にならなくて済んだのに。 
けれども、こうなった以上は仕方がない。エリザベス

は口ごもりながらも、ミスター・ダーシーのことが好

きなのだと言明した。 
「それはつまり、どうしても結婚するということだな。

そりゃ、あの男は金持ちだから、お前はジェインより

もいい服を着たり、立派な馬車を乗り回したりできる

だろう。しかし、それで幸せになれるのか？」 「私が

彼を好きでないと思っていらっしゃるのね。それ以外

に、何かいけないことはありますか？」 「いや、何も。

あの男が尊大で不愉快なのは我々みんなが知ってい

るが、お前が本当に好きならそんなことは問題になら

ん」 
 「好きです、ほんとに好きなんです」眼に涙を浮かべ

てエリザベスは答えた。 
 
R2 
エクセラン 岡田大輝 
海の見える理髪店 荻原 浩 
 ですが、お客さま。後学のためと思って聞いてくだ

さい。無口でおとなしい女ほど恐ろしいものはありま

せんよ。ある日、私が商店会の親睦旅行から帰ったら、

家から女房の姿が消えていました。あいつの服と持ち

物も。ゴミ箱には、馬券を当てるたびに、喜ぶだろう

と思って私が買ってやったスカーフやら髪留めやら

アクセサリーやらが、全部捨ててありました。秋田の

実家に帰ったきりの女房からは、しばらくして離婚届

が送られてきました。子どももいませんでしたし、た

めらいなく判を押しました。十何年いっしょに暮らし

ていても、私とあれは、鏡の向こうとこちらにいただ

けだったんですね、きっと。手を伸ばしあっても、じ

つは逆の手だから握手もできない。あ、かゆいところ

はございませんか。泡だった側頭部が手のひらでこす

られる。かぎづめの指が頭頂を揉みあげる。強く、弱

く、また強く。頭が上下左右に揺れるのが爽快だ。痛

くありませんか。目にしみませんか。店主があやすよ

うに言う。三度目のすすぎ。リンス。そしてまた長い

すすぎ。散髪用の椅子に戻ると、濡れた髪がタオルで

乾かされ、ドライヤーの風があてられる。そのあいだ、

僕はただ椅子に座っているだけ。子どもみたいになす

がままにされるのが心地よかった。 
 
R3 
上田西 宮島咲希 
空は今日もスカイ 荻原 浩 
山はマウンテン。 
 太陽はサン。 
 風はウインド。 
 雲は、雲は、えー雲は、なんだっけ。忘れた。雲の

