
 1 

マレビトの会試演会・上演台本	 

	 

『鷲尾がみた長崎①』（冒頭から男女・眼鏡橋のシーンまで）	 

『坂の上の兄妹	 前篇』（冒頭から中華料理屋まで）	 

『ノニちゃんと一緒』	 

『富岡と松田』	 

『神林の行方』	 

『鷲尾がみた長崎②』（ベンチの女から最後まで）	 

『坂の上の兄妹	 後篇』（稲佐山から最後まで）	 

	 

◎登場人物	 

『鷲尾がみた長崎』	 

鷲尾	 

男	 

女	 

ベンチの女	 

プティジャン神父	 

店員	 

村の住人	 

	 

『坂の上の兄妹』	 

兄	 

弟	 

妹	 

女	 

男	 

	 

『ノニちゃんと一緒』	 

兄さん	 

ノニちゃん	 

車掌	 

	 

『富岡と松田』	 

ワタシ	 

秋子	 
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『神林の行方』	 

無島	 

陽都	 

神林	 

真実	 

	 

	 

	 

『鷲尾がみた長崎①』	 

 

○中華街の前。 

鷲尾、市内電車からおりる。 

自転車、背後からチリンチリンと鳴らす。 

 

鷲尾「あ、すみません」 

 

鷲尾、川に沿って歩き出し、川を撮影する。 

 

○橋の上 

小川が流れている。 

男女、やってくる。 

 

女「ほら。眼鏡橋よ」 

男「あ、雨が降り出してきた」 

女「ええ」 

男「…」 

女「さっきから、寒気がする」 

男「上着をかそう」 

女「（上着をうけとって）ありがとう」 

 

女「朝から吐き気がして、あまり体調がよくないの」 

男「そういえば、最近、俺も腹の調子がわるくて…」 

 

男「傘をさそう」 
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女、男から傘をうけとる。 

鷲尾、男女の背後から現れる。 

 

女「久しぶりね。こんな風に出てきたの」 

男「ああ」 

女「あの時は、随分歩いてきたものねぇ」 

男「…」 

女「もっと遠くへいけるかしら」 

男「もっと遠くへ？」 

女「そう。この町から隔たった、遠い場所」 

男「しかし、昏いね」 

女「雲のせいね」 

 

鷲尾、カメラで二人の写真を撮ろうとする。 

 

女「（橋の下をみて）あ！」 

男「どうしたんだ、急に？」 

女「白鷺」 

男「…」 

女「沈んでいる」 

男「ほんとうだ」 

	 

『坂の上の兄妹	 前篇』	 

	 

兄妹と一人の女	 

 

兄妹の家。妹と女。 

次男、来る。 

 

次男「ただいま」 

妹「おかえり」 

 

妹「どこ行ってたの」 

次男「友達のとこ」 
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次男「暑い」 

 

次男「アイスクリーム、あったかな」 

妹「ああ、あれ、あれ食べた」 

 

妹「おなかすいたね」 

 

妹「おなかすかない？」 

次男「うん」 

 

妹、台所から戻り、せんべいを食べる。 

女、笑う。 

 

妹「あ、一枚しかなかった」 

次男「誰」 

妹「下で、へたばってたから」 

 

妹「水が欲しいって言うから、水くらいならどうぞって、上がってもらった」 

女「こんにちは」 

次男「こんにちは」 

女「すみません。すぐ、帰ります。ちょっと、ぼーっとしちゃって」 

次男「あ、どうぞどうぞ」 

女「すいません」 

妹「熱中症じゃないですか」 

女「いやいや、そんな。大丈夫です。も、だいぶ、休んだので、帰ります」 

 

次男「兄さんは？」 

妹「二階じゃない」 

次男「いつ、帰るって？」 

妹「明日だって」 

次男「ふーん」 

妹「だから、今日、墓参りだって」 

次男「あそう。そうか」 
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墓参り	 

	 

長男、次男、妹。そして、やや離れて女。	 

	 

長男「誰か、花、あげてくれたのか」	 

妹「となりの、吉成さんじゃないかな」	 

	 

長男「来年は、花ぐらい供えよう」	 

	 

長男「線香だけじゃ、さみしいかな」	 

妹「下の店で売ってたから、買ってこようか」	 

長男「いいよ、もう」	 

	 

妹「お父さん、よろこんでるわよ。よう来てくれたって」	 

	 

長男「なんか、言えよ」	 

次男「え」	 

長男「なんか、唱えろよ。お経とか」	 

次男「いやだよ」	 

長男「弟は、仏教の大学に通ってたんです」	 

女「ああ」	 

次男「宗派、違うから」	 

妹「うち、なに宗？」	 

長男「さあ、臨済宗かな」	 

次男「曹洞宗でしょ」	 

長男「え、臨済宗だって」	 

次男「曹洞宗だよ」	 

長男「とにかく、仏教だよ」	 

次男「そこで、まとめたらいかんでしょ」	 

長男「禅宗、かな」	 

次男「しっかりしてよ、長男なんだからさ」	 

	 

長男「じゃ、いいよ、曹洞で」	 

次男「なんだよ、それ」	 
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長男「調べとくよ」	 

	 

みな、手をあわせる。	 

墓参の人々、次から次と道を上って行く。	 

兄弟は、挨拶する。女も、あわせて、挨拶する。	 

え、お嫁さん？とか、聞かれて、いえいえと反応する。	 

	 

次男「来年は花火、しようか」	 

妹「うん」	 

	 

長男「あの、お名前をまだ、聞いてませんでした」	 

女「上野と言います」	 

妹「左知子さん」	 

女「あ、ええ、上野左知子です」	 

長男「あ、さちこさん」	 

女「幸いな子ではなくて、佐藤の佐に、知るです」	 

長男「そうですか」	 

女「はい」	 

	 

女「花火の音、すごいですね」	 

	 

	 

中華料理	 

	 

長男、次男、妹、女。	 

	 

長男「ここの、皿うどんが一番おいしいんです」	 

女「そうですか。いや、ほんと、おいしかったです」	 

	 

