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　父親が操舵している船の上で、真琴は甲板の壁に寄りかかって夕日を眺めていた。海面と空以外何
もない世界に輝く太陽は、真琴の目にしみた。
　真琴は暴行で悲鳴を上げる体を起こし、窓越しに操舵室にいる父親を見た。父親はワインの瓶を開
け、他の漁師と共に飲んでいた。明らかな飲酒操舵だったが、真琴は何も言わなかった。注意しても
良くて暴行、最悪海に投げ込まれてサメの餌になるか溺死するかになる。
　漁師がワインの入ったマグカップを持って真琴の元に来た。アルコールの匂いが漂っていた。
「よぉ、もうすぐ着くぞ」呂律の回らない調子で言った。
　真琴は立ち上がろうとした。体が痛んでぎこちなかった。
　漁師が笑った。「調子が悪いのか、飲みな。大分楽になる」真琴にマグカップを差し出した。
「未成年ですよ」
「飲んでも警察なんて来やしねえんだから、いいんだよ」
　真琴は漁師から目をそらした。
　漁師は真琴の態度に苛立った。「てめえ、年上のご好意を受け入れねえってのか」漁師は真琴を
殴った。
　真琴はよろけて倒れた。体が重く耐えうる打撃を軽減出来なかった。
「飲めよ、元気になるって言ってんだ」漁師は真琴にワインを飲ませた。真琴の口の中にアルコール
とブドウの酸味が混じった味が広がり、胃の中へと押し込んだ。第に体が熱くなってきた。夏の暑さ
と交わり汗が吹き出てきた。体中の痛みが関節に集中してきた。頭の中で渦が回り始めた。
　漁師は真琴の体が火照ってきたのを確認した。「おお、いいじゃねえか。お前も飲めるクチだな」
　真琴は船の揺らぎに敏感になってきた。慣れていた感覚が脳に達したアルコールによって狂ってい
た。気分が悪くなり吐き気を催してきた。僅かな理性で甲板に吐くものかと判断し、縁に向かい海面
に向かって吐いた。胃の中にある物が全て海の中に撒き散った。
　漁師は真琴が吐いているのを見て笑いだした。「おお、いい吐きっぷりだ。マスかきと同じ感覚で
毎日練習しとけ、だんだんイケるようになるぞ」
　真琴は落ち着こうと甲板の操舵室の壁に寄りかかった。疲れが体中に染み渡り、意識が薄くなって
きた。
「もっと飲めば元気出るぞ」漁師は真琴にマグカップに残ったワインを口に注いだ。
　真琴は抵抗できず、ワインが口の中に入り込んだ。吐き出す気力もなく、只々受け入れるしかな
かった。意識が消えた。
　次第に日が暮れ、漁をする場所に来た。船が止まった。以前と同じく船の明かりだけが全体を照ら
していた。周辺は黒に染まっていた。
　操舵室から父親が出てきた。倒れ込んでいる真琴に蹴りを入れた。「おら、働け」
　真琴は意識を戻した。真琴の体に悪寒が走った。空腹と酒の回りが全身の痛みを増幅した。自分の
体を操り人形で動かしているのも同然だった。ぎこちない動きで甲板を歩き、縁に向かった。朦朧と
した視界は光と闇程度しか認識出来ず、甲板から縁を越えて海に飛び込もうとした。
　漁師が真琴の状況を見て、後ろに引っ張った。真琴は倒れ込んだ。
「馬鹿野郎、自殺する気か」漁師は大声を上げた。真琴は我に返った。同時に視界が鮮明になってき
た。
「すみません」真琴は周辺を見回した。沿っている船のクレーンで網が海の中から上がってきた。中
には無数の魚が灯を反射して金属の輝きを放っていた。
　真琴は漁師の動きを追った。網を掴み枡へと誘導する。網が枡の上に来るなり、開いた。魚が雨の
しずくとなり大雨を作り上げて枡へとなだれ込んだ。漏れた魚を掴み放り込んだ。隣にいる漁師は鼻
歌で民謡を歌いながら、網から漏れた魚を放り込んでいた。アルコールの匂いがした。
　真琴は感覚からそらしつつ意識をつなぎとめた。他の漁師に比べて遅れていた。
「早く動け」漁師の罵倒が真琴に飛んだ。「クソガキ、次同じ動きしたら落とすぞ」
　網が落ちた。真琴は網を畳んだ。前と同じ感覚で畳んでいるが、
　網に入っている魚が全て枡に入った。網は沿っている船が巻き上げた。
「氷を入れろ」漁師の言葉が響いた。
　真琴は甲板に転がっているスコップを手に取り、枡の中に入った。氷で満ちていて、精神で抑えて
いた体の痛みが増幅した。スコップを氷に刺した途端に鋭い痛みが走った。顔が歪んだ。
「ぼおっとするな、次来るぞ」漁師の罵声が飛んだ。真琴はスコップを持ち上げた。スコップの半分
程度に掬った氷を隣の枡に向けて放り込んだ。力が足りず、枡の手前で氷が落ちた。
　様子を見ていた漁師は、氷が散らばっているのを見ると足で氷を隣の枡に入れた。
　真琴は氷を掬う度、痛みが全身に走った。慣れと精神力で軽減するにも限界が合った。
　漁師は真琴の枡に近づいた。「おい、クソガキ。出ろ」
　真琴は縁に手を掴み、腕を曲げて枡から上がろうとした。漁師は真琴の手を蹴り落とした。真琴は
枡に落ちた。氷の原に全身がぶつかり、体が悲鳴を上げた。
　漁師は大笑いをした。「おら、出ろ。次来んぞ」
　真琴は痛みを堪え、震える手で縁を掴んで懸垂の要領で枡から出た。
　漁師は拳を作って真琴を殴った。真琴は甲板に倒れた。「使えねえガキだ、終わったら海から落と
してやる」
　漁師は枡に入り、中に落ちているスコップで氷を掬って枡に放り込んだ。
　真琴はよろけながら立ち上がり、漏れた氷を枡に入れた。
　仕事とは同じ作業の繰り返しが基本だ。網が入り、枡に向かって魚を引き落としていく。漏れた魚
を枡に放り込んでは氷をくべて網を引き上げる。真琴は漏れた魚を放り込んでいた。今出来る作業は
他になかった。作業が全て終わり、沿っている船の側に乗組員が集まった。真琴も並び、沿っている
船に頭を下げた。『ありがとうございました』



