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幕開き

照明つけっぱなし。
舞台中央にイス。
ヨシダヨシオが座っている。
舞台下手にイス。
アキモトアキラが座っている。

アキラ、ノートのようなものを読んでいる。

アキラ 四月七日。曇り、ときどき雪。
今日から、高校生活スタートというのに、外は寒い。
高校生活には、特に何も期待していない。
平凡に、何事も無く三年間おとなしく過ごすだけだ。
入学式は、周りが知らない人ばかりで緊張したが、式自体はあっさりと終
わった。
担任の先生は、若い女の先生。なんだか、こちらをリラックスさせるのに
必死で、逆に引いてしまう。
そんな中、教室の後ろにいる生徒だけが、爆笑している。

ヨシオ アッ、ハッハハハー…。

ヨシオ、手をたたきながら苦しそう。
ト、ヨシダ、突然立ち上がる。

ヨシオ 自己紹介します。

ト、ヨシダ、なんだか変なメロディーで歌い出す。

ヨシオ ヨシダ、ヨシダ、ヨシダー、ヨシダヨシオー。

アキラ 彼は、ヨシダヨシオ君。まぁ、悪い人ではなさそうだ。

ヨシオ （周囲に）ね、ね、どこ中？え、三内？おれ佃。近いじゃーん。

アキラ 近くはないと思う。

ヨシオ 偶然。俺、ヨシダヨシオ。よろしく。君は？
でさ、ミッチーは、部活何入る？
　

アキラ いきなり、あだ名？

ヨシオ 俺は、野球部。あ、でも高校って、丸刈りなんだよね。
俺似合うかな、ね、どう思う？

アキラ 初対面の人に聞かれても困るだろう。

ヨシオ ホントは、俺、ショートがやりたいんだけど、ま、一年のうちはセカンド
でも、いいかな、なんちゃって。

アキラ うざい。

ト、チャイムが鳴ったらしく、起立。

ヨシオ さようなら。

ト、ヨシオそのまま、伸びをしながら。
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ヨシオ あー、楽しい高校生活になりそうだ。

アキラ 根拠は不明である。

ト、ヨシオ、上手に去りながら。

ヨシオ じゃ、さよなラーメン。

アキラ バカだ。

ト、アキラ、ページをめくる。

アキラ 四月八日。曇り。風が強い。
今日は一日中、学校生活の説明だか、オリエンテーションだかばっかり
だ。
中学校と違って高校は建物が広いので、疲れる。
正直、必要なことだけ、パッ、パッとやってほしい。

ト、ヨシオ、上手から歩いてくる。

ヨシオ ほほう。ここが、調理室。素晴らしいですねぇ。
で、隣が…、調理準備室。まさか。

アキラ 何が、まさか、なんだろう。

ヨシオ ここがカウンセラー・ルーム。あやしい。

アキラ なぜ？

ヨシオ 犯罪のにおいがする。

アキラ だから、なぜ？

ヨシオ こっちが、会議室。うわっ、やばっ。会議室、やばっ。

アキラ 謎の価値観。

ト、ヨシオ、中央のイスに座る。
また、隣の人に。

ヨシオ ねぇ、ねぇ。地学室と生物室、どっちが好き？

ト、チャイムが鳴ったらしい。
起立、礼。
ヨシオ、帰りながら。

ヨシオ じゃ、おつカレーライス。

アキラ やっぱり、バカだ。
ま、しかし、クラスにああいうのが一人くらいいても、大して害にはなら
ないだろう。先生や周りの連中の注意が、あっちに向かっている分には、
むしろ、こっちにとっては好都合だ、そう考えてればいい。
もちろん、それは彼が、自分に無関係な存在であれば、の話だ。

ト、アキラまたページをめくる。
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アキラ 四月九日。晴れ。今日は、一日、テストだった。高校でまだ一時間も授業
をしてないのに、何をテストするのだろう。無意味なテストだ。それで
も、普通の日より、テストは気楽だ。黙って、答案用紙にむかっていれば
いい。それだけで時間が過ぎる。
クラスの中では、もう部活に入って、練習に参加しているやつらもいるら
しい。テストが終わると、すぐに教室で着替え始めている。
きっと、高校生活のスタートが順調にいっていることをアピールしたいん
だろう。
聞こえよがしの声が聞こえる。

ヨシオ 練習、マジ、きついっすわ。

アキラ とか。

ヨシオ 先輩、超やさすぃー。

アキラ とか、いうやつだ。
くだらない、と思うが、それもあと一、二週間のところだろう。
自分には関係ない。そもそも部活動なんて、時間のムダだ。毎日遅くま
で、くたくたになるだけ練習して。おまけに三年間、休みもなく練習し
て、それで一回戦で負けて帰ってくるんなら、ぜんぜん練習しないで負け
ても同じじゃないか。
わからない。
早く家に帰ろうと校門を出たところで、教室に忘れ物をしたのに気付い
た。
進路志望調査用紙だ。
高校に入学して三日目の生徒に卒業後の進路を聞くのもどうかしていると
思うが、保護者のはんこがいる書類だ。仕方ない、教室に取りに戻ろう。
そう思ったのが間違いだった。別に、あんな書類、明日でも良かったの
に。
自転車置き場にヨシダヨシオがいた。
ヨシダヨシオは、空に向かって、何か言っていた。