色はわかる。ホワイトだ。 
 山が噴火したみたいな雲のホワイトをのぞけば、空

は青の絵の具が百個あっても塗りたりないだろうブ

ルーだ。右も左も頭の上もブルー、ブルー、ブルー。 
 茜は海を目指して歩いている。海岸についたら風景

はもっとブルーになるだろう。ブルー一色の中の、水

槽の金魚みたいな自分を想像して、リュックのベルト

を握りなおして、買いかえたばかりでまだぶかぶかの

バスケットシューズが脱げないようにかかとに力を

こめた。 
 さぁ、今日もブルーな一日が始まるぞ。 
 
R4 
長野西 田原 友那 
時のない時計 荻原浩 
 時計屋が小さな作業台から立ち上がり、ディズニー

時計を手に取った。 
答える言葉を思いつけない私に、時計の薀蓄を披露す

る口調で語りかけてきた。 
「ほら、こうして、時計の針を巻き戻せば、生まれる

前に時間を戻せる」 



ディズニー時計の裏側のつまみを回しはじめた。 午

前四時が、午前三時になり、二時になり、十二時に逆

回りし、九時になったところで針を止めた。 
「出産が長引くとわかった時、医者に言われたんです。

【念のために帝王切開にしましょうか】と」 ディズ

ニー時計の中の白雪姫の、永遠の笑顔を眺めながら、

言葉を続けた。 
「腹を傷つけるなんてやめてくれ。私、そう言ったん

です。なんであんなことを言ってしまったんだろう。

後から思えば、なんでもないことだったのに。女房は

八つ年下で、私がいうのも何ですが、きれいな女でし

た。高級時計を手にしていた気分だったんでしょうね。

ほら、いい時計は小さな傷ひとつでだいなしになりま

すから」 ただ黙って聞いていた。時計屋も私の返事

は期待していないようだった。 
 
R5 
松本蟻ヶ崎 加地 駿斗 
成人式 荻原  浩 
常夜灯しかついていないリビングルームで、私は闇を

四角く切り取っているテレビ画面の中の、四歳だった

鈴音に語りかける。 
「ごめんよ。行けなくて」 
 リビングの明かりがついた。ビデオカメラで撮影し

た録画を眺めている私の背中に、美絵子の声が飛んで

きた。 
「まだ起きてるの」 
 あわててかたわらのリモコンを手探りする。音量は

小さく絞っていたのだが、それでも音が消えてしまう

と、部屋はがらんどうのような静寂に包まれた。 
 パジャマの上に羽織ったカーディガンの襟をかき

合わせて美絵子が言う 。 
「ねぇ、もう」 
「わかってる」 
 言葉にしなかった美絵子の言葉の続きは、こうだ。

「ビデオを見るのはやめようって決めたよね」だ。 
「ごめん、つい」 
 わかっているのだ。私たちの夫婦にとって、見たく

はない映像だった。見たくはないのに、見ずにはいら

れない映像だ。 
鈴音はもういない。私たちの一人娘は、五年前に亡く

なった。 

R6 
岡谷南 花岡梓未 
空は今日もスカイ 荻原浩 
茜は気に入らなかった。澄香ちゃんはマイタウンとい

うけれど、どこから見てもビレッジなここが。母ちゃ

んといっしょに寝ている物置の隣の狭くて湿ったタ

タミがぶかぶかした部屋が。窓を開けるときまって流

れてくる鶏小屋の臭いが。どこを見てもイネしかない

風景が。一学年が二クラスしかない小学校が。転校し

たとたん夏休みになって遊ぶ相手がいない長い長い

長い夏休みが。 
 ビレッジは嫌いだ。空以外は、みんな嫌いだ。消え

てしまえばいい。 
 母ちゃんは言う。「もう少し我慢してよ。仕事が見つ

からないと家も探せないの。生活できないもの」 
 生活なんか嫌いだ。茜はライフがしたい。 
 茜は石を拾ってたんぼにぽこぽこ投げこんだ。大人

は勝手だ。だから茜も勝手にやることにした。今日の

茜はただの冒険をしているわけじゃない。大冒険だ。

ホーム・ゴーをしてきたのだ。日本語でいうと家出。 
 行き先は海。それしか決めていない。道の先のどこ

かに海があるはずだった。 
 
R7 
長野 畠口真緒 
いつか来た道 荻原浩 
 私は、自分がここへ何を言いに来たのかをあらため

て思い出した。 
「ねぇ、覚えてる、私に言った言葉」 
 母親は震える指先でテレピン油を角パレットに注

ぎ、絵の具を溶かし 
はじめた。私は言葉を続けた。 
「私にこう言ったんだよ。自分の暮らしをきちんとで

きない人には、絵を描く 
資格も、生きていく資格もないって」 
 ラウンド筆を握った母親がキャンバスに向かった

が、手は動かさなかった。 
何の絵かは知らないが、画家なら必要のない色はけっ

して塗らない。 
「忘れたなんて言わせないからね」 
 私はその言葉に呪縛されて生きてきた。信じてきた

とも言える。どんな職業についていた時も。 



 母親が筆を下ろして私にむき直った。ほうれい線を

深く刻んで唇をすぼめる。そうすると唇の周りに初め

て見る縦じわができた。私に言葉の弾丸を 
浴びせかけてくるのだと思っていたのだが、ぼんやり

とした目をむけて、 
こう呟いただけだった。 
「なんのこと？」 
覚えてないの？ 私がずっと忘れずにいた言葉なの

に。 
 
R8 
上田 成澤 蒼一郎 
柳橋物語 山本周五郎 
  大通りは人で揉み返していた、浅草のほうはいちめ

んの火で、もうそのあたりまできな臭い煙がいっぱい

だった。 
幸太はちょっと迷った、西を見ると駿河台から延びて

来た火が、向う柳原あたりまでかかっているようだ、

北は湯島を焼いたのが片方は上野から片方は神田川

にかけて燃え弘がっている。 
そして浅草のほうも火だ、つまり隅田川に向って三方

から火が延びているのである。 
「おうまやの渡しから向うは大丈夫だ」 
そう云っている男があったので、幸太はその男をつか

まえて訊いた、 
「たしかだとも」と、軽子らしいその男はいきごんだ

調子で云った、 
「おれは駒形の者だ、おふくろが神田にいるんでゆく

ところだが、焼けているのはお厩の渡しからこっちで、

あれから向うは、煙も立っちゃあいない、逃げるんな

らあっちだ」 
幸太はそっちへ戻ろうと思った、然し道いっぱい怒濤

のように押して来る人の群を見ると、そのなかをゆく

ことがいかに不可能であるか 
すぐにわかった。 
彼は背負った源六を思い、左手に縋っているおせんを

思った、 
――やっぱり本所へゆこう、 
おなじ火をくぐるなら、ゆき着いた先の安全なほうが

いい。 
そう心をきめて歩きだした。 
 

R9 
上田染谷丘 西沢一花 
空は今日もスカイ 荻原浩 
 坂を下ると道が広くなって、両側に建物が増えきた。

ここじゃだめだ。もっと見晴らしのいいところに行け

ば虹が見えるかもしれない。茜は正面の緑の帯に見え

る細長い林を指差した。 
「あっちに行って虹を捜そう。」 
「海はいいの？」 
「虹は海にかかるんだよ」 
 雨が降ってくるまで、茜とフォレストの前を歩いて

いた二人の影は、いまは真横をついてくる。いつのま

にか影はずいぶん長くなっていた。 
 緑の帯が近づくと、かすかな音がきこえてきた。 
 ざわざわざわ。 
 ざわざわざわざわ。 
 茜は鼻をひくつかせる。波の音に聞こえたのだけれ

ど、海の匂いがしない。茜がよく知っている海はガソ

リンの匂いがするのだ。 
 緑の帯に見えた背の低い林の中に入ると、わかめと

干し魚をミックスジュースにしたような匂いが強く

なった。林の向こうがきらきら光っている。茜は光に

向かって駆けだした。 
 
R10 
松本美須々ヶ丘 北澤 真衣 
日々是好日 森下 典子 
 また、別の席でのできごとだ。 
「あと、お三人、お入りになれますので、どうぞ」 
 すると、上品なウグイス色の鮫小紋に、塩瀬の帯のお

太鼓を見せて、先頭に座っていた六十代の女性が、老

眼鏡をはずしながら、後ろにいた私たちをふり返った。 
「どうぞお先にお入りなさいな。おたく、お三人さん、

でしょ？」 
「でも……」 
  順番を譲れば、その人は、さらに三十分以上待たな

ければならない。 
「大丈夫よ、私、本を持ってきたから」 
 その人は、上等そうなキャメルの膝掛けの上に広げ

た文庫本を見せて、にっこりした。 
 そういえば、その人は、ずっと一人で本を読んでいた。

老眼で、さすがに読むのに苦労するのか、少し読んで



は、のんびりと庭を眺める。その姿が、廊下の行列の

ざわめきの中で、飄々と自分の世界を楽しんでいるよ

うに見えた。 
「ありがとうございます。それでは、お言葉に甘えて、

お先に……」 
 茶室の入り口で会釈しようとふり返ると、その人は

もう、文庫本と自分だけの世界に戻っていた。 
 
R11 
大町岳陽 瀬戸 美羽 
日日是好日 森下 典子 
 私はいつものように、席に入り、床の間の掛け軸に

目をやった。 
「……」 
それは、見たことのない掛け軸だった。墨絵の達磨さ

んが、大きな目玉をギョロリとむいて、こっちを睨ん

でいる。 
なんで今日は、達磨さんの掛け軸なんだろう。 
「？」 
私は答えを求めるように、先生の顔を見た。 
「今日は、どんな掛け軸にしようかな、と思ったんだ

けど、あなたが明日、だいじな試験だから、そうだ、

達磨さんに大きな目玉で睨んでもらおう、と思ったの。

……さ早く、お菓子お上がりなさいな」 
「……」 
喉に熱いものが詰まって、なんだか、うまく返事がで

きなかった。目の前が涙でくもりそうになって、あわ

てて、お辞儀しながら菓子器を取り上げた。 
達磨さんには「七転び八起き」「開運」という意味があ

る。「喝を入れる」という意味も込められていたかもし

れない。 
掛け軸は今の季節を表現する。けれど季節は、春夏秋

冬だけではなかった。人生にも、季節があるのだった。 
先生はその日、私の「正念場」の季節に合わせて、掛

け軸をかけてくれたのだった。 
 
R12 
松本蟻ヶ崎 田野尻  涼寧 
成人式 荻原  浩 
場面は、リフトで登った先の頂上に切り替わる。頂上

と言っても、ゲレンデの中腹の中級者コースの頂上だ

が、はるか下を眺める鈴音の顔は輝いている。私がカ

メラを向けると、誰のまねなのか、レンズの前に手の

ひらをかざして言った。 
「事務所を通してください」 
 ちょっと機嫌が直ってきたようだ。私の声が初めて

入る。 
「ほら、笑って。一たす一は？」 
  鈴音はやれやれという顔で、こう言った。 
「三」 
  鈴音が滑り降りて行く。 
  何度も見返しているから、この後のシーンはよくわ

