夏の終わりに
大原守明

とき・・・現代
ところ・・・北海道 札(幌・後志 )

＊ 人物

高木・・６０歳。停年退職、教員。

美紀・・２１歳。劇団員。

伊代・・４０歳。美紀の母。居酒屋の女。

豊司・・４０歳。漁師。

トメ・・７８歳。加工場経営者。
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ＳＥ―夕暮れの札幌。丘の上の閑静な
住宅街。高木家の居間。キリギ
リスの鳴く声。
美紀「先生、携帯かけたのに出ないんだもの。
見(て あ)、ビール飲んでる」
高木「おお、お前だったのか。この頃、電話
もおっくうでな」
美紀「停年になったんだって？」
高木「ああ。でもお前、よく帰って来たな。
何年振りだ？」
美紀「・・・中学卒業以来だから・・・先生
とは六年になる」
高木「そうか、もうそんなになるか」
美紀「 虫
( の 声を 聴 い て こ
) こ 、 静 か ねぇ 。
縁
( 側に立って あ
) あ、きれい！一面の夜
景 だ。街が 一望で きるん だね。先 生、良
い所に住んでいたんだ。・・・ススキノ、
どっち？」
高木「うん。そこのビルの陰になった」
美紀「陰か・・・ 机(上を見て あ)っ、芝居の
原 稿。先生 の字、 懐かし いなぁ。 先生、
やっぱり書いているんだ。・・・そうか、
ず っと家に いるん だもの ね。思い 切り書
けるね。いよいよプロだ」
高木「・・・」
美紀「オリジナル、何本仕上げたの？・・・
脚 本家が先 生の学 生時代 からの夢 なんだ
ものね」
高木「・・・それが・・・だめさ。・・・だ

めなんだ」
美紀「どうして？これ、ちゃんと書いてある
じゃない」
高木「・・・途中だ。みんな・・・中途
で・・・」
美紀「 触(れて あ)、ほんと。ほこりかぶって
る。どうして？」
高木「俺はいいから、お前の方だ。・・・東
京 で芝居や ってる んだろ う。幸運 だよ、
お 前は。い い役が ついて 、秋の公 演に向
けて激しい稽古やってるんだって？」
美紀「うん。すごく、すごく大変。ダメ出し、
小 返し。・ ・・長 台詞の 連続で、 何度も
かんで、怒鳴られて。だから、くたく
た。・・・それでも先輩達に助けられ
て・・・」
高木「お前、そんな大切な時に帰って来
て・・・」
美紀「 ポ(ツンと 母)さんの納骨、だもの」
高木「えっ、納骨？お母さん、死んだのか」
美紀「去年の夏、すい臓ガンで。・・・芦別
のお寺、お父さんの墓へ入れて来た」
高木「そうか。知らなかった。失礼したな」
美紀「誰にも言わなかったもの。・・・一人
で葬式やった。もう、一周忌・・・」
高木「・・・そうか。大変だったな」
美紀「・・・おととし、急に東京のアパート
に訪ねてきて、そのまま倒れてしまって、
そのまま入院。そして、そのまま。 ―(間
― ス)スキノとやっと縁が切れた・・・。