　船は先に港に向かった。
　真琴の乗っている船は遅れて港に向かった。漁師達は枡に蓋をした。真琴は物置にあるデッキブラ
シを取って甲板をしごいた。
　漁師は真琴に近づいた。「てめえの動きは何だ、やる気ねえなら今すぐ降りろ」漁師は真琴の首を
掴んで甲板の縁へと動かした。
　真琴は抵抗しようにも体が動かなかった。作業が終わり、動くには動くが筋肉も動力装置もない中
空の可動人形となっていた。
　漁師は真琴の胴を掴んで持ち上げた。使えない奴が船に乗っていても只の重しにしかならない。少
しでも軽くし無能な輩を取り除くには落として消し去る方法が確実だ。後は皆で転落したと口裏合わ
せをすればいい。未成年でありながら酒を飲んでいたと言えば言い訳は立つ。村の漁師は皆、適正の
ない人間を事故の名目で飛ばして選別して来た。伝統であるが故に誰一人として苦言はない。
　他の漁師は黙って見ていた。誰も止める気はなかった。中にはワインの瓶を持ち出して飲んでいる
者もいた。「早くやれよ、意気地なしが」
　漁師は真琴の様子を見た。無抵抗だった。あまりの反応のなさに冷めていった。「丸太投げ込むの
と変わらねえ。次にするわ」
　漁師は真琴を離し、殴った。甲板の中央へよろけ、倒れる寸前で足を踏んで堪えた。倒れまいとす
る動物の本能だけが支えになっていた。
　漁師達は一斉に真琴の元に向かった。「俺にもやらせろ」別の漁師は真琴の顔面を殴った。真琴は
耐えきれずに倒れた。
　漁師達はワインの瓶を真琴の口につけた。残ったワインが真琴の口に入り込んだ。真琴の頭が熱く
なり、体が赤くなった。意識を取り戻した。同時に痛みが体を襲い、悶えた。
「本当に死ぬぞ」若い漁師は警告した。
「構うもんか、死んだら海に放り込んだらええ」
　真琴は意識が朦朧としてきた。漁師の一人は真琴を羽交い締めにして起こした。漁師達は代わる代
わる真琴を殴り続けた。サンドバックとなり、顔が赤く腫れ上がった。漁師達は大笑いをした。力を
持つ者は、ない者を玩具として扱う。壊れれば修理せずにゴミ箱に落とし込む。最後には屍になり、
焼却処分となる。残酷だが、村を今も存続する組織として結束しているのは、ギリシア時代のスパル
タで立証し、現代まで続く暴力だ。
　漁師は飽きるまで真琴を殴り続けた。羽交い締めを解いた瞬間、真琴は酔いと殴打のダメージで倒
れた。
「隅に置いとけ」漁師はデッキブラシやスコップが置いてある箇所に真琴を運んで投げた。置いてあ
る用具と同じ場所に転がった。
「クソガキ、サメみたいに捨てちまったらどうです」漁師は改めて尋ねた。
「捨てる価値もねえ」漁師は吐き捨てた。
　朝日が海から昇ってきた。父親はスイッチを操作した。船の明かりが消えた。漁師達は朝日を見ず
に船が向かう先を見た。港が見えた。
「おら、下ろすぞ手伝え」漁師は氷水の入ったバケツを持って真琴にぶちまけた。あまりの冷たさに
真琴は飛び起きた。
　漁師達は、真琴のリアクションに笑った。
「痛みは取れたか、クソガキ」
　真琴は立ち上がった。顔に痛みがあるが、他の部分の痛みは和らいでいた。動かす分には問題はな
かった。
　港に着くと、漁師は魚を下ろした。真琴はよろけながら枡に入った魚を下ろした。酔いは取れてい
たが頭痛は消えなかった。
　一通り作業を終えた。真琴は港の市場に立てかけてある時計を見た。６時半を示していた。まだ今
から学校に行けば間に合う。楽譜諸々は忘れたと言ってごまかせばいい。市場からバス停に向かって
駆け出そうとした。何者かが肩を掴み、引っ張った。後ろを向いた。
　漁師が立っていた。「未だ終わってないぞ。網の補修はどうした」
「用事がありますから」
「仕事以上に大事な用事があるのか」
　真琴は返答に窮した。漁師は昼間で港に留まらせる気だ。要件を話しても通じる訳がない。
　漁師は真琴から漂う匂いに気づいた。「お前、酒飲んでたのか。未成年が酒飲んでちゃ駄目だよ
な」漁師は真琴の肩を引っ張り倒した。痛みで声を上げた。周囲の人々が一斉に真琴に目を向けた。
「夏祭り前で調子に乗ってたのか、このガキが」
　漁師は真琴を蹴り始めた。周囲の人々は目をそらして作業を再開した。関わりたくない一心で逃げ
た。
　真琴は蹴りが入る度にうめき声を上げた。次第に意識が遠のいていった。意識がなくなれば痛みも、
脳に蛆同然に湧いて支配する『何故暴行を受けるのか』と言う疑念も消えていく。素直に受け入れよ
うとした。
　他の漁師が水の入ったバケツを持ってきた。真琴に中身をぶちまけた。意識の消失を阻止した。
　真琴は意識を戻した。
「やめとけ」他の漁師は吐き捨てた。「やるなら海で捨てろ」他の漁師は去っていった。真琴を助け
る気はなく、単に見苦しいから止めたに過ぎない。
「手伝え、逃げんじゃねえぞ」漁師は踵を返して去った。
　真琴は濡れた体を起こしたが痛みの蓄積で立てなかった。四つん這いになり、嗚咽を漏らして胃の
中にあるものを吐き出そうとした。何もなかった。



　学校で行われた合唱練習には、１５名程度の生徒達が集まっていた。音楽室の窓は閉まっていて、
外からの音を遮っていた。平川と照美の姿があったが真琴の姿はなかった。井崎は指揮を取っていた。

　生徒達は井崎の指揮と伴奏に合わせて歌っていた。以前に比べて声が音楽室全体に響かなかったが、
空調機が放つ低音をかき消す位はあった。
　ソロパートに入った。本来なら真琴が担当する箇所だったが、欠席していたので急遽代役の人が
行った。真琴の丁寧な歌唱に比べ、慣れがない為に荒い印象があった。
　生徒達全員が歌うパートに入った。人数が少ない分、多少のズレが鮮明に聞こえた。井崎は聞き分
けながら指揮を取っていた。
　歌い終わった。井崎は指揮を止めた。「所々でズレが出てるわ。特に最後の方、力尽きているのが
丸わかりよ。歌っている方はわからないけど、聞いている側からすれば違和感が出るわ。気を抜かな
いで」
『はい』生徒達は返事をした。
　平川は本来、真琴がいる場所を見た。真琴の代わりに別の男子生徒が立っていた。港で出ないと駄
目だと念を押したにも関わらず、来なかった。余程の要件があるのか、体調不良なのか来たくないの
か。
　照美は平川の方を向いた。平川が疑念の表情で真琴が立っていた場所を見ていた。
「もう一回、通しでやります」
　井崎は指揮を始めた。伴奏を担当する生徒は、井崎の指揮を見てピアノを弾き始めた。生徒達は伴
奏に合わせて歌った。
　練習が続いた。空調機で温度を適切に保っているにも関わらず、生徒達に汗が滲んでいた。
　井崎は指揮を終え、手を下げると壁に立てかけてある時計を見た。針は１１時半を示していた。生
徒達の方を向いた。皆、井崎を見ていた。「今日はここで終わりにするわ。明日以降もあるけど今日
と同じ程度です」
『はい』
　井崎は生徒達に頭を下げた。
　生徒達は井崎に頭を下げた。『ありがとうございました』
　井崎は控室のドアに向かい、開けて中に入った。ドアが閉まった。
　生徒達は秩序ある形で並んでいた状態を解除した。皆が皆、仲の良い者同志で固まり話をしだした。
学校は別の村と統合している学区となっている為、仲が良くても村が違う為に会えない状況が発生す
る。夏休みにも関わらず学校に来る理由として、異なる村の友人と気兼ねなく話が出来る点があった。