長男「二年前、父を亡くしました。先祖の供養の仕方とか、ちゃんと聞いておけばよかったんですが、ま、掃

除と線香あげるぐらいでいいかなって。だから、長崎のお盆独特のことはやれませんでした」	 

女「あ、いえ、でも、よくわかりましたよ」	 

妹「去年は初盆だったから、親戚の人たちも来たんです」	 

女「そうですか」	 
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妹「佐知子さんは九州を旅してるのよ。東京で恋人と別れて。だから、これは感傷旅行なんですよね。という

ことは、誰か、いい人いないかな、いい人いないかなって、思いながら、長崎を歩いてたわけなんですか」	 

女「いや、そんなことはないけど」	 

妹「うちの下の石段でくたーってなってたから、声かけたんだけど、ほんとよかった、だって、兄さんも、独

身だし、兄さんと一緒になったらいいんじゃないかなって私、ぴんときたのよ」	 

長男「おい、ちょっと、失礼じゃないか。すいません」	 

女「あ、いえ」	 

次男「おまえに、そんな魂胆があるとは思わなかったな。えっと、お名前なんでしたっけ」	 

女「上野です」	 

妹「佐知子さん」	 

次男「あ、そうだ、佐知子さん、ビールどうですか」	 

女「あ、すいません」	 

妹「魂胆ってなによ」	 

次男「背、高いですよね。うらやましいな。何センチですか、身長」	 

女「ええと」	 

妹「ね、兄さん、左知子さんを稲佐山に案内してあげてよ。だって、夜景、まだ見てないんでしょう」	 

女「え、ああ、でも」	 

妹「大丈夫大丈夫、いいわよね、兄さん」	 

長男「ああ、ま、いいけど。じゃ、行きますか」	 

女「あ、はい」	 

	 

次男「長崎は初めてですか」	 

女「ええ」	 

次男「どこ、ですか」	 

女「えっと、いま、住んでるとこですか」	 

次男「ええ」	 

女「横浜のほうですが」	 

長男「ご出身も？」	 

女「もともとは関西のほうだったらしいけど」	 

次男「じゃ田舎でしょ、長崎」	 

女「いえ」	 

妹「だって、東京からしたら、どこも田舎よ」	 

	 

長男「仕事、ないですからね。こっちに住んでないんです、みんな」	 

女「え、あ、そうなんですか」	 
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妹「私が週に一度帰って、家の窓とかあけたりはしてるんですけど」	 

女「ああ」	 

	 

女「え、じゃ、みなさんどちらにお住まいなんですか」	 

長男「私は東京です」	 

次男「大阪です」	 

妹「福岡です」	 

女「へー」	 

	 

妹「この街に、ずっと、いると息がつまります。旅行で、ちょっとだけ滞在するくらいが一番いいですよ」	 

	 

	 

『ノニちゃんと一緒』	 

 

路面電車。車内に他の乗客はいない。窓を背にして座席に手足を投げだして座る青年と、その隣で鶴を折って

いる少女。 

 

兄さん「（穏やかに、薄く笑いながら）ねえ、ノニちゃん、何をそんなに怒っているの。なんで黙っているの。

……そりゃあ、確かに兄さん、万灯川
まんとうかわ

まつりに合わせて帰るようにするって約束してたけど、しょうがないで

しょう、期末試験が延びちゃったんだから。教授にはちゃんと、ノニちゃんのぶんまで文句を言っておいたよ。

（少し声を抑えて）ほら、鶴をこぼさないで。これに入れて。（ト、ビニル袋をノニちゃんに渡す。）」 

ノ二ちゃん（スカートのうえに散らばる折り鶴をビニル袋へひとつひとつ入れる。） 

兄さん「（窓の外を見て）あ、あのうどん屋、うまいんだ……。それで、けっきょく、諫早には母さんと行っ

たの？（ノ二ちゃんに向き直り）……二万個のロウソク、見たの？」 

ノ二ちゃん（青年の顔を見上げる。） 

兄さん「川にも流すんでしょ、あれ。河原にロウソク空には花火で、冥福への祈りと防災の誓い、でしょ。ノ

二ちゃん、ちゃんと黙禱できた？」 

ノ二ちゃん（黙々と鶴を折る。） 

兄さん「兄さん、ノ二ちゃんが花火のあいだ中、母さんに何を言っていたのか知ってるよ。あんなに何度も約

束したのに。手紙でも電話でも指を切ったのに。のに、のに、ノニちゃん。……あ、そろそろ築町だ。ノ二ち

ゃん。」 

 

兄さんが先に立ち、支払箱に小銭を入れて降りる。後に続くノ二ちゃんは車掌に何か話しかけ、小さな白い紙

片を受け取る。 

並んでホームに立つふたり。遠くから、鐘の音が聞こえてくる。 
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兄さん「エーデルワイスだね。（くすくすと笑いながら）あいかわらずひどい音だな。割れまくっている。ノ

二ちゃんは毎日あんな音を聞いてて、耳が変にならないの。（紙片を握りしめているノ二ちゃんを見て）……

あっ、まずい、乗り継ぎの切符をもらうの、忘れてた……。あーあ、もう一度お金を払わないとだ。」 

ノ二ちゃん（兄さんをじっと見つめる） 

兄さん「（ノ二ちゃんを見つめ返しながら、楽しそうに）だから、ちゃんと覚えてないとって、母さん、あん

なに言ってたのに。のに、のに、ノ二ちゃん。……赤迫
あかさこ

行きが来たよ、乗ろう。」 

 

電車に乗り込むふたり。車内には、やはりノ二ちゃんと兄さんしかいない。ノ二ちゃんは再び鶴を折りはじめ

る。兄さんは車窓から街を眺める。 

 

兄さんが突然、笑い出す。 

 

