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私（小野寺） ３０代前半 男性
医師

＊ 人物表

＊ あらすじ

彼女

４０代後半 女性
入院患者、数年前に失明、寝
たきりに。一時容態が悪化し
て、「私」の勤務する病院に
入院している。

雪が降る静かな夜。主人公（私）は夜中に
一人の患者の病室を訪れる。そこは、失明し
体も動かない患者が入院していた。その患者
（彼女）は、主人公に自分のことを話し始め
る。彼女には重症の食物アレルギーの娘がい
て、その子のアレルギー対策に毎日奔走して
いたが、小学校の給食時に事故で死亡。その
責任を追及するため、学校を責め続け、追い
詰められた担任も自殺してしまう。後に、娘
の同級生の母親の話で、事故は母親の事を想
う娘が、アレルギー克服のため自ら起こした
ものだと知った彼女は、アレルギー対策にの
めりこんでいったのは、娘のためでなく、自
分自身のためであり、そのため娘を追い込ん
でしまったこと。担任を自殺させてしまった
ことに気づき、そのことに苦しみ自殺を図る
が失敗したことを話す。そして彼女は、主人
公が自殺した担任の夫であり、自分を殺しに
来たことに気づくが、主人公は何もせずに病
室を出てしまう。
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病院前 （夜）
ＳＥ 新雪を踏みしめる足音。
私（ナレーション 以下Ｎ）「雪には吸音効
果があるというけど、こんな日はそれをよ
く体感できる。その日は、昼頃から降り始
めた雪が、あたり一面白く霞む位大量に、
そして静かに降り続いていて、その新雪を
キュッ、キュッと踏みしめる自分の足音が
するだけで、他は何も聞こえない、本当に
静かな夜だった。そんな雪の中、私は自分
の勤務している病院へと歩いていた」
二人の若い女性の話し声が少しずつ近づ
いてくる。
女１「いやー、よく降るね。何とかならんべ
か」
女２「こうゆう時、駐車場が遠いとつらいね
ぇ」
女１「いくら、職員用だからって、あんな離
れたとこに作らんでいいべさ。車つくまで、
雪だるまになっちゃうわ」
女２「それよりもこれさぁ、家の前雪かきせ
んと、中入れんでないかい」
女１「準夜勤明けの雪かき、つらいなあ」
少しずつ遠ざかる話し声

私（Ｎ）「人一人分だけきれいに踏み固めら
れている道を、お互い遠慮がちにすれ違っ
た。準夜勤明けの看護婦だ。よく見知った
顔だけど、向こうは全く気づかない。どう
やら私は外見的に全く目立たないらしく、
白衣でも着てない限りは、人に気づかれる
ことはないようだ。狭い町だから、街中を
歩いていると、よく見知った顔とすれ違う
けど、一度も声をかけられたことはない。
たとえ、毎日顔を合わせている同僚がすぐ
横を通り過ぎていっても、向こうは、全く
私に気づくことない様子で、そのまま通り
過ぎていくだけだ」
私（Ｎ）「そんな私の外見も、普段なら少し
寂しく思うところだけど、今日だけはあり
がたかった。ましてやこんな雪だ。少しう
つ むき加減 で歩い ていれ ば誰にも 気づか
れず病院に入ることが出来るだろう。病院
の中でも、白衣さえ着てなければ、急患の
家族か何かと間違えられるくらいで、私に
気 づくもの はいな いだろ う。そう 思って
た」
ＳＥ ピッ、ポッ、パッ、ピッ。と、４
回電子音が鳴り、カチャと鍵のあ
く音がする。
病院内 （夜）
私（Ｎ）「私は、職員用玄関にあるテンキー

に暗証番号を入れると、そのまま中に入っ
た。そして、更衣室にはいると、自分のロ
ッカーから、昼間用意したものを取り出し、
そのままスーツのポケットに忍ばせ、人気
の絶えた暗い病院の廊下を、目的の病室に
向かって歩き出した」