　平川は誰にも絡まず、荷物を取りに音楽室から出てこうとした。
「平川さん」女子生徒が平川に話しかけてきた。
「用でもあるの」平川は生徒に話しかけた。転入生の肩書が薄れると同時に、興味がなくなったので
話しかけてくる人はいないと考えていた。
「夏休みは上町に戻るの」
「もう村に住んでるから、戻るというのは」
「へえ、じゃあ村を案内してあげようか。村って言っても結構広いから、知らない所多いんじゃない
の」
　平川は驚いた。自分に関わっても得をしないのに、何故絡みたがるのか分からなかった。裏でもあ
るのではないかと疑念を持った。「誘拐でもする気」
「冗談が下手ね」女子生徒は笑った。「嫌ならいいんだよ、でも知らないと生活困るかもよ。意外な
所に店が並んでるんだから」
「店があるの」
「ほら、やっぱり知らないの。教えてあげるわよ」
　平川は安堵した。裏があるのではなく、純粋に知らない人間に知識を教えたがるお節介屋だったの
だと分かった。
「いいじゃない」別の生徒が平川の元に来た。「買い物に付き合ってくれる人がいなくて困ってたの
よ」
　生徒達は平川の回りに集まってきた。人は集まり始めれば更に集まってくる。
「分かった」平川は了承した。返答をしなければこの場から一歩も動けなくなる。「荷物取りに行く
から」音楽室から逃げるように出ていった。
　照美は生徒の一人に近づいた。「午後にでも大葉の所で勉強会やるんだけど、どう」
　生徒は『大葉』の言葉に一瞬、眉をひそめた。「家は何処」
「住所なら教室で教えるわ、夕方までならいつでも来ていいよ」照美は生徒を連れて音楽室を出て
いった。
　照美は教室に戻るなり、荷物を纏めた。生徒達が照美の元に来た。「あのさ、勉強会だけど何処で
やるの」
「大葉の家」
「大葉、あの大工の」
　照美は頷き、ノートに地図と住所を書いた。「他に場所があるの」
「公民館は」
「一杯じゃない。図書館なんて混んでてとても出来ないわ」
「仕方ないわね。何時に行けばいいの」
「私も詳細は分からないけど、昼過ぎに行けば大丈夫よ」照美はノートの切れ端を生徒に差し出した。



　生徒はノートの切れ端を受け取った。「そんなので大丈夫なの」
「うちの所は大体そうよ、勝手に来て勝手に出ていくのが普通だから」照美は荷物を鞄に入れ、肩に
担いだ。
「山下君、今日来なかったけど何かあったか分かる」生徒の一人が照美に尋ねた。
「あたしは知らないわ。腹でも壊したんじゃないの」
「まさか」生徒の一人は笑った。
「来ても来なくても一緒でしょ。予行練習に来ればいいんだから。余裕漕いてど偉い目に合わなきゃ
いいけど」
　照美は教室を出ていった。
　照美の背中を生徒の一人が眺めていた。「代わりのきかない役を休むなんてね」
「別にいいじゃない。来なくったっていいんだから」
『自覚に欠けるわよ」
　生徒達の雑談は周辺の生徒達が帰るまで続いた。気づいた時に見回した時、誰一人としていなく
なっていた。皆帰宅したのだ。
　生徒達は急いで席に戻って荷物を纏め、教室から出ていった。留まる理由はなかった。
　日が伸び切った後、日没に向けて下り始めた。村の外れは木々が生い茂っていて、舗装している箇
所がなければ道路と山道の区別がつかない程だった。民家も土壁が主体の家が多かった。蝉の声がよ
り鬱陶しいが、代わりに伸び切った枝が道路に日陰を与えて熱を抑えていた。
　駐車場があり、土壁の家が並んでいた。荷台に何も乗っていない白い軽トラックが１台停まってい
るだけで、他の車はなかった。奥にはトタンの家が並んでいた。一見して長屋に見えた。
　女子生徒は、ノートの切れ端とスマートフォンに映っている地図とを見比べながら駐車場に来た。
「大葉さんの家って、ここでいいんだよね」手前側にある家に向かい、周辺を確認した。物干しのあ
る掃出し窓から照美達の声が聞こえた。恐る恐る窓からの光景を見た。照美達が居間で盛り上がって
いるのが見えた。指定した場所で合っていた。入り口に向かい、インターホンを探した。ドアにイン
ターホンは付いていなかった。やむなくドアに手をかけ、軽く引いた。力を入れずに開いた。
　ドアの音に気づいた照美が玄関まで駆け寄ってきた。「来たんだ」照美はドアを全開にした。
　女子生徒は驚いた。「いきなり開けて大丈夫なんですか」
「大丈夫も何も問題ないわ、ほら、来なさい」照美は奥から居間に向かって歩いていった。
　女子生徒は靴を脱ぎ、不安げに照美の後をついていった。
　居間は畳の床に絨毯が敷き詰めてあった。奥に床の間があり、壁掛けの２ｍ近いテレビが置いてあ
り、ゲーム機が繋がっていた。中央にテーブルがあり、教科書やノートが開いた形で乗っていた。共
にコーヒーカップやスナック菓子が乗っていた。男子生徒達はゲーム機のコントローラを持ち、画面
に向かい合っていた。画面の中のキャラクターを動かして盛り上がっていた。
「失礼します」生徒が入ってきた。
　女子生徒は机に向かい、空いている箇所に座った。机の上に散らばっているスナック菓子を中央に
寄せた。「勉強しなくていいんですか」
「ほっとけばいいのよ」照美は机に向かい、座って問題集に書いてある問題を埋め始めた。
　テレビから集中力を削ぐゲームの音が響いていた。生徒達はゲームにのめり込んでいった。多感で
純粋な年頃なので目の前の快楽を防ぐ理性と経験が薄く、美味い餌があれば簡単に飛びついてしまう。
飛びつかないのは日常に快楽を組み込んでいるか、単に知らないかのどちらかしかいない。まして男
となれば理性は益々薄くなる。
　女子生徒は生徒達を見た。テレビゲームに没頭していた。「ほっといていいんですか」
「やらせておけばいいわ。言っても無駄よ」照美は突き放した。欲望に忠実な人間に何を言っても通
じない。本能だけで動く生物を手懐けるには、対象に近づき理解しなければならない。聖職者が動物
に説教出来るのは、動物とは何かを知り尽くしているから出来るのだ。照美は聖職者でも調教師でも
ないので、説教も注意も無駄だと分かっていた。
「平川さんも、誘えば来ましたか」
「誘っても無理よ。というより、ああ言うのに限って宿題も何もしてないんじゃない。あるいは誰か
にやって貰ってるんじゃないかしら」
「友達いなさそうですから、親がやるんですか」
「親って聞かないわね。援助交際やってるんだからお金の代わりにさせてるんじゃない」
　女子生徒は渋い表情をした。また援助交際の話にもつれ込むのか。
「あたし達には関係ないわ」
　女子生徒は照美の話に頷いた。クラスメイトといえど他人だ。まず自分達の宿題を終わらせる作業
をする必要がある。「山下君が手伝ってるかもよ」
「あいつが」
「合唱でも同じソロなんだし、気が合うんじゃない」
「田舎の人間と都会出身の人とは、合わないわよ」
「かもね」女子生徒は笑みを浮かべた。炎上交際云々から話題をそらすのに成功した。
　女子生徒と照美は粛々と持ち込んだ宿題を進めた。男子生徒はテレビゲームに飽きてきた。
「別の奴やろうぜ」
　男子生徒はＣＤを抜いて棚に置いてある別のゲームソフトを入れた。読み込み中の表示が現れ、タ
イトルを映し出した。再び遊びだした。
　玄関から足音がした。照美と女子生徒は足音がした方を向いた。男子生徒はテレビゲームに夢中で
気づいていない。
　大葉が居間に上がってきた。手に袋詰の菓子を持っていた。「お前ら、遊んでるな」
　照美は立ち上がった。「大葉さん、場所を貸してくれてありがとうございます」
「気にしないでくれ、どうせ空いてるんだ」大葉は周りを見回した。真琴の姿がなかった。「山下は
どうした」