かっている。映っているのは、スキー場の青空だ。か

っこいい父親の姿を見せたくて、カメラを構えたまま、

片手ストックで鈴音の後を追った私は、途中で仰向け

に転倒してしまったのだ。 
  遠くで鈴音の笑い声が聞こえる。 
「もう、お馬鹿ぁ～」 
  よりによって、それが鈴音を撮った最後の映像で、

鈴音の最後の声だ。指を痛めた私が、カメラを持てな

くなってしまったからだ。 
  最後の声をもう一度聞くために、映像を戻す。 
 
R13 
エクセラン 小松紗依 
柳橋物語  山本周五郎 
「苦しくなったら地面へ俯伏すんだ」と幸太がどなっ

た、「･･････地面へ鼻を押しつけて、そこのいきを吸う

んだ、火の気も煙も地面まではいかないから、もうひ

とがまんだ」おせんはとつぜん中腰になり、すぐ脇に

積んである石の蔭を覗いた。さっきから赤子の泣くこ

えが耳についていた、ひとところで、少しも動かずに、

たまぎるような声で泣いている、あんまりひとところ

で泣き続けるので、堪らなくなって覗いてみた、石の

蔭には大きな包が二つあり、その上には誕生には間の

ありそうな赤子が、ねんねこにくるまって泣いていた、

まわりには誰もいない、ねんねこも包も、ところどこ

ろ焦げて煙をだしている、おせんは衝動的に赤子を抱

きあげ、刺子半纏のふところへ入れて元の場所へ戻っ

た。「ばかなことをするな」幸太が乱暴な声でどなった、

「･･････親も死んでしまったのに、そんな小さな子を

お前がどうするんだ、死なしてやるのが慈悲じゃない

か」「みんなおんなじよ」おせんはかたく赤子を抱きし

めた、「･･････あたしだってもうながいことないわ、助



けようというんじゃないの、こうして抱いて、いっし

ょに死んであげるんだわ、一人で死なすのは可哀そう

だもの」「おまえは助ける、おれが助けてみせる、おせ

んちゃん、おまえだけはおれが死なしあしないよ」彼

はそう云って、刺子半纏の上から水を掛けると、おせ

んのそばへ跼んで彼女の眼を覗いた。 
町が華やいで見えるのは、きっとオンコの実が色づい

たせいだ。街路樹の赤で、見違えるように通りが明る

い。山中の実家で暮らしていた頃は、道端のオンコや

コクワ、ヤマブドウが熟すのを待って、学校の行き帰

りに一粒ずつ口に入れて歩いた。 
「誰も食べないんでしょうか」 
隣を歩く柳さんに聞くと、え、と聞き返された。 
「もしかして街路樹って公共のものだから取っちゃ

いけないことになってるんですか」 
「何の話？」 
「オンコです。今年は秋が遅いですね」 
そう言ってから、街ではオンコをイチイと呼ぶのだっ

たと思いだした。 
「よく知ってるよなあ」 
柳さんが感心したように言う。 
「木の名前なんて俺ぜんぜん知らないよ。そういうの

ってどこで覚えるの？」 
どこでだろう。意識したこともない。気がついたら知

っていた。まわりにあったからだ。 
サケやホッケやアメマスを見分けるのと同じように

普通の、知識と呼ぶほどもない知識だと思っていた。 
 
R14 
長野吉田 菅沼 るあん 
空は今日もスカイ 荻原 浩 
ここがどこなのかは臭いで思い出した。ビッグマンの

家は全体が匂うけれど、毛布はとくにひどい。 
真っ暗じゃないのは、風を入れるために開けたままに

してあるシートの入り口のむこうが、ぼんやり 明る

いからだった。 
星が出ているかもしれない。毛布を抜け出して、外へ

顔を出してみた。 
星は見えなかった。 
その代わり月が出ていた。ビッグマンの家を囲んだ

木々の先に、海が見えた。その上に月が出ているのだ。 
英語でいうと、月はムーン。今夜の月は、まんまるム

ーンだ。 
茜は靴を履いて海岸へ歩いた。 
月の真下の海には、月の光の細い帯ができていた。ま

るで一本の道みたいに。 
想像の中で茜は、その光の道を歩いた。靴を脱ぐ必要

はない。海の上を歩ける道なのだ。光の道はあったか

くて、ふわふわで、やわらかかった。 
そうだ。明日はまた新しい道を歩いてみよう。もっと

遠くへ行ってみよう。 
 
R15 
長野西 服部 紗弥 
いつか来た道 荻原浩 
 母親から三歩離れた場所で私は足をとめた。手の甲

をパレットナイフで叩かれない距離だ。「何度言った

らわかるの、使った筆はすぐに洗うこと」「その服は

何？そんな下品な服は脱ぎなさい」 
 私は無意識のうちにワンピースの裾を片手で整え

ていた。この人が私の服に何かしらの批評を加えてく

るだろうと身構える。そして、花柄の野暮ったい 
ワンピースを選んでしまった自分に腹を立てた。 
 家事には手をかけない人だったのに、母親は幼い頃

の私や姉の着る服を、ミシンで手づくりしていた。ど

れもこれもワンピース。たいていは花柄。画家のくせ

に子どもの服装に関しては保守的だった。ひと昔もふ

た昔も前の美意識を私たちに押しつけた。 
 年頃になって私が自分で服を選ぶようになると、彼

女にはそのひとつひとつが気に入らなかったようで、

私がどんな服を選んでもこう言った。 
｢その服は何？｣ 
 そのときどきで私は口答えをした。 
 「いくつだと思っているの、もう私、十六だよ」「十

九だよ」「二十二だよ」 
それは私がこの家を出て独り暮らしを始めるまで続

いたと思う。 
｢もう二十六だよ｣ 
  
R16 
上田西 清水詩音 
海の見える理髪店 荻原 浩 
目の前には大きな鏡がある。その鏡いっぱいに海が広

がっていた。沿道より高みにあるこの店は窓の向こう



に遮るものがない。背後の窓の先にある海が、鏡に映

っているのだ。 
 秋の午後の水色の空と、深い藍色の海。ニつの青が

鏡を半分に分けている。ほかの色合いは、絵の具の塗

り残しのような白いすじ雲だけだ、右から左へ海鳥が

横切っていく姿がなければ、一〇〇号の風景画を飾っ

た額のようだ。 
 「鏡気に入っていただけましたか。どうぞ楽しんで

