
　　　儚い音（１）

　黒い帳に染まった世界の中に、看板から輝く光を塗り込んだコンクリートの塊が立ち並んでいた。
ビルから伸びた光り輝く看板は星を失った夜空の代わりに輝き、現実逃避へ誘う謳い文句を掲げてい
た。道路の上は主役である車の姿はなく、赤い顔をしたスーツ姿の人々が代役として練り歩いていた。
　平川がラブホテルの入り口から外に出てきた。肩下げの革の鞄を開け、小物入れを取り出して開け
た。ホテルのカードと赤い透明のピルケースが入っていた。PTPシートに入った錠剤が３つ入ってい
るのがピルケースから透けて見えた。
　平川は外の景色を見回した。威勢のいい若者達が、顔を真っ赤にして大声を上げて通りから通りへ
渡り歩いていた。
　中年の男が平川の後に続いて出てきた。全ての憂いが接ぎ取れ、悟りを開いた教祖の顔をしていた。
平川の隣に付いた。「本当に良かったよ。最近は騙して金を取ろうって奴が多いからさ。警戒しない
とほんときつい」男はスーツのポケットからスタンガンをちらつかせた。
「良かったね、騙しじゃなくて」
　男は平川の肩に手を乗せた。
「やめて。終わったんだから」平川は男の手をはねのけた。
　男は皆、紳士の振りをしてオスの匂いを植え付け我が物とする。何度もこすりつけ自分の匂いに染
まれば同族嫌悪ではねのけ、別の無臭な女を求めて匂いを植え付ける。本能の油に浸かった動物だ。
平川の隣にいる男は典型的な『オス』だった。
　男は平川を殴ろうと拳を握ったが、すぐに解いた。「大丈夫かな、後で責任取れなんて言わないよ
ね」
「大丈夫、飲んでるから」平川は抑揚のない返事をした。
「次も頼むよ。はずむから」
「次はダメ」
　平川の言葉に男は眉を顰めた。「どうして」
　平川は男にピルケースを見せた。「次のでなくなる。相手してるのアンタ一人じゃないよ」
「また買ってくればいいじゃないか。大丈夫、出来ても責任取るから」男は訴えるような甘い声を発
した。
　平川は男の『責任取る』と言う言葉を聞いた途端、眉間にシワを寄せた。目の前にある欲を手にす
る為には、平然と嘘をつく。快楽主義者の習性を知っていた。
　男はポケットから厚紙で出来たカードを取り出し、平川に渡した。「また会う時はここで」
　平川はカードを受取って見た。ホテルの名前と連絡先が書いてあった。
「じゃあね。じっとしてると捕まるから」平川は男から離れ、道路の真ん中に向かって歩いていった。
　男はため息を付いた。「分かったよ。次もまた」男は平川と逆の方向に歩いていった。丸い背中が
道路で踊り狂う人々の中に溶けて消えた。
　平川は道路を男と逆の方向に歩いていった。若者や飲み歩きをする若者達の群れの中で、漫画に出
てくる幼い服を来た中学生の姿は異様に浮いていた。誰一人として関心を向けなかった。通りにいる
人間は理性の皮を捨てて自らの欲望を満たすだけの動物となっていた。余りにも利己的となった動物
は、隣人にすら只の物体にしか見えなくなっていた。
　平川はティッシュ配りをしている男の前を通り過ぎた。足元にゴミ箱があるのを見つけると、ス
カートのポケットから、丸まったホテルのチラシと曲げきれなかった厚紙のカードを捨てた。
　交差点に出た。信号が行き交う車や人間を統制していた。
　　平川は歩行者信号を見た。信号のシンプルな赤い光が、多方のビルから放たれ混ざる光の中で異
彩を放っていた。
　平川の肩を何者かが叩いた。振り返った。
　井崎が息を上げ、鞄と紙袋を腕に引っ掛けて立っていた。紙袋の中にはCDのケースが複数入って
いた。
「ここで何をしているの」
　平川は井崎の方を向いた。
　歩行者信号が青に変わった。待っていた人達が一斉に歩き出した。平川と井崎は立ち止まったまま
だった。
「いつ、どこで何をしてようが勝手じゃないの。ここは学校じゃないのよ」
「ホテルから歩いていったのも、勝手なのかしら」井崎はホテルのチラシを平川に差し出した。広げ
てあり、幾重にも渡ってシワがついていた。
　平川の表情が僅かに曇った。
　井崎は平川の手を取った。「近くに店があるから、話しましょう」
「こんな時間にやってる店があるの」
「あるわよ」井崎は平川の手を強く引っ張った。「割高だけどね」
　平川は抵抗する気はなかった。
　井崎に平川が歩いてきた通りを逆に進んだ。

　目覚まし時計の音が鳴った。
　真琴は意識を夢の世界から現世へと引き戻し、布団から飛び出して目覚し時計を置き、体を起こし
て部屋を見回した。



　自我を認識してから１０年以上見続けた光景があった。畳が敷いてある６畳間の和室に窓があり、
中央に自分が寝ていた布団があった。隅には箪笥と机があり、寄せた鞄や積み込んだ漫画、上着が置
いてあった。上着は丁寧に畳んであった。机の上は小物が散らばって乱雑になっていた。何処に何が
あるのか分からない程悪化していなかった。
　真琴は布団を畳み、押し入れを開けて放り込み閉め、机の隣で窓を遮るカーテンを開けた。初夏の