「学校にも来ませんでした」
「言い出しっぺが来ないとは、腹でも壊したか。多感な年頃だから、心身症ってのになるのも仕方な
いか」大葉はテレビゲームに興じている生徒達の後ろを取った。生徒達は気づいていない。
「おい、何遊んでるんだ」大葉は生徒を軽く蹴った。生徒達は振り返った。大葉の姿があった。生徒
達は驚いた。「あ、いつの間にいたんですか」
「お前らが気づかなかっただけだ」
　コントローラを握っている生徒は、無意識のうちにコントローラのスタートボタンを押した。画面
が停まった。
　生徒達は大葉に恐れを覚えた。置いてあるとはいえ、勝手にゲームを起動して遊んでいたのだ。罰
があっても不思議ではない。
「遊んでいるとあっという間に時間が過ぎる。気づいたら夕方になるぞ」
「はい。すみません」生徒の一人は電源ボタンに手をかけようとした。
「せっかく進めたのに切るのはもったいない。納得した所で終わりにすればいい」
　大葉は机に向かい、ノートを眺めた。途中まで解いたまま放置してあった。照美の方を見た。照美
は手を止めた。「難しいのか」
「手間がかかるだけよ」照美は手を動かし始めた。「出来るの」
「大分忘れたが、公式と軽い解き方位は覚えてる」
　照美は答えを書き込んだ。手を止め、答えの下に書いてある問題をペンで突いた。下に解に至るま
での過程が書き込んであった。「結構難しくて解けないのよ、分かる」
　大葉は照美の隣に座り、袋詰の菓子を机の隅に置いて問題を見た。数字と文字が並び、隣にマトリ
クス式の線グラフがあった。上の項目に『ｙの数値を出しなさい』と記述してあった。
　大葉はため息を付き、近くに置いてあるペンを取って空いているスペースに解への道を書き出し始
めた。元々数学は苦手であったが、中学生がやる程度の問題であれば訳がないと思っていた。仕事柄、
表に書き込んだグラフから推測して適当な値を出すのには長けていた。目測で数量が出なければ床や
壁のビニール張りに必要な分量を計算し、見積もりを出す作業が出来ないからだ。しかし、数学では
計算結果よりも過程を重視する。答えが正確でも途中の式を省いて『適当な分量で出しました』と書
けば良くて減点、大抵は間違いの指摘を受ける。大葉にとって正確に途中の式を書いて答えを出す作
業は、勝敗が決まっている八百長試合をプランを練るのと同じ難しさだった。頭の中を引っ掻いて出
した数式を書き込み、当てはめていき解いていく。本人は苦悩しているが、照美にとっては未知の数
式を使っているように見えた。
　１つの数字が答えとして現れた。大葉は頭の中で書き込んだ式と数字を重ねて検算した。矛盾はな
かった。「どうだ」数字を丸で囲った。
「解けるんだ」照美は驚いた。答えが間違っていようとも、元々解けない問題なので構わなかった。
間違っていようとも空白寄りはマシ程度に思っていた。
「流石に今解いた以上の難しい問題は無理だな」大葉は素直に言った。予め言って置かなければ、次
から次へと難しい問題を解く注文が来る。いくら仕事がなくても、暇ではないので付き合う訳には行
かない。
　女子生徒は男子生徒達の方を向いた。相変わらずテレビゲームに興じていた。「ずっとゲームやっ
てるけど、もう勝手に切っちゃえば」
「明日になって苦労するのは自分だから、いいんじゃないか」
「だけど」
「自分が楽をした分、必ず何処かに跳ね返ってくる。世の中ってのはうまく出来てるんだ。後で泣
きっ面しても助けなくていいからな」
　女子生徒は大葉の言葉に僅かな笑みを浮かべた。
　
大葉は袋詰の菓子を開けた。何かがビニールで包装してあった。
「遠慮せずに食え」
「ありがとうございます」照美は遠慮せずに包装に手を伸ばし、開けた。チョコレートのトリュフが
入っていた。照美は口に入れた。甘さが口の中に広がり、蕩けていった。
「お前ら、夏祭りに行くのか」大葉は照美に尋ねた。
「はい、合唱に出ます」女子生徒は、口がふさがっている照美に代わって答えた。
「合唱ね」大葉は眉をひそめた。
「何かあるんですか」
「いや、何でもねえ」大葉は苦笑いをした。自分が思っている夏祭りと異なっていると認めた。「使
いは未だ来ないのか」
「使いって、実行委員会ですか」
「いや、知らないなら知らないでいい」
「合唱なんだけどさ。ソロをやる子が上町から来た子で、すごく生意気なのよ」照美は『生意気』の
部分を強調した。「転入するなり、あたしからソロのパート取ってってさ。しかも涼しい顔してて本
当に腹が立つったらありゃしない。しかも援交までやってるって酷い女なのよ」
「援交って、勝手な推測で他人を責めなよ」
「事実よ、だって映像からして本人に違いないんだから」
「トイレある」女子生徒は立ち上がった。面倒な話に巻き込まれたくなかった。「今いる家にあるの
は汚なくて使えねえ。隣の家に入って廊下の奥にウォシュレット付きの新しいのがあるから、そっち
を使ってくれ」
「分かりました」女子生徒は居間を出ていった。
「本人って、直で話したのか」
「いえ。でも絶対そうよ。山下君だって言うわ」
「あの疑り深い奴がか」