やってください。まっすぐ前を見ていただけるから、

こちらも仕事がやりやすいんです。うちは理容椅子で

本をお読みになるのをご遠慮いただいていますが、最

近は、椅子に座るなり携帯電話を取り出して、いじら

れる方が結構いらっしゃるんですよ。」 
 
R17 
岡谷南 小林港 
自負と偏見 ジェイン・オースティン 

 この点に決着がつきかけた折も折、だしぬけにドア

ベルが鳴った。フィッツウィリアム大佐ではないかと

思うと、エリザベスの心は少し揺れた。大佐はいつぞ

や夜遅く訪ねてきたことがあったから、今も自分を目

当てにやってきたのではないだろうか。だが、一瞬の

ちにはこの考えは消え去り、エリザベスの心は別の衝

撃を受けることになった。あろうことか、部屋に入っ

てきたのはミスター・ダーシーだったのだ。ひどくせ

かせかした様子で、入ってくるなりご気分はいかがで

すかと尋ねた。具合がよくないと聞いて心配していた

という。エリザベスは冷たい口調で形ばかりの返事を

した。ミスター・ダーシーはちょっと腰を下ろしたと

思うと、急に立ち上がって部屋じゅうを歩き回った。

何事かとエリザベスは驚いたが、声はかけないでおい

た。数分ばかり無言でいたあと、ミスター・ダーシー

は激情に駆られたように近づいてきて、口を切った。 
「ああ、もうだめです。抵抗できない。いくら抑えて

も無駄だ。どうか言わせてください。あなたが好きで

す。心から愛しています」 
エリザベスは度肝を抜かれた。あっけに取られて相手

を見つめ、赤くなり、さまざまに思い乱れ、けっきょ

く何も言えなかった。 
  
 
 

R18 
長野 内山詩菜 
日日是好日 森下典子 
もしかしたら先生は待っていてくれたのかもしれな

い、と思った。私はいつものように、席に入り、床の

間の掛け軸に目をやった。それは、見たことのない掛

け軸だった。墨絵の達磨さんが、おおきな目玉をギョ

ロリとむいて、こっちを睨んでいる。なんで今日は、

達磨さんの掛け軸なんだろう。私は答えを求めるよう

に、先生の顔を見た。「今日は、どんな掛け軸にしよう

かな、と思ったんだけど、あなたが明日、大事な試験

だから、そうだ、達磨さんに大きな目玉で睨んでもら

おう、と思ったの。……早く、お菓子お上がりなさい

な」喉に熱いものが詰まって、なんだか、うまく返事

ができなかった。目の前が涙でくもりそうになって、

あわててお辞儀しながら菓子器を取り上げた。達磨さ

んには、「七転び八起き」「開運」という意味がある。

「喝を入れる」という意味も込められていたかもしれ

ない。掛け軸は、今の季節を表現する。けれど季節は、

春夏秋冬だけではなかった。人生にも、季節があるの

だった。先生はその日、私の「正念場」の季節に合わ

せて、掛け軸をかけてくれたのだった。 
 
R19 
上田 鈴木 祥子 
日日是好日 日日是好日 
初めてミチコとお茶会に連れて行ってもらった日、三

渓園の庭に面したお座敷で、 
その人と出会った。 
「さっ、私もこれから、もう一席、お勉強してきまし

ょう」 
その老婦人は、去り際に嬉しそうにこう言った。 
「お勉強って、本当に楽しいわね」 
受験のための勉強をしてきた私とミチコには、八十過

ぎの人と「お勉強」という言葉が 
どうしてもそぐわないものに思えた。 
この世には、学校で習ったのとはまったく別の「勉強」

がある。 
あれから二十年が過ぎ、今は思う。 
それは、教えられた答えを出すことでも、優劣を競争

することでもなく、 
自分で一つ一つ気づきながら、答えをつかみとること



だ。 
自分の方法で、あるがままの自分の成長の道を作るこ

とだ。 
気づくこと。一生涯、自分の成長に気づき続けること。 
「学び」とは、そうやって、自分を育てることなのだ。 
 
R20 
上田染谷丘 津森悠 
いつか来た道 荻原浩 
そうだ、ピーチティーにしてみよう。桃のひとつは皮

を剝いただけで丸のまま。もうひとつを取り出して切

り刻んだ。あの人にだけ飲ませるのはフェアじゃない。

自分の飲み物は、アイスピーチティにした。 
 紅茶とまるごとの桃の皿をアトリエに運ぶ。絵の具

やパレットや筆を置いたサイドテーブルには空いた

場所がないから、部屋の隅から椅子をひっぱりだして

トレイを置いた。「ありがとう」のひと言がないのは昔

から。もはや気にもならない。 
 ひと口すすって、母親が小さく声をあげた。 
「あ」 
 壁にもたれてアイスピーチティを飲んでいた私の

背筋はスチール定規のように伸びてしまう。いまさら

何を怯えることがあるだろう。もう私はここにいた頃

の小娘とは大違いの人間になっていて、相手は車椅子

のお婆さんなのに。 
「何か入れた？」 
 母親の猛禽類の目が私にむけられた。 
「うん………桃」 
「ああ、そう」 
気に入ったようだった。両手でカップをかかえ、汗を

かきながら、赤い唇を尖らせて紅茶をすすっている。

安堵してしまう自分が情けなかった。 
 
R21 
諏訪二葉 鎌倉 早百合 
空は今日もスカイ 荻原 浩 
生活なんか嫌いだ。茜はライフがしたい。 
 茜は石を拾ってたんぼにぽこぽこ投げこんだ。大人

は勝手だ。だから茜も勝手にやることにした。今日の

茜はただの冒険をしているわけじゃない。大冒険だ。

ホーム・ゴーをしてきたのだ。日本語でいうと家出。 
 行き先は海。それしか決めていない。道の先のどこ

かに海があるはずだった。去年死んだ、忠志おじさん

の家のばぁばが元気だったころ、ここから海に遊びに

行ったことを茜は覚えている。父ちゃんもいっしょだ

った。まだ泳げなくて浮き輪にしがみついていた茜を、

海岸にいる母ちゃんたちがガシャポン人形に見える

ぐらい海の先の先まで連れていってくれた。 
 海に着いたら、海を見るのだ。 
 彼女は海を見る。英語でいうと、シー・シー・シー。 
 ここを好きになれないのは、きっと海がないからだ。 
 