高木「そうか・・・」
美紀「 溜(息して ・)・・長い間の呑み屋疲れ。
金疲れ。男疲れさ。・・・」
高木「・・・お母さん、一人で頑張っていた
ものな。何度か店で会った」
美紀「次々って・・・男に騙されて、それで
もこりないで・・・バカ女の末路さ」
高木「・・・お前も、一人になった
か・・・」
美紀「先生と同じだ。でも先生には別れた娘
さんがいるから、少し違うかな」
高木「同じだ」
美紀「ビール、私にもちょうだい」
高木「おい、お前、まだ・・・」
美紀「 笑(って い)やあだ。私、二十一よ。ガ
キ は終わっ たの。 これで も私、東 京では
結構、大人やってんだから」
高木「そうか」
美紀「 台(所で グ)ラス、これ、いい？」
高木「・・・大人か・・・おとな、な
あ・・・」
美紀「なあに？」
高木「いや」
美紀「あら、このバッグどうしたの？旅
行？・・・Ｔシャツ、靴下、洗面
具・・・」
高木「ああ、ちょっとな」
美紀「私、悪かったかな、来て。・・・いつ、
出かけるの？」
高木「ああ、明日と思っていた。いや、特別
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急ぐ用件でもないんだ」
ぴ ったり。 ・・・ 先生が 、朝ご飯 つくる
美紀「どこ？」
なんてね・・・」
高木「うん、ちょっと。前にいた処
高木「もう、十年だ」
で・・・」
美紀「・・・娘さん、由香さんって言ったっ
美紀「何か？」
け。帰って来ないの？」
高木「うん。古い教え子の事で、やっとな」
高木「ああ。一緒に出て行って、それっきり
美紀「やっと？」
だ 。・・・ 最近、 結婚し て九州に いるっ
高木「うん」
て聞いた・・・」
美紀「遠いの？」
美紀「・・・淋しいね・・・」
高木「・・・いや、後志の・・・田舎
高木「・・・」
美紀「・・・私は、高校を終えて、東京の専
だ・・・」
美紀「私も行きたい。連れてって」
門 学校へ行 った。 本当は 、とにか く家を
高木「・・・だってお前、稽古があるんだろ
離 れたかっ たの。 ・・・ 母子家庭 のみじ
う。早く帰らなきゃ」
め ったらし い暮ら し。母 と女二人 のじめ
美紀「休みもらって来たもの、三日。台本だ
じ めした闘 い。・ ・・も う我慢で きなく
ってちゃんと持って来てるよ」
な って。そ して、 東京で は演劇が できる
高木「・・・しかしなあ・・・」
と 。・・・ 高一の 時、高 文連の大 会で、
美紀「先生、電車でしょ。私、レンタカーだ
特 別に演技 賞をも らった 。うれし くてう
よ 。送って 行くよ 。・・ ・先生の いた町
れ しくて。 ・・・ でも有 頂天にな ってい
見 たいもの 。昔の 生徒に 会ってみ たいも
た ら、上級 生から いきな りビンタ くらっ
の 。・・・ 本当は ね、知 らない山 や海、
て 、毎日の いやが らせ、 いじめ。 二年生
空 を見て、 気分を 変えた いの。ね ぇ、先
で 演劇部を 飛び出 した。 ・・・で も、卒
生 、お願い 。・・ ・なん だか、や り切れ
業 してみる と、ど うして も芝居が やりた
な いんだも の・・ ・海が いいなあ 。海の
く て。・・ ・いや 、いじ けまくっ た自分
ある町がいいなあ。私、海が大好き」
を パアッと 、派手 に変え るにはそ れしか
ないと思った。・・・だから、東京へ」
ＳＥ―美紀が運転する車の中。
高木「そうか」
美紀「・・・良く考えてみると、皆、先生の
美紀「先生んち、二階、涼しくていいね。ぐ
お陰」
っすり眠った。・・・娘さんのパジャマ、 高木「・・・」

美紀「何もない中一の私に、先生は夢を与え
て くれた。 新人の 私を主 役に抜て きして
く れた。驚 いた。 嬉しか った。だ から、
先生には一生懸命ついて行こうと思った。
夢 中で三年 間演劇 に取り 組んだ。 それが
一生の生き甲斐になるように思え
て ・・・。 母さん も喜ん だ。時々 先生が
店に寄って、ほめてくれるって」