　照美は頷いた。「確かめる為に焼いたＣＤ渡したわ。驚いてるわよ」
　大葉は照美の話に渋い表情をした。援助交際のＣＤといえば心当たりがある。
「待ってくれ、ＣＤってのは白い奴か」
　照美は、大葉の質問に驚いた。「何で知ってるの」
　大葉は確信した。真琴が車に忘れていったＣＤだ。「お前が配ったのか」
「ええ」
「待っててくれ」大葉は居間から出ていった。照美は何が起きたのか理解出来なかったが、真琴に渡
したＣＤを知っている辺り事情は分かっていると察した。
　暫くして大葉が居間に戻ってきた。手には白いＣＤケースを持っていた。「山下の奴が来ないんで
渡そうかどうか悩んだんだが」大葉はＣＤケースを机に置いた。「駅に送った時に落としたらしくて
な。色々まずいから返しといてくれ」
「見たの」照美は尋ねた。大葉は目を背けた。内容を見たのは確実だった。
「そいつが転入生よ。汚れきってる癖に目立とうだなんて、頭がおかしいんじゃない」
　大葉はＣＤを見た。天井の照明を反射していた。
「夏祭りの予行が近くあるんだけど、足を止めてくれないかしら」
「何でだ」
　照美は身を乗り出した。「当たり前じゃない。援交やってるって広がったら、永久に追い出されて
学校の評判も下がるわ。更にあたし達も援交やってるんじゃないかって、同じ目で見られるのよ」
「何処の学校でもやる奴はやる。珍しくとも何ともない。世の中にはもっとえげつないのがいくらで
もあるんだ、大目に見てやれよ」
「多めに見るなんて出来ないわ。今までなかったのよ」
「お前が知らなかっただけじゃないのか」
　照美はＣＤを手に取った。「中学生がヤッてるＣＤを持ってる時点で犯罪だって、ニュースでやっ
てたわ。今すぐ通報してもいいのよ」スマートフォンを胸ポケットから取り出した。
　大葉は焦りを覚えた。別に通報を受けようが受けまいが構わないが、何かしらのトラブルを起こせ
ば村の人間が自分に持つ印象が更に悪化する。最悪追放となりかねない。「分かった分かった。但し
一人で全部やるには無理がある。協力者ってのが必要だ」
「協力者」
「会場から排除するにも、自然な流れじゃないと誘拐犯として捕まっちまう。たまたま用事があって
会場に来られなかった。その程度の流れに持っていくには最低、声をかけて誘う同級生が必要だ。数
が多ければ多いほど、力が強ければ強いほどいい」
「筋立は」
「仕事で外の人間が必要だから、村の連中に映ってる転入生を紹介されたって話にする。で、案内を
頼む名目で会場から離して俺の車に乗せる。連れ回して予行練習が終わった時点で戻す。んな程度で
どうだ。過疎地だから空き家なんていくらでもあるんだ。適当に空き家回して、結局いなかったって
言って誤魔化せばいい」大葉は即興で話をした。粗が多いのは確かだが、少なくとも警察は動かない。
夏祭りが近いので荒立てる気も波風を立てる気はない。無難に避けていく。
　照美は大葉の提案に納得した。即興とは言えども、策を提案するとは流石大人だ。「画期的じゃな
い。じゃあ、そういう風に皆に話しておくわ」
「誰が協力するのか、分かってないと自分としても困るんじゃないか」
「後で話すわ、予行練習まで１週間あるし」照美はＣＤを元の場所に置いた。
「山下に返さないのか」
「別にいいわ」照美はそっけなく言った。転入生が援助交際をしているのを知らしめ、突き落として
自分の地位を上げる。目的は達しつつあるのだから、道具は必要はない。はしごは上がりきったら蹴
り落とす。
　大葉はＣＤを手に取った。「バスが余り来ないんだ、日が暮れる前に帰れよ」大葉は部屋から出て
いった。
　照美は宿題の消化を始めた。
　暫く経った。女子生徒が戻ってきた。「ごめん、トイレ探してたから時間かかっちゃった」
「気にしなくていいわよ」
　女子生徒は机に置いてある菓子に気づいた。「誰が置いたの」
「大場さんが差し入れしてくれたわ」
「気が利くのね」
「ロリコンなんじゃない」
「まさか」
「本当はどうだか、分からないわ」
　女子生徒は照美と共に宿題を消化した。男子生徒はテレビゲームに行き詰まり、揉めていた。テレ
ビゲームとは常に刺激を与える娯楽だ。徐々に難しくしなければすぐに飽きが来てしまう。しかしな
がら、先へ進めなければ苛立ち、投げ出してしまう。男子生徒達は根気がなく、行き詰まったと察し
た途端にゲーム機の電源を切った。しかしながら、本来の課題である宿題の消化は行わなかった。眼
前の快楽に飛びつき味を知った者は、苦行の世界に戻る選択を取らない。取る意味がないからだ。代
わりに別の快楽に浸かる。ゲーム機の蓋を開けて銀盤を取り出し、ケースに入れると別のケースから
銀盤を取り出して入れて蓋を閉めた。電源ボタンを押すと起動画面が画面に映った。再び盛り上がっ
た。
「遊んでばかりでどうしようもないわね」女子生徒は立ち上がり、男子生徒をしかりに行こうとした。

「やめなよ、自分が後で苦労するだけだから意味ないわ」照美は達観した調子で言った。
「でも、大葉さんが態々部屋を開けてくれたのよ。他人のゲーム機で遊んでばかりで何もしないなん
て、酷いじゃない」



「注意しても聞かないわよ」
「でも」
「いいのよ」
　女子生徒は男子生徒を見て、哀れみと怒りが混じった表情をすると、席に座って宿題の消化を始め
た。
　時計から時報が鳴った。照美は音に気づき、時計に目をやった。５時を示していた。窓際に目を向
けた。夕方とはいえ、夏の日差しは元気で暮れる色に染まっていなかった。
「もう時間ね、帰りましょう」
「ええ」
　照美と女子生徒は宿題を片付け始めた。
　照美は鞄に机に広げた宿題を入れ、ゴミ箱に菓子の袋を押し込んだ。鞄を閉める、ゲーム機にた
かっている男子生徒の元に向かった。男子生徒は照美の存在に気づいていない。男子生徒の一人の背
中を蹴った。
「何するんだ」
「時間よ。帰るわよ」
　男子生徒は時計と、窓際を交互に見た。
「未だ日が暮れてねえし、５時だろ」
「バスに遅れてここで泊まるなら、別にいいわよ。大葉さんの所に泊まるって聞いたら、親はどう思
うかしら」
　男子生徒は渋い表情をした。村人にとって大葉は厄介者だが村人であるのに変わりはない。よって
必要であれば関わるが、深く立ち入るのは危険とみなしている。よって、泊まる程に親密と知れば激
怒し、関わった者を突き放していく。子供といえど村人と大葉の関係が険悪なのは知っていた。
「分かった、変えればいいんだろ」男子生徒達は吐き捨て、ゲーム機の電源を切ると机に向かって散
らばった宿題を片付け始めた。最初から何一つ進まないままだった。
　片付けが終わった。来た時と同じ状態に戻った。生徒達は長屋を出ていった。元より鍵はかかって
いなかったのでそのままでも問題なかった。何より村の中でも辺境なので、近づく人間もいなかった。