光が窓を通して降り注ぎ、部屋の基調を黒から白へと染め上げた。箪笥を開けてシャツとズボンを取
り出し、着替えて寝間着を乱雑に畳み、隅に置いた。机に向かい、散らばっている荷物を鞄に入れ終
えると持ち手を掴み、ドアを開けて階段を降りた。
　足音と雀と蝉の鳴き声以外の音はなかった。ガラス張りになっている居間の扉を開けた。
　誰もいなかった。カーテンが開いていて、窓から光が入り込んで眩しかった。中央にあるテーブル
には、蚊帳が朝食におぶさっていた。
　真琴にとって日常の出来事だった。父は日の出前から漁に出かけ、母は農作業に出ていた為だ。自
然から物を奪う仕事に就いている人間は、常に先手を打つ必要があった。
　真琴は隅に鞄を置くと棚を開けて茶碗を取り出し、電子ジャーを開けた。熱気と共に湯気が立ち
上った。白斑をもると電子ジャーを閉じてテーブルに座り、蚊帳を上げた。佃煮と漬物と野菜炒めが
それぞれ個別の小鉢に入っていた。手に持っている蚊帳を端に置くと両手を合わせて祈り、淡々と食
事を取った。濃い味付けのおかずが、粘り気のある白飯の咀嚼と飲み込みを早めた。
　食事を終えた。食べ物が消えた食器を台所に置くと洗面台に向かい歯を磨き、顔を洗った。外気で
ぬるくなっている水道の水が、顔を通して刺激を与え、日常の消化で落としかけた意識を完全な覚醒
へ促した。
　真琴は居間に戻り、置いた鞄を担いで玄関に向かった。皮靴を履いて外に出た。
　車が通れない幅で凸凹に舗装してある道は、あやとりの糸となり複雑に、かつ細かく伸びていた。
糸の隙間に家が建ち、畑があった。真琴の家の庭にはビニールハウスがあった。外にはスターチスが
ポットに入った状態で積み込んだケースの中に入っていた。蕾で花は咲いていなかった。
　日除け帽子を被り、割烹着を着た母が、ポットを入れたケースを持ってビニールハウスから出てき
た。真琴の姿を認めた。「真琴、もう出てくんか」
「今日は早く行かないとバスに乗り遅れるんだ」
「いつもと違うんだったな。朝早くから大変だわ」
　真琴は苦笑いをした。「夏休みになれば楽になるよ」
「そうかね。辰の手伝いをしなきゃいけないから、かえって忙しくなるんじゃないか」
　真琴は積んだ切り花の束の隣を見た。茎や花の形が崩れた植物の束があり、一輪の崩れた花を手に
持つと母に見せた。「持っていっていいかな」
「そっちは売り物にならないから、別に構わないよ。何で金にならないのに持っていくんだい」
「音楽室に飾ってある花が枯れてたから」
「へえ、ならいくらでもあるよ」母は持っているポットを積んでいる箇所に置いた。既に咲いている
花は切り花として、未だ咲いていない蕾のものはポットとして出荷する決まりになっていた。
　真琴ば切り花を受取り、鞄に入れた。
「中学を卒業したらどうするんだい。上町にでも行くんか」
「まだその時じゃないから」
「またそう言って。卒業まであっという間だよ」
「お父の後を継ぐよ」
「適当だね」
「兄さんは大学出たっきりで盆にも戻らなかったじゃないか」
　母は俯いた。「独立するってそういうもんじゃないのかい」
「お父やお母を無視して出来る訳がない」
　母は海の方を見た。青く僅かに波打っていた。「こんな所でじっとしている暇はないんじゃないの
か。バスが行っちまうよ」
　真琴は苦笑いをした。「そうだった。行ってくる」
「少し考えとくんだね」
　真琴は鞄に花を入れ、港に向かって道沿いに歩いていった。
　道は車が１台も通れない狭さで、港に向かって下り坂になる迷路だった。慣れない者であれば転倒
し、昇りで息を上げる急勾配となっていた。土地を整理しようにも家が密集している為に出来ず、村
の外で育った者を阻む要因となっていた。後ろから蝉の鳴き声が追いかけていた。
　真琴は下りの重力に従い、早足で道を降りていった。
　男達は早朝から漁港に出ていて、女達は同じ時間から家事か農業に入る。近くに住む子供は数える
程度しかないので道を止まらなくてもぶつかった試しはない。
　暫く降りていくと港が見える沿岸の道路に出た。２車線の道路が海岸線に沿って伸び、錆びついた
時刻表がついたバス停の看板が車通りのない道の番をしていた。
　真琴は時刻表のうち、休日ダイヤの７時台の箇所を見た。１８とだけ書いてあり、８時台には１５
分と書いてあった。
　村のバスは都会と違い、利用者数が少ない為に数分おきではなく１時間置きに通過する。
　真琴は鞄から腕時計を取り出した。腕時計の時刻は７時１０分を示している。時刻表を照らし合わ
せると、バスの停車まで間にあったと分かり安堵した。※次に停車するのは１時間後になる為、遅刻
になる。
　遠くから車のエンジン音がした。
　真琴は音がした方を向いた。遠くから白い軽トラックが近づいてきた。何も通っていない道路の上
で、サーキットを意気揚々と駆け抜けるレーシングカーの輝きを放っていた。徐々に速度を落とし、