ＳＥ カン、カンと廊下に規則正しく響
く靴の音。暫くして靴音がとまる
と、今度はエレベーターのモータ
ー音。そして、静かにエレベータ
ーのドアが開く音がして、
今度は、
コツ、コツと反響しない足音がす
る。
暫くしてその足音が止まると、
一呼吸置いて、「フーッ」と大き
くため息をついた音。

私（Ｎ）「私は、目的の病室の前で、大きく
ため息をつくと、静かに病室のドアを開い
た」

少し カラ カ ラとス ラ イド 式 の ド
アが開く音。

彼女の病室（夜）
ＳＥ

私（Ｎ）「そこに、彼女は眠っていた。救急
搬送でこの病院に運ばれ、一時はＩＣＵに
入っていたけど、その時はもう容態が安定
し、この個室に入っていた。来週には退院
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するだろう。と言っても、元の病院に戻る
だけだけど・・・」
私（Ｎ）「病室の窓にはカーテンがかけられ
ていなかった。外灯の光があたりの雪に反
射して、青く淡い光が、彼女の顔を照らし
出していた。私は、ポケットから取り出し
たものを手にしたまま、その顔を暫く見つ
めていた」
彼女「誰か、いるんですか」
私（Ｎ）「その声に、はっと我に返り、私は
答えた」
私「起こして・・・、しまいましたか」
彼女「その声は・・・。小野寺先生ですね」
私「よく分かりますね。担当医でもないのに」
彼女「一度私と話した先生なら、声で分かり
ます。目が見えないと、他の感覚が鋭くな
るみたいです」
私（Ｎ）「彼女は目が見えない。それだけで
はない、数年前から、彼女は体の感覚がほ
とんど麻痺していて、寝たきりで動けない。
一人で食事を取ることも出来ない状態だ。
両親はすでに他界し、夫とは離婚している
上に、引き取ってくれる親戚も居ないから、
病院を転々としながら、４０代で早くも余
生となってしまった日々を、することもな
くただ漫然と過ごしているらしい」
彼女「ところで、だいぶ雪が降っているみた
いですね」
私（Ｎ）「まるで、窓の外が見えているかの
よ うなその 言葉に 、私は ハッと息 を飲ん

だ」
彼女「そんなに驚かないでください。この病
院かなり防音が効いていますけど、夜は外
の音が少し聞こえるんですよ。車の音とか、
色々。でもね、雪が降ると何にも聞こえな
くなるんです。それこそ、全く音のない世
界に閉じ込められたように、シーンとする
んです。だから、却って中のちょっとした
音が気になったりするんですよ」
私「すごいなあ。ホント見えてるみたいです
ね」
彼女「だから気になっちゃって。誰か入って
きた音がするけど、そのままじっと動かな
い。気配はするんだけど、音がしないから
おかしいなあって。だからね、普段なら入
っ てきた人 に声を かける ことはな いんで
すけど、我慢できなくって、声をかけちゃ
いました。でもね、どうしたんです？そん
なところにボーっと立って」
私「あなたの・・・。顔を見ていたんです」
彼女「私の顔？なにかついてます？」
私「いや・・・。随分安らかな顔をしていら
っしゃるなって」
私（Ｎ）「そう、安らか。私はあの時彼女を
見ているけど、当時とは全く違って実に静
かで安らかな顔だった。いや、静かと言う
よりは、むしろ虚ろで、全てを受け入れ、
全てをあきらめている。そんな表情に私に
は思えた」
彼女「安らか、ものは言い様ね」