ＳＥ―夜の居酒屋。演歌が流れている。

伊代「 酔(って ね)ぇ、先生。本当に美紀には、
役 者の才能 、セン スがあ るんです かね。
先 生がほめ てくれ るのは 嬉しいん ですけ
ど・・・」
高木「ええ、ガキのくせにかなり理解力があ
るんですよ、芝居でも。それに、表現力、
演 技力も抜 群でし てね。 生まれた 時から
持 ち合わせ たセン スかな 。・・・ 多くの
子 供達を見 て来ま したが 、まず、 一人か
二 人しかい なかっ た。正 式に訓練 すれば
もっと伸びる」
伊代「 笑(いながら へ)え、じゃ、天才だ。将
来 、舞台女 優にで もしま すか。栗 原小巻
みたいな。ハハハ・・・」
高木「そうなったら、すごいですね」
伊代「まさか、ですけどね。うれしいです。
あの子に教えてやろうかな。ハハ
ハ・・・先生、よろしくお願いしますね。
私、何にもみてやれなくて・・・」
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美紀「先生は、今の私を怒ってる？」
高木「いや。すごい、すごいと思ってい
る 。・・・ 幸運だ なあと 思う・・ ・本当
に、幸運なんだ」
美紀「・・・幸運、か・・・」
高木「・・・」
美紀「 前(方に気づいて あ)、先生、この三叉
路、どっち？」
高木「真すぐ行ってくれ。その峠を越えると
右 側、眼下 に海が あって 、それを ずっと
進 むと、下 ると峠 道があ って、そ こに小
さな町がある。漁村だが・・・昔は結構、
活気があった。三十年も前の話だがね」
美紀「三十年振り？」
高木「まあな」
美紀「どうして？」

ＳＥ―車の中。

美紀「えっ！・・・センスがある、やれば伸
ＳＥ―車の中。
び るっての は嘘な の。先 生が言っ たこと
は嘘だったの！」
美紀「私も、うれしかった。一層、夢中にな
高木「嘘ではない」
った。・・・でも、三年になると、先生、 美紀「他かに仕事を持ちながらなんて、私に
は できない 。演劇 一本に 人生全て をかけ
急 に変わっ た。何 だか、 熱心でな くなっ
て みたいん だもの 。一つ に集中し てでな
た 。時々、 指導も サボる ようにな った。
ければできない」
い らいらし てる時 が多く なって・ ・・そ
高木「・・・」
して、そう、卒業が近づいた日・・・」
美紀「先生、変だよ。夏休みが終わってから
の先生、本当に変だよ」
ＳＥ―放課後の教室。下校のチャイム
が鳴る。

美紀「ねぇ、先生。私の進路のこと・・・私
ね 、まず高 校へ行 って、 そして卒 業した
ら 東京へ出 て、東 京のプ ロの劇団 に入っ
て・・・プロの活動をするの」
高木「・・・」
美紀「それでいいよね。入団テストもきちん
と 受けて、 合格す るまで 頑張って 、きっ
と・・・」
高木「・・・」
美紀「いいよね。ねえ」
高木「 ―
( 間― ・
) ・・美紀・・・それ
が・・・それがなあ・・・プロっ
て・・・」
美紀「なんですか？」
高木「プロはな・・・いや、アマ、アマチュ
ア でやれ。 仕事を 持って 、仕事を やりな
がら、芝居をやるんだ」