R22 
松商学園 早川里沙 
自負と偏見 ジェイン・オースティン 
何曲かイタリアの歌を演奏したあと、ミス・ビングリ

ーは趣向を変えてにぎやかなスコットランド民謡を

演奏しはじめた。すると、ミスター・ダーシーがエリ

ザベスのそばに寄ってきて、こう言った―「ミス・ベ

ネット、ちょうどいい機会ですから、よろしければリ

ールを踊りませんか？」 エリザベスはほほえんだが、

返事はしなかった。こちらが黙っているのにいささか

面食らった様子で、ミスター・ダーシーはもう一度誘

った。「いえ、ちゃんと聞こえました。ただ、どうお返

事したものかとっさに分からなかったんです。わたし

に『イエス』を言わせようとなさったのは、リールな

んていう俗な曲を好きな女を馬鹿になさりたかった

からでしょ。でもわたし、そういうたくらみを引っく

り返したり、意地悪の裏をかいたりするのが大好きな

の。だから、言わせていただきます。わたくし、リー

ルを踊るつもりは毛頭ございません―さあ、軽蔑でき

るものならどうぞ」「とんでもないことです」闘志満々

で立ち向かう気だったエリザベスは、相手の低姿勢に

驚いた。もっとも、平生から彼女の物腰には茶目っ気

と優しさとが入り混じっているので、誰でも敵対でき

なくなってしまうのである。ダーシーも、これほど女

性に魅了されるのは初めてだった。 
 
R23 
南安曇農業 岩永 莉奈 
いつか来た道 荻原 浩 
母親の瞳の焦点がようやく私に合う。いま気づいたと

いうふうに彼女は言った。 
「そう言えば、あなた、絵は描いてる？」 



「まさか」 
 じつは描いていた。水彩でときどきだが。いまの仕

事柄、時間の取れる午前中、ジョギングを終えた後に。 
「学校はどうしたの」 
「え？」 
 いまさら何を言っているの。美大に落ちたことを蒸

し返すつもり？ 
「今日、学校は？」 
え？ 
「課題は終わったの？美大って課題がすべてなのよ」 
 私はようやく気づいた。充が言っていた母親の病気

がどういう種類のものなのか。 
 次の言葉を発するのには、長い間と勇気が必要だっ

た。でも、聞かねばならないことだった。 
「……私が誰だかわかってる？」 
 母親が眉根を寄せ、肉の薄い頬をひきつらせる。怒

っていることはすぐにわかった。昔の私にしょっちゅ

う見せていた表情だから。その表情を昔の私はいつも

窺っていたから。 
 
R24 
松本深志 川上 陽菜乃 
自負と偏見 ジェインオースティン 
「何を熱心に考えていらっしゃるのか、わたし分かる

わ」 
「どうですかね」 
「こんなふうにして毎晩過ごすなんて、我慢できない

と思ってらしたんでしょ──あんな人たちに取り囲

まれて。いいのよ、わたしもそう思ってるんだから。

これほど嫌な集まりって初めて！ どの人もこの人

も、ろくなことも言えないくせに声ばっかり大きくて、

何様でもないのにひとかどの上流気取り！──さあ、

早く聞かせていただきたいわ、あなたがあの人たちを

こき下ろすところを」 
「ということなら、まったくの見当外れですよ。僕は

もっと楽しい思いにふけっていたんです。美しい女性

の顔に活き活きとした眼がそなわると、実に愉快なも

のだとね」 
 とたんに、ミス・ビングリーは相手の顔をまじまじ

と見つめ、そのような思いをかきたてた栄えある女性

は誰かと尋ねた。ミスター・ダーシーは悪びれる様子

もなく答えた。 

「ミス・エリザベス・ベネット」 
 
R25 
長野西 藤森 紗月 
いつか来た道 荻原浩 
母親が私の腕をつかむ。こんな姿は見たことがなかっ

た。ヨシダさんという名前らしい介護ヘルパーさんに

は、いつもこんな話し方をしているのだろう。独りに

なって、年をとって、病気になって、ようやく甘えら

れる人を見つけたのだと思う。それまでの針鼠みたい

に周囲を警戒し続けた人生には、ついぞいなかった。

「この小さな白い点、これはうちの猫。とっても可愛

いの。あれ、どこにいっちゃったんだろう」どこかで

猫が昼寝をしているとでもいうふうにアトリエを見

まわしている。口を尖らせてから、すぐにすぼめたの

は、呼ぼうとして、名前を忘れたことに気づいたから

だろう。「マユだね」そう言うと、母親は両手を口にあ

てがい、子どもみたいに両目をくるりと動かした。こ

の人にだって幼い頃があって、きっと、こんな表情を

見せることもあったのだ。「ふふ、そう。ど忘れしちゃ

った」キャンバスをうっとりと眺め続けている母親に

尋ねてみた。「逸子さんはどこにいるの？」「わたし？」

母親がくすくす笑った。少女のような無邪気な声で。

「わたしはここにいるじゃない」 
 
R26 
松本蟻ヶ崎 花岡  朋哉 
成人式 荻原  浩 
いまでも夢想している。自分が鈴音と一緒に家を出て、

バス停までの道を歩く情景を。 
 想像の中の鈴音は地団駄を踏むような足どりだ。 
「急がないと、遅れちゃう」 
 想像の私は、現実の私よりものわかりがいい。 
「だいじょうぶだよ、お父さんも昔はしょっちゅう遅