ト、ヨシオ、空に向けて手を広げながら。

ヨシオ 我は、キリストなり。

アキラ 怪しすぎる。

ト、ヨシオ、今度はしゃがみこんで。

ヨシオ アリさん、俺と出会ってくれて、ありがとうー。

アキラ なんだ、これ。

ヨシオ ん？アリさんにありがとう？
アリにありがとう…。アリにあり…。おもしろすぎる。

ト、ヨシダ、笑い苦しむ。

アキラ 一瞬、僕の体は凍り付いてしまった。呆然と立ち尽くす僕と、ヨシダヨシ
オの目が合った。

ヨシオ あれー、君、確か。

アキラ 僕は、なんと返事していいか分からず、あいまいにお辞儀するしかなかっ
た。
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ヨシダヨシオは、多分、彼なりの解釈力で、僕のどっちつかずの会釈を親
愛の情と受け取ったのだろう。満面の笑みを浮かべて近づいてきた。

ヨシオ あれ、確か、同じクラスだよね。ほら、名簿、前のほうの。

アキラ あ、ああ、はいアキモトです。

ヨシオ ああ、そうだ、アキモト君、アキモト…。

アキラ アキラです。

ヨシオ そうそう、アキモトアキラ君。

アキラ いやな予感がした。

ヨシオ アキモトキラって、なんか変な名前だね。

アキラ ヨシダヨシオに言われたくない。

ヨシオ アキアキって、部活何？

アキラ パンダみたいに呼ばないでほしい。

ヨシオ 俺さ、野球部入ろうと思ってたんだけど、バド部にしたんだ。ね、意外？

アキラ いや、その質問自体が意外だけど…。

ヨシオ ところが、これがさ、マジ、きついの。外周５周してから、シャトルラン
て、ありえないでしょ。

アキラ この状況の方がありえないんですけど…。

ヨシオ あ、アキアキは、何部。

アキラ …。

ヨシオ だったら、バド部どう？今さ、一年男子、奇数でさ。練習とか、半端なん
だよね。

ト、ヨシダ、指で６を作る。

アキラ ヨシダヨシオ、６は偶数だ。

ヨシオ ま、ちょっと、考えておいてよ。

アキラ よかった、とりあえず、この場から逃げられる。
僕は、急いで、自転車に乗った。
そんな僕に、ヨシダヨシオが何気なく言った。

ヨシオ アキアキって、なんかすごい落ち着いた感じだよな。

アキラ 僕は、予想しておくべきだった。この言葉の意味を。
いや、しかし、この世の中に、ヨシダヨシオの行動を予測できる人間な
ど、果たしているのだろうか？

ト、アキラまたページをめくる。

4 ページ



アキラ 四月十日。曇り、のち雨。今日から授業が始まった。
高校最初の授業、ということで、教室の中は、昨日までとは、違った緊張
感があった。
最近の学校というところは、一目見ただけで怖そうな先生というのは、ほ
とんどいない。みな、人当たりがよく、柔和な表情で、明るく生徒に接し
てくれる。これも、マスコミやネットがうるさくコンプライアンスだとか
ガバナンスだとか騒いでくれたおかげだ。
そのかわり、本当は誰が優しくて、誰が冷たい人間なのか、すぐには判断
できない。
もちろん、教師の個々の性質や人がらまで興味なんかない。
僕は、平和に穏やかに三年間を過ごしたいだけなのだ。
ところが、僕の恐れていたことが、入学四日目で起こってしまった。
盲点だった。その日の午後はホームルームの役員を決めることになってい
た。そして、その中心にいたのは、やはり、ヨシダヨシオだった。

ト、イスに座ったヨシダ、そわそわあたりを見回している。

アキラ 「誰か委員長やりたい人いませんか？」
若くて、あまり経験のなさそうな担任が言った。
いるわけがない。
一年の、この時期は、まだクラスの中の序列が決まっていない。
変に目立つことをしたら、周りから変なレッテルを貼られてしまう。
調子にのってるとか、思われたくない。
教室に微妙な雰囲気が漂っている。
高校生は、こういうとき、ほんのわずかな空気の流れも読み取ってしま
う。
担任が、あきらめたような、最初からそうなることは分かっていたような
顔で言った。
「では、誰か委員長にふさわしいと思う人、推薦ありませんか？」
担任の口調には、どこか形式的なところがあった。
こういうとき、高校の先生というのは、事前に誰に委員長をやらせるの
か、大体決めているものだ。
中学校のときに委員長や生徒会役員をやった人間のメモらしいものが担任
の手にある。
「推薦、ありませんね。」
担任が言った。
いないって。この場面で空気を読めない高校生なんているわけがない。