私（Ｎ）「彼女は、独り言をつぶやくように
そう言って微笑んだ。いや、微笑んだよう
に見えた。そのとき、彼女がほんの少し顔
を 動かした のでそ う見え たのかも しれな
い。ちょうど能面が角度を変えることで、
笑 ったり、 泣いた りと表 情を変え るよう
に」
彼女「先生。お時間あるなら少し話していき
ません？昼間寝ているから、夜眠れなくっ
て。昼も、夜もおんなじなんですけどね。
だから、少し付き合ってくださいよ。どう
して、こんな表情をするようになったか、
分かるかもしれませんよ」
私（Ｎ）「次の巡回までまだ間があるはず。
私は、その提案に乗ることにした」
私「そうですね。眠れないようなら、少し付
き合ってあげましょうか」

Ｓ Ｅ カチ ャリ と ものを 置 く音 が し て
から、ズズッといすを引く音。

私（Ｎ）「私はそう言うと、手にしていたも
のを台の上に置き、いすを引いて、彼女の
ベットの脇に座った」
彼女「私ね。娘がいたんです。母親想いの、
ホントにやさしいめんこい子。それも、望
んで、望んで、望んで出来た子だったから、
可愛さもひとしおでね。私ね、以前結構大
きな会社にいて、そこでバリバリお仕事し
てたんです。会社でも頼りにされてたみた
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いで、結婚しても暫く続けてたんです。仕
事も面白かったし、遊びたかったのもある
し、子供なんて二の次。でもね。３０過ぎ
ると子供が急に欲しくなって。すると、い
ざ作るとなっても、今度はなかなか出来な
くって。そうなると、今度は欲しくて、欲
しくて、欲しくてたまらなくなって。子作
りの神社やら、体操やら、健康食品やら、
もちろん不妊治療もやったし、いいと言わ
れ ているも のなら ありと あらゆる 事をや
ったけど、それでも、なかなか出来なくて」
彼女「だからね。生まれたときはホントに嬉
しくって、嬉しくって、嬉しくって。顔を
見ると、ホントめんこくて可愛くて。名前
はめぐみって。天の恵みとしか思えなかっ
たから。だからね、そのときはお礼したん
です。神様に。こんなめんこい子を私たち
の 元に遣わ してく れてあ りがとう ござい
ますって」
彼女「暫くは何事もなく、順調にすくすくと
育ってたんです。私もね、一日一日成長し
ていく姿を見るのが、ホント嬉しくて、楽
しくて。そしたらね、５ヶ月ぐらいかな、
離 乳食を食 べさせ てると 急に顔が 赤くな
って、みるみるうちに真っ赤になってパン
パンに腫れて、びっくりして病院に連れて
行ったんです。したらね、食物アレルギー
かもしれないって。で、検査したらやはり
食物アレルギーで。卵、牛乳、小麦がダメ
だって。しかも、重いやつで。最初は何が