兄さん「（笑いすぎて少し苦しそうに）そう、そう、ここ、ここ、ここだけ馬鹿みたいに道幅が狭いんだよね。

今まで電車の左右に車道が走ってたのに、あそこの角を曲がったとたんに小路だなんて。ほら、こんなに人と

か、ビルディングが近いよ、いつ見てもちょっとワクワクする。（落ち着きを取り戻し、声を低くして）……

嘘だよ。ほんとうは、ちょっとじゃない。すごくワクワクする。心臓がビクンビクン震える。」 

ノ二ちゃん（折りあがった鶴を入れようとしてビニル袋を開けるが、ひっくり返してしまう。） 

兄さん「築町と出島のこの区間だけは、線路を車が走っていい決まりだっけね。……そんな車をうっかり轢い

たりしないかな、とか、考える。このあいだの地震だって、こんなこと言ったら怒られるに決まっているけど、」 

ノ二ちゃん（話し続ける兄さんを窺いながら、気づかれないよう、床に落ちた鶴のいくつかをそっと拾い上げ、

膝のうえに載せる。） 

兄さん「ほんとうは、あのとき、いっそ日本がまっぷたつに割れちゃえばおもしろいのに、って、思ってたん

だ。」 

 

 

兄さんが、ノ二ちゃんの手を取って席を立つ。引っ張られるままノ二ちゃんが立ち上がった瞬間、ノ二ちゃん

のスカートから何十羽もの折り鶴が飛び上がって座席や床に散らばる。兄さんは気づかず、手を繋いだまま昇

降口まで歩き、先に降りる。 

兄さん「（昇降口を降りてくるノ二ちゃんを見て）あれ、ぜんぶ置いてきちゃったのか。あーんなにたくさん

折ったのに。」 

 

路面電車のチンチンと鳴る音。電車を見送るふたり。 

空（天井）が白く光る。 

 

兄さん「（光ったほうを見上げて）……かみなり……？	 （ゆっくりとあたりを見回して）ノ二ちゃん……？」 
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ノ二ちゃんがいない。 

 

兄さん「ノ二ちゃん、出ておいで。お菓子も折り紙も好きなだけ買ってあげる」 

 

くるくると回る兄さん。 

 

兄さん「（回転をやめ 、残された鶴を眺めながら）……ノニちゃん……、ノニちゃん、あんなに鶴を折ったの

に」 

 

 

『富岡と松田』	 

〈１日目−２〉 

〈ワタシ、長崎駅前の陸橋で秋ちゃんと落ち合う。 

	 ワタシは花柄のシャツに麦わら帽子、ショートパンツにレギンス、ジョギングシューズ。 

	 秋ちゃんは黒い長袖ジャケットにカーキ色のズボン、黒のスニーカー〉 

 

秋子「やあ」 

ワタシ「ちわーっす」 

秋子「・・・」 

ワタシ「何？」 

秋子「いやぁ、すごいカッコだね」 

ワタシ「そう？虫取り少女をイメージしてみました」 

秋子「ちがうだろ」 

ワタシ「ヘンかね？いつもこんなやろ」 

秋子「派手」 

ワタシ「まあね。ヘンか」 

秋子「いや、別に。ただ派手やなーって」 

ワタシ「秋ちゃんこそ暑そう」 

秋子「暑いよ」 

ワタシ「脱げば」 

秋子「嫌だ」 

ワタシ「とりあえず、暑いんで、行きませんか」 

秋子「あぁそうだね」 

ワタシ「どっち？あ、路面電車の乗れる券もらったん、高速バス往復買ったら。路面電車乗る？」 
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秋子「乗っても行けるし歩いても行ける」 

ワタシ「乗ろう、せっかくタダ券あるし。４枚も使わんけん１枚あげる」 

秋子「あぁうん。ありがと」 

 

	 	 （ワタシ・秋子、路面電車に乗り込む） 

 

〈１日目−４〉 

〈ワタシ、美術館で「アントニオロペス展」を見終わる。出口に秋子が待っている〉 

 

秋子「どうやった」 

ワタシ「マルメロの実の絵があったやん」 

秋子「うん」 

ワタシ「あれって食べれるんかねぇ」 

秋子「さぁ」 

ワタシ「食べれるんやったらさ、どんな味なんやろうって思った」 

秋子「・・・」 

ワタシ「・・・的外れな感想でごめん」 

秋子「別に」 

ワタシ「あと、冷蔵庫の絵が好きやった」 

秋子「あぁ、うん」 

 

〈１日目−５〉 

〈ワタシ・秋子、美術館を出る〉 

 

秋子「今日どうするん」 

ワタシ「ネカフェに泊まる」 

秋子「そっか」 

ワタシ「うん。秋ちゃん明日仕事」 

秋子「うん、まぁ」 

ワタシ「もうちょっと話せる？」 

秋子「別に大丈夫よ」 

 

（ワタシ・秋子、炎天下を歩いて行く） 

 

〈１日目−６〉 
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〈ワタシ・秋子、浜の町アーケードのドトールで喋っている〉 

 

