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僕 ら は 親と し て
大島

行雲

遠 くで 歌が 聞こ え る︒ 距離 的な 遠さ じゃ な い︒ 意識 の遠 さ︒

を見る と︑ 自分 の不 甲斐 なさが 嫌に なる ︒
﹁考え るな ︑考 える な﹂

声には なら ない 声で 呟く と︑勢い をつけ て彼 は立 ち上 がっ た︒

寝室を 出て 居間 へ向 かう︒妻が 夕食の 支度 をし てい る音 に︑娘

の話し 声が 混ざ り合 って いる︒

頭に入 って こな い︒た だの 音︒そ れが徐 々に 徐々 に油 が固 まっ

語の歌 で︑勿 論︑ど の単 語も 全て 知って いる のに 意味 は一 つも

今日は これ から 出勤 なの で︑いつ もより 早く 台所 に立 って いた︒

変え る事 なく 妻が 淡 々と 言う ︒妻 は大 手レ コ ード 店の 店員 だ︒

寝癖が でき てい ない か気 にして 後頭 部を 撫で る彼 に︑表情 を

﹁ぁ： ：起 きた んだ ﹂

ていく 様に 意味 を取 り戻 し始め る ︒意識 が水 の底 から ゆっ くり

彼は学 校で は男 女平 等を 生徒に 教え ︑学 校の 名簿 は男 女混 合な

白濁と した 霧の 向こ うに 霞む様 に低 い歌 声が 流れ てい る︒日本

と浮き 上が って︑その 歌声 を掴 み取る︒まだ 指の 隙間 から 砂粒

のに︑結局 ︑彼 の家 で食事 を作 るの は旧 態依 然と して 殆ど妻 だ︒

料理が 上手 いか らだ と思 う事に して いる が︑男の 言い 訳に 過ぎ

の様に 零れ 落と しな がら ︒
比呂は ︑ぼ んや りと 瞼を 開いた ︒

の後ろ 姿を 見て ︑楽 させ てやれ ない 自分 の不 甲斐 なさ を思 う ︒

ない気 もす る︒ひど く細 く小 柄な 身体に 黒い エプ ロン をし た妻

ポ で 聴い て い た 平 原綾 香 の ア ル バム の 歌 声 が心 地 好 か っ たか

﹁知っ てた んな ら起 こし てくれ てよ かっ たの に︒ＣＤ もか けっ

いつの 間に か眠 って しま ってい たら しい ︒お 気に 入り のコ ン
らか︑ それ とも ︑単 に疲 れてい ただ けな のか ︒

ぱなし だし ﹂

﹁別に 起き る必 要な いで しょ︒休みな んだ から︒ＣＤ かか って

青臭さ の残 る畳 の上 で寝 返りを うっ てう つ伏 せに なり ︑畳 ん
で枕に して いた 座布 団に 両肘を 乗せ て頬 杖を つく ︒確 かに 彼は

る方が 子守 歌代 わり にな りそう だっ たし ﹂

さ っ きま で テ レ ビ で猫 か 鼠 か 分 か らな い 妙 な ぬ いぐ る み が

疲れて いた ︒教師 になっ てか ら ︑も う何 年に なるだ ろう ︒未だ
ても良 くな るど ころ か益 々分か らな くな って ︑自 信を 失っ てい

饅頭を 頬張 って いる 番組 を見て いた 娘が ︑い つの 間に か夫 婦の

﹁パパ ︑子 守歌 だっ てぇ 〜﹂

くばか り︒卒業 式シ ーズ ンに なる と先輩 教師 だけ が毎 年と 言っ

会話 に意 味も 分か ら ず入 り込 んで くる ︒邪 魔 だと は思 わな い︒

に生徒 が掴 めな い︒経 験さ え積 めばと 思っ てい たが︑何年 経っ

て い いく ら い 生 徒 から 花 束 や ら プレ ゼ ン ト やら 貰 っ て い るの
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寧ろ心 地好 い︒世代 間の 差を 平気 で飛び 越え て懐 に入 って くる