刻してた」 
 そして、正門より近いフェンスを攀じ登って校庭を

駆けた中学時代の前科を披露する。 
 せりふを変え、シーンを変えて、あらゆる夢想を続

けているが、どの結末でも、鈴音 
は無事で、まだこの世にいる。 
 道を渡るのがあと数秒遅ければ、あるいは数秒早け

れば、鈴音は助かったのだ。 



 現実の私は、停留所からバスに乗りこむ時、救急車

のサイレンを聞いた。乗客の老婆 
が誰に言うともなく呟いていた。「朝っぱらから騒々

しいね。何かあったのかね」私も 
心の中で思っていた。朝から騒々しいな、と。 
 あの時のサイレンの音も、私の耳に、消えない瘡蓋

となって張りついたままだ。 
 
R27 
上田西 中澤凛菜 
日日是好日 森下典子 
私は、ある後ろ姿を思い出した。 
 八十歳を超えているだろう老婦人が、真っ白い髪を

結い、淡い藤色のストールをふわりと肩にかけて立ち

去る光景……。初めてミチコとお茶会に連れて行って

もらった日、三溪園の庭に面したお座敷で、その人と

出会った。 
 「さっ、私もこれから、もう 1席、お勉強してきま

しょう」 
その老婦人は、去り際に嬉しそうにこう言った。 
 「お勉強って、本当に楽しいわね」 
受験のための勉強をしてきた私とミチコには、八十過

ぎの人と「お勉強」と言う言葉がどうしてもそぐわな

いものに思えた。 
 この世には、学校で習ったのとはまったく別の「勉

強」がある。あれから二十年が過ぎ、今は思う。それ

は教えられた答えを出すことでも、優劣を競争するこ

とでもなく、自分で一つ一つ気づきながら、答えをつ

かみとることだ。 自分の方法で、あるがままの自分

の成長の道を作ることだ。 
気づくこと。一生涯、自分の成長に気づき続けること。 
 「学び」とは、そうやって、自分を育てることなの

だ。 
 
R28 
エクセラン 細沢凛太 
自負と偏見 ジェイン・オースティン 
何曲かイタリアの歌を演奏したあと、ミス・ビングリ

ーは趣向を変えてにぎやかなスコットランド民謡を

演奏しはじめた。すると、ミスター・ダーシーがエリ

ザベスのそばに寄ってきて、こう言った― 
「ミス・ベネット、ちょうどいい機会ですから、よろ

しければリールをおどりませんか？」エリザベスはほ

ほえんだが、返事はしなかった。こちらが黙っている

のにいささか面食らった様子で、ミスター・ダーシー

はもう一度誘った。「いえ、ちゃんと聞こえました。た

だ、どうお返事したものかとっさに分からなかったん

です。わたしに『イエス』を言わせようとなさったの

は、リールなんていう俗な曲を好きな女を馬鹿になさ

りたかったからでしょ。でもわたし、そういうたくら

みを引っくり返したり、意地悪の裏をかいたりするの

が大好きなの。だから、言わせていただきます。わた

くし、リールを踊るつもりは毛頭ございません―さあ、

軽蔑できるものならどうぞ」「とんでもないことです」  
闘志満々で立ち向かう気だったエリザベスは、相手の

低姿勢に驚いた。もっとも、平生から彼女の物腰には

茶目っ気と優しさとが入り混じっているので、誰でも

敵対できなくなってしまうのである。ダーシーも、こ

れほど女性に魅了されるのは初めてだった。彼女に身

分の低い親戚がいなければ危ないところだぞと、本気

で思った。 
 
R29 
岡谷南 池田太陽 
時のない時計 荻原浩 
時計屋がようやく手を止めた。「いえ、それも娘のです」

結婚して何年かのうちに生まれたのだとしたら、娘さ

んは五十過ぎのはずだ。別に大人が子ども用の時計を

使っちゃいけないことはないが。時計屋がチリ吹きの

空気袋を押し、腕時計に小さな風を吹きつける。ため

息をつくように。「娘はいくつになっても子どものま

までね。出産が長引いたせいで、脳にいく酸素が足り

なくなったようなのです。まぁ、それで、ちょいとば

かり、知的障害がありまして」重くなってしまった空

気を振り払うつもりで、私は愚鈍な男を装って尋ねる。 
「なんの記念日なんですか」時計の針は、八時三十七

分で止められている。成人式？いや、成人式はないか。

時計に描かれた美少女戦士は、私の娘が小学校にあが

るかあがらないかの頃のアニメだから、いまから二十

年ほど前の品のはずだ。時計屋が父の腕時計を単眼鏡

で見下ろしたまま、ぽとりと言葉を落とした。「亡くな

った時の時間です」はぽ。胸から鳩が飛び出した。 
 
 



R30 
長野吉田 森 有稀 
日日是好日 森下 典子 
そういえば、もうすぐ冬至。真冬の入り口の冬至に、

お風呂に柚子を浮かべて体をあたためると、一年中か

ぜをひかないという。 
私たちは、その黄色いまんじゅうに目を奪われた。 
ふつうのまんじゅうとちがって、黄色い皮が、アバタ

みたいにボコボコしている。そのボコボコ感が、まさ

に「柚子」だった。ちょっとくぼんだ頭の上には、ち

っちゃな緑色のヘタのポッチがついている。 
「わー、よくできてるねー」 
「どうやって、皮をボコボコさせたんだろう」 
みんなで不思議がった。 
頭のちっちゃなヘタのポッチも、緑色の練りきりで作