ワタシ「そういえばテンちゃんは？」 

秋子「あぁ、８月退院予定やけど伸びるかもって」 

ワタシ「あぁ・・・」 

秋子「体重は増えたらしいけど。ちゃんとご飯食べれるようになって来たらしいし」 

ワタシ「体重だけ増えれば良いってもんやなかろ。根本的な原因をさ、テンちゃんの場合は多分、親とかとの

関係やろ、それをなんとかせんと、退院してもさ」 

秋子「それは医者じゃどうにも出来んやろ」 

ワタシ「だから・・・カウンセリングとか？わからんけどさ、あくまでワタシの素人考えやけん。でも、うー

ん。結局関係性の問題やろ」 

秋子「関係性ね」 

ワタシ「うん。そうやと思う。甘えたい時に甘えられんかったっていうか、嫌いだけど好きみたいな、許した

いけど怒ってるみたいな、それで混乱してる感じ？いっぺんちゃんと話し合わんとさ、言いたい事言わんとど

うしようもならんやろ。家出れれば良いけど、それもすぐはムリやろうし。仕事できんやん。もういっそ寺に

でも入るとかさ」 

秋子「寺ね」 

ワタシ「極端な話ね」 

秋子「全然違うけど、職場の人もなんか自分の息子の就職がうまく行かんで最悪寺に入れるか、とか言ってた」 

ワタシ「へぇ」 

秋子「なんか、勉強はできるけど、就活で自分の意見をバーって言っちゃって、落ちるんやって。で、なんか

病気なんじゃないかって気づいたらしい」 

ワタシ「あぁ、なるほどね」 

秋子「寺って、お金かからんのかね」 

ワタシ「さぁ・・・やっぱ食費とか納めないかんのやない」 

秋子「ふーん」 

ワタシ「入らないにしても、内観とか、良いって、知り合いが言ってた。親の事とか考えたりしながら瞑想す

るんだって」 

秋子「へぇ」 

ワタシ「どっちにしろ本人次第なんやけどさ。本人がかわるか、周りの環境が大きく変わるか。ここでウチら

がどうこう言っても、結局本人次第やろ」 

秋子「意外と真剣に考えてるんや」 

ワタシ「真剣、かなぁ。でも結局どうしようも出来んやん。例えばテンちゃんが実家出れるように、一緒に住

んであげるとか、精神的に責任持てんし、金銭的にも無理やし。言うのはいくらでも言えるけど、実際なんに

もしてやれんし、本人次第やん」 



 13 

秋子「そうかねぇ」 

ワタシ「・・・いっそたくさん絵でも描けば良いのに。学校のとき描いてた絵、面白かったやん。こないだ入

院中に描いてたほんわかした絵とか、なんかムリしとるみたいでさ、前学校で描いてたような重たい絵の方が

面白いし描いたらすっきりせんかいな」 

秋子「たぶん絵を描く体力もないんやろ」 

ワタシ「そっか・・・」 

 

	 	 （ワタシ・秋子、沈黙） 

 

〈１日目−７〉 

〈ワタシ・秋子。ドトールで喋り続けている〉 

 

ワタシ「しかしスッゲー人」 

秋子「お盆だったから」 

ワタシ「爆竹祭り。見たかったな」 

秋子「別に見ても、うるさいだけ」 

ワタシ「道にたくさん残骸が落ちてたんだけ見た。秋ちゃんは見た？」 

秋子「うんにゃ、ウチも実家帰ってたし」 

ワタシ「爆竹せんの？」 

秋子「せんね」 

ワタシ「秋ちゃん実家帰るとさ、ツイッターお兄ちゃんの事ばっかりやね」 

秋子「他にする事ないし。兄ちゃんか母さんの事くらいしか呟けんし」 

ワタシ「そうなん？」 

秋子「ばあちゃんち行くと、ばあちゃんが重箱の隅つつくみたく母さん苛めるし、母さんは優しいけんなんも

言わんし、父さんは見て見ぬふりやし、兄ちゃんは大人げなくて自己中やし」 

ワタシ「おばあちゃんって、お父さんのお母さんってこと？」 

秋子「うん。たまに父さんがばあちゃんに怒るけど、それも母さんの事心配してなんやなくて、単純に、ばあ

ちゃんが気に障るけん怒る、見たいな感じなん。タバコやめろって言うのをさ、相手の健康を気遣って言うの

か、単純にタバコの煙がイヤやから言ってるんかのちがい、わかるかいな」 

ワタシ「言わんとする事はわかる」 

秋子「タバコって、ストレス解消に吸うやんか、それをやめろって言ったら、ストレスになるやんか、かえっ

て病気になるかもしれんやん。そこまで考えた上でやめろって言うなら良いよ。でも「ガンになるけん、やめ

り」って相手のため見たく言っても、本当は単に自分が煙臭いけん「吸うな」とかさ、それでやめたら、吸え

なくなった人はストレス溜まるやん。そこに気づかないような無神経さ。すっごい嫌なん」 

ワタシ「はぁ、なるほどね」 
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秋子「呟けんやろ、父さんが切れたとか母さんがばあちゃんにいびられるとか」 

ワタシ「確かにね」 

秋子「そしたら、母さんとの会話か、兄ちゃんを観察するかのどっちかなん」 

ワタシ「ウチんちはお母さんとお母さんのお母さんが仲悪いよ」 

秋子「お母さんと、その実のお母さんが？」 

ワタシ「うん。なんか、やる事なす事全部潰されたって。だから母方のばあちゃんち行くときは、みんなで、

「どうやってさっさと切り上げて帰るか」って相談してる」 

秋子「ははは」 

 

	 	 （ワタシ・秋子、沈黙） 

 

〈１日目−８〉 

〈ワタシ・秋子、ドトールで会話を続けている〉 

 

秋子「考え方が正反対の後輩が居てさ」 

ワタシ「ふん」 

秋子「一緒に何か出来たらって思うんやけど、話がなかなか通じんで進まんの。うちは話すの苦手やし、向こ

うは言葉を使うんはすごい上手なんやけど、後輩やからって遠慮してあんまりたくさん喋ってこんけん、うま

く意思疎通が出来んっていうか、わかってるつもりで話していたらわかってなかったとかで」 

ワタシ「秋ちゃんの話してる事はわかるけどなぁ」 

秋子「それはウチとトミがまだ少し同じような部分があるけん。でも後輩は本当に真逆な感じ、やけん、一緒

になんか作ったら、なんか今までと違う事が出来たり、わかったりせんかなって思って」 

ワタシ「それはもう、努力して話続けるしかないっちゃない」 

秋子「うん・・・」 

ワタシ「めんどくさかったら、１人でするしかないよ。１人で描き続けるしかないっちゃない」 

秋子「うん、そうなんよねー・・・トミはもどかしくないと、その辺、演劇って」 

ワタシ「あー、もどかしい時はあるけど、それ以上に面白いよね、ワタシが考えつかん事を考えつくけんさ」 

秋子「それってでも自分の思い通りにならんでイヤやない？」 

ワタシ「まぁね、でもそれ以上に面白いかな、ワタシ的には」 

 

	 	 （ワタシ・秋子、沈黙） 

 

〈１日目−９〉 

〈ワタシ・秋子、ドトールで会話を続けている〉 
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秋子「・・・なんで努力せんのかなって思うよね。トミも」 