高木「新任地の方が忙しくてな。いや、特別
に 来る用事 もなか った。 何かあれ ば、必
ず 連絡して くれる 奴がい て、そい つがみ
んな・・・」

ＳＥ―漁港。そのノイズ。カモメの声

美紀「うわあ、海だ、海だよ。港・・・港に、
漁 船がいっ ぱいだ 。すご いね。あ あ、大
きな電球を沢山つけた船が、並んで
る・・・」
高木「イカ釣り船だ。その灯で、イカを誘い
集 めて、そ いつを 釣りあ げる。昔 は、漁
の頃になると学校が休みになったそう
だ」
美紀「休みに？」
高木「中学生も一人前の漁師になるのさ。人
手 が不足な のさ。 イカツ ケは一気 にやら
な いと。・ ・・猫 の手も 借りたい 農繁休
暇と同じさ」
美紀「そんなにとれたの？」
高木「うん。でも、私が赴任した頃には、も
うそんな事はなかった。鰊と同じさ」
美紀「そうなんだ」
高木「漁師も今は、大変なんだ」
美紀「それでも、次の出航の為にああやって
甲 板を洗っ たり、 網を整 理したり 、準備
しているんだ」
高木「そうだな」
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美紀「ねえ先生、そら、あの船の甲板に立っ
て る人・・ ・ずっ と、こ っち見て るよ。
知ってる人？」
高木「・・・」
豊司「 Ｏ(ＦＦ お)ーい。先生、先生でねぇか。
高木先生でねぇか」
美紀「先生のこと呼んでる。あ、来るよ」
豊司「やっぱり、先生だ。俺、豊司だよ。今
村の豊司だよ」
高木「今村？おお、隣りの組の」
豊司「そうだ、Ｂ組の今村だよ。やあ、しば
らく振りだな。先生、変わってねぇなあ。
元 気だった んだ。 ・・・ ああ、懐 かしい
な あ。びっ くりこ いちゃ った。似 た人い
る な あ っ て、 見 て いた。 気
( づいて あ
) っ、
娘さん？」
高木「ああ、まあ・・・車の運転で・・・」
豊司「で、何かあったか？」
高木「・・・」
豊司「だってよ、先生が来るなんて、余程の
ことがないと考えられねえもの
な 。・・・ あっ、 盆後だ から、栄 子にで
も会いに来たか。・・・栄子か、成
程 ・・・栄 子か。 栄子、 待ってる べ。喜
ぶべ」
高木「・・・」
豊司「でもな。もうとっくになあ。・・・も
う十二、三年になるべ、死んでから。 急(
にいら立って ど
)うして葬式に来てやんな
か ったんだ ！同級 生も皆 、先生を 待って

た」
高木「・・・知らなかったんだ」
豊司「誰か、連絡やんなかったのかよ」
高木「ああ。・・・この町のことは、いつも
栄子が連絡してくれた。その本人だも
の」
豊司「冷めてえと思ったよ。皆、そう思った
よ。冷めてえと」
高木「・・・悪かった・・・」
豊司「栄子、岬の突端から、身を投げ
た 。・・・ 自殺っ て言う のがな、 何とし
て も分から ねえ。 何があ ったのか 、先生
な ら知って るかも 知れね えと、皆 が。あ
い つ、先生 の弟子 みてえ だったも のな。
あ いつ、東 京の大 学の芸 術学部の 演劇科
に入ったんだよ」
高木「・・・後から知った。でも、無事卒業
し てそれら しい道 で、頑 張ってる んだろ
う と思って いた。 ・・・ それが、 偶然、
会 議で会っ た石田 先生か ら栄子の 事を知
ら されて・ ・・シ ョック だった。 頭の中
ガ 真白にな った。 しかも 何年も前 の事だ
と聞かされて言葉もなかった」
豊司「それから、後を追うように母さんもだ。
首 をくくっ て死ん だ。親 方・・・ ああ、
父 親はガン で今、 街の病 院に入院 してい
る 。栄子の 家は悲 惨だ。 ・・・婆 さんだ
け が元気で 、加工 場の若 い者を仕 切って
いる」
高木「そうか。大変なことになっていたん

だ・・・知らなかった」
豊司「・・・」
高木「そうか。・・・とにかく、行ってく
る」
豊司「行ってくるって、栄子の家か？まずい
よ。婆さん、きついぞ」
高木「いい。線香だけでも上げさせてもら
う」
豊司「・・・先生、あんまり、あちこち歩か
ねえ方が・・・いいかも。・・・先
生・・・」
高木「ありがとう」