なんだか分からなくって、先生の説明を聞
じものばっかしじゃ飽きちゃうでしょ。代
いても全然耳に入らなくって。ただ、大変
用になるものを探して、なければ自分で作
なことになったなあってだけ」
ったりして。アレルギー食用のレシピも一
彼女「でもね。大変どころじゃなかったんで
生懸命さがして。そうなってくると、自然
す。小麦がダメとなると、パンやパスタ、
と主人とは別のものになって。毎回、子供
そうめん、うどん、お好み焼きやたこ焼き
用のものと、自分たち用のものと、別々に
なんか、当然いけないわけだし。卵だって、
作るようになって。そのときも大変なの。
卵焼きだの、親子丼だの、子供の好きそう
お料理するとき、フライパンやらお鍋やら
なものは全部ダメ。乳製品はもちろんダメ
に 少しでも 原因食 物が残 ってると ダメだ
だし、牛乳、卵、小麦と重なると、洋菓子
から、調理器具まで全部別々に用意して。
類はほとんどアウト。その上、かまぼこや
食べるときも、私たちが食べているもの見
ら、ちくわやらの加工品もつなぎに卵使っ
て、子供が食べたくなったら可愛そうでし
てるからダメだし。お醤油やお味噌なんか
ょ。だから、先に子供に食べさせてから、
にも、小麦が使われてるんですよ、知って
見 えないと ころに 隠れて 食べるよ うにし
ました？」
て」
彼女「調べてみて愕然としました。これじゃ
彼女「そんなに気をつけてもね、たまに除去
あ、食べるものがないじゃないって。それ
できない時があって。そのときはもう大変
から、必死になって食べられるもの探した
で、ゼーゼー言って咳き込んで、呼吸困難
んです。今は食品衛生法で決まってるから、
になって苦しんで、ひどいときは、アナフ
アレルギーの原因になりそうなものは、必
ィ キラシー ショッ クって いったか しら？
ず表示されているし、アレルギー対応の食
血圧が下がって失神状態になって、急いで
品も増えてきてるけど。あの頃は、食物ア
救急車を呼んだことも何度もありました」
彼女「そんなの見てると、もう怖くなって、
レ ルギーっ てのが 騒がれ 始めた時 期だか
それこそ徹底的にやるようになって。朝早
ら、まだ色々整備されてなくって、探すの
くから食材を探して回って、そうして苦労
はホント大変だった。近くのスーパーじゃ
して手に入れた食材の管理も、全部子供用
全然ないから、遠くまで行って探したり、
と自分たち用ときっちり分けて、食器棚な
自然食品のお店を回ったり。それに、何で
んかも、二つ別々のものにして、お料理す
も かんでも 除外す ればい いって物 でもな
るときなんかも、全部、お台所をきれいに
いんです。育ち盛りだから、栄養のバラン
掃除してから、まず、子供のを作って、そ
スも考えなくっちゃいけないし、第一、同
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れから自分たちのを作って、後片付けもき
と一緒に給食を食べれることが、本当に嬉
なって、どうしてみんな分かってくれない
れいにやって。生まれる前は、出産後仕事
しかったみたいで、毎日、給食に何が出た
んだろうって、一層思うようになって」
彼女「主人もね、初めのうち少しは手伝って
に復帰するつもりだったけど、とても仕事
か教えてくれて、盛んにおいしいって言っ
くれたんです。でも、だんだんそうゆうの
しながらなんて無理だから、復帰もあきら
ていて。だからね、給食にしてよかったな、
避けるようになって。それで私が文句ゆう
めて。友達との付き合いもなくなって。も
って思ってたんです」
彼女「でもね、それから半年ぐらいして、急
と、忙しいからって取り合ってもくれなく
う、生活の全てを子とものために注ぎ込ん
に学校から電話がかかってきて、娘が倒れ
て。確かに役職になって仕事が忙しくなっ
でいた感じだった」
彼女「でもね、そうやって、子供のことにど
たって言うんです。給食食べてたら、急に
てきたのもあるんだろうけど。私も、主人
んどんのめりこんでいくうちに、私はこん
咳き込んで、呼吸困難になって、そのうち
に話すことは、文句や愚痴ばかりになって。
なに頑張ってるのに、どうしてみんな分か
失神したって。私もとるものもとりあえず
そのうち、それすらも聞いてくれなくなっ
ってくれないんだろう、って思うようにな
病院へ駆け込んだけど、着いた時にはもう
て。終いに、お互い話すこともなくなって。
ったんです。お店にいってね、食材の中身
手遅れで。娘は、そのまま、二度と意識を
だからね、誰も分かってくれなくっていい。
とか、原材料とか色々質問するんだけど、
戻すことはなかったんです」
私がこの子を守らなきゃ。この子を守るの
彼女「最初は、何が起こったのか、全く分か
店員はよく分かってなくて、トンチンカン
は私なんだ。私しかいないんだって、思う
らなくって。お葬式のときも、頭の中が真
な答えをする人ばかりで、終いには面倒く
ようになったんです」
っ白で、ただただ、泣きもせず呆然として
さそうに答える人までいて、気がついたら、 彼女「そんな娘もね、どうにかこうにか成長
いたみたい。傍から見て、ちょっとおかし
して、ようやく小学校に入る歳になって。
店員さんを怒鳴りつけていたりして。たま
くなってしまったように見えてたみたい。
この頃になると、食物アレルギーも認知さ
に娘も、お外で食べたいって言うことがあ
で、火葬場に行って、骨になっちゃった娘
れ るように なって 、学校 も給食の ほうで
って、私もたまには外食したいから、思い
を見たとき、ああ、もういなくなっちゃっ
色 々対策し てくれ るとこ とになっ たんで
切って出かけてみると、あれこれ店員とお
たんだって、やっと分かって、そのまま泣
す。娘も一人だけお弁当と言うのもかわい
話してるうちにまた怒鳴ってたりして。遊
き崩れてしまったみたい。正直、それから
そうな気がしたし。それこそ、栄養士さん
びに行ってもそう。遊園地なんかに行くと、
暫くのことはあまり覚えてなくって。とに
とも、担任の先生、吉田先生って言う女性
屋台も多いでしょう。娘もね、見てると食
かく、初七日過ぎるくらいまで、一日中泣
の方なんだけど、その方とも何度も何度も
べたくなっちゃうみたいで、一応買いに行
いていたみたい」
打ち合わせして、学校で対応しきれないと
ったりしてみるんだけど、そこでもまた同
彼女
「主人もね、
泣き続けている私を見てね、