ト、ヨシダ、立ち上がって、手を挙げ。

ヨシオ 先生。

アキラ いた。

ヨシオ あの、アキモトアキラ君がいいと思います。

アキラ なんだと？

ヨシオ アキモト君が委員長にふさわしいと思います。

アキラ 理由を言え、理由を。

ヨシオ 理由ですけど、あの、アキモト君て、なんか落ち着いてるし。

アキラ お前から見れば、みんな落ち着いてるって。
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ヨシオ それに、名簿が一番だから、みんなの先頭に立ってくれるんじゃないか
な、と思って。

アキラ 理由になってない。

ト、ヨシダ、周りに同意を求めるように拍手。

ヨシオ な、みんな、そうだろ。

ト、ヨシダ、拍手をだんだん大きくしていく。
顔も、だんだん笑顔になっていく。

アキラ 僕以外の、クラス全員一致で、僕はクラス委員長に選ばれた。
その日、僕はネットで、今から転校できる高校を調べた。
少なくとも、そんな学校、県内には一つもなかった。

ト、アキラまたページをめくる。

アキラ 五月十五日。晴れ。今日は遠足日和だ。
高校に入学して、およそ一ヶ月が過ぎた。
この間、予定外のことにクラス委員長になったことで、余計な仕事が増え
たが、なんとか無事に過ごすことができている。
遠足は、バスに乗って十和田湖まで行く。
バスは苦手だ、と言うより乗り物全般が苦手だ。
そういうわけで、僕はバスに乗ると早々に酔ってしまった。
十和田湖までは二時間半くらいかかる。
絶望しながら、僕はバスの座席に身を沈め、静かに目を閉じた。

ト、ヨシダ、イスに座った状態で。

ヨシオ 歌います。

アキラ いや、早いな。

ヨシオ 真っ赤なお鼻の　トナカイさんは

アキラ 何、その選曲。

ヨシオ いつもみんなの　わらいもの

アキラ お前がな。

ヨシオ でもその年の　クリスマスの日
サンタのおじさんは　いいました

アキラ まだ五月だろ。

ヨシオ 暗い夜道は　ぴかぴかの
おまえの鼻が　役に立つのさ

アキラ 多分、役に立たない。

ヨシオ いつも泣いてた　トナカイさんは
今宵こそはと　よろこびました

アキラ 終わった。
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ヨシオ じゃあ、りんご。

アキラ ん？

ヨシオ らくだ。

ト、ヨシオ、考えてから。

ヨシオ うし。

アキラ しりとり。

ヨシオ 留守。

ヨシオ ルビー。

ヨシオ ルーレット。

ヨシオ ルービックキューブ。

ヨシオ ルーマニア。

ヨシオ ルクセンブルク。

アキラ 「る」地獄。

ヨシオ ルイ十三世。

ヨシオ ルイ十四世。

ヨシオ ルイ十五世。

アキラ 不毛、不毛のしりとり。

ヨシオ スマスマ、５。

アキラ ゲーム、変わった。

ヨシオ ビンゴ。

アキラ ビンゴ大会。

ヨシオ ウノ。

アキラ ウノっ？

ヨシオ さ、昼めし、昼めし。

アキラ いや、まだバスの中だろ。

ト、ヨシダの弁当サイズが異常にでかい。

ヨシオ いただきまーす。

アキラ 弁当のサイズが異常。

ヨシオ のり弁、うまっ。
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アキラ ほぼ炭水化物。

アキラ こうして、ヨシダヨシオは、十和田湖に着くまで、ずっと騒ぎ続けた。
僕は、眠ることもできず、バスの中の時間を過ごした。
一つだけ良かったことは、ヨシダヨシオの騒がしさのせいで、乗り物酔い
のことを忘れられたことだ。
ちなみに、帰りのバスの中、ヨシダヨシオは疲れたのか、ずっと爆睡して
一言もしゃべらなかった。

ト、アキラまたページをめくる。
ト、ヨシダ、机の上でテストを解いている。
全然わかってない感じ。

アキラ 六月三十日。曇り。期末テスト初日。
今日は、英語表現と数Ⅰ、それに現代社会のテストがあった。

アキラ 英語と現社は楽勝だった。
数学は、予想していたのとは違う問題で焦ったが、ま、なんとか平均以上
はとれるだろう。
ヨシダヨシオは、テスト期間で部活がないせいか、急いで帰って行った。

ヨシオ それじゃ、ジャージャー麺。

アキラ 僕も、特に学校にいる理由もないので、すぐに帰ることにした。
放課後の学校で、友達と勉強するというメンタリティが理解できない。
家に帰って一人で勉強する方が、効率がいいに決まっている。
明日は、古典と化学基礎のテストがある。
帰り道、学校の近くの割と大きな交差点にヨシダヨシオがいた。
何やらお年寄りと話している。

ヨシオ なに、おばあちゃん、ここ渡るの？

ト、ヨシダ、背を屈めるように老婆と話している。

アキラ どうやら、老婆は足が悪いらしく交差点を渡れずに困っているらしい。

ヨシオ しょうがないなぁ。

ト、ヨシダ、老婆を背負うマイム。

ヨシオ おばあちゃん、荷物貸して。

片手で老婆の荷物を持つ。

ヨシオ おばあちゃん、この辺の人？西大野？へー。俺、佃。近いね。

アキラ その時、僕が、どうしてそんな行動をとったのかは、今でもわからない。
ともかく僕は、自転車を走らせた。
老婆を背負うヨシダヨシオに追いついて、僕は言った。
「何か手伝おうか？」と。
ヨシダヨシオは、笑いながら答えた。