ワタシ「努力？」 

秋子「うまく描けんかったらうまく描けるように技術的に勉強するとか」 

ワタシ「話飛んだ。そっちか」 

秋子「あ、うん、飛ばした」 

ワタシ「うーん、でも絵は技術的な事考えて描いてた時より、好き勝手描いてる今の方がなんかしっくり来る

んよね。やけん、あんまり技術とかもう興味ないかも」 

秋子「絵に限らず」 

ワタシ「まぁ、ね、演劇は、まぁまだまだやし勉強中やけど」 

秋子「トミはしてるつもりかもしれんし、ウチが知らんだけかもやけど、全然努力しとらんみたいに見える」 

ワタシ「そう・・・ごめん」 

秋子「謝る事やないやろ」 

ワタシ「まぁ、うん。でも」 

秋子「いや、こっちも、すまん」 

ワタシ「あーもーヤダ。メンドクサイ」 

秋子「何いきなり」 

ワタシ「めんどくさくない？色々」 

秋子「めんどくさいね。トミが」 

ワタシ「君もめんどくさいよ」 

秋子「うん、知ってる」 

ワタシ「ぼちぼち行くわ」 

秋子「そう」 

ワタシ「うん。ありがとう」 

秋子「うん」 

ワタシ「また、そのうち」 

秋子「うん。そのうち」 

 

	 	 （ドトールを出て、ワタシ、秋子と別れる） 

 

ワタシ「秋ちゃんは頭がいいと思う。頭が良いというか、鋭いというか、すごく醒めている。だから、客観的

な事柄を客観的にとらえて分析する力があって、なんでも「感情」基準で判断しがちな自分では気づかないポ

イントを教えてくれる。その割に秋ちゃん自身の事は全然客観的に見れてなくて、本人にそんな事言ったら絶

対嫌な顔して「ムカつく」って言われるから、言わないけど、ともかく自分の事は醒めてるつもりで全然分析

できてなくて、やけん秋ちゃんのこと面白いし好きだ」 
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『神林の行方』	 

	 

○	 海辺の道（夕）	 

無島と陽都が海沿いを歩いている。	 

数人の散歩者。	 

風が吹き、船が揺れている。	 

	 

陽都「そんな事だからお前も気をつけろよ」	 

無島「気をつけるもなにも。俺、今東京に住んでるんだぞ」	 

陽都「見たんだよ」	 

無島「え」	 

陽都「神林の家に皆で行ってから、うちの店も普段通りに戻って、それから暫くして、今と同じようにこの道

を子供と一緒に歩いてた。そしたらそこに、神林がいた」	 

無島「ここって…話しかけたのか」	 

陽都「いや、最初は驚いてなんて声をかけていいか分からなかった。だから、暫く近くで様子を伺った」	 

無島「なにしてたんだ」	 

陽都「ビラ巻いてた」	 

無島「なんの」	 

陽都「暫くしてビラを配り終わると大きいカバンを持ってその場を去っていった」	 

無島「話しかけなかったのか？」	 

陽都「なんだかね」	 

無島「それになんて書いてあったんだ」	 

陽都「気になって、ビラを探した。そして見つけた。なんて書いてあったと思う。行方不明者、情報求む。写

真はお前だ」	 

無島「え、なんで俺」	 

陽都「それは分からない。それで、お前なにか身の回りで変わった事は無かったのか」	 

無島「なんにもないよ」	 

陽都「そっか」	 

無島	 	 

陽都「で、続きが会って、川中いるだろ」	 

無島「ああ、」	 

陽都「川中が出張で東京に行った時、見たんだって」	 

無島「神林」	 

陽都「ああ。またビラ巻いてたんだって。しかも、今度は何人もいたらしい」	 

無島「何人かが俺を捜している」	 
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陽都「神林、どうやら奴等は組織化している」	 

無島「そんな事」	 

陽島「まあなにも無いならいいか」	 

無島「いいわけ無いだろ。なんなんだ」	 

陽都「二年も前の話。それから神林の話は聞かない」	 

無島	 	 

大麻を吸引する仕草	 

陽都「お前まだやってんのか」	 

無島「たまに。薦められたら。お前は」	 

陽都「辞めた」	 

無島「そっか」	 

	 

路面電車がやってくるのが見える	 

	 

無島「悪い。あれ乗るわ」	 

陽都「おお。わかった。じゃあ」	 

無島「また連絡する」	 

	 

その場、足早に去る無島。	 

	 	 	 

○	 丘までの道（朝）	 

夜明け前。	 

無島と陽都と神林が斜面を歩いている。	 

無島「見えたか」	 

陽都「ああ。見えた」	 

	 

少し遅れて神林、今にもその場に倒れそう。	 

	 

無島「大丈夫」	 

神林「大丈夫っす」	 

無島「顔色悪いぞ」	 

神林「あとちょっとなら大丈夫っす」	 

無島「ならいいんだけど」	 

神林「さーせん」	 

陽都「夜明けだからな。顔色が悪く見えるんだよ」	 
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神林「うっす」	 

無島「もうすっかり明るい」	 

陽都「夏至だからな。しかし今日は雲が多い。まだ大丈夫だ。急ごう」	 

	 

その場に倒れ込む神林。	 

	 

無島「大丈夫か」	 

神林「さーせん。自分これ以上無理っす」	 

	 

倒れている神林に近づく無島。	 

	 

神林「自分、置いてって下さい」	 

無島「そういうわけにもいかない」	 

神林「自分、足手まといっす。これ以上、二人に迷惑かけれないっす」	 

無島「少し休憩しよう」	 

陽都「行くぞ」	 

無島「おい、どうすんだよ」	 

陽都「ほっとくぞ」	 

無島「ようやくここまで来たんだ。少し休憩しよう」	 

陽都「日の出に間にあわなければ意味がない」	 

無島「だけどコイツをここに置いてはいけない」	 

陽都「勝手にしろ。俺は行くぞ」	 

	 

突然、陽都の足に飛びつく神林	 

	 

陽都「なにすんだ」	 

	 

陽都の足にしがみつく神林	 

	 

陽都「離せ、離せよ」	 

無島「お前、どうしたんだよ」	 

	 

無島も仲裁に入るが一向に手を離さない。	 

と、丘の方角の分厚い雲の隙間から、三人を太陽の光が三人を照射する。	 

暫く、それを眺める一同。	 
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神林の手を振り払う陽都。	 

	 