バス停の前で停まった。荷台にはビニールのカバーがかかっていて、縄できつく縛って中身が落ちな
いようになっていた。ロール状に巻いてあるビニールクロスが後部に飛び出ていた。



　真琴は軽トラックの前についているナンバープレートを確認した。見慣れた番号だった。
　軽トラックのサイドウィンドウが開いた。エレキギターとドラムの音が多重に響いていた。大葉が
乗っていた。
　大葉は、開けた窓の縁に肘を乗せ、体を傾けた。「おお、未だ学校やってたのか。そろそろ早帰り
じゃないのか」
　真琴は、大葉の様子に驚きつつも冷静を装った。「午後は合唱の練習があります」
「随分、熱心なんだな」
　真琴は大葉の質問に戸惑った。
「夏休みになるとな、面白いゲームが沢山出るんだ。最近の奴は本当に作り込まれてる上にボリュー
ムもあってな」
「そうなんですか」
「一人で遊ぶには持て余すんでな、遊びに来ないか」大葉は笑みを浮かべた。
「当分、無理かもしれません」
　大葉は眉を顰めた。「夏休みになったら、暇になるんだろ」
「手伝いがありますし、夏祭りもあります」
　大葉は『夏祭り』と言う言葉に一瞬、眉を顰めた。「そうか、そう言う歳か」
　真琴は、大葉の言葉に首を傾げた。
　大葉は真琴の反応を見て、納得した表情をして二度頷いた。「いや、そうじゃねえな。手伝いって
のは港だろ。だったら午後に空くはずだ。俺も経験あるから知ってんだ」
　真琴は大葉のダッシュボードに付いている時計を見た。７時１５分を示していた。僅かに表情が
曇った。「どうして、ここに来たんですか」
「近くで張替えをやるんだ。ついでだから学校まで送ってくぜ」
「でも、バスが」
「バスは寄り道が多いだろ。俺の車に乗れば一直線で着く。俺が嘘着く奴だと思うか」
　大葉の言葉に、真琴は僅かな笑みを浮かべた。「そうさせてもらいます」
「そう、それでいいんだ。助手席に乗れよ」
　大葉は運転する姿勢に戻り、窓を閉めた。真琴は助手席のドアに向かい、開けて中に入った。ダッ
シュボードは埃にまみれ、助手席の椅子には工具箱が置いてあり、薄型のカーナビゲーションが備え
付けてある。ディスプレイに映る過剰な情報は、真琴にとってテレビアニメで見た敵を見つけるレー
ダーと同じに見えた。脇のファンから吹く冷たい風が、夏に慣れた体に刺激を与えていた。
　真琴は助手席の埃を払った。舞い散った埃で咳き込んだ。
「大丈夫か」
　真琴は席の上に乗っている釘の入ったプラスチックの箱を足元に置いて座り、ドアを閉めた。
　大葉はギアを入れ、アクセルを踏んだ。軽トラックが発進した。何も通っていない起伏の少ない道
路は無限に加速させたいという欲望をそそり、タコメーターの針を急激に動かした。同時に学校に向
かう田畑の広がる曲がり角への時間も短くなった。緩やかなカーブを越えると、急激にタコメーター
の針が下がった。間もなくアパートや建売の住宅のある道に入った。車がすれ違える程度の幅だった。
「忙しいんですか」
「この所、外の連中を入れたがっていてな」大葉は道路の脇に立っているアパートを見た。２階建て
で小汚く、ベランダの鉄柵は錆びついていた。
「村の方針で、家族で来る奴には一軒家をくれるんだ。村としてはずっと住んで欲しいらしい」大葉
は渋い表情をした。「だが、金がねえのか変わった奴がいる。お前の近くでボロアパートの補修した
んだ。近々お前に近い歳の子供が引っ越して来るらしい」
「そうなんですか」
「家族で住める場所じゃねえからな、一人なんだろう。追い出されたか嫌気が差したか。何にせよ禄
な奴じゃねえ」
　カーナビゲーションの無機質な電子音とアナウンスが、エアコンの風とスピーカーから聞こえるノ
イズに混ざって響いていた。窓のフィルタが外の音を遮っていた。
「克彦は、元気してるのか」大葉は僅かに笑みを浮かべて真琴の方を向いた。「あいつとは街に出
たっきり会ってねえからな」
　真琴は僅かに俯いた。
　大葉はため息を付いた。「見てねえか。あんな奴でもお前の兄貴だ、電話して来るのかと思ってた
が違ったみたいだな」
「すみません」
「謝る必要はねえよ。俺は外に出られねえから、元気にやってるって代わりに言って欲しかっただけ
だ。あいつも挨拶に来れねえんだしよ」
「どうしてですか」
　大葉は眉間にシワを寄せ、サイドウィンドウから見える景色に目をそらした。景色は頭に入って来
なかった。「社会人ってのは、忙しいんだ」
　軽トラックは中学校の前に着いた。黒を基調とした制服を着た学生が開いた校門から校庭を通り、
穴の開いた豆腐の形をした校舎の口に吸い込まれていた。所々にシミがあり、耐震補強で外に付けた
柱が直方体にいびつさを与えていた。
「随分、人が多いんだな」
「他の村の学校と統合したそうです」
「他所者も来るのか。随分オープンになったもんだ」
　大葉は校門の柱に目をやった。中年太りでジャージを着た短髪の男が、竹刀を肩に担いでふてぶて
しい表情で生徒達を睨みつけていた。