ヨシオ おー、委員長。じゃ、悪いけど、これ持ってくれね？

ト、ヨシダ、老婆の荷物を差し出す。
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アキラ 僕は、ヨシダヨシオから老婆の荷物を受け取った。
その荷物の中は、近所のスーパーで買ったらしい食材が詰まっていた。
意外に重いその荷物に、僕はちょっと驚いた。
そして、老婆の細い腕と脚を見たら、なんだか切なかった。
そして、ヨシダヨシオが僕に聞く。

ヨシオ 委員長、家、どの辺？

アキラ 幸畑。

ヨシオ 俺、佃。近いじゃん。

アキラ 「だから近くないって」とは言わなかった。
僕は、一言「そうだね」と答えた。
ヨシダヨシオはなぜか満足そうに笑って、

ヨシオ よいしょっ。

アキラ とか言って、老婆を背負う腕に力を入れ直した。
止まってくれた車に向かって。

ヨシオ あざーす。

アキラ とあいさつなんかしている。
交差点を渡り終わると、老婆は何度も僕たちに頭を下げて立ち去っていっ
た。
ゆっくり、ゆっくり遠ざかっていく老婆の曲がった背中を見送ってから、
ヨシダヨシオは言った。

ヨシオ 委員長、サンキュー。

アキラ その顔は、なんだか少し照れくさそうだった。

ヨシオ じゃ、またあし担担麺。

（ここで、ヨシダ、急いで着替え。簡単な女装）

アキラ やっぱり、ヨシダヨシオはバカだ。
でも、悪い奴じゃない。
ヨシダヨシオは、今渡ってきたばかりの交差点を戻っていった。
すぐそこに彼の自転車が止めてあった。
そして、自転車に乗ると、僕に手を振った。
ヨシダヨシオは、大きく大きく僕に手を振った。
僕は、その何分の一かの小ささで手を振った。
ヨシダヨシオの自転車はキイキイと変な音を立てた。

ト、アキラまたページをめくる。

アキラ 七月十四日。雨、のち曇り。
文化祭のことは思い出したくない。
文化祭のステージ発表のことを話し合っているうちに、クラスの男子全員
で女装をして、ダンスを踊ることになってしまった。
もちろん言い出したのはヨシダヨシオだ。
ヨシダヨシオは、練習からハイテンションだった。

ト、ヨシダ、舞台上手から登場。
中途半端な女装をしている。
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多分金髪のカツラ。

ヨシオ みんな、お待たせー。
ワンツースリーフォー。
右、右、右、右。
ひーだーり。

ト、ヨシダ、アキラの方を見て。

ヨシオ みんなー、笑顔ー。

ト、ヨシダ、両方の人差し指で口角を上げてみせる。
アキラ、下手に退場

ヨシオ ハイハイハイハイー。
ワンツースリーフォー。

ト、ヨシダ、アキラを促す感じで。

ヨシオ 委員長、早くー。

アキラ、下手から女装して登場。
半ばヤケクソ気味に踊る。

ヨシオ 右、右、右、右。
ひーだーり。
ワンツースリーフォー。

ヨシオ オッケー、オケ丸水産。

アキラ、ちょっと呆然としている。

ヨシオ 委員長、かわいい。

ヨシダ、アロハの形で、指をフリフリしている。
アキラ、ため息をついて、かつらを下手袖に投げ捨てる。

（ヨシダ、ここで着替え。ジャージ）

アキラ もちろん、一夜漬けの練習でうまくいくはずもなく、本番はグダグダだっ
た。でも、そこは文化祭特有の変なノリのせいで、妙に受けていた。
それにしても、「委員長なんだからセンターで決まり」というヨシダヨシ
オの理論には、文化祭が終わった今でも納得ができない。

アキラ 文化祭の準備の時だったと思う。
ヨシダヨシオと同じ中学だったという女子から聞いた話だ。
ヨシダヨシオはおばあさんと二人暮らしなのだという。
なんでも、ヨシダヨシオは元々岩手の方に住んでいたらしい。
小学校２年の時、東日本大震災があった。
その時、ヨシダヨシシオは両親と妹を亡くしたらしい。
ヨシダヨシオは、一瞬で孤児になってしまったのだ。
その後、母親の実家のある青森に越してきて、おばあさんと暮らし始めた
のだという。
僕は、文化祭準備の手を止めずに、その話を聞いていた。
聞いているうちに、だんだん腹がたってきた。
そんな話を、僕に言う女子に腹が立ってきた。
地震とか、津波とかに腹が立ってきた。
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青森にいて、大した被害もなかったのに、オロオロしていた僕の両親に腹
が立ってきた。
震災なんて、もう過去のことだと振る舞う周囲の大人に腹が立ってきた。
なにより、ヨシダヨシオの屈託のない笑顔の陰にあるものに気づかなかっ
た僕自身に腹が立ってきた。