のか︒ 彼は キリ スト には なれそ うに ない ︒

のも知 って いる︒どこ まで が許 されて︑どこ から が許 され ない

本を読 んで いた ︒﹃ ハリ ー・ポッ ター﹄の最 新巻 だ︒誕生 日プ

ちら かっ た居 間の 一角 で娘は ぺた んと 床に 座り 込み ︑分 厚い

天真爛 漫さ は ︑子 供だけ が持 つ特 殊能 力だ と思 う︒だが ︑それ
も年を 経る 毎に 弱ま って ︑い ずれ は教師 と生 徒の 間に 冷た い壁
を築き 上げ る︒

レゼン トに ねだ られ て買 ってあ げた それ を︑娘は もう 二度 も三
度も読 み返 して いた ︒

前に娘 が無 邪気 に笑 って 話して くれ た話 を思 い出 す︒小学 校
の ク ラブ 活 動 を 取 材し に 来 た 地 方紙 の 記 者 に明 る く 答 え た娘

﹁そう 言や ︑今 ︑映 画も やって るん だよ な﹂

余計 な事 を言 った︒連れ て行 ってや りた いと は思 う︒時 間と

﹁行き た〜 い﹂

言う と︑ 娘が 目を キラ キラさ せて 本か ら彼 に視 線を 移す ︒

の友達 は︑ 記者 が帰 った 後に言 った らし い︒
﹁ああ 話し た方 が喜 ぶで しょ﹂
ぞっ とし た︒ 悪気 は ない のだ ︒善 意と 言 って もい い︒ でも ︑
自分が 小学 生の 頃︑そ んな 事を 考えた りし ただ ろう か︒様 々な

金に余 裕が あれ ば︒今 の子 供に は金が かか りす ぎる︒塾や ピア

ノや水 泳の 習い 事だ けで なく ︑遊 ぶ玩具 もゲ ーム 機を 代表 とし

意味で 成熟 した 子供 達を ︑教師 は相 手に しな けれ ばな らな い ︒
娘の担 任教 師も また ︑そ う思っ てる だろ うか ︒

三人分 の料 金が かか る︒ 無視で きな い出 費だ った ︒

て高価 なも のば かり だ︒その 上 ︑映 画と なれ ば︑家族 で行 くと

不明に なっ てい た栃 木の 小学校 一年 生の 女の 子が ︑茨 城の 山中

﹁で も︑ 今度 の映 画 も︑ この 本二 冊分 ︑二 時 間で やる んだ よ︒

テレビ は子 供番 組が 終わ り︑ニ ュース が始 まっ てい る︒行 方
で遺体 とな って 発見 され た事を 伝え てい た︒やり きれ なく なっ

なんか ちょ っと 心配︒この 前も 私が一 番好 きな 場面︑全然 短か
ったん だも ん﹂

てテレ ビを 消す ︒
様々な 意味 で道 を踏 み外 した大 人達 を︑今の 子供 達は 相手 に

﹁原作 の映 画化 って のは︑そん なもん だよ︒全部 その まま 映画

化した ら︑ メチ ャメ チャ 長くな っち ゃう だろ ﹂

しなけ れば なら ない ︒
彼もま た︑ その 一人 なの か︒

﹁そう だ︒ 本︑ 返し にい かない と﹂

﹁返し にっ て︑ これ ︑こ の前︑ 買っ てや った のだ ろ﹂

突然 ︑後 ろで 妻が 言っ た︒

この 国に は︑自分 の娘 と同 じ年 頃の女 の子 に異 様な 妄想 を抱
いて手 にか ける 男が いる ︒許 せな い ︒で も︑通勤 電車 や職 場で
ミ ニ スカ ー ト の 女 子高 生 を 見 る と意 識 し て しま う 自 分 が いる
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を閉じ た︒絵 本を 娘に 返し︑寝室 に戻っ て洋 服箪 笥か らジ ージ