「門番してるやつ、ロリコンだからよ。男には滅法厳しいんだ」
「そうなんですか」



「俺が学校にいた時、祭りで迷いなく生徒ばかりに手を出したんだ。外に漏れたらクビだな」大葉は
笑った。「予め言っとくが、帰りは来ねえぞ。タクシーじゃねえんだからよ」
「大丈夫ですよ。バスが来ますから」真琴はドアを開けて軽トラックから降りた。生ぬるい風が体に
染み込んだ。汗が吹き出した。車のスピーカーから聞こえるノイズの代わりに、発情した蝉が放つ騒
音が多重に響いていた。
　真琴はドアを閉め、校門を通過した。
　短髪の男は軽トラックに目をやった。軽トラックの窓を通して大葉の姿が見えた。軽トラックに近
づこうと一歩を踏んだ。軽トラックは走り去った。舌打ちをして元の位置に戻り、女子生徒に視線を
移した。
　真琴は校門から校舎に入り、下駄箱から上履きを取り出して靴と履き替えた。先に見える階段を昇
り、奥にある職員室に向かった。
　職員室の前は部活動やクラスの知らせが書き込んである黒板と、画鋲で張り付いた紙が重なった掲
示板があった。日直の生徒は黒板と掲示板の前で立ち止まり、手に持っているノートを開いて書き写
していた。
　真琴は黒板のうち、自分のクラスの欄を見た。合唱に関する知らせが白墨で書き込んであった。
　照美を中心とした同級生達が黒板の前に来た。
　真琴は同級生達を認め、目をそらした
　同級生の一人が真琴に気がついた。「おい、真琴」
　真琴は思わず立ち止まった。照美は同級生達を押しのけて真琴の前に出た。『日直』と書いたノー
トを持っていた。
「今日は早いんだね」真琴は辿々しく言った。
「当然でしょ。人が来たら挨拶しなさいって、幼稚園で教えてもらってないの」
　真琴は嫌そうな表情をした。「おはようございます、井崎さん」
「心が篭ってないわね。でもいいわ。いつも早いの」
「大葉さんに送ってもらったんです」
「へえ。近いんだ」
「そうみたいです」
「どうして山下君は職員室に来たの」
「音楽室の鍵を借りに」
「どうしてよ」
「合唱の楽譜を置いてきてしまって、取りに行って来ようって思ってて」真琴は白々しく言った。
「アンタ、いつも忘れ物するわね。気をつけた方がいいわ」
「そうですね」
　照美は真琴の返事に呆れた。「適当に返事するんじゃないの。これだからダメ人間扱いされるのよ。
もっとしっかりしなさい」
「鍵を借りに行きますので、これで」真琴は職員室の扉に向かった。
　照美は黒板の方を向いてノートを開き、書いてある文字を書き写し始めた。
　真琴は職員室の扉に向かい、開けた。「失礼します」
　職員室は教師達が忙しく動いていた。殆どの机がが、散らばる書類やファイルによってノートパソ
コンが埋まっていた。
　真琴は全体を見回して井崎を探した。机に作った書類の山を崩している井崎の姿を認めた。
「井崎先生」真琴は井崎に近付いた。「おはようございます」
　井崎は真琴の方を向いた。「おはよう、いつも早いわね」
「音楽室の鍵ですけど、ホームルーム前に返しますから借りてもいいですか」
「先に来た子に貸したわ」
　真琴は井崎の言葉に驚いた。
「学校に来てすぐね、音楽室が見たいって貸したのよ。そういうのに興味ある子だったから」
「音楽室は開いているんですね」
「鍵を返しに来てないから、そうなるわ」
「行ってきます」
「迷惑かけないようにね」
　真琴は踵を返し、職員室を出ると扉を閉めた。廊下に出て階段を昇り、音楽室に向かった。
　普段の授業で使わない特別教室は、階段を昇りきった４階に集中していた。
　真琴は階段を昇り切った。蝉の声が開いた窓から入り込んでいた。照明が消えていた。真琴は突き
当りの音楽室に向かった。扉の向こうから少女の澄んだ声が聞こえていた。
　真琴は顔をしかめ、扉を開けた。
　平川がピアノの前に立っていた。真琴は平川を見て驚いた。
　平川も真琴を見て驚いた。
　互いに互いが誰なのか、分からなかった。
　真琴は一息ついて冷静になった。毎日通っている学校内でも、知っている人間より知らない人間の
方が多い。顔を合わせているのはクラスメイトと教師位だ。教師が鍵を貸したのだから信頼を受けて
いる人であり、他人に危害を加える類の人ではない。
　真琴は壇上に置いてある花瓶を見た。刺さっている菊の花は枯れて茶色くなっていた。壇上に向か
い、花瓶から花を取り出して近くの棚にある紙を手に取ってくるんで花瓶を持って振った。僅かに中
の水が揺れる感覚がした。
　平川は真琴の手慣れた作業を見ていた。平川にとって、真琴は知らない人間であるが悪意のある人
間には見えなかった。悪意があれば雄の本能をむき出しにして襲いかかるが、実際には襲ってこな
かった。頭の中に興味がないという選択肢は浮かばなかった。
　花瓶を元の場所に置き、くるんだ花を足元にあるゴミ箱に捨てた。



　平川は、花を捨てたゴミ箱を見ていた。
　真琴は花瓶を持って音楽室の外に出ると廊下にある手洗い場で花瓶を逆さにして水を捨た。水を入