ころは、私も協力するようにして、何とか
じで。そんなこんなで、買物以外はすっか
さすがに慰めようと思ったみたいで、色々
娘 もみんな と一緒 に給食 を食べる ように
り外に出ることもなくなって。娘もそんな
話しかけてくれたんです。でも、そのとき
なったんです。初めのうちは、私も不安で
のを立て続けに見てるから、お出かけした
主人がね、また作ればいいじゃないか、っ
たまらなかったけど、担任の先生もいい方
い、って言うこともなくなって。でもね、
て言ったの。その言葉が私信じられなくっ
で、熱心にやってくれてたし。娘もみんな
そ んな娘を 見てる とます ます可愛 そうに
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て。だって、私たちの娘が、かけがえのな
ていたみたいだけど。したらそこでね、私
いるし、娘もそのことをしっかり理解して
い娘が死んだのにね。おもちゃでも買い換
に話しかけてきた人がいて。娘の同級生の
いるから、そんなことありえないって。学
えるみたいに、また作ればって、信じられ
ママで、娘にお線香を上げにいきたいって
校が責任逃れのため、そんな事言ってると
ます？もう、大声あげて怒鳴って、周りに
言うんです。だから、いいですよ、いつで
しか思えないって、そのときは思ったんで
あるもの全部投げつけて、もう出てって、
もいらしてくださいって、そのとき答えた
す」
彼女「それから私ね、毎日学校に通ったんで
顔も見たくないって。主人とは、それっき
んです」
彼女「その二日後くらいにね、彼女が来たん
す。必ず、原因をはっきりさせるって。校
りです、話もしていない。そのまま離婚し
です。そして、お線香を上げてから、少し
長先生や教頭先生、教務主任、栄養士。も
ました」
彼女「それから、学校に行ったんです。どう
お話をしたの。そのときにね、その人の娘
ちろん、担任の先生も。毎日毎日毎日、時
してこんなことになったのか知りたくて。
さん、同級生の子ね、うちの子が他の子の
には深夜まで、とことん話して。でもね、
その日はカレー用にナンが出ていて、アレ
ナ ンと自分 のを取 り替え るのを見 たって
そ んなこと しても 原因な んて分か るわけ
ルギー対策したものも、きちんとあったの
言うの。そんなわけないって、もしそうだ
なかったし、そのことも分かっていたんで
に、何も対策してないナンを食べちゃって、
としても、なして今頃言うのって、私言っ
す。だってね、その頃は原因なんてどうで
あんなことになったみたいだったから。そ
たの。したらね、怖かったって言うの。前
もよくなってて、とにかく、私からあの子
れでね、どうしてあんなことになったのか。
に娘がその子の家で、お菓子のかけらを口
を、全てを奪った償いをさせるんだって、
あれだけ打ち合わせをして、万全の対応を
にして、具合悪くしたことがあって、その
そのことしか考えてなかったんです。学校
とっていたはずで、こっちも安心していた
とき私、怒鳴り込みに行ったの。そのとき
側 も責任を 全面的 に認め るところ までい
のに、どうしてあんなことになってしまっ
凄く怖かったらしくて、その子もその子の
ったんだけど、それでも、私は毎日毎日何
たのかって、学校に問いただしたんです。
ママも、今回のこと言え出せないでいたら
時間も話に行って。そのうち、校長も教頭
するとね、学校のほう、担任の先生が言う
しいの」
もみんな逃げちゃって、担任の吉田先生だ
には、きちんと分けて管理して、給食係も
けが、相手するようになって、その先生も、 彼女「更にこんなことも言ったの。私が怒鳴
り込みに行った後に、娘が一人でその子の
娘にはちゃんと対策したものを配って、先
授業が出来なくなったから、担任を降りて、
家に謝りに行ったって言うのね。そのとき
生もそれをしっかり確認したって。だから、
ほぼ私の担当みたいになって。それでも、
もね、娘が隠してあったクッキーから、か
ど うしてこ んなこ とにな ったのか 分から
私は毎日毎日毎日行って、話して、責め続
けらちょっと取って、こっそり自分で口に
ないって。終いには、娘がわざと対策して
けて。とうとうその先生、自殺しちゃった
入れたらしいの。それでね、なしでそんな
な いものを とって きて食 べたとし か思え
んです」
彼女「そのとき私、逃げられた！って思った
ことをしたのって娘に聞いたら、練習だっ
ない。って言うんです。私は、そんなこと
んです。だから、最後に文句の一つも言っ
て言ったらしいの。アレルギーを治す練習
信じられなかった。娘にはアレルギーのこ
てやろうと思って、お通夜に行ったんです。
だって。アレルギーのせいで、ママが大変
とはしっかり話して、対策してないものは
ご親戚とか、学校関係者の方とか随分驚い
な思いをしてるから、しょっちゅう疲れた、
絶 対食べち ゃいけ ないっ て言い聞 かせて
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しんどいって言ってるし、そのことでパパ
といっつもけんかしてるから。だから、早
くアレルギー治したいんだって。で、アレ
ルギーを治したら、ママとおいしいもの食
べに行くんだって、ママたまにはおいしい
もの食べに行きたいって、テレビ見て言っ
てるから。そのお店、全部覚えてるから。
アレルギー治したら、ママと絶対に全部食
べに行くんだって。だから、練習してアレ
ルギー絶対直すんだって」
彼女「私ね。その時になって、やっと気づい
たんです。私、あの子のために頑張ってい
たんじゃないことに。仕事も、友達も、夫
も失っていく中で、あの子を、あの子の病
気の世話をすることを拠り所にして、それ
が如何に大変かを周りに顕示することで、
自分を保っていたことに。そのことがどん
どんあの子を追い詰めていたことに。そし
て、その拠り所を失ったとき、自分を保つ
ためだけに、他人を追い詰めてしまったこ
とに。そうなの、先生を殺したのも、あの
子、めぐみ、めぐみを殺したのも、全部私
だってことに」
彼女「それからは、地獄でした。後悔、懺悔、
憐憫、贖罪、自己嫌悪、ありとあらゆる負
の感情が一気に押し寄せて、苦しくて、苦
しくて堪らなかった。だからね、その苦し
みから逃れたくって、家にある洗剤やら薬
やら、毒になりそうなものは全部飲んだん
です。一回で飲めないから、吐いては飲み、