ト、アキラまたページをめくる。

アキラ ９月２０日。快晴。運動会。
運動会とか、球技大会とかいうものがなぜ存在するのか。
それは、多分、学校中の「運動しかとりえのない生徒」の不満を解消する
ためだ。
いわゆるガス抜き、とかいうやつだ。
そうやって学校の平和と秩序は保たれる。
そういった学校運営上の都合はともかく、運動会が始まった。
ヨシダヨシオは三年生のサトウサトコさんと一緒に選手宣誓をした。

ヨシダ、舞台中央で、右手を上げ、宣誓のポーズ。
左側を見て、小さく「せーの」とか言ってから。

ヨシオ 宣誓。

サトウ、横で「私たち」と言っている。
ヨシダ、その横でサトウさんをチラチラ見ながら、タイミングを測る。

ヨシオ 僕たち。

サトウ、「選手」

ヨシオ 一同は。

サトウ、「スポーツマンシップに」

ヨシオ のっとり。

サトウ、「正々」

ヨシオ 堂々。

サトウ、「プレイ」

ヨシオ することを

サトウ、「誓い」

ヨシオ ます。

アキラ 区切りすぎだろ。

ヨシダ、スタートのポーズ。

アキラ 最初の競技は１００ｍ走だ。

ヨシオ 位置について、よーい、どん。

ト、ヨシダ、全力で足踏み、少しずつ前に進み、ゴール
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ヨシオ うおーっし。よし。よし。

ト、ヨシダ、全身で喜びを表す。

アキラ 喜びすぎ。

ト、ヨシダ、今度は応援。

ヨシオ いいぞ、一組、がんばれ、よーし。

ト、ヨシダ、またスタートの構え。

ヨシオ よーい、どん。

ト、ヨシダ、競歩の歩き。

アキラ 競歩。運動会で競歩。

ト、ヨシダ、戻ってきて長縄跳びを淡々と飛び始める。

アキラ 長縄跳び。

ト、ヨシダ、縄にひっかかったらしい。
後ろの人に謝り始める。

ヨシオ 悪い、悪い。

ト、ヨシダ、また飛び始める。
今度はすぐにひっかかる。
今回は、前よりも謝り方がくどい。

ヨシオ ごめん。悪い。次、次はちゃんと飛ぶから。いや、ほんと。まじまじま
じ。

ト、一回でひっかかる。

ヨシオ ごめん。ホンと悪い。俺が全面的に悪い。もう、全部俺の責任。

ト、ヨシダ、土下座しながら。

ヨシオ 謝る。ほら、この通り。二度としません。許してください。

アキラ いいから跳べよ。

ト、ヨシダ、今度は綱引きの応援。

ヨシオ オー、エス。オー、エス。オー、エス。

アキラ 綱引き。

ヨシオ いいよ、もっと引いて。
引いて、引いて。
低く。低く。
はい、もっと自分を追い込んで。
ここ、ここ。上腕二頭筋を意識して。
はい、筋肉が喜んでますよ。
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アキラ ライザップ。

ヨシオ オー、エス。オー、エス。オー、エス。

ト、ヨシダ、そのまま、どんどん上手に下がっていく。

ヨシオ オー、エス。オー、エス。オー、エス…。

アキラ 誰か止めろよ。

ト、ヨシダ、上手から戻ってくる。
パン食い競争らしい。
頭上のパンにかじりつこうとする。

アキラ パン食い競争。

ト、ヨシダ、パンを取ったらしく、前に一、二歩進む。
ト、ヨシダ、立ち止まってパンを食べ始める。

アキラ 味わってる。

ト、ヨシダ、どこからともなく、牛乳を取り出して飲む。

アキラ 牛乳まで。

ト、ヨシダ、またスタートの構え。

ヨシオ よーい、どん。

ト、ヨシダ、今度は後ろ向きにダッシュ。

アキラ 何の競技だ？

ト、ヨシダ、舞台中央に座る。

ヨシオ さ、飯だ、飯だ。

ト、ヨシダ、おにぎりを取り出す。
やはり、サイズが異常。

ヨシオ いただきまーす。

アキラ おにぎりのサイズが異常。

ヨシオ 塩おにぎり、うめー。

アキラ やはり炭水化物。

ト、ヨシダ、また応援。

ヨシオ いいぞ、一組、がんばれ。

ト、ヨシダの応援、徐々に熱を帯び始める。

ヨシオ よし、いけ、いけ、いけ。
おし、来た来た、いいぞ三組。三組、がんばれ。
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ト、アキラ「ん？」という表情。