妻に 注意 され ︑彼 は開 いて 読み 始めよ うと して いた 娘の 絵本

たんだ ︒麻 由︑ 連れ て︑ 返しに 行っ てく れる ？﹂

ャンを 出し て羽 織る︒居間 に戻 ってみ ると︑娘が 絵本 を開 いて

﹁そう じゃ なく て︑他 に借 りて る本が ある の︒今 日が 期限 だっ
﹁今か ら？ ﹂

読み始 めて いた ︒
﹁ほら ︑行 くぞ ﹂

﹁私︑ 手︑ 離せ ない から ﹂
訊く まで もな かっ た︒馬 鹿な 質問を した︒近所 の図 書館 に本

脱 いだ ま ま 放 置 され て い た 娘 の白 い ジ ャ ンパ ー を 拾 い 上げ

﹁うん ﹂

うなも のだ が︑何 せ物 騒な 世の 中だ︒親 がい ない 時間 なら とも

る︒絵本 を閉 じた 娘は 一度 それ を床に 置い て︑彼 から ジャ ンパ

を返し に行 くぐ らい なら ︑も う小 学校四 年生 の娘 一人 で行 けそ
かく︑父 親が いる のな ら一 緒に 行った 方が いい だろ う︒親 子で

そ ろそ ろなく なり そう だか ら﹂
﹁オッ ケー ︒マ ーガ リン ね﹂

てきて くれ る？

﹁いっ てら っし ゃい ：：あ︑そう だ︒帰 りに マー ガリ ン︑買っ

﹁じゃ ︑行 って くる ﹂

﹁うん ﹂

﹁いい か？ ﹂

小さ な手 ︒握 れば ︑潰 れてし まい そう だ︒

ーを受 け取 って 着る と︑ また絵 本を 手に 持っ た︒

麻由 ﹂
返す の﹂

散歩つ いで も悪 くな い︒
﹁じゃ ︑行 くか ？
﹁うん ﹂
﹁で︑ その 本っ て︑ どれ なんだ ？

何 だか 変わ った 題名だ な︒

娘が 小さ な歩 幅で 居間 を横切 り自 分の 机へ 向か うと ︑一 冊の
絵本を 持っ て彼 の所 に戻 ってき た︒
﹁﹃お 月さ まに 恋し たス ッポン ﹄？
どんな 話？ ﹂

が出て くる のを 待つ ︒

履き 古し たス ニー カー に足を 突っ 込み ︑玄 関の 扉を 開け て娘

﹁その まん まだ な ︒追い かけ ても 無駄 だろ うに ︒何 か﹃よ だか

﹁いっ てき まー す！ ﹂

﹁う〜 ん︑ スッ ポン が月 を好き にな って 追い かけ るの ﹂
の星﹄ ︑思 い出 すな ︒そ んな話 じゃ なか った っけ ？﹂

幼く 高い 声を 娘が 家の 中に投 げ込 んで ︑母 親の 返事 も聞 かず

小走り に出 てき た ︒扉を 閉め ︑鍵を かけ る︒どう せ家 の中 に妻

わか んな い﹂

﹁﹃よ だか の星 ﹄︒ 宮沢 賢治だ よ︒ お前 はま だ読 んで ない か﹂

はいる し︑自 分も すぐ に帰 って くる︒鍵 など 必要 ない かも しれ

﹁ヨダ ？

﹁いつ まで も喋 って ない で﹂
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ないが ︑物 騒な 世の 中だ ︒用心 に越 した 事は ない ︒
娘と 二人︑連れ 立っ て夕 方の 町を歩 く︒近 所の 畑だ った 土地
が掘り 返さ れて︑不動 産会 社の﹁ 分譲中﹂の看 板が 立っ てい る︒
﹁また 新し い家 でき るん だな﹂
娘は 土地 を見 ても 何も 答えな い ︒彼女 に畑 がな くな る意 味が