ってあった。 
「さ、よく味わって、召し上がれ」 
一口食べると柚子の香りがふあんと口いっぱいにひ

ろがった。 
まんじゅうの皮に、粗くすりおろした本物の柚子の皮

が混ぜ込まれて、それが柚子の表面のボコボコした質

感を出していたのだ。 
（すごい･･････） 
小さな和菓子の芸術的な「隠し玉」にいつも驚かされ

た。 
 
R31 
松本美須々ヶ丘 奥原 ことみ 
海の見える理髪店 荻原 浩 
その傷はね、ブランコから落ちた時のものですよ。河

川敷の公園のブランコです。あそこは地面に石がごろ

ごろしていましたからね。息子をそんな危ない場所で

遊ばせたくない一心で、女房は親馬鹿だと笑いました

けれど、私、ブランコを買って、家の庭に置いたんで

す。 
 ここの庭に古いブランコがありましたでしょ。あれ

は、もともとあったわけではなく、私が東京の家から

持ってきたものなんです。 
 お母さまはご健在ですか、店主が聞いてきたから、

ええ、と答える。 
 店主が黙りこみ、ドライヤーの音だけになった沈黙

を破って、僕は声をあげた。 来週、 結婚式があるん

です。そして、まだ明かしていなかった、ここへ来た

理由をごく手短に 説明した。 
 僕の結婚式だ。その前に一度、いつもの美容室では

なく、きちんと床屋に行っておきたかった。それだけ

を語った。口の重い母親からではなく、自分で集めた

噂話を頼りに、 苦労してこの店を探しあてたことは

黙っていた。 
 店主は逆光の中の黒い影になった顔で、おめでとう

ございます、と言ってくれた。僕は答えた。ありがと

うございます。つけ足そうと思った、あとの言葉は、

結局、喉の奥にしまいこんだ。 
 
R32 
大町岳陽 荒井 智春 
いつか来た道 荻原 浩 
コップを載せたトレイを手にして私がアトリエに戻

るなり、母親はまだらの顔に警戒の色を浮かべた。 
「薬は要らない。頭がぼんやりしちゃうから」「でも、

五時に飲むんでしょ」 
母親が首を振って、私に言った。「娘が来てるの。しっ

かりしてなくちゃ」 
また私は、彼女の頭の中で、違う誰かになってしまっ

たようだ。 
母親キャンバスを顎でしゃくって私じゃない誰かに

言う。「見て、吉田さん、絵ができた」 
絵、といってもただの色とりどりの模様だ。淡い赤と

薄い青と黄色の三色が、三本の太く短い柱のように塗

り重ねられている。バックは緑色。 
私は首をかしげた。実際に首を左右にひねって絵を眺

める。何を描こうとしたのだろう。 
「何か意味があるの」頬に塗られた濃すぎる紅が、作

品の完成に紅潮しているように見えた。 
キャンバスの中ほどを筆先で指して言う。「これは、私

の娘」少し眉を曇らせてから言葉を続ける。 
「まだ子どもだったのに亡くなっちゃった上の娘」久

しぶりに母親の絵の解説を聞きたくて、私は調子を合

わせることにした。 
 
R33 
上田染谷丘 荻原百香 
空は今日もスカイ 荻原浩 
フォレストの顔をじっくり眺める。やっぱり見覚えが



ない。 
「フォレスト、学校はどこ？」 
「ミネギシ養護学校」 
なんだ。学校が違うのか。 
おばけなんてないさの歌もフォレストは知らなかっ

たから、結局茜は一人で歌った。 
フォレストは自分の足ばっかり眺めて歩いている。ち

ゃんと右左が交替に前に出ているのか確かめている

みたいだった。歩いていると思わなければ、歩くのは

つらくないのに。黙っているとまた弱音を吐く気がし

て、茜はうつむいた首に声をかけた。 
「学校を出たら、フォレストはどうするの？」 
「え」フォレストが小さな目の長いまつ毛をぱちぱち

動かした。「出られるのかな」 
「わたしは冒険家になるんだ。フォレストはなににな

りたい？」 
「うーん」 
どうせ透明人間って言う気がした。 
でも違った。 
「運転手」 
「ショベルカーの？」 
「ショベルカーはダメ。事故で死んじゃうから。ロー