吐いては飲みして、そのうち意識が遠くな
って。気がついたら、病院のベッドにいた
んです」
彼女「間が悪いんですね。別れた主人がね、
忘れ物を取りに偶然来たら、私が倒れてて、
そ れで救急 搬送さ れて一 命を取り 留めた
んですって。でもね、目も見えないし、体
もほとんど動かないから、死ぬことも出来
なくなっちゃって。しかも、頭だけははっ
きりしてるから、苦しいのだけはそのまま
変わんなくて。その苦しみを抱えたまんま
暗闇の中に閉じ込められちゃったんです。
もう考えることしか出来ないのに、考える
と苦しくて。苦しくて、苦しくて、苦しく
て。のた打ち回って。苦しみぬいて、ふと
気がついたら、そこを突き抜けちゃって、
苦しみを感じなくなったんです。でもね、
他の事も一切感じなくなったんです。嬉し
いことや悲しいことや、怒りや妬みや憎し
みも何もかもぜーんぶ。でも、その頃から
ね。時々安らかな顔してるって言われるよ
うになったんです。そうよね。心の中何も
ないんですもの。静か、今日みたいに静か。
雪 のような 心の澱 がただ 積もって いくだ
け」
― 間 ―
彼女
「先生、
どうしてこんな表情になったか、
これでわかりました？」