ＳＥ―栄子の実家、加工場。乾燥機な
どの音。女工達の作業の音。

トメ「 大(声で お)お、原料、イカ、ホッケが
切れた。ストップだ。終わった処から上
がっていいぞ。 ド(アを開けて ・)・・栄
子の先生だって？・・・栄子は幼稚園か
ら大学まで行ってるんだ。どこの先生だ。
何？・・・中学校だ？」
高木「はい、私です。栄子さんの中学校の時
の高木です」
トメ「知らねえなあ」
高木「一年の時の担任で、あっ、ずっと演劇
部の顧問で、お世話になって・・・」
トメ「演劇？何だ、お前さんかい、張本人は。
怒
( り出して そ
) うか、栄子に芝居をたき
つ けて、栄 子の人 生を狂 わした奴 は。そ
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うかい、あんたかい。栄子はもういねえ。
もう関係ねえ、帰ってくれ。
高木「しかし・・・私は・・・そん
な・・・」
トメ「帰ってくれ！」
高木「・・・せめて、お線香だけで
も・・・」
トメ「とんでもねえ。よしてくれ、バチあた
り が。帰っ てくれ 、気色 悪い。早 くここ
か ら立ち去 ってく れ。帰 れ、帰る んだ！
ド(アを激しく閉める 」)
美紀「・・・先生・・・」
高木「・・・参った・・・参ったよ。・・・
誤 解だ。・ ・・誤 解なん だよ。・ ・・こ
んな事になってるなんて・・・」
美紀「・・・先生・・・」
高木「・・・そうか・・・仕方ない・・・」
ＳＥ―林の中の墓地。弱いセミの声。
高木「ああ、これだ」
美紀「立派なお墓ねえ」
高木「うん。代々漁師の親方の家柄だから。
歴 史がある んだ。 ・・・ ああ、栄 子、二
十 八才だっ たか。 ・・・ こんなに なるな
んて・・・」
美紀「可哀相にね・・・」
高木「うん。お前も一緒に手を合わせてやっ
てくれ。同じ道の先輩だ。 墓
(に 栄
) 子、
遅 くなった 。悪か った。 やっと来 た。驚

い た、驚い たぞ。 死ぬな んて。・ ・・苦
し かったん だな、 つらか ったんだ な。俺
に相談できない程つらい事だったんだ
な 。・・・ 何もし てやれ なかった 。すま
な かった。 ・・・ でも、 ひと言も なかっ
たのは、悲しいぞ。寂しかった
ぞ 。・・・ いや、 いい。 ・・・ゆ っくり
休め。みんな忘れて。ゆっくり休
め・・・」
ＳＥ―海岸。渚の静かな波音。コオロ
ギの声。
美紀「 深(呼吸して あ)あ、磯の香りがする。
やっぱり、海っていいなあ。 ―
( 間
― ・)・・先生の旅・・・つらい・・・」
高木「うん。いや。・・・でも、こんなこと
に なってる とは・ ・・芝 居なんか しなく
たって、栄子は幸せな人生を送れたの
に ・・・優 しい、 思いや りのある 、頑張
り屋の栄子だった」
美紀「それが、先生のせいで、だなんて」
高木「まあな。・・・そう言えば、こんな事
があった。 回
( 想的に あ
) れは栄子三年の
文 化祭だっ た。私 の作品 だったが 、姉妹
が 協力し合 い困難 を克服 して生き 抜くと
い う台本を 選んで くれた 。私は二 年生の
奈 保子を姉 の役に 考えた 。姉の役 が主役
だ ったから だ。奈 保子に は力があ った。
し かし、三 年生は 、部長 である栄 子にす