陽都「帰るぞ」	 

	 

その場を去る神林。	 

無島、それに続く。	 

	 

無島「お前のせいだから」	 

	 

取り残される神林	 

	 

○飛行機	 

	 

○	 喫茶店	 

神林の集団に属している女性、川崎真実（30）	 

テーブルを挟んで無島、そしてその隣には陽都が座っている。	 

	 

無島「だから、何故逃げたんですか」	 

真実「なんでって、あなた達が追いかけてきたから」	 

無島「僕たちはあなたに聞きたい事があった。だけどあなたは僕たちを見るなり、走り出した」	 

真実「それは違う。私に言わせれば、あなた達が追いかけてきた。だから逃げた、よ」	 

無島「川崎さんは僕たちが神林の事を調べている事に気付いていた。なので僕達が声をかけてきたから逃げた

んです」	 

真実「そんな人は知らない。いえ、仮に知っていたとしても、それはあなた達の勝手。私がとりあう道理が無

い。今すぐお引き取り願います。私、知ってるんですよ。あなた達が私の事、こそこそ調べてるの。迷惑です。

これ以上近づくのならば、私、警察にいきます」	 

	 無島「分かりました。それでは追いかけた事は認めます。謝ります。なので、神林の事を教えて頂けないで

しょうか。僕たちはずっとアイツを探しているんです」	 

真実「だから知らないっていってるでしょ。第一、あなた達はその神林って人のなんなんですか」	 

陽都「長崎の友人です」	 

真実「それだけですか」	 

陽都「そうです」	 

真実「私、どうやら馬鹿馬鹿しい事に巻き込まれたようね」	 

陽都「僕もそう思っています。これをお渡ししておきます。気が向いたら、連絡下さい」	 
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カバンから取り出した紙を真実に渡す。	 

紙には連絡先が書いてある。	 

	 

真実「頂いておきますが、だけど、私、なにもありませんから」	 

無島「わかってます」	 

真実「それでは、失礼します」	 

	 

その場を去る真実	 

	 

無島「帰していいのか」	 

陽都「追いかけたら逆効果だ」	 

無島「連絡、あるかな」	 

陽都「してくるさ。きっと」	 

無島「そんなもんかな」	 

陽都「そういうもんだ」	 

	 

『鷲尾がみた長崎②』	 

	 

○早朝。長崎駅前の陸橋。 

近くのベンチに女性が座っている。 

鷲尾、空を呆然とながめている。 

 

ベンチの女性「ここへなにしに来たんですか？」 

 

カラスが、かあかあ鳴いている。 

 

鷲尾「川の上に存在した町の風景をみにきたんです」 

ベンチの女性「どういうことですか？」 

鷲尾「暗渠をみにきたんです」 

ベンチの女性「そうですか」 

鷲尾「このベンチから、いつも何をみているのですか？」 

ベンチの女性「私は毎日、朝早く起き、あの山の向こうの紅い朝やけをみます」 

鷲尾「日課ですか？」 

ベンチの女性「ええ。そこのコンビニで、サンドウィッチとコーヒーを買い、ぼんやり、束の間をすごすので

す」 
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鷲尾「…」 

ベンチの女性「だんだん紅くなってきたでしょう」 

鷲尾「ええ」 

ベンチの女性「さまよい歩いている点で、あなたと同じですね。私はこの町の、浮浪者のひとりです」 

鷲尾「これから新しく改修された教会をみにいきます」 

ベンチの女性「そういえば、この町をかいた詩に登場する狂女もいなくなってしまいました」 

鷲尾「なにもかも通り過ぎていくのですね」 

ベンチの女性「ええ」 

鷲尾「失礼します」 

ベンチの女性「…」 

 

 

○大浦天主堂の脇にある芝生。 

プティジャン神父の白い像が立っている。 

少年、像の前で祈っている。 

鷲尾は彼ら二人の会話を目撃する。 

 

少年「信仰者たちはどのようにあなたに声をかけられたのでしょうか」 

プティジャン神父「私が庭の手入れをしていたとき、ちょうどあなたと同じように、囁くように、そっと信仰

をうちあけたのです」 

少年「ずっと祈りつづけてきたのですね」 

 

プティジャン神父、少年の頭にそっと手をそえる。 

 

○浦上天主堂の前にある青果店の喫茶コーナー。 

 

店員「あの、ここでまず、注文してください」 

鷲尾「え？」 

店員「こちらで、注文してください」 

鷲尾「あ、すみません」 

店員「今日のおすすめは、桃ジュースです」 

鷲尾「うーん」 

店員「…」 

鷲尾「じゃあ、西瓜で」 

店員「西瓜ジュースですね？」 
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鷲尾「ええ」 

店員「それでは、お席でお待ちください」 

 

店員「お待たせしました」 

鷲尾「こんな朝早くから開いているんですね」 

店員「ええ。夏は朝から開店しています。ミサが終わって涼みにくるんです」 

鷲尾「今日は、人の気配がありませんね」 

店員「いつもよりミサが長引いてるのかもしれません」 

鷲尾「この西瓜ジュース、おいしいですね」 

店員「ええ」 

鷲尾「カットされた西瓜がついてくるのがいいですね」 

店員「…」 

 

○青果店の前 

 

鷲尾「ごちそうさまでした」 

 

鷲尾、青果店のドアをあけ外に出ていく。 

お店を出ると、真っ暗で誰もいない。 

鷲尾、青果店をみつめる。 

 

○水辺の森公園。早朝。 

男女、あらわれる。 

鷲尾もまた、二人の後をついている。 

二人の足下から、蟹があらわれる。 

 

男「蟹だ」 

女「二匹も」 

男「起こしちゃったかな」 

 

男女、橋の上で立ち止まる。 

 

男「ここで休もう」 

女「ええ」 
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男女、橋の上に仰向けに寝転がる。 

 

男「また、君と会えるなんて思ってもみなかった」 

女「私も」 

 

女「空気が冷たくて、気持ちいい」 

男「うん」 

 

鷲尾、二人に近づくと、すでに消えている。 

 

○稲佐山の森の中 

 