ヨシオ よし、いけ、まくれまくれ、よしよしよし、いけー、まくれ、死ぬ気でま
くれ。
差せ、差せ、おら根性見せろよ、おし、おし、おーし。

ト、ヨシダ、尻ポケットから競輪新聞のようなものと赤エンピツを出し
て、なにやら書きながら。

ヨシオ よーし、取った。

アキラ お前、いくら賭けてた。

ト、ヨシダ、スプーンの上にピンポン玉を乗せて登場。

おっとっと、とかやってる。

アキラ ピンポンレース。

ト、ヨシダ、ピンポン玉を遠く（袖奥）へ落としてしまう。
二人、微妙に声を合わせて。

二人 あ。

ト、ヨシダ、一度あたりを確認してから、ポケットからもう一個ピンポン
玉を取り出す。
ニヤリと笑って、ピンポン玉をスプーンに載せて走り出す。

アキラ だめだろ。

ヨシダ、誰かと肩を組んでいる感じ。

アキラ 二人三脚。

ト、ヨシダ、隣のパートナーと足を結びながら。

ヨシオ 掛け声は、いっち、に、いっち、に、だから。
いい、いっち、に、いっち、に、ね。
右足から、いこう。

ヨシオ いっせーの。いち、にぃ…。

ト、ヨシダ、転ぶ。
ペアの相手に、「合わせて、合わせて。」とか言いながら立ち上がる。

ヨシオ じゃ、もう一回。右から、右から。いっせーの。いち、にっ…。

ト、ヨシダ、また転ぶ。

ヨシオ あれ、おっかしいな。

ト、ヨシダ、自分の右足を指差しながら。

ヨシオ いい、右からだよ、右から。

ト、ヨシダ、また転ぶ。

14 ページ



アキラ ヨシダヨシオ、お前が指差してるのは、相手にとっては左足だ。

ト、ヨシダ、上手袖から走りこんでくる。
舞台上手で、封筒から紙を取り出すマイム。

アキラ 借り物競争。

ヨシダ、紙に書いてある文字を読む。

ヨシオ えっと、何、これ。え、どうしよう。

ト、ヨシダ、ハッと気付いて、周囲を見回す。

ヨシオ 委員長、委員長。

ト、ヨシダ、アキラを見つける。
アキラ、ヨシダ、目が合う。
ヨシダ、アキラに駆け寄る
アキラも一歩二歩、ヨシダの方へ。

ヨシオ 委員長！

ト、二人、手を握る。
舞台中央で走ってる感じ。

アキラ 僕は、ヨシダヨシオの声に、何も考えず手を差し出した。
走りながら、ヨシダヨシオが言った。

ヨシオ 委員長、がんばれ、あいつを抜いたら一位だぞ。

アキラ 前を見ると、ほかのクラスのやつが、なんだかＰＴＡのおばちゃんを背
負ってヨロヨロと走っている。

ヨシオ 委員長。

アキラ 大丈夫、抜ける。

アキラ 僕は全力で走った。
ヨシダヨシオは、ぐいぐいと僕を引っ張っていく。
ゴール直前、きわどいところでテープを切った。
体育委員が「１」と書いた旗を、僕たちのところに持ってくる。
勝った。

ヨシオ 委員長。やった。

アキラ そう言って、ヨシダヨシオと僕は抱き合った。
痛いなぁ、もう、と思いながら。
僕は、しかし、力が抜けて、その場にしゃがみこんでしまった。
ヨシダヨシオは「１番」のポーズで、指を点に突き出していた。
そのときの二人の様子は、傍から見て、かなりこっ恥ずかしい物だっただ
ろう。

ト、アキラ、足元に落ちた紙に気付き、拾い上げる。

アキラ 僕は、ヨシダヨシオが落とした紙を何気なく拾い上げた。
そこには「クラスで一番むっつりスケベな人」と書いてあった。
ヨシダヨシオ、お前は、そういう目で僕を見ていたのか。
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アキラ 運動会の次の日は球技大会だった。

ヨシオ 何、その日程？

アキラ ヨシダヨシオは、ドッジボールに出場し、決勝まで勝ち進んだ。
そして、最後の一人になっても、逃げ続けていた。

ヨシダ、「ヘイヘイ」とか「まだまだ」とか言いながら逃げ続ける。
しばらく、動いてへとへとになったころに。

ヨシオ ねぇ、委員長、これいつまで続くの。

アキラ 決勝戦は時間無制限だった。

ヨシオ 無理ー。

ト、ヨシダ、倒れこむ。
両脇を抱えられて退場。

ト、アキラまたページをめくる。

アキラ １１月１５日。晴れ、のち曇り。
二学期も、このころになると行事らしい行事もない。
平和で穏やかな日々が続く。
それでも、ヨシダヨシオはヨシダヨシオのままだ。
彼の変な発言は、掃除の時間に多い。
ヨシダヨシオは、自分が掃除当番でもないのに、教室掃除を手伝ってい
る。

ト、ヨシダ、ほうきかモップを動かしながら。

ヨシオ 俺、一日で掃除の時間が一番好き。

アキラ とことん変わっている。

ヨシオ 俺、生まれ変わったらカタール人になりたい。

アキラ カタール？

ヨシオ あのさ、コカコーラとペプシコーラを混ぜるとメッツコーラ味になるって
知ってた？

アキラ それぞれで飲めよ。

ヨシオ あとさ、いろはすとエヴイアンを混ぜるとアルプスの天然水味になるって
知ってた。

アキラ いや、微妙だな、それ。

ヨシオ モホロビチッチ不連続面って、妙に印象に残るよな。

アキラ 確かに。

ヨシオ 略してモホ面。ぷっ。

アキラ 笑うな。
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ヨシオ マツコデラックスと金正恩って似てるよね。