れ終えると音楽室に入った。
　平川は動かずに真琴の作業を見ていた。
　真琴は花瓶を置き、鞄に入っているスターチスを取り出して差すと平川の方を向いた。平川と目が
あった。「あの、どうして音楽室にいるんですか」
　平川はピアノの上に鍵を置いた。「終わった。鍵は置いてくから」平川は音楽室を出ていった。
　真琴は平川が出ていった扉を見た。足音が遠ざかっていった。見覚えのない生徒だったが、学校内
で知っている生徒というのはクラスの人間か友人位しかいないので気に留めなかった。音楽室の扉を
閉め、ピアノの上に鞄を置くとシャープペンと黄色い厚紙の表紙をした楽譜を取り出し、壇上に立っ
た。対峙している壁には時計と共に、自身を睨む音楽家達の肖像画が飾ってあった。何度も深呼吸し、
落ち着くと楽譜に書いてある歌詞と音階に合わせて歌った。音楽室全体に歌声が響いた。間違える度、
シャープペンで箇所を書き込んだ。暫く練習し、一息つくと時計に目をやった。８時３５分を示して
いた。ホームルームまで時間が迫っていた。
　真琴はシャープペンを筆箱に入れ、楽譜と共に鞄に突っ込むとピアノの上にある鍵を掴み、音楽室
から出て扉を閉じた。鍵を掛けると階段を降りて行き、職員室に向かった。生徒は誰もいなかった。
「すみません」真琴は扉を叩いた。「鍵を返しに来ました」
　暫くして扉が開き、井崎が出てきた。井崎は驚いた表情をした。「あれ、山下君が来たの」
　真琴は眉を顰めた。「他に誰が来るんですか」
「そうじゃなくて」井崎は一息ついた。「いいわ、ご苦労様。時間だからすぐ戻りなさい」
「はい」真琴は音楽室の鍵を井崎に渡した。
　井崎は扉を閉めた。
　真琴は教室に歩いていった。他に誰が来るのかと言えば、先程会った生徒しかいないのだが誰だっ
たのか。
　生徒達の談笑が教室から響いていた。窓は全開で、コンクリートとビニールで冷えた足元の空気が、
歩きで温まった足を冷やしていた。
　真琴は『２年２組』の札が付いた教室に入った。教室にいる生徒達の談笑が大きく、低い音から高
い音まで混じって混迷を極めていた。
　真琴は人を避けて席に座り、楽譜と筆記用具を机の中に入れた。鞄を机の隣についているフックに
かけて中身を取り出し、先程入れた物と同じ所に突っ込んだ。
「なあ」真琴は隣で雑談をしていた同級生に話しかけた。
「どうした、山下」
「あのさ。今日、音楽室に女子が行かなかったか」
「音楽室にか。何でそんな所に行くんだ」
「何でって」
「代表になったうちらはそうかも知れねえが、合唱コンクールは終わってるんだ。大体特別教室は先
生の許可がねえと入れねえだろ。行ってどうする」
「そうだよな」真琴は同級生の言葉に頷いた。
　黒板の脇にある時計が８時４０分を示した。黒板の上に立てかけてあるスピーカーからチャイムが
鳴った。廊下に設置してあるスピーカーからも同時に鳴り、校舎全体の隅々まで響き渡った。
　生徒達は長い学校生活で身につけた反射により、一斉に話を中断した。同時に集まりも解散し、席
に座った。
　扉が開いた。井崎が閻魔帳を持って中に入ってきた。平川を連れていた。
　平川は俯いた状態で井崎に連れ添っていた。
　真琴は平川を見て驚いた。
　平川は壇上に来ると立ち止まり、教室全体を見回した。生徒達は皆、平川の方を向いていた。
「今日からこの学校に転入します、平川彩乃さんです」井崎は黒板に乗っている真新しい白墨を手に
取り、『平川　彩乃』と言う文字を書いた。隣に『ひらかわ　あやの』と書いた。
「平川　彩乃と言います。よろしくお願いします」平川は抑揚のない声で言い、頭を深々と下げた。
　生徒達は拍手をした。
「平川さんは上町の朝日中学校から来たの。分からない事が多いから戸惑うかもしれないけど、皆で
助けてあげてね」
　生徒達は井崎の言った『上町』の言葉にどよめいた。上町は山を越えた先にある市街地であり、村
の子供であれば最新鋭の便利な設備が集う未来都市にして、最初に冒険をする憧れの地であった。利
便さを求めて村から出ていくのが日常だが、上町から不便な村に人が来るというのは非常に珍しい。
田舎の泥臭さがしみついた生徒達には、平川は名家のお嬢様の輝きを放っていた。
　照美は不快な表情をしていた。
「空いてる席があるから、そっちに」井崎は隅の空いている席を差した。平川は空いている席に向か
おうと一歩を踏んだ。
「午後はよろしくね」井崎は平川に話しかけた。
「はい」平川は席に向かった。机に鞄を置いて着席した。
「あ、あの。平川さんだっけ。よろしく」隣にいる男子生徒は、平川に辿々しく話しかけた。
「よろしく」平川は事務的に返事をした。
　男子生徒は驚き、前に座っている男子生徒に話しかけた。「おい、すげえよ。俺に返事してくれた
よ」
　平川は男子生徒同士で盛り上がっている間、机に置いた鞄を脇のフックにかけて筆記用具を取り出
した。人目を気に留めなかった。
