︵５枚プロット︶

︵第１稿︶

作 山口 ひろたか

梅雨があけたら

登場人物
０︶⁝⁝小学校４年
松田広太︵ １
５︶⁝⁝広太の祖父
〃 芳郎︵ ６

〃 華 ︵８︶⁝⁝小学校２年
０︶⁝⁝小学校４年
野田武史︵ １
０︶⁝⁝小学校４年・広太の親友
広瀬洋一︵ １

アツシ

○ Ｐ１〜Ｐ６は生徒作品
○ Ｐ７〜Ｐ８は塾長の批評
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晴れ の国 ・岡 山の 梅雨 は短い ︒夏 休み を間
近に控 えた クラ スで は︑ 休み半 ばに ある ﹃地
蔵祭﹄ の話 題で 持ち 切り ︒ハッ ピを 着て 小さ
な御輿 を担 ぐ地 蔵祭 は︑ 地元の 子供 たち の大
きな楽 しみ なの だ︒ そん な騒ぎ から 身を 遠ざ
０︶ が 机 に 突 っ 伏 し て
けるように松田広太︵ １

いる ︒
﹁広ち ゃん ︑担が んの ？﹂クラ スの 野田
０︶ が 広 太 に 声 を か け る が 無 視 ︒ 広 太
武史︵ １

は馴れ 馴れ しい 野田 を疎 ましく 思っ てい る︒
一ヶ月 前︑ 親の 転勤 で京 都から 岡山 に引 っ越
０︶ は こ こ に 馴 染 め な い
してきた松田広太︵ １

でいた︒
夏休 みに 入っ たが ︑ま だ雨が やま ない ︒広
太の家 では ︑昼 間共 働き の両親 に代 わっ て祖
５︶ が ︑ 広 太 と 妹 の 華 の 面 倒 を 見
母の芳郎︵ ６