鷲尾、にわとりを見つける。 

鷲尾、にわとりの後を追って、奥へと進んでいく。 

 

○森の奥、すこしひらけた場所。 

鷲尾、にわとりを追ってやってくる。 

そこでは、亡霊たちがボーリングに興じている。 

亡霊のなかには、町で見た男女、ベンチの女性や店員らしき人物も交じっている。 

西洋人の顔立ちをした森の住人が気さくに鷲尾に話しかける。 

 

森の住人「ハロー」 

鷲尾「あ、こんにちは」 

森の住人「なにしてますか？」 

鷲尾「にわとりを追ってきたら、迷いこんだんです」 

 

森の住人、笑う。 

 

森の住人「わたし、向こうの小屋に住んでます」 

鷲尾「ええ」 

森の住人「きこり、やってます」 

 

鷲尾、亡霊たちがボーリングをやっていることに気づく。 

 

鷲尾「みなさん、ボーリングされてますね」 
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森の住人「ここ、発祥地」 

鷲尾「ああ、そうなんですか」 

森の住人「わたしが作ったピン」 

 

森の住人、あたりが暗くなってきているのに気づく。 

 

森の住人「薪を運ぶの、手伝ってください」 

鷲尾「あ、はい」 

 

二人、薪を運ぶ。 

森の住人、火をくべる。あたりが明るくなりはじめる。 

 

鷲尾「明るいですね」 

森の住人「ゆっくり休んで」 

鷲尾「サンキュー」 

 

鷲尾、芝生の上に寝そべる。 

 

鷲尾「（亡霊たちにむかって）私は少年だった頃を思い出します。あのときからなにひとつ変わっていないの

かもしれません。私がみた少年は、私自身かもしれません。わたしはずっと少年のままで、もう一人のカメラ

マンの私はずっと死んだままだったのかもしれません」 

 

鷲尾「私は聞いたことのない風を記憶しています。耳の奥で鳴っている音です」 

 

鷲尾の体、消えていく。 

 

『坂の上の兄妹	 後篇』	 

	 

夜景、稲佐山	 

	 

山頂、展望台。	 

長男、女。	 

	 

長男「世界三大夜景だそうです」	 

女「そうですか。きれいですね」	 
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夜	 

	 

家。	 

なかなか眠れない女。	 

深いため息。	 

次男のお経が聞こえる。	 

	 

	 

夜明け前	 

	 

家。	 

女、起き上がり、居間へ。	 

そこには、妹がいる。	 

	 

女「あ、ちょっと、お水飲みたくて」	 

妹「冷蔵庫に、麦茶あります」	 

女「あ、ありがとう」	 

	 

女、戻って来て。麦茶を、飲む。	 

	 

妹「街に太陽が差し込む前、ほんの一瞬、街に音がなくなるんです」	 

	 

妹「路面電車が、走り出すまでの、この時間が好きです」	 

	 

街からの路面電車の音。	 

	 

女「あ、ほんと、電車の音、聞こえましたね」	 

妹「引き返せないな、って思いますよね。これ聞くと」	 

女「え、あ、そうですか」	 

妹「人にこんなことしゃべったことなかった。でも、誰かに聞いて欲しいとも思っていた。だから、よかった

です」	 

女「なんか、邪魔したんじゃないのかな、私」	 

妹「あなたは慎ましい人だ」	 
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妹「このままなにも始まらないで欲しいって考えていたことが、もう、駄目になって、あそこの、あのときの

音のない街に一瞬住んでいたことが、また、ありえるだろうかって、こうしてここで、また、その時を待つわ

けなんです」	 

	 

	 

美術館にて	 

	 

ロビー。	 

女物の帽子を男に渡す。	 

女「ベンチにこれ、あったんで」	 

男「あ」	 

女「ご一緒されてたかたのじゃないかなって思って」	 

男「ありがとうございます」	 

女、常設展のほうへ去る。	 

男も、それを見送り、去る。	 

	 

美術館の常設展コーナー。 

女が一枚の絵「樹骨」の前で座っている。 

男が来る。 

 

男「あ」 

女「あ」 

男「さっきはどうも」 

 

男「池野清の遺作ですね」 

 

女、立ち上がり、去る。 

男は後を追う。 

 

男「あの、すいません」 

 

男「あ、あの、コーヒーとか、飲みませんか」 

 

喫茶コーナー。 
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男と女。 

 

男「佐多稲子は池野清をモデルに小説を書いてます。『色のない画』と『樹影』です。読まれました？」 

女「いえ」 

 

男「池野清に興味があるんですか？」 

女「いえ」 

男「だいぶ熱心にご覧になってたから」 

 

女「ちょっと休んでました。いろんなもの見たから、疲れちゃって」 

 

女「あの、さっきのかた、いいんですか、ほっといて」 

男「え、ああ、いいんです」 

女「でも、そんな、もう行ってください。探してるんじゃないですか」 

男「いや、いいんです、ほんと。もう帰ったんじゃないかな」 

 

男「それに、さっきの絵を見ても、魚の骨にしか見えないって言うような人だから」 

女「だって、骨に見えますよ」 

男「見えますが、あれはそんな絵じゃない。鋭い幹だけになり、一切の枝葉を捨て去った三本の木が、背景と

混在しつつも必死でその極端な形状を浮かびあがらせようとしている。いや、こちらのほうに出て来ようとし

ているのか、向こうへ消えゆこうとしているのか、わからない。これは、まさに原爆症で死に逝こうとしてい

る画家の姿そのものなんです」 

 

男「それに、あなたにも、こんなこと言うのは、あれですけど。箸休めのような役目で、あの絵はあるんじゃ

ないんです」 

 

女「あの、私、もう帰らなきゃいけないんで」 

 

女「東京に戻ります」 

男「そうですか」 

 

男「すいません。お引き止めして」 

 

女、立たない。 
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男「お時間、大丈夫ですか」 

 