　生徒達は皆、井崎の話を他所に平川の姿を眺めていた。



　真琴も例外なく平川を見ていた。但し羨望ではなく音楽室にいた人と同じだったのか、そうだとし
て何故いたのか、どうして音楽室の鍵が借りられたのかと言う疑念からだった。
　真琴は平川の様子を見ていた。音楽室にいた人と同じだと気づいたが、席が遠く、立ち上がろうに
もホームルームだったために動けなかった。
「では、今日の知らせですが井崎さん。お願いします」
　照美は立ち上がり、机に置いてあるノートを開いた。今日の予定が書き込んであった。「はい。今
日ですが夏休みが近いので授業は午前中で終わりとなります。但し、午後から居残りで夏祭りのイベ
ントに向けて合唱の練習となります。以上です」
「はい」井崎は頷いた。「夏休みでの練習ですが、予定が入っている人もいますから参加は任意とな
ります。但し夏祭りは全員参加ですので、必ず出席するようにして下さい」
『はい』生徒全員が返事をした。
「午後１時から練習です。こちらは時間を厳守するように。１０分前には全員、音楽室にいるように
して下さい」

　正午となり、チャイムが鳴り響いた。授業の開始と異なり、終わりのチャイムであった為に生徒達
は束縛からの開放を喜んだ。ホームルームで井崎が言っていた通り、授業は午前中で終わり、午後１
時に行われる練習前の昼食となった。窓越しに他のクラスの生徒が多数廊下を歩いているのが見えた。
給食は出ないため、各自弁当を持ち込んでいた。生徒達はホームルーム開始前と同じ集まりを作り、
食事をしていた。平川の机には袋に入った調理パンと水の入ったペットボトルが乗っていた。生徒達
は平川の周りに集まってきた。都会から来たヒロインに皆、興味があった。
「あの、上町って住みやすいんですよね」
「どうしてこんな村に来たの」
　女子生徒達は矢継ぎ早に平川に質問をしていた。
「ここがいいって言われてたから」平川は淡々と答えた。
　照美が女子生徒達の中に入ってきた。「あんたさ、どうして帰らないの」照美は平川に尋ねた。
　女子生徒達は黙った。
「授業は終わったのよ。来てすぐの貴方には合唱なんて関係ないんじゃない」
「教室に来る前に、先生が付き合うようにって言ってた」
　照美は呆れた。「弥生姉が。ホント理解できないわね」
　平川は照美の顔に目をやった。井崎と顔の輪郭が異なるが、目や鼻に面影があった。
　平川は照美から目をそらし、調理パンを袋から開けてかじった。
「合唱って平均なの。クラスのね。歌を知らない人間が混じれば、クオリティが下がるだけよ。只の
交流会じゃないんだから」
「その通りよ」平川は簡潔に言った。
「じゃあ、どうして帰らないで参加するのよ」
「そう言われたから」
　照美は平川の言葉に苛立った。「言われたからその通りにするなんて馬鹿じゃない。死ねって言っ
たら死ぬの」
「本当に死んで欲しいなら、そうする」平川は調理パンをかじった。
　照美は何も言い返さなかった。屁理屈に対する予想外の返事だった。「もういいわよ」照美は席に
戻った。
　女子生徒の一人は、照美の様子を見て驚いた。「凄いわね、井崎さんを返すなんて」
「凄い人なんだ」
「ええ」
　平川はペットボトルを開けて水を飲んだ。
「井崎、先生と同姓なんだ」
「先生の妹よ」
　平川は照美の席を見た。職員室で見かけたグループと同じ人達で弁当を食べていた。
　平川は調理パンを食べ終え、水が僅かに残っているペットボトルの栓を閉めて鞄に入れた。ゴミを
ビニール袋に入れ、同じく鞄の中に入れた。席を立ち、教室を出ていった。
　真琴は平川の様子を見ていた。席には友人が集まっていて、机にそれぞれの弁当が開いていた。真
琴の手元にある弁当は食べ終わり、友人の弁当は白飯が僅かに残っていた。
「なあ、気になるのか」友人が真琴に話しかけてきた。
「珍しいなって思って」
「だよな。ここにいる女子と違うっていうかなんていうかよ」
　隣にいる女子が突っかかってきた。「どこが違うっていうのよ」
「上町にいる人って空気が違うって、そういう意味で言ったんだよ」友人は慌てた。
「都市の奴って、皆あんな奴らばかりなのか」
「行ってねえから分からないや」
「お前の兄貴、都会にいるんじゃなかったか」友人は真琴に話しかけた。
「いるにはいるけど会ってないし、、都会の人なんて観察しないから分からないよ」
「分からないなら、仕方ねえな」
　真琴は弁当を片付け、鞄に入れて席を立った。「先に音楽室に行ってるよ」
「そんな時間か」友人の一人が立てかけてある時計を見た。１２時４０を示していた。
「５０分位に音楽室って言ってたろ。先生うるさいから」真琴は席を立ち、机の中に入れた楽譜と筆
記用具を取り出して音楽室に向かった。



　友人は残った白飯を箸で掴み、口に入れると弁当箱を片付けた。
　真琴は廊下に出ると階段を昇り、音楽室に向かった。朝と違ってクラスメイトが同じ場所に向かっ
ていた。扉は開きっぱなしになっていて、中に生徒が集まっているのが見えた。