アキラ 失礼だろ、どっちかに。

ヨシオ 持続可能な年金制度を包括的に考えるべきだよ。

アキラ まじめか。

ヨシオ あのさ、ヒアルロン酸って、ホントはヒアルロンちゃん、って呼ばれたい
んじゃないかな。

アキラ 酸の意味が違うだろ。

ヨシオ お前さ、仲間はずれにされた冥王星の気持ちなってみろよ。

アキラ 無理。冥王星の気持ち、無理。

ト、ヨシダ上手に退場。

アキラ そんなヨシダヨシオが、最近、掃除に来なくなった。
うわさでは、部活もやめたらしい。
いや、別にヨシダヨシオのことを心配しているわけではない。
ただ、委員長として、ちょっと気にしているだけだ。

ト、アキラまたページをめくる。

アキラ １２月１９日。曇り、ときどき雪。
朝から降り続いている雪が、うっすらと積もり始めてきた。
二学期の終業式の日、僕たちは教室の大掃除に取り掛かっていた。
どうせ明日から冬休みの講習が始まるので、別に今日でなくてもいいのだ
が、物事には区切りというものが大事らしい。
その日は、珍しくヨシダヨシオが掃除の手伝いに来ていた。
彼は、区切りを大切にするタイプらしい。
掃除をしながら、ヨシダヨシオが言う。

ヨシオ いや、俺、講習出ないんすよ。

ヨシオ ちょっとばあちゃんが入院してさ。

ヨシオ だから、バイトっても、生活費稼ぎだって。

ヨシオ 東大野に、お酒のディスカウントストアあるじゃないですか。
そこの倉庫仕事とか配達っす。え？いや、チャリで。

アキラ そばで聞いていて僕は、
そうかヨシダヨシオも大変なんだな、と思った。
明日からしばらくヨシダヨシオに会う事もないんだな、と思った。
なぜだろう。
その時、僕は胸がざわついた。
まさか、僕は寂しいなんて思ってるんじゃないよな。
僕は頭を振って、そのへんてこな感情を追い払った。
雪はまだ降り続いていた。
少しずつ、外の景色が白く染まっていく。

ト、アキラまたページをめくる。
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アキラ １２月２０日。曇り。
道路には、昨日の雪が積もったまま、溶けずにいる。
とても歩きづらい歩道を、僕は歩いて学校に向かっていた。
今日から、講習が始まる。
僕は、ふと今日からバイトを始めるらしいヨシダヨシオのことを思った。
と、ちょうどその時。
反対側の歩道の方から、声が聞こえた。

ト、ヨシダ、自転車に乗っている体で。

ヨシオ 委員長、おーい、委員長。

アキラ ヨシダヨシオは、いつだったかみたいに大きく大きく手を振っていた。
そして、ただ、同じことを言っていた。

ヨシオ 委員長、委員長。

ト、ヨシダ退場。

アキラ 僕は、ヨシダヨシオに手を振り返した。いつだったかよりは、ほんの少し
大きく。

ト、アキラ、手を振る。
ト、アキラ、その手をゆっくりと下ろす。

ト、アキラまたページをめくる。

アキラ １２月２1日。雨まじりの雪。講習2日目。
昨日までに比べると、少し暖かい。
学校に来る途中、忘れ物に気付いた僕は一度、家に引き返した。
そのせいで、教室に入ったときは、遅刻ギリギリだった。
ふと、教室の空気が、いつもと違う気がする。
すぐに、担任の先生が教室に入ってきた。
違う。
先生の雰囲気も、クラスメイトの様子も、いつもと違う。
周りの生徒たちは、黙って先生の言葉を待っている。
担任が、顔を上げた。
とっさに、僕は思った。
待て。
担任が口を開く。
先生、言うな。
「皆さんに、お伝えしなければ、ならないことがあります。」
担任は、ゆっくりと言った。
ダメだ、先生、その先を言っちゃいけない。
言ってしまったら、もう戻れない。
僕は、祈った。
何に祈ったのかも、何を祈ったのかも分からない。
ただ、祈った。
先生が、言った。
「昨日、ヨシダヨシオ君が、亡くなりました。」

ト、アキラまたページをめくる。

アキラ １２月２２日。曇り。講習3日目。
教室の空気は重い。
誰もが、ヨシダヨシオの死を受け止められずにいるのだ。
担任は、交通事故だったとしか言わなかった。
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誰かが、アルバイトで配達の途中だったと言った。
交差点でスピードを出しすぎた自動車に轢かれたのだ、と誰かが言った。
いや、実は自ら車の前に飛び出したのだ、と言う者もいた。
ヨシダヨシオが、なぜ死んだのか。
なぜ死ななければならなかったのか、本当のところ誰も分からなかった。
ただ、一つ、誰かが言っていたことに、僕は引っかかっていた。
ヨシダヨシオの自転車は、交差点の手前にきちんと止めてあったのだとい
う。
ヨシダヨシオは、また誰かを助けようとしたのではないか、僕はそう思っ
た。