ている ︒芳 郎は ︑ク ーラ ーを効 かせ た部 屋で
パソコ ンや ゲー ムに 熱中 する広 太が 心配 でし
ょうが ない ︒そ こへ 華の 友達が やっ てき て地
蔵祭の 御輿 の練 習を する ︒広太 は︑ 何の 抵抗
もなくここに馴染んだ華のことが許せない︒
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メー ルで 京都 の親 友・広瀬 洋一︵ ０
１︶に﹁ 家
の中に お化 けが いる ﹂な どと送 ると ︑広 瀬も
同じよ うな メー ルを 返し てくる ︒広 太は ︑広
瀬が同じ思いでいることが嬉しい︒
相変 わら ず部 屋に こも りっき りの 広太 ︒あ
る日コ ンビ ニに 行く と︑ クラス の同 級生 と出
くわす ︒そ の中 には 野田 もいて ﹁一 緒に 遊ぼ
う﹂と 誘っ てく るが ︑広 太は無 視す る︒ 返っ
てパソ コン を見 ると 広瀬 から﹁ 友達 はで きま
したか ？﹂ のメ ール が届 いてい る︒ 広瀬 に弱
みを見 せた くな い広 太は ︑
﹁ま あ︑一応 ﹂など
と︑思わず嘘を返す︒
毎日 やっ て来 る華 の友 達︒地 蔵祭 の振 り付
けで家 は騒 がし い︒ 毎日 一人部 屋で 遊ぶ 広太
は︑騒 音よ りも 友達 と仲 良く遊 ぶ華 がう っと
うしい ︒広 太は ︑家 に誰 もいな いと きを 見計
らって︑華のハッピを捨ててしまう︒
ハッ ピが なく なっ てい ること に気 付い た加
奈は大 泣き する が︑ 芳郎 が﹁ま た作 って やる
で﹂と なぐ さめ る︒ バツ の悪い 広太 はま すま
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す自分 の世 界に 没頭 して いき︑ 広瀬 への 嘘の
メールも次第にエスカレートしていく︒
そん なあ る日 ︑広 太の 家に野 田が やっ てく
る︒最初 ︑
居 留守 を使 って いた広 太だ った が︑
芳郎が 勝手 に野 田を 部屋 に入れ る︒ 仕方 なく
野田と 遊ぶ 広太 だっ たが ︑最新 のゲ ーム ︑パ
ソコン を見 たこ とが ない 野田は こと ある ごと
に驚嘆 し︑ 広太 を褒 める ︒そん な野 田に 広太
は少し 得意 げ︒ 帰り 際︑ 野田が 再び 広太 を地
蔵祭に 誘う が︑ 広太 は何 も答え ない ︒そ んな
広太を芳郎が黙って見ている︒
度々 ︑野 田は 広太 の家 に遊び にく るよ うに
なる︒ ある 日︑ 芳郎 が広 太と華 を呼 び手 作り
のハッ ピを 渡す ︒そ れを 見た野 田は ﹁広 ちゃ
ん︑御輿 やる んじゃ ！ ﹂
と 広太の 参加 を喜 ぶ︒
そんな 野田 に︑ 広太 は思 わず﹁ 馴れ 馴れ しく
するの はや めろ ﹂と 罵声 を浴び せて しま う︒
それを 見て いた 芳郎 は広 太の頬 を打 つ︒ 広太
は思わず家を飛び出してしまう︒
京都 の街 中を 広太 が歩 いてい る︒ あん な場
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所は自 分の 住む とこ ろで はない ⁝⁝ 一人 で電
車に乗 って 京都 に帰 って きた広 太は ︑昔 ︑自
分が住 んで いた マン ショ ンを訪 ねる が︑ すで
に新し い家 族が 入っ てい た︒し ばら くシ ョッ
クを受 けた 様子 の広 太だ ったが ︑思 い立 ち広
瀬へ電話をかける︒
なじ みの ゲー ムセ ンタ ーで合 流し た２ 人︒
広瀬は 突然 やっ てき た広 太に驚 いた が︑ 仲間
に連絡 を回 し︑ 同級 生を 集めて いた ︒久 しぶ
りに仲 間と 盛り 上が るが ︑そこ には 見慣 れな
い顔一 人が 混じ って いる ︒
﹁紹 介す るよ︒アツ
シ﹂見 慣れ ない 顔は ︑広 太が転 校し てす ぐに
やって 来た 同級 生ら しい ︒すで に仲 間た ちに
溶け込 んで いる アツ シ︒ 自分の 入れ 代わ りで
やって きた アツ シが ︑チ ヤホヤ され るの が広
太は悔しい︒
広瀬 の家 で︑ 広太 は反 発心か らア ツシ のこ
とを﹁ 生け 好か ない 奴だ ﹂と罵 る︒ しか し広
瀬は︑ アツ シは こっ ちに きて馴 染も うと 頑張
ったの だと かば う︒ 親友 の意外 な言 葉に 戸惑
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う広太 ︒や がて 広瀬 の親 から連 絡を 受け た芳
郎がや って くる︒帰り 際︑
﹁今度 はあ っち の友
達紹介 しろ よ﹂ と広 瀬に 言われ ︑広 太は 泣き
そうになる︒
岡山 への 帰り の電 車︒ 怒られ ると 思っ てい
たはず の芳 郎が 何も 言わ ない︒ 黙っ てい る広
太に芳 郎は 黙っ てハ ッピ を渡す ︒﹁と りあ えず
地蔵祭 でら れい ﹂優 しく 諭され ︑広 太は 堪ら
ず芳郎の胸元で泣きじゃくる︒
地蔵 祭を 一週 間前 にひ かえ︑ 小さ な町 は何
処かし こで 祭の 準備 をし ている ︒広 太の 家に
野田が やっ てく る︒﹁ま たゲ ーム して たん？ ﹂
﹁うる せえ ﹂夜 更か しで 眠気眼 の広 太を 強引
に連れ 出そ うと する 野田 に︑芳 郎が ハッ ピを
渡そう とす る︒ しか し﹁ 野田に 借り るか らい
い﹂広 太は 芳郎 のハ ッピ はいら ない と駆 け出
してい く︒ 岡山 の短 い梅 雨が終 わり ︑蝉 の声
が聴こ える ︒芳 郎は 笑顔 で広太 の後 ろ姿 を見
送った︒
︵終わり︶

6

梅雨あけ宣言
５枚プロット
︵第１稿の批評︶
いい話 だが ︑ま だ日 記の 段階 ︒構成 を組 み
換える 必要 があ る︒ 箱書 を作っ て﹁ 出か ら核
心をつ く﹂ よう に︑ １枚 目から 読み 手の 気持
をつか むに はど うす れば いいか を考 えて もら
いたい︒
作者の 体験 をも とに した 作品 とのこ と︒ 実
は私も 習作 時代 ︑似 たよ うなも のを 書い た︒
稚拙な もの だが １３ ０枚 の映画 シナ リオ 用に
書いた 生原 稿を 保存 して あるの で︑ 読ん で参
考にしてもらおうと思う︒
時代は まる でち がい ︑太 平洋 戦争の ころ ︑
米軍に よる 東京 大空 襲か ら逃れ て︑ 妹と 二人
で母の 姉の 家︵ 広島 ︶に 預けら れた ﹁疎 開﹂
だった ︒多 感な 少年 時代 の追憶 は︑ 誰で も一
度は書きたいものではなかろうか︒
ふり返 って みれ ばニ ヤッ とな ってし まう よ
うな生 活を ︑生 真面 目に 懸命に なっ て営 んで
いた純 真な ころ の自 分は ︑美し くほ ほえ まし
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く︑物 哀し さを とも なっ て胸の 底に 残っ てい
るので ︑ド ラマ の感 動と いうも のを 身に つけ
るため に ︑
ぜ ひ大事 に仕 上げ てほ しい と思 う︒

Ｐ２︱広太の年齢は一度だけでいい︒
かわりに華の年齢を︒
祖母↓祖父
Ｐ３︱返って↓帰って
Ｐ５︱生け好かない↓いけ好かない︒
いけは接頭語︒
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