　音楽室に入った。壇上にクラスメイトが集まって話をしていた。端にあるピアノには伴奏担当の女
子生徒が座っていた。平川は遠くから鳥を観察するのと同じ様子で集まりを見ていた。
　真琴は生徒達を掻き分け、合唱の時のポジションである壇上の中央付近に入った。
　井崎が黄色い表紙の楽譜を持って音楽室に入ってきた。扉を閉め、生徒達と対峙する位置に付いた。
　生徒達は話を止め、僅かな時間で一斉に整列した。男子と女子で別れていた。平川は迷わず女子の
側の端についた。誰一人として言葉はなかった。女子の側は中央近くが一人分空いていた。
　扉が開いた。
　照美が音楽室に入ってきた。「すみません、遅れました」
「時間に間に合うようにって言ったじゃない。どうして遅れたの」井崎は照美に尋ねた。
「どうしてって、楽譜を探してて」
「いつも置く所を意識していないからよ」
「はい」照美は仕方なく返事をした。
「弥生姉に言われたくない」照美は小さく言った。
「位置に着きなさい、皆待ってるわよ」井崎は照美の背中を軽く叩いた。
「はい」照美は女子が集まっている列の中央に割って入った。
　井崎は平川の姿を探した。隅にいるのを認めた。
「平川さんはその位置でいいわ」
「はい」平川は小さく返事をした。
　照美は手を上げた。「先生、質問です」
「はい、何でしょう」
「どうして転入生を呼んだんですか。もう練習しても追いつけないと思うんですが」
「この歌は地区の課題曲だから、耳にしています。調子を合わせるのは大変でしょうけど、すぐに慣
れます」
「じゃあ、平川さんは合唱に出たんですか」
「出たというより、なんというかね」井崎は曖昧な口調で言った。明らかにぼやかしていた。
　照美は不安げな表情をした。
「何があったんですか」
　井崎は咳払いをした。「彼女もクラスメイトですから、夏祭りの合唱に入れたいと思っています。
時間がないのは確かですから、今すぐにでも慣らさないとと思い入れました」
　照美は納得出来ない表情をした。
　合唱というのは複数の歯車が複合して成立しているのであり、一つでもズレが発生すれば完全に狂
う。見た目には正常に動いていても、動いている歯車に負担がかかり摩耗していく。夏祭りで一般人
が聞くとは言え、ホールではない場所では音響に寄るごまかしは効かないのだから尚更配慮する必要
があるのではないのか。
　井崎は平川に楽譜を渡した。「貴方の楽譜よ。予備を作るのが大変だから、大事にして。何かあっ
たら書き込んでもいいわ」
「はい」平川は楽譜を受け取った。黄色い厚紙と楽譜を貼り合わせて製本していて、楽譜はページご
とに貼り合わせてあった。厚紙には凹凸の感触があった。端を指でなぞった。厚紙が曲がった。痛み
はなかった。
　井崎はピアノの方を向いた。伴奏担当の女子生徒は井崎と目が合った。頷いた。「ではまずは通し
で」手を大きく振り指揮を始めた。伴奏が始まった。
　生徒達は井崎の方を向いた。
　井崎は大きく手を振った。
　生徒達は一斉に息を吸い、歌い始めた。男子の声と女子の声が混じり、滑らかな声が伴奏に溶け込
み、音楽室の壁を反射して響き渡った。
　全員の合唱が途絶えた。照美が単独で歌うパートに入った。
　照美は単独で歌を歌った。声の質は荒く僅かに濁りがあった。音階や歌詞に間違いはなかった。照
美が一通り歌い終え、全員で歌うパートに入った。
　平川は楽譜を見ながら歌う生徒達を一人一人、観察していた。ページをめくり、楽譜と音を照らし
合わせて追っていた。
　合唱は力強いパートに入った。男子生徒の低い音と女子生徒の高い音が混じった。
　歌を歌い終わった。ピアノの伴奏が終わり、余韻が音楽室に染み渡った。
　生徒達が奏でる音が完全に消えた。
　井崎は平川の方を向いた。平川は生徒達から井崎に視線を移した。「どう」
「この程度ら、すぐに歌えます」平川は淡々と言った。
　照美は、平川の『この程度』と言う言葉に違和感を覚えた。
「そう、なら入れるかしら」井崎は平川に尋ねた。
「はい」
「待ってよ。今日来て、いきなり歌える訳がないでしょ。口パクでもする気」照美は強い口調で言っ
た。「何かにつけて推すけど、実際に何も出来なかったら意味ないわ。仲良くしましょうって程度で
参加しても私達が迷惑よ」
　照美の言葉に生徒達はどよめいた。夏祭りはクラス同士で仲良くする為の親睦会ではない。
「井崎さんが歌ったパート、歌える」井崎は照美の言葉を遮り、平川に尋ねた。
　平川は頷いた。
　照美は楽譜を最初のページに戻した。「はい、どこから歌いますか」
「何処でもいいわ」



「適当なのが一番困ります」
「そうね」井崎は生徒達を見回した。不安そうな表情をしていた。「ソロの所、伴奏無しで行けるか
な」
　平川は眉一つ変えなかった。「分かりました」
「待ってよ、一番きつい所よ。別の箇所もあるでしょ」
「でも、言われたから」平川は平然と言った。