　生徒達は家から遠くにある通りに来た。夏の日暮れは一旦陰りが出ると闇が急激に襲う。周辺は暗
くなってきた。照明はなく、視界を奪う一方で開放する術はなかった。
　暫く経った。バスが来た。唯一の灯りであるライトを灯していた。バス停で止まり、ドアが開いた。
生徒達は一斉に乗った。ドアが開いて発車した。
　大葉は電池式のランプとＣＤケースを持って長屋に来た。自分が照らしている部分を除いて真っ暗
だった。樹にしがみつく蝉の鳴き声は消え、クビキリギスとケラの鳴き声が草の生い茂る地面から響
いていた。長屋に向かい、戸を開けた。暗いままだった。僅かな光と経験を頼りに壁に埋め込んだ片
切スイッチのボタンを押した。天井に付いている黄色い電灯が輝いた。奥に入り居間に向かって電灯
をつけた。誰もいなかった。安堵し、テレビモニタの前に向かった。ゲーム機が片付いていない状態
で置いてあった。ため息を付き、ポケットに入っているスマートフォンを手にとってスイッチを入れ
た。話中の電子音が鳴った。唸って電話を切り、暫くの間待受画面を見つめた。再びスマートフォン
を起動し、電話をかけた。

　天井から吊るした照明が書斎の全てを照らしていた。机の上には楽譜と音楽の本が散らばっていた。
奥にはデスクトップ式のパソコンが置いてあった。合唱の動画が流れていた。端に置いてある本棚に
は、本が隙間なく詰まっていた。
　平川は無線式のイヤホンでパソコンから流れる合唱の音楽を聞きながら、本棚から本を取り出して
眺めていた。音楽記号についての記述があった。浮かない表情をしていた。任意とはいえ、真琴が合
唱の練習に来なかったのは不可解だった。ソロである以上代わりはいない。いても所詮変わりでしか
ない。クオリティが下がる。来ないのは余程の用件があったのかやる気がなかったのか。晩年の哲学
者に似た精密さを求める彼女にとって、些細な欠けでも問題だった。完璧主義者にとって最も恐ろし
いのは、白い紙の上で今垂れんとしている黒い雫だ。垂れて染まれば全てを染める。薄めても乾かし
ても、元の白い紙には戻らない。
　机と対照の位置にあるテレビ台上に置いてあるスマートフォンが鳴った。タコ足のコンセントがテ
レビ台の下にあり、スマートフォンの充電コードがテレビのコードの隣に繋がっていた。
　平川は近づき、電話番号を見た。かつて見た覚えがあった。以前上町の駅前にあるホテルで交わっ
た男の電話番号だ。弱い立場の雌に発情し、一方的によがりながら汚い欲望をぶちまける。征服感に
浸る男の一人でしかない。嫌悪を覚え、スマートフォンをコードから放して電話を切った。手に持っ
ているスマートフォンを見た。着信履歴が映っていた。指を動かして着信履歴を飛ばし、机の上に置
いてあるメモを手に取った。港で真琴から貰った電話番号だった。液晶の上で指を動かして電話をか
けた。何故かはわからないが、他人を木偶と同じにしか見ていない自分が他人を気にするのは不自然
だと気づいた。しかしながら、話をして決着しなければ安心して寝付けないのは確かだった。

　真琴の部屋は闇で染まっていた。網の補修が終わったのは昼過ぎから夕方にかけてだった。暴力の
痛みと酔いの為に体が動かなかった。終わった後に勉強会に合流するのはほぼ不可能だった。バスが
来ても到着するのは夜の入りだった。本来渡す酒を父親に奪われ、消費されたのも負い目にあった。
　真琴は畳の上で寝転がり、闇の中で開いた窓を通して入る虫の声を聞いていた。昼の騒ぎ立てる蝉



と異なる声に落ち着きを覚えていた。体の痛みも酔いも大分取れていた。慣れにより感覚が戻り、動
かない分には問題なかった。
　下の階で電話が鳴った。父は漁に出ていて、母は寝入っていた。漁師の家族は夜も朝も早い。寝て
おける内に寝ておかねば体が壊れていく。
　真琴は痛みをこらえて起き上がり、階段を降りて電話のある玄関に向かった。僅かな光を頼りに電
子音とダイオードが光る電話の元に向かい、受話器を取った。「もしもし」
『もしもし』平川の抑揚の薄い声が聞こえた。
　真琴は驚いた。まさか電話を掛けてくるとは予想していなかった。「平川さん」電話の主を尋ねた。

『ええ。何で今日の練習に来なかったの』
「問題でもあったの」
『いえ。ソロの人は代わりがいないから来るようにって言ったよね』
「漁があって」
『親の都合で自分を振り回すの』
　真琴は平川の言葉に苛立ってきた。自分は拒否をした。しかし、暴力の前には子供は無力だ。平川
には自分が受けた仕打ちが分かっていない。「分かった口を聞くなよ」
『本当は否定したくても、出来ないのね』
　真琴は平川の言葉に項垂れた。自分の感情を的確に言い当てたので、何も言い出せなくなった。
『少し安心した』
　真琴は苛ついた。来なくて良かったというのか。役割を失った照美の気持ちが理解出来る。
『やる気がなくて来なかったなら問題だけど、仕方なくこなかったのなら、大丈夫ね』
　真琴は眉をひそめた。何が大丈夫なのか。
『明日は来るの』
「明日もあるの」
『多分』
「多分って、曖昧だな」
　受話器から、僅かな笑い声がした。『何もなければすぐに帰ればいいだけだから、行ってみればい
いわ。私も行くから』
「分かった」
『またね』電話が切れた。
　真琴は受話器を置いた。人は社会性の動物だ。他人から不要とわかれば絶望し、必要とわかれば喜
ぶ。合唱では自分を必要としていると分かり、安堵した。踵を返し、部屋に戻ろうとした。
　電話の発光ダイオードが点滅した。ＦＡＸではないかと推測しつつも、電話を取った。間違ってい
れば受話器を置くだけでいい。「もしもし」
『大葉だ、この声は真琴だな』大葉の軽快な声が漏れた。『漁に行かなかったんだな』
　真琴は動悸を覚えた。不可抗力とはいえ、勉強会に来なかったのを責める気なのか。「ええ、勉強
会に行けなくてすみませんでした」
　受話器を通して笑い声が響いた。『お前にはお前の用件がある。俺が主催してんじゃねえから問題
ねえ。謝るなら別にいるだろ』
「はい、明日は」
『明日から先は分からねえ。主催してる奴に聞くんだな。漁は干されてんだっけか』
「使えないと言われました」
『だな。力仕事にガキを使うのは無理がある。連中、よく分かってねえんだ』
「はい」真琴は適当に相槌を打った。
『用件だが夏祭りの予行練習っての、詳細聞かなかったんだがいつか分かるか』
「何でですか」
『頼まれ事を受けてな。打ち合わせもしねえまま終わっちまったから、お前に聞くのが一番早いと判
断したって訳だ』
「予行練習なら、５日後の９時からだと聞いてます」
『お前らの出番は』
「１１時半位ですけど」真琴は曖昧に言った。頭の中で認識しているだけで、実際の時間は分からな
かった。
『分かった、お前は行くのか』
「ええ」
『みんな同じルートで行くのか』
「表は準備で封鎖してますから、裏の駐車場から回っていくしか入れません』
『駐車場、ああでかい所は１箇所しかなかったな。空いてるのか』
「荷物の搬入がありますから、多分」
『転入生が来たと聞いてたが、そいつも通るのか』
「多分ですけど、入り口が決まっているならそうだと思います」
『多分か』唸り声が聞こえた。
「聞きますか」
『聞けるなら』
「はい」
『後は自分で調べとく。世話をかけたな、じゃあまた』
　真琴は急に用件を思い出した。「あ、すみません」
『何だ』
「兄から、喫茶店やっていてよろしくと言っていました」
『彼女いるのか』