男「教え子だったんですけどね。私、高校で教師してまして。彼女は大学卒業してこっちに就職で帰って来て、

つきあうようになったんだけど。やっぱり、年が離れてるっていうか、なんていうか、先生だったからですか

ね、頼られるっていうか。まあ、とにかく、話があわないんですよ。けんかばっかりで、それも、最初のうち

はいいんですけど、最近、ちょっともう、限界かな、と思って」 

女「なんでそんなこと話すんですか」 

男「え、あ、すいません」 

女「そんな話を私が聞きたいと思ったんですか」 

男「いえ」 

女「いや、そうでしょう」 

男「いやいや、そうじゃないですよ」 

女「私、あなたが、あの女の人とどうなってようとかまいませんよ」 

男「ええ、そりゃそうです」 

女「それなのに、あなたが私にそんなことを話したくなったのは、私に原因があります」 

男「え、あ、そうですか。そうかな」 

女「私は、どうも、もの欲しげな顔をしてるんです」 

男「いや、そんなことはないですよ」 

女「そうなんです。そういうことらしいんです」 

男「そうですか」 

女「それに」 

男「え？」 

女「それに、あなたは押し付けがましい」 

男「なにがです」 

女「あの絵は原爆症で死に逝こうとしている画家の姿そのものでしょうか。そうかもしれません。きっと、そ

んなふうに鑑賞するのがあの絵の正しい見方でしょう。でも、あの絵に魚の骨を見てもいいじゃないですか。

押しつけがましく、なんでもかんでも原爆に結びつけることはないし、魚の骨に見えたことのほうに可能性が

あるんじゃないですか」 

男「そんなことはわかってますよ」 

女「じゃ、なんで作品に正解があるかのように解釈するんですか」 

男「いや、むしろ、原爆のイメージから遠ざかるのはどうかって言いたいんです。自由に鑑賞するのもいいけ

ど、あの画家があの作品に込めた主題をないがしろにすることはできません」 

女「だからなんで決めつけるんですか」 

男「決めつけるもなにも、そういうものなんです」 

女「そんな。そんな頭ごなしな言い方してたら、彼女じゃなくっても、誰もがあなたから離れていきますよ」 
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男「いいですか、作品にはちゃんとした最低限の解釈の道筋というものがあって、それからはずれて間違った

ものまでを良しとするのは作者への冒涜なんです。それに、今こそあの絵は、きちんと再評価される必要があ

る。東京から来る見栄えのいい企画展ばかりがもてはやされて、池野清なんか忘却の彼方でしょう。私はそれ

が悲しい。とっても辛いんです。あ、そうですね。そうかもしれない。私が孤立するのはこんなふうにものご

とをはっきりさせないと気が済まないからでしょうかね」 

女「今度は開きなおってニヒルになるんですか」 

男「あなたですよ。私からは人が離れていくって言ったのは」 

女「こんなこと言うのは失礼ですけど、教師特有のオーラがありますね」 

男「ああ、よく、そんなこと言われたりするんで、そんな嫌みも慣れてますんでおかまいなく」 

女「そうですか。そんなことに慣れるなんてお気の毒です」 

男「だから、ほっといてください」 

女「声をかけたのはあなたですよ」 

男「そうですけど、これも、ご自分でおっしゃったんで、言いますが、もの欲しげだったんです。あなたが。

私が、声をかけたのは、あなたに原因がある」 

女「ええ、そうです」 

 

女「私は昨日帰るつもりでした。でも、ここままじゃ、帰るわけにいかないって思って、一日延ばして、炎天

下の長崎を歩き回ってたら、ばてちゃって、石段でぐったりしてしまって、そしたら、声かけられました。私、

その時も、きっと、もの欲しそうにしてたんです。欲しかったのは水ですけど。で、その石段の近くの人が親

切にしてくれて、家で休んで行けばって言ってくれて、私、その家にお邪魔することになって。そこには三人

兄妹がいて、でも、普段はその家には誰もすんでないらしくて、ちょうどお盆でみなさん帰ってきていて、な

んか、皿うどんとか食べたり、お墓参り一緒に行ったりしたんです。長男の人は結婚してなくて、一番下の妹

さんが、なんか、私に、うちの兄さんどうですかとか、気つかったりして、どきどきしました。どきどきとい

うより、戸惑いだから、どぎまぎです。それにその長男さんはタイプじゃなかったし、どちらかといえば、苦

手でした。そういう意味では、あなたのほうがいいですよ」 

男「なんですかそれ」 

女「それでも、ロープウェイで稲佐山からの夜景を見に一緒に行きました。下りのロープウェイはものすごく

混んでて、ロープウェイ全体がガラス張りで、そこにぎゅうぎゅうに詰め込まれて、さあ、何人入れるでしょ

うみたいな状態で乗りこんで、ああ、どうせ密着するのならこの長男さんじゃなくて他人がいいって咄嗟に思

ったけど、あからさまに離れる態勢で乗り込むのもどうかなって思ってたら、手、つかまれたんです」 

男「え、その長男さんがつかんだんですか」 

女「そうそう。え、あ、でも、手ぐらいいいかって、なかなか思えなくて。というか、そんな思案する間もな

く、やめてください、って言ったんです」 

男「え？」 

女「やめてくださいって」 
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男「もう一度言ってください」 

女「だから、やめてください、です」 

男「ああ。え、でも、なんでそんな言い方なんですか」 

女「え。なんでって、やめて欲しかったからです」 

男「いや、それはわかりますが。なんで、そんな、押し殺したような声で言ったんですか」 

女「じゃ、おおきな声で叫べばよかったんですか？」 

男「そうじゃないけど」 

女「なんか、混んだ山の手線の中での、やめてくださいって感じになって」 

男「ああなるほど、長男さん、痴漢みたいなことになったんですか」 

 

男、笑う。 

 

女「あなたは、そうやって、人のことを笑ってればいい」 

 

女「私、どういうわけか、その夜、眠れませんでした。当然と言えば、そうなんだけど。まったくの他人の家

に初めて泊まるわけだし、あんなこともあったし。それにしても、なんで全然眠れなかったのか、わからない。

いや、わかってるけど、ただ、はっきりするのが怖いのかもしれません」 

 

女「確かに私は、なにかが欲しかったんです」 

 

女、去る。 

男、残される。 

 

 

 

 

 

 

 

 