ト、アキラまたページをめくる。
ト、ヨシダ、舞台中央イスに座る。

アキラ １２月２３日。曇り。
ヨシダヨシオの通夜が行われた。
遺族の希望で、あまり大勢の人には来てほしくはない、ということだっ
た。
クラスを代表して、僕が参列することになった。
大きな祭儀場の中の、小さな一室にこじんまりとした祭壇がしつらえて
あった。
真ん中にある、白い木の箱。
ヨシダヨシオの棺おけ。
僕は、その箱の中にヨシダヨシオが横たわっていることが、どうしても想
像できなかった。
だって、ヨシダヨシオは静かに横たわっていられるようなやつじゃない。
しかし、確かにその上にはヨシダヨシオの遺影が飾られていた。
その遺影は、多分遠足で撮った写真だろう。
遺影の中で、ヨシダヨシオは満面の笑みで笑っていた。

ト、ヨシダ、ここで満面の笑み。

アキラ 遺族席には、ヨシダヨシオのおばあさんが、車椅子に座っていた。
悲しいのか、悔しいのか、怒っているのか、よく分からない表情で座って
いた。
僕は、ただ、ずっと遺影の中のヨシダヨシオを見ていた。
その顔は、遠足のバスの中と同じで、今にも「赤鼻のトナカイ」を歌いだ
しそうだった。

ト、ヨシダ、小さく「赤鼻のトナカイ」を歌いだす。
アキラ、それにかぶせるようにセリフ。

アキラ おい、ヨシダヨシオ、理由を言え。
なぜ、死んだ。
なぜ急にいなくなった。
答えろよ、ヨシダヨシオ。
お前は、いつもいつも自分勝手なんだよ。
少しは、周りのことも考えろ。
お前は、何を考えていた？
お前は、何を感じていた？
お前は、何を抱えていた？
答えろよ、ヨシダヨシオ。

ト、アキラ、やや声を落とし。

アキラ 「ご焼香を」と誰かが言った。
僕は、見よう見まねで焼香をし、手を合わせた。
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席に戻るときに、遺族席の前にさしかかった。
周りの大人たちは、何かお悔やみの言葉を言っている。
僕は、ヨシダヨシオのおばあさんの前で立ち止まった。
でも、何と言えばいいのかわからなかった。
震災で娘夫婦を亡くし、かわいい盛りの孫娘を亡くし、そして今、たった
一人残った孫息子を亡くした彼女にどんなかける言葉があるというのだろ
う。
立ち尽くす僕に、彼女は聞いた。
「あなたは…？」
とっさに僕は答えた。
ヨシオ君の、…友達です。
「そう。」
ヨシダヨシオのおばあちゃんは、そう言って、涙でぐちゃぐちゃのまま、
笑顔を見せた。
意外と言うか、当然と言うか、その顔はヨシダヨシオに似ていた。

ト、ヨシダ、静かに退場。
アキラ、また朗読の位置へ。

ト、アキラまたページをめくる。

アキラ ３月１２日。曇りのち晴れ。期末テスト最終日。
時間は、少しずつ、少しずつ流れていく。
季節は、ゆっくりと春に向かっていく。
ヨシダヨシオが使っていたイスと机は、いつの間にか片付けられていた。
もう、このごろは、ヨシダヨシオのことを話題に出す人もいなくなった。
教室の掲示板には、クラス全員で撮った遠足の集合写真がまだ貼ってあっ
た。
この教室にヨシダヨシオがいた痕跡は、それくらいしか残っていなかっ
た。
期末テストは、どの科目も、そこそこ出来ただろう。
だが、僕は現代文のテストの最後の問題のことを考えていた。
「問八　傍線部⑤とあるが、このとき登場人物の『僕』は、これからどの
ように生きていこうと決意したか。三十字以内で述べよ。」
そんな問題だった。
難しい問題だ。
なあ、ヨシダヨシオ。
僕はこれから、どう生きていこうとしているんだろう。
僕の人生のどこかに傍線は引かれていたのだろうか。
どうすれば、僕はその傍線に気付くことが出来るのだろうか。
その解答は三十字以内で答えられるものだろうか。
解答用紙は、一体、どこに提出すればいいのだろうか。
ヨシダヨシオなら、どう答えるだろうか。
写真の中のヨシダヨシオは何も答えずに、ただ笑っている。

ト、アキラ、ノートから顔を上げて、遠くを見る。
ヨシダ、上手から登場。

アキラ その時、僕は、ヨシダヨシオの声を聞いた。
その声は、どこか遠くから僕に向かって言っている。

ト、ヨシダ、大きく手を振りながら。

ヨシオ おーい、おーい。

アキラ どこだ、ヨシダヨシオ、どこにいる。
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ヨシオ おーい、委員長、委員長、おーい。

アキラ ヨシダヨシオっ。

ヨシオ おーい、委員長、おーい。

ト、アキラも手を振る。

アキラ 僕は、手を振った。
今度は、大きく、大きく、手を振った。
ヨシダヨシオに向かって、手を振った。

ヨシオ おーい、委員長。俺と出会ってくれてありがとう。

アキラ バカヤロー、ヨシダヨシオ。それはこっちのセリフだ。

幕
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