　照美は呆れた。平川に質問をしても、適当な返事しかないのは昼に経験している。「分かった、ど
うせトチるけどね」
「茶々入れないの」井崎は照美に注意した。
「分かったって言ってるでしょ」照美は言葉を掃き出した。
「じゃあ、いいわね」
「はい」平川は息を大きく吸った。
　生徒達は一斉に平川に視線を移した。照美や真琴も例外なく、平川に目線を移した。
　平川はソロの部分を歌い始めた。声は滑らかながらも力強く、威圧感すらあった。同じ虫であれば
コオロギとキリギリスに匹敵していた。
　生徒は達は黙って平川の歌唱に見入っていた。
　照美は平川の歌が放つ威圧感に叩きのめされつつあった。
　真琴は平川を険しい表情で見つめていた。朝、音楽室で聞いた声だと認めた。
　歌を歌い終わった。井崎の指揮を振るう手が下がった。
　生徒達は拍手をした。
　照美は動揺を覚えた。「ど、どうして知ってるの。まさか一回聞いただけで覚えたっていうんじゃ
ないでしょうね」
「課題曲って言ったじゃない」照美の隣にいる女子生徒が声をかけた。
「上町で合唱をしていたのか」生徒の一人の声が響いた。
「分かったでしょ、合唱に混ぜても問題ないわね」
　井崎の意見に、生徒達は拍手で答えた。
「なら、大丈夫ね」井崎は平川の方を向いた。平川は眉一つ動かしていなかった。照美に歌いきった
という充実感も、拍手を受けての高揚もなかった。単に言われたからやっただけにすぎない。
「私は、先生の意見に従います」平川は平然と言った。
「自分で判断して」井崎は強く言った。
「自分で、ですか」平川は鸚鵡返しに言った。
「そうよ」
　平川は黙った。
「仕方ないわね」井崎はため息を付いた。「女子のパートに入って」
「はい」
「なら、大丈夫ね」井崎は平川に近づき、手を取った。女子生徒達が並んでいる場所の中央に引っ
張った。照美とは一人を挟んでいた。
「貴方はここの位置ね」井崎は両隣の生徒を見た。「来たばかりで、教室の位置の感覚もわからない
だろうから、その時はここに来るように案内して」
「はい」両隣の生徒は返事をした。
　照美は平川の横顔を見た。平然としていた。
「では、練習を再開します」
「はい」
　井崎は生徒達の前に戻り、指揮を始めた。
　伴奏が鳴り響き、ついで生徒達の合唱が追いかけた。
　合唱の練習は音楽室に設置してある時計が３時になるまで続いた。井崎は生徒達を見まわした。精
力が伸び盛りの中学生と言えど、休憩無しで続けてきた為に疲れの色が見えていた。
「今日の所はここまでね。明日も同じ時間にやるから準備は怠らないように」
　伴奏をしていた生徒は椅子から立ち上がった。生徒達は一斉に頭を下げた。
『ありがとうございました』生徒達の声が音楽室全体に響いた。
　生徒達による整った列が崩れた。皆が仲のいい者同士で集まり、音楽室の扉を開けて外に出ていっ
た。平川は一人で音楽室から去っていった。
　照美は平川の様子を見ていた。
「照美」女子生徒の一人が、照美に声をかけた。
　照美は女子生徒に手を振った。「ごめん、用事があるから」照美は平川を追って音楽室から外に出
た。
　井崎は教壇で資料を整理していた。音楽室全体の様子を見た。隣に真琴の姿があった。
「帰らないの」井崎は真琴に尋ねた。　
「気になる点がありまして」真琴は井崎に尋ねた。「転入生なんですが、音楽室にいたのはどうして
ですか。知らない人に鍵を貸すと言うのはありえないと思っていまして」
「朝来た時に、見に行きたいって駄々をこねてたから貸したの。どうかした」
「いえ、どうして鍵を借りる時に言わなかったんですか」
「聞かれなかったからね」
　真琴は井崎の言葉に渋い表情をした。
　井崎は笑った。「仲良くしてね」
　真琴は眉を顰めた。「失礼します」真琴は踵を返し、音楽室を出ていった。



　平川は他の生徒と同じく階段を降りていた。
　照美は平川と距離を置いて追跡した。平川は教室に入り、席に向かい机の中から荷物を纏めて鞄の
中に入れた。作業が終わると机の中に楽譜を入れ、鞄を持って教室から出ていった。
　照美は廊下で教室と廊下とを遮る窓を通して、平川の様子を見ていた。
　平川と照美がすれ違った。互いに何も言わなかった。
　平川にとって、壁に置いてある消化器と同じとしか意識していなかった。
　照美は後ろを向き、平川の姿を追った。主体性はないが存在感のある平川を強く意識していた。
　平川は生徒達に紛れ、階段を降りていた。
　照美は顔をしかめた。
「照美、何してるの。用事は終わったの」女子生徒の声が上からした。
　照美は上を向いた。女子生徒が上から顔を出していた。「終わったわよ」
「終わったんなら、一緒に帰らない。バスが止まる所一緒でしょ」
「いいわよ。荷物纏めるから待ってて」照美は軽快に言った。
「下駄箱で待ってるから、すぐ来てね」女子生徒は階段を降りていった。
　照美は教室に入り、席に向かった。楽譜と筆記用具を鞄に詰め込むと肩に担ぐ形で持ち、教室を後
にした。