「結婚して、来年子供が生まれるそうです」
　受話器からため息が漏れた。『子供を作ったのか』低い声が聞こえた。
「はい」
『分かった。元気してるならいい。じゃあな』電話が切れた。
　真琴は受話器を置いた。酒を土産に持たされたが、父親に奪われたのを話さなかった。知らなけれ
ば知らないで終わる。なんでも正直に話さなくてもいい。自分の判断は懸命だと心の中で言い聞かせ
た。一旦受話器を置き、再び取った。

　大葉はスマートフォンのスイッチを押した。電話が切れたを確認し、壁を蹴った。村を出ていった
相手には彼女どころか子供もいる。対して自分は複数の長屋を持ちながら、一緒に住む相手どころか
同世代の話し相手すらいない。持っていない物を持っている妬みが体を巡った。今すぐにでも解決し
たい理性が巡った。出来なければば発散で暴れまわり、中にある全てが壊れていく。
　手に持っているＣＤを見て、頷いた。便所の匂いを強烈な香りで消すのと同じく、強い刺激で打ち
消すのが確実で手っ取り早い。
　テレビとビデオデッキのスイッチを入れた。他愛ないバラエティ番組が流れた。ＣＤケースを開け、
中に入っているＣＤを入れた。ビデオデッキはＣＤを読み込み再生した。
　制服を着た少女がベッドに座ってインタビューをしていた。やり取りは聞こえなかった。
　大葉は手元にあるリモコンをテレビに向け、音量のボタンを押した。テレビから流れる音量が上
がった。映像を見ていくうち、心拍数が上がっていくのを覚えた。先に映像の中で起こる光景は、全
て予想が付いている。商品として売るには余りにも稚拙だが、欲望の吐き出し口として十分に値する。
むしろ未熟な分、表に出回る商品と異なる現実味が禁断の領域に入り込もうとする冒険者の、男の本
能を揺さぶっていく。
　映像の中で行為が始まった。体を舐め回し、解体するも同然に脱がしていった。
　大葉の欲望は映像の前に高ぶっていた。過去に経験した、下半身から全身を痙攣し全身を白く染め
ていく感覚が蘇ってきた。映像を介し、類似的に感覚を受け入れ解決したいと体に要求し始めた。息
が荒くなていった。
　映像の中で、中年の男は少女の服を乱し、体をいじっていた。少女は顔を赤く染め、男を誘惑する
快楽の吐息を漏らしていた。
　大葉は快楽を求める脳の刺激で震えていた。自らの理性が脳から快楽を求める命令に屈した。ズボ
ンをほどき、下着を外して股に付いている証に触れた。耳と目から入る刺激の前に用を果たそうとい
きり立っていた。軽く握りしめ、こすり始めた。かつて経験した、下半身から流入する優しい感覚は
ない。代わりに堅く、強い刺激が全身へと流れ込んでいく。感覚が全身が包み込み息を荒げていく。
映像に合わせて体が揺れ動いた。居間に中年の男と少女、大葉の激しい吐息が響いた。
　夜が明けた。
　真琴は畳の上に布団も敷かずに寝転んでいた。窓はカーテンと共に開きっぱなしになっていて、湿
り気が抜けた風が入り込んでいた。光によって目が覚めた。所々に痣や傷は残っているが体の痛みは
なく、酔いもなくなっていた。部屋を出て階段を降り、居間に向かった。誰もなく、テーブルには何
も乗っていなかった。時計に目をやった。６時４０分を示していた。学校行きのバスに間に合わない
と気づき、急いで部屋に戻った。荷物を纏め、服を着替えて家を飛び出した。畑に目をくれず、駆け
足で坂を下っていった。慣れない人間が降りれば止まらなくなり転がるのが落ちだが、真琴は僅かに
走る足の痛みをものともせずに制御し、バス停まで駆け抜けた。
　バス停に着いた頃には、息が上がっていた。深呼吸をして時刻表と腕時計とを見比べ、安堵した。
いつもより遅れたが未だ間に合う。周囲を見回すも、誰もいなかった。車通りもなく、風と蝉の鳴き
声とさざ波の音が響き渡っていた。夏休みの光景だった。
　バスが来た。
　真琴はバスに乗った。乗客は年寄りしかいなかった。空いている席に座った。バスが走り出した。
見慣れた光景が窓から覗いていた。真琴は何も言わず、外の景色を見ていた。景色は今まで通り、い
つも通りに見えて常に変化している。感受性の強い心は変化を見逃さず、毎日の楽しみの一つとして
無意識に取り入れていた。毎日見ても飽きは来なかった。
　学校に近いバス停に着いた。真琴はバスを降りて学校に向かった。開きっ放しの校門から中に入り、
教室に入った。生徒達が照美の周りに集まって話をしていた。何を放しているのか分からなかった。
　真琴は自分の席に来ると鞄を下ろし、机の中に入っている楽譜を取り出した。平川の机を見た。何
も乗っていなかったが、フックに鞄がかかっていた。鞄を開けて筆箱を取った。
　照美の元にいる生徒の一人が、真琴に気づいて寄ってきた。「山下、おはよう。勉強会だけどさ」
「昨日はごめん。今日もやるの」
「今日は」生徒は渋い表情をした。「いや、お前は来なくていいって言ってるんだ」
　真琴は驚くと同時に項垂れた。唐突な拒否の理由には心当たりがある。「昨日来なかったからか」
「合唱の練習に集中して欲しいって言ってたな」
「昨日、来なかったのがまずかったのか」
「酷くはないが、ぱっとしなかったのは確かだ」男子生徒は真琴の顔を見た。所々に細かい傷が付い
ていた。「怪我したのか」
「色々あったんだよ」真琴はごまかした。親を始め、漁師から暴行を受けたと言っても誰も養護して
くれないと分かっていた。力による統制が基本の村で、正面から楯突いた自分に落ち度がある。
「夏休みになると忙しくなるからな」男子生徒は適当に言った。
「じゃあな」男子生徒は照美の元に戻った。
　鞄を机の脇にあるフックに掛け、教室を出て音楽室に向かった。夏とはいえ、誰もいない廊下と階