べ きだと譲 らなか った。 二年生に 主役を
と られるの が、上 級生と して許せ なかっ
た んだろう 。しか し、栄 子には声 帯に故
障 があって 、声が いつも 割れる。 自分で
も 知ってい て、い つも希 望して演 出を担
当していた」
美紀「でも、皆に押されて」
高木「そうなんだ。私はそんな事で栄子に傷
を つけたく なかっ た。し かし、栄 子は声
を つぶしな がら、 必死に 全幕を通 した。
私 は栄子を 替えた 。ほめ た。中学 生とし
て 部長とし て、そ の努力 と気迫が すばら
し かったか らだ。 ・・・ いつの間 にかそ
れ が町中に 知れて 、栄子 はいつか 町のプ
リマ女優に祭り上げられていた。栄子は、
幼 い時から 日舞や ピアノ など芸事 を修め
て いて、す でに町 のアイ ドルだっ た。母
親がいつもつき人役」
美紀「代々の名家で、お金持ちだものね」
高木「一方、奈保子は山の貧しい農家の子だ
った。・・・ ―
( 間― 栄
) 子が、演劇科を
選 択した事 に当時 私は違 和感を覚 えた。
自分の事を一番知っている栄子だからだ。
そ れなのに 。・・ ・きっ と周囲の者が許
さ なかった のだろ う。町 のアイド ルスタ
ー を、今度 は本物 のスタ ーに持ち 上げよ
うとしたのだ。・・・だから、卒業して、
芝 居の世界 へ入ら ざるを 得なかっ た。役
者になったかどうかは知らない。しかし、
何 かに行き づまっ た。芝 居の何か に行き
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づ まった。 挫折し た。お 譲さん育 ちの栄
子には立ち直る術はなかった」
美紀「・・・そう・・・そうね・・・」
高木「美紀、お前は幸運だ。特別に才能があ
るとしても、やっぱり、幸運なんだ」
美紀「・・・」
高木「芝居の道は甘くない。俺が知ってい
る」
美紀「・・・先生・・・」
高木「・・・」
美紀「私・・・分かったの」
高木「うん？」
美紀「大変だって事が、分かったの。 急(に )
先 生、ごめ んなさ い。私 、先生に 嘘つい
て た。東京 の劇団 のこと 。いい役 がつい
て毎日稽古が忙しいって」
高木「違うのか？」
美紀「みんな嘘。嘘なの。ごめんなさい。本
当 はダメ人 間。役 らしい 役なんて ついた
事 ないの。 あれば 、通行 人、群衆 、バッ
クダンサー。食べられないから、バイト、
バイト。いつかバイトが本業になっ
て ・・・自 分が何 をやっ てるのか 、分か
らなくなった」
高木「・・・そうか・・・そうか・・・」
美紀「ごめん。先生がアマチュアでやれって
言 った意味 が、や っと分 かった。 未熟者
は、食べる事も頭に入れておかなければ、
と 。まず両 立させ る力を つけるこ と。半
端な生き様では通れる道でないこと」

高木「・・・いいよ。・・・栄子の死を知ら
せ てくれた 先生が あの時 、栄子が 東京で
すさんだ生活を送っていたと言っ
た 。・・・ そうだ 、あの 時の東京 に行く
と いうお前 の必死 な形相 に、私は 栄子の
顔 を重ねて いた。 ・・・ あれから だ。急
に 練習に力 が入ら なくな った。演 劇が怖
く なった。 クラブ の生徒 が恐ろし く見え
た。 ―
( 間― 定
) 年に なっ て も 同 じだ っ た 。
原 稿書いて も集中 できな かった。 舞台を
や っている 時も、 若い人 の演出を してい
る 時も、妙 な罪悪 感が、 私をさい なむの
だ」
美紀「先生、もういいよ。先生が栄子さんを
殺した訳じゃないよ。先生、悪くないよ。
そ う思い込 ませた とりっ まきや、 町の人
や 、お母さ ん、い や、本 人の判断 が甘か
っ たのよ。 私、自 分の事 と合わせ てよく
分かる。先生、悪くないよ。・・・でも。
先生は、この町では大変なこと
に・・・」
高木「・・・そうだな。仕方ないさ。・・・
弁 解しても 、もう 遅い。 ・・・今 、信用
を 無くした 自分の 無力さ に、あき れてい
るよ・・・わびしいね。・・・」
美紀「 ―間― でも、きっと分かる時が来る
(
)
よ、先生のこと。 明
( るく 先
) 生、元気出
し てよ。先 生もだ め、私 もだめっ て言っ
た ら、何だ か悲し 過ぎる もの、あ 、家の
母さんがね、死ぬ前に私に言ったの」

