
 

ペチュニア（仮） 

 

 チャイムが鳴り、下校時刻になった。児童達は校⾨で先⽣に別れを告げ、決まったルートを辿って家に着く。 

 安貴も他の児童と同じく、肩が沈むのではないかと不安になる重量にまで詰め込んだランドセルを背負い、毎⽇同じ

道筋を通る。隣には⾳⽻がいる。⼊学した時、互いの親が他に話し相⼿がいないから困るし不安だと同⾏しろと⾔い、

登下校を共にする⽻⽬になった。次第に⾔動がうっとうしくなってきたが、いなかったらいなかったで漠然とした不安

になるのと、他の⼈間についていくと迷惑でトラブルを起こすと判断した。年が経過し、⼀緒に帰るのが互いにとって

当たり前になった。 

 ⼦供達に混ざって細い路地を通る。⼈通りは⼦供達以外にいない。代わりにＬＥＤの街灯を設置し、電信柱に監視カ

メラを設置したので治安に問題はない。 

 ⾳⽻は安貴の構内の態度について⽂句を⾔っていた。 

 安貴は⾳⽻の話に⾷いつかず、周囲の景⾊を⾒回しながら受け流していた。話からきをそらすために毎⽇、家の垣根

からはみ出した⽊の枝と葉を眺めている。葉の変化や張り付く⾍の多さで季節や状況が分かってきた程だ。 

「聞いてるの」⾳⽻は安貴に尋ねた。 

 安貴は⾜を⽌めた。⾳⽻が強く尋ねる時は決まっている。「聞いているよ」 

「聞いてないわよ、毎⽇同じ理由で先⽣が怒ってるじゃない」 

 安貴は苛⽴ったが、⾷いつかずに無視を決めて歩いた。公園の先にある商店街まで耐えればいい。 

 ⾳⽻は安貴を追いかけた。「待ちなさい」安貴に追いつき、話を始めた。 

 公園の前に来た。遊具は⼀切ない。同区内で遊具で怪我をした事件があったので、役所が⽚っ端から遊具を撤去した

のだ。遊びのツールを失い去った⼦供達の代わりに、スケートボードの練習場所に飢えた若者達が⽬をつけた。公道で

練習して肩⾝が狭かった状況で、平坦で誰も来ず、園内を照らす街灯に恵まれた場所はベストスポットだった。⼿製の

障害物を設置し、深夜になっても練習に明け暮れている。若者にある異性へのアピールと仲間意識の共有を理由に集ま

っていった。次第に派閥となり、排他な組織として成⻑した。警察や⾏政も報復を恐れ⽴ち⼊らない領域になってい

て、⽸ビールが地⾯に散らかり壁に落書きがしてある簡易スラムになった。 

 安貴は公園に⽴ち⼊った。若者達の姿はない。公園に⽤がある訳ではない。まっすぐ⾒つめた時、かつて上級⽣が誘

って来た場所が影も形もなくなっている。 

「寄り道は駄⽬だよ」⾳⽻が公園の柵の外から声をかけた。直後に、公園の奥から若者が近づいているのに気づいた。

「来てるよ」 

 安貴は⾳⽻の⾔葉を聞き、我に返って前を⾒た。線が細いながらも筋⾁質な腕をした、スケートボードを持った若者

が近づいてきた。 

「おいガキ。なんで来てんだよ」 

 安貴は何も答えず、逃げなかった。逃げるにしても追いかけてくるのではないかと不安だ。 

「答えろよ」若者は声を荒げた。安貴は何も答えない。 

 若者は⾆打ちをし、安貴の肩を押してにらみつけた。「出てけよ、俺のシマだ。来たら突き落とすぞ、クソガキ」 

 安貴は引き下がり、公園から出た。 

 若者は障害物の前に向かって⾏った。 

 ⾳⽻は安貴を観察した。わずかに体が震えている。「⼤丈夫」⼼配して尋ねた。 

 安貴はうなづいた。「⼤丈夫だよ」平然と答えた。嫌な相⼿に⼥々しい部分を⾒せると付け込んでくる。 

「公園に⼊るのはやめなさい」⾳⽻は安貴を諭した。 

 安貴は何も返さなかった。痛い⽬を⾒たのは事実だからだ。公園の柵に沿って歩いた。 

 ⾳⽻は安貴についていった。 

 公園から細い路地を通り、商店街は⼊った。 

 商店街の⼊り⼝はバリケードを置いて⾞を⽌めている。２階建ての商店の間に通路があり、上は橋をかけるのと同じ

原理でアクリルで覆っている。本来可動式で晴れの⽇は開く設計になっているが、⽼朽化しているので動かない。近く

にスーパーマーケットがなく、駅前なので⼈々が⾏き交っている。コンビニエンスストアを含めた真新しい店はない。

新規に店を出す場合、協会に維持を理由に賃料を余計に納める規則があるので避けているからだ。チェーン店は追加の

⽀払いがない商店街の周辺に展開している。 

 安貴と⾳⽻は⼈々の波の中を通っていく。端は店が棚を通路にはみ出すまで出している為にぶつかりやすい。真ん中

を通っていくのが安全だ。 

 安貴は惣菜屋の前に来た時に⺟親の菜海の姿を認めた。⾃ずと菜海を避ける為に対⾯する側に移動する。 

 ⾳⽻は菜海に近づいた。「こんにちは、菜海おばさま」」 

「久しぶりね、⾳⽻ちゃん」菜海は⾳⽻に話しかけた。 

「お買い物してるの」 



「ええ、そうよ」菜海は笑みを浮かべた。「安貴は帰ったの、まさか遊んでるんじゃないでしょうね」 

「遊んでないわよ。私が付いてるから」⾳⽻は得意げに⾔い、安貴がいる⽅を指差した。「ほら、いるわよ」 

 菜海は⾳⽻が指差した⽅を向いた。安貴は対⾯⽅向にある店の前で、菜海と⾳⽻がいる場所を⾒ている。 

「いるならいいわ。毎⽇⼀緒で⼤変でしょ」 

「⼤丈夫よ。でも今⽇は公園に⾏って⼤変だったのよ」 

「公園に」菜海は驚いた。公園は不届き者がたむろしているので⽴ち⼊るなと警告していた。近所の⼈間も警察が関与

しない程に荒れているのは掲⽰板や回覧板、商店街の⼈々の⼝コミで分かっている。「何もなかった」 

「ええ」⾳⽻はうなづいた。 

「通学路とはいえ、安貴には後できつく⾔っとかないと駄⽬ね」菜海は渋い表情をした。「ありがとう、⾳