段は影が差して冷たかった。音楽室のドアに手を掛けた。僅かに動いた。戸を引き、中に入った。
　窓が開いていて、蝉の声が中に染み入っていた。花瓶には一輪も花がなかった。生徒達が何人かい
た。他に作業がなかったか、家に居所がなくて出ていったかしたのか分からなかったが、今まで自分
が来ていた状況では見かけなかった。自分より早く来ていたのは平川位だったからだ。自分は普段よ
り遅れてバスに乗ったからだと察した。
　真琴は周辺を見回し、平川の姿を探した。女子生徒と話をしていた。近付こうとしたが、女子生徒
達の放つ空気の重さを察して足を止めた。中学生といえど、異性の放つ空気の違いを察する能はある。

　平川は真琴に気づき、近づいた。「今日は来たのね」真琴の顔を眺めた。傷にすぐ気づいたが、尋
ねる気はなかった。男とは理想と欲望を満たす為に無謀な行為に出たがる。例え誰かからの指示と言
えど、潜在的に求めている限り率先して向かう。冒険と呼ぶ行動は、代償として怪我をしても平然と
し、再び求めたがる。用件を解決するより冒険を望むのは、抑止の利きにくい本能だ。仕方がない。
「昨日はごめん」真琴は頭を下げた。
「何で謝るの。貴方の意思で休んだんじゃないの」
　真琴は何も言わなかった。抵抗しても無駄だったと言っても信じてくれない。宿題を消化しても提
出しなければやらないのも同じだ。結果だけで全てが決定する世界では、いかなる過程も無意味な言
い訳にしかならない。
「無理はしないで」平川は踵を返し、元の位置に戻った。
　奥にある準備室の戸が開いた。井崎がプリントした紙を持って出てきた。
　生徒達は井崎に気づき、合唱の位置に付いた。『おはようございます。
　井崎は机に紙を置いて生徒達を見た。昨日よりも隙間があった。夏休みで練習に来ない生徒がいた
からだ。
「おはよう、早速練習を始めるわ」井崎はピアノに目をやった。伴奏を担当する生徒は相槌をうち、
伴奏を始めた。休んだ生徒について何も言わなかった。元々来なくてもいいと言っていたからだ。
　生徒達は練習を始めた。蝉の声と生徒達との勝負は普段は声が勝っていた。今回は普段より数が少
ない分、蝉の方が勝っていた。
　ソロパートに入った。真琴は歌った。今までの練習と変わりなかった。
　一通り歌い終わった。人がいない為に声量は以前より小さかったが、夏休みに出席する程の精鋭に
なった分質は上がっていた。統一感があった。
「調子がいいわね、もう一度通すわ」
『はい』生徒達の声が響いた。
　歌の練習は午前中一杯まで続
いた。
　井崎は時計に目をやった。１１時半を示していた。机に向かい、紙を持って生徒達の方に向かって
配った。
　生徒達は受け取り、紙に書いてある内容を見た。予行練習の日時や概要、地図が書いてあった。
「今日で予行練習前の練習を終えます。２、３日休んだ後に現地に集合です。他のプログラムに影響
するので、必ず時間に間に合うように」
　照美が手を挙げた。「先生」
「はい、井崎さん」
「会場に行くには、必ず駐車場を経由しないと駄目なんですか」
「他のルートは工事で閉鎖しています。危険ですから駐車場経由でなければ駄目です」
「普通の車も入る場所なんですよね」
「ええ。駅前なので平日は一般開放してるわ。車通りが多いので事故に会わないよう、気をつけて下
さい」
「分かりました」
「では、他に質問は」
　蝉の声だけが響いていた。
「先程言ったけど、駐車場は一般開放している上に夏祭りの前だから車通りが多いわ。事故にあった
ら元も子もないから気をつけるのよ。駅前のバス停から歩けば十分間に合うわ。焦らないように」
『はい』生徒達の声が響いた。
「では、解散」
『ありがとうございました』生徒達は頭を下げた。
　井崎は控室に戻った。
　生徒達はばらけ、殆どの生徒が話をしあって盛り上がっていた。
　真琴は照美の姿を探し、見つけると周りの人に構わず近づいた。「今日の勉強会だけど」
「山下くんは来なくていいわ。と言うか来ても何もないから」
「前に来なかったのが嫌だったの」
「違うわ」照美は真琴の顔を見て、傷に気づいた。「家でもめたんでしょ」
　真琴は驚いた。「何で分かるんだ」
「分かるわよ。村の人間は夏休みに手伝いに行くって、お父さんが言ってたもの。山下君の家は漁師
だから、合唱より家を手伝えって言って揉めたんでしょ」
　真琴は何も言わなかった。照美の洞察力の前に反論一つなかった。
「事態が余計に悪化して予行練習にすら出られないとなれば大問題よ。転入生の言葉じゃないけど、
ソロパート一人変わると全体の調子も変わるの。だから勉強会に来ないで借しを作っておくか、親の
説得に回ったほうがいいわ」
　真琴は黙って頷いた。照美のアドバイスが的確で感心した。「うん、分かったよ」真琴は踵を返し、
音楽室を出ていった。
　照美は真琴の後ろ姿を見ていた。「勉強会だけど、大事な打ち合わせがあるの」



　真琴は階段を降りて教室に戻り、机に鞄を置くと筆記用具やしまい教室を去った。バス停にいる生
徒は普段より少なかった。夏休みで学校に来る生徒自体が少ないのだから、当然だ。
　バスが来た。真琴はバスに乗り、自宅に戻った。
　予行練習までの２日間、真琴は外に出なかった。使えないと判断したからか、両親からも声がかか
らなかった。港にいると予想している平川が気になったが、漁師達と絡みたくない気持ちが強かった
為に外に出なかった。かと言って何もしない訳にいかないので、溜まっている宿題を消化した。他に
やる作業がなかった。
　予行練習の前日の夜に真琴は布団を敷いてプリントを手に持って寝転んだ。書いてある内容を読み
ながら明日の予定をシミュレーションしていた。頭が疲れてきたのか飽きてきたのか、次第に眠気の
誘惑が襲ってきた。抵抗せず素直に従い、眠りについた。
　