― 間 ―

彼女「それより先生、何か特別な用事があっ
ていらしたんでしょう」
― 間 ―

彼女「私を終わらせに来た。違います？」

ハッと息を呑むかすかな音

彼女「驚きました？だって、こんな夜中に先
生が、白衣も着ないで来るなんておかしい
でしょう」
私「どうして、白衣を着てないって」
彼女「こんな雪の日は、本当に何も音がしな
いから、聞こえるはずの音がないと却って
気になるんですよ。ここの先生、みんなよ
く糊の効いた白衣を着てらっしゃるから、
必ず動くたびにカサカサ音がするんです。
でも、そんな音全くしないから、白衣は着
てないなって。それと、さっきそこに置い
たの、注射器でしょう。音で分かるの。筋
弛緩剤か何か？」
彼女「あとね、思い出したんです。吉田先生
のお通夜行った時、お名前が違うからおか
しいなって思ったんですよ。どうやら、学
校 ではその まま旧 姓で過 ごしてた みたい
で、ホントは小野寺さんって言うみたい。
旦 那さんは 大きな 病院の 先生だっ て聞き
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ました」
むごすぎます」

私（Ｍ）「私は、たまらず病室を出た。そし
て、二度と彼女に会うことはない」

ＳＥ カラカラと戸が開く音。

彼女「いいんですよ、先生。あなたの好きに
なさって」

― 間 ―

― 間 ―
そして、すすり泣く声（私）
私「す、すみません。私には出来ない」

（了）

私（Ｍ）
「君なら分かってくれると思ってる。
そして、虫のいいお願いだけど、君の近く
にいたら渡してくれないだろうか、この手
紙を、彼女の手紙の代わりに」

私（Ｍ）「これが事の顛末だ。結局、君の復
讐は果たせなかった。でも、同情したとか
そういうのではなくて、ただ、怖気づいた
んだ。ここで事を起こせば、彼女が抱え込
んでるものを、そのまま私が引き継いでし
まうんじゃないかって」

― 間 ―
すすり泣く音だけがしている。
彼女「そう、まだ逝けないの。今なら呼んで
貰えると思ったけど」
― 間 ―
彼女
「じゃあ、
お願い聞いてもらえるかしら。
私の変わりにお手紙出してくれません、神
様 に。私の 声はも う聞い てもくれ ないか
ら」
彼女「一つだけ、聞きたい事があるんです。
どうして、神様はあの子を私の元に遣わし
てくれたのかって。あの子、私の子でなけ
れば、もっと平穏に過ごせたと思うのに。
私を戒めるためと言うなら、神様、それは
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