ドローラーがいいな。」 
おお。ロードローラー。かっこいい。どんなのだか知

らないけど。 
「うん、ロードローラーはいいよね。」 
カラカラカラ。竹林がまた鳴った。 
 
R34 
上田 塩沢 文萌 
空は今日もスカイ 荻原浩 
空も急に暗くなった。暗くなったとたん、タイマー付

きの保安灯のように茜の頭に灯がともった。現実とい

う名前のその灯が、茜の薄もやみたいな夢と冒険を容

赦なく照らし出した。現実の光をまともにあてられた

ら、それはどれもこれも、役立たずのがらくたのおも

ちゃだった。 
家出は無理だ。一人でどこかに泊まるなんてできっこ

ない。フォレストがいっしょでももちろんおなじ。母

ちゃんにお説教の機関銃を食らうだろうけど、やっぱ

り帰るしかない。 
海岸沿いの道を威張り散らしたクラクションを鳴ら

してバイクが通り過ぎる。ぱららぱららぱらららら。 
その音で思い出したというふうに、フォレストが背筋

をぴんと伸ばした。目玉をふくらませて来た道の方向

を振り返った。 
「帰らなくちゃ。お父さんにぶたれる」 
フォレストは震えていた。魚を追っかけてたせいで汗

をかいているのに、震えていた。その姿を見たとたん、

茜は自分の気持ちとは反対の言葉を口にしてしまっ

た。 
「逃げよう、フォレスト」 
「どこへ？」 
「海の家に行こう」 
 
R35 
長野 光島伊吹 
日日是好日 森下典子 
「ザァ――――――――――！」 
 木造の一軒家のすべてが、雨音にかき消されそうだ

った。あまりに大きな雨音で、室内にいながら外の雨

が見えるようだった。 
 きっと、黒い瓦屋根は白く煙っている。雨樋を、濁

流のような水が走り、飛び散っている。庭木の青葉の

すべてが、豪雨の中で暴れている。 
 ヤツデの大きな葉は、パラパラと豆を弾き返すよう

な音で大粒の雨をはね返している。椿の葉は、ぷるぷ

ると小さく震えながら雨に光っている。笹の葉は、重

くうなだれて濡れている。軒下の葡萄の若葉は、ムチ

のように激しく首を振り、葉っぱの裏を白く見せなが

ら騒いでいる。激しい雨に葉っぱ一枚一枚まで洗われ

て、庭の木々が狂喜している。 
 屋根から流れ落ちた雨が、滝になってダダダダと軒

を打つ。大きな水たまりが、一面、ウロコのように騒

ぎ立っている。川のようになったアスファルトの路面

を、ザァーッとはねを上げて車が走り去った……。 
 雨の一粒一粒まで、聞こえる気がした。 
 
R36 
岡谷南 滝上裕史  
むかしも今も 山本周五郎 
閉めてある店の、くぐり戸からはいって、仕事場と奥

とをつなぐ板間へ出たとき、とつぜん殴られでもした

ように、直吉はぎくりとそこに立停った。 



仕事場へゆく戸口のところで、まきと清次が抱き合っ

て立っていた。清次はしっかりとまきの背を抱いてい

た、まきは両腕をあらわにして清次の頸にからみつけ、

ぴったりと身を寄せて、伸びあがるような姿勢で、清

次と顔を重ねていた。直吉はすぐにきびすを返し、な

かば夢中で店をとびだしたが、身も心もその一瞬にず

たずたにされたような気持だった。 
―まきのひき緊まった背を抱いていた清次の手、清次

の頸に抱きついていたまきの白い腕、そして上と下か

ら、ひしと重なっていた二人の顔、―すべてを棄てた

ような、その忘我の姿勢が、まるで烙きついたように

いつまでも眼に残った。 
直吉はその夜十二時ちかくになって帰った。珍しく泥

酔して、着たまま寝床へ転げこんだが、苦しそうに寝

返りをうったり呻いたり、立って水を飲みにいったり

してなかなか眠らなかった。 
「―ざまみろ、ひょっとこめ」 
口の中でそんなことを呟いた。 
 
R37 
上田西 土屋小百合 
日日是好日 森下典子 
茶事の時、先生はよく言った。「みなさん、真剣におや

りなさいね。茶事は、ご亭主もお客も、それが『一期

一会』の茶事と思って、心を入れてするものなんです

からね」 
 「一期一会」とは、「一生に一度きり」という意味だ。 
「たとえ何度も、同じ亭主と客が集まって茶事を開い

たとしても、今日と同じようには二度とならないのよ。

だから、一生に一度限りだと思って、その気持ちでや

るんですよ」 
 私はいま一つピンとこなかった。 「同じ顔ぶれが

集まっても、決して同じ会にはならない」というのは、

わかる気がする……。でも、食事とお茶の会に、なぜ

「一生に一度きり」とまで、思いつめなければいけな

いのだろう? 
 「大袈裟だと思わない?」 
お茶事の帰りに、ぶらぶら歩きながら雪野さんに言っ

た。すると、 
「きっと、利休さんの生きていた時代もあるんじゃな

いかしら」と彼女が言った。 
 千利休がお茶を体系化した安土桃山時代は、織田信

長や豊臣秀吉の天下だった。 
 「昨日、元気だった友達が、今日殺されたなんてこ

とがたぶんいっぱいあって、この人に会うのも今日が

最後になるかもしれない、っていう切迫感がいつもあ

ったんじゃない？」 
 
R38 
長野西 早川 莉央 
空は今日もスカイ 荻原浩 
雨が降ってきた。ものすごく。道にもレイン。たんぼ

にもレイン。家の屋根にもレイン。茜とフォレストの

頭の上にもレイン、レイン、レイン。 
「すごい雨だね」ぼさぼさの髪から雨のしずくをした

たらせてフォレストが言う。「うん」 二人は屋根つき

のお地蔵さんの両側のすき間にもぐりこんでいた。お

地蔵さんに聞こえないように茜は言った。「邪魔だな。

放り出そうか、お地蔵」「やめなよ。バチが当たるよ」

「でも狭いし」「犬のケージより広いよ」「ケージ？」

「お父さんとお母さんがいっしょにふとんに入ると

きには、ぼくはそこに入るんだ」「大変そうだな」「慣

れれば平気さ」 
屋根はあっても、あちこちに穴ぼこが空いているから、

雨がてんてん落ちてくる。茜とフォレストとお地蔵さ

んは、頭の上にゴミ袋を載せていた。クルマの 
音が聞こえてきた。茜とフォレストとお地蔵さんはゴ

ミ袋を首の下までかぶった。 
 
R39 
松本蟻ヶ崎 柳谷  桂樹 
時のない時計 荻原  浩 
重くなってしまった空気を振り払うつもりで、私は愚

鈍な男を装って尋ねる。 
「なんの記念日なんですか」 
  時計の針は、八時三十七分で止められている。成人

式？ いや、成人式はないか。時計に描かれた美少女

戦士は、私の娘が小学校にあがるかあがらないかの頃

のアニメだから、いまから二十年ほど前の品のはずだ。 
 時計屋が父の腕時計を単眼鏡で見下ろしたまま、ぽ

とりと言葉を落とした。 
「亡くなった時の時間です」 
 はぽ。 
 胸から鳩が飛び出した。 



「障害は脳だけじゃなかったんです。生まれた最初か

ら、長生きはできないって言われてました」 
 作業机で背を丸めながら喋っていたから、私にでは

なく、時計の中の小さな歯車に語りかけているかのよ

うだった。 
「生まれた時間を記憶するのなら、亡くなった時間も、

覚えておかなくちゃね」 
 てんでんばらばらな振り子時計の音が、急に耳に戻

ってきた。 
 
R40 
長野吉田 茂澄 美萌咲 
日日是好日 森下 典子 
茶筅を振る音がする。湿った空気の中に、強いカフェ

インの香ばしさがファッと広がり、湯気の立つお茶碗

が差し出された。そのお茶の色に、目を奪われた。雨

をたっぷり含んだ苔のような、鮮やかな緑色だ。 
「お点前、ちょうだいいたします」 
雨でびっしょりと濡れて歩いてきた体に、熱く、ほろ

苦く、さわやかな味だった。 
「ハーッ、おいしい」 
つい、声に出た。 
出かけるまでは億劫で、あんなにずるずるしていたの

に、来たら、なんだかすっきりしていた。雨の中、ず

ぶ濡れになって歩いてきたことも、今はむしろ痛快だ

った。 
（あぁ、やっぱり、雨の日のお茶も、いいなぁ～） 
 お点前がすむと、棚の上に、柄杓と「蓋置き」が飾

られた。その「蓋置き」は深緑色の瀬戸物で、紫陽花

の葉っぱをクルリと丸めた形をしていた。その葉っぱ

の上に、なにやら、豆粒ほどの小さいものが、ちょこ

んとくっついている。 
それは、ちっちゃな、かわいいカタツムリだった。 
 
R41 
エクセラン 永野菜乃果 
日日是好日 森下典子 
いったい、本物の自由とはなんだろう？そもそも、私

たちは何と競っているのだろう？学校もお茶も、目指

しているのは人の成長だ。けれど、一つ、大きくちが

う。それは、学校はいつも「他人」と比べ、お茶は「き

のうまでの自分」と比べることだった。私は、ある後

ろ姿を思い出した。八十歳を越えているだろう老婦人

が、真っ白い髪を結い、淡い藤色のストールをふわり

と肩にかけて立ち去る光景……。初めてミチコとお茶

会に連れて行ってもらった日、三渓園の庭に面したお

座敷で、その人と出会った。「さっ、私もこれから、も

う一席、お勉強してきましょう」その老婦人は、去り

際に嬉しそうにこう言った。「お勉強って、本当に楽し

いわね」受験のための勉強をしてきた私とミチコには、

八十過ぎの人と「お勉強」という言葉がどうしてもそ

ぐわないものに思えた。この世には、学校で習ったの

とは全く別の「勉強」がある。あれから二十年が過ぎ、

今は思う。それは、教えられた答えを出すことでも、

優劣を競争するものでもなく、自分で一つ一つ気づき

ながら、答えをつかみとることだ。自分の方法で、あ

るがままの自分の成長の道を作ることだ。気づくこと。

一生涯、自分の成長に気付き続けること。「学び」とは、

そうやって、自分を育てることなのだ。 
 
 