﹁：： お父 さん ︑あ の人 ︑信号 無視 して たよ ﹂
﹁：： うん ：： ：﹂

すぐ には 何も 答え られ ない︒

﹁いけ ない んだ よね︒学校 の前 で信号 無視 した 男子︑先生 にす
ごい怒 られ てた ﹂

また一 人の 大人 で︑ まし てや一 人の 先生 でも あっ た︒

彼も 隣に 娘が いな かっ たら︑渡って いた かも しれ ない︒彼も

住む家 族に 子供 がい るか ︒い ると すれば 友達 にな れそ うな 子か︒

﹁うん ：：：信 号っ てい うの はな ：：赤 だか ら渡 っち ゃい けな

分かる だろ うか ︒多分 ︑関 心が ある とす れば ︑建 てら れた 家に
そんな とこ ろだ ろう ︒
白くも ない ︒白 に僅 かに 青を溶 かし た様 な︑どっ ちつ かずの 色︒

ある：： 今は ︑麻 由子は ︑ま だ色 んな事 を勉 強中 で分 かん ない

渡っち ゃい けな いん だ︒だ から︑青でも 渡っ ちゃ いけ ない 時も

いん じゃ ない んだ ︒ う〜 ん： ：何 て言 うか ： ：： 危な いか ら︑

片隅に でき そこ ない の鰯 雲が消 え入 りそ うに 浮か んで いた ︒そ

から ︑赤 信号 は渡 っ ちゃ いけ ない けど ︑い つ か自 分で 考え て︑

空 は︑ とて も薄 い 青だ ︒空 色と 言え るほ ど 青く ない ︒で も︑

れらが 日の 光を 失い かけ て︑僅 かに 黒ず み始 めて いる ︒

自分で 決め て︑自 分で 責任 を取 れるよ うに なっ たら︑そう じゃ

ないっ て考 える よう にな るかも しれ ない ﹂

娘が 何か 頻り に喋 って いた ︒本 を斜め 読み する 様に 端々 を聞
いて理 解し︑当た り障 りな い反 応をす る︒蔑 ろに して いる つも

﹁ふ〜 ん： ：： ﹂

自分 は間 違え た事 を教 えてい るだ ろう か︒守る べき 事を 守ら

りはな い︒子 供の 話は 自分 の現 実を忘 れさ せて くれ る︒子 供が
いるか ら不 自由 な事 も多 かった が ︑彼女 がく れる 短い 一瞬 一瞬

なくて もい いと 教え る不 届きな 大人 で不 届き な教 師だ ろう か ︒

でも ︑信 号を 守ら ない 大人は 確実 に存 在す る︒ 自分 もま た ︒

は︑それを 補っ て余 るほ どに 彼を 温かい 気持 ちに させ てく れた︒
ただ ︑い つも 子供 に 集中 し続 けて はい られ な いだ けだ ︒で も︑

あどけ ない 娘の 横顔 を見 下ろす ︒

信号 に紫 なんて ない よ〜 ﹂

娘が 笑う ︒彼 も︑ それ 以上︑ 何も 説明 しな い︒

﹁えぇ 〜っ ！

﹁：：信号 が赤 でも 青で も紫で も︑俺は 麻由 子の 味方 だけど な﹂

後ろめ たく もあ る︒ だか ら︑せ めて 笑顔 で接 しよ うと 試み る ︒
横断 歩道 の前 に来 た︒赤 信号 で二人 は歩 を止 める︒車は 走っ
てこな い ︒向 こう から来 た一 人の 大人 が ︑そ れを確 かめ て ︑赤
信号の まま 渡っ てき た︒ 平然と 二人 の横 を通 り過 ぎて いく ︒
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次の 信号 は何 色だ ろう ︒
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