伊代「・・・美紀、お前、困った事があった
ら 先生に相 談した らいい よ。先生 ならき
っ とお前の 力にな ってく れる。母 さん、
分 かるんだ 。よか ったら 、お前、 先生の
子 供にして もらえ 。そし たら、母 さん一
番安心だ」
美紀「馬鹿みたいでしょ。母さんたら。自分
は でたらめ ばかり してい て、自分 で仕末
で きなかっ た娘を 、先生 にあずけ ようっ
て言うんだよ」
高木「そうか・・・お前が・・・子供
か・・・子供に・・・」
美紀「 慌
( てて 冗
) 談・・・冗談だよ、先
生・・・」
高木「でも、それだけ信じていてくれたんだ。
あ りがたい 、あり がたい なあ。・ ・・で
も な、本当 は違う んだ。 ・・・仕 事、仕
事 って、仕 事にか まけて 家庭をか えりみ
な い、家族 に見捨 てられ た、馬鹿 親父な
んだよ。・・・しようがないか・・・」

ＳＥ―美紀の携帯電話が鳴る。

美紀「あ、携帯。私？」
高木「・・・」
美紀「 出(て は)い。・・・ええ、私です。美
紀です。・・・えっ？本当です
か 。・・・ はい、 はい、 分かりま した。
勉 強して・ ・・は い。あ りがとう ござい
ました。・・・ 切
( る 先
) 生！大変
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だ。・・・東京から。・・・どうしよう、
役 がついた 。・・ ・助演 出からの 連絡。
女Ｂの役。 台
( 本を取り出してめく
る ・
) ・・台詞が・・・一、二、三、
四・・・ああ、先生。十個以上もあ
る。・・・やっぱり、幸運なん
だ・・・」
高木「 驚(いて お)お、そうか。・・・よかっ
た 、よかっ た。や ったな あ。よか ったな
あ 、おめで とう。 おめで とうだ。 ・・・
こ れでダメ 人間の 一人は 、ダメ集 団から
脱 出できそ うだ。 ・・・ うれしい よ。よ
かった、よかった。・・・」
美紀「先生、ありがとう、ありがとう。私、
も う一回挑 戦する 。やり 直す。・ ・・本
当 にうれし い、う れしい です。・ ・・幸
運なんだよね。・・・ 陶(酔している 」)
高木「ああ・・・本当だ。気づかなかっ
た 。・・・ ああ、 きれい 。・・・ オレン
ジ色・・・あかね色・・・夕陽な
の ？・・・ 雲が、 赤とオ レンジの ひだに
な って。・ ・・あ あ、海 に映って 、ゆら
めいている。・・・だんだん広くなっ
て 、・・・ こっち へ来る よ。渡っ てくる
よ」
美紀「うん。海、海のあかりだ。大空からの
照明 あ
( かり だ
) 。・・・おお、お前の顔
に 映って・ ・・あ 、美紀 、そのま ま、動
く な。その ままだ 。・・ ・きれい だ。き
れ いだぞ。 お前の 目がき らきら輝 いてい

る 。お前が きらき ら光っ てる。・ ・・き
ら きらで行 け。あ 、動く な。・・ ・大自
然がくれた終幕への照明 あ
( かり )
だ 。・・・ もっと 、目を 見開け。 真すぐ
見つめろ」
美紀「はい。 思(い出して ・)・・ああ、先生
の演出だ。先生の演出が始まっ
た 。・・・ はい、 分かり ました。 幕が下
りるまで、じっとこらえています」
高木「そうだ。そして、言ってみろ。・・・
がんばる、がんばる。って言ってみ
ろ 。・・・ そう、 たった 今、俺が 書いた
台詞だ。・・・がんばる・・・がんばる、
だ」
美紀「 大
( 声で叫んで ・
) ・・がんば
る！・・・がんばる！・・・がんば
る ！・・・ ああ、 先生、 だめだ。 ・・・
涙が出そうだもの・・・がんば
る！・・・がんばる！・・・」
高木「栄子の代わりに、・・・きっと、がん
ば る。きっ と、が んばる って、言 ってや
れ」
美紀「・・・きっと、がんばる！・・・きっ
と、がんばる・・・きっと・・・きっ
と ・・・だ めだ、 先生。 ・・・前 がぼや
けて、何も見えないもの・・・」
ＳＥ―渚の波音。静かに続いている。
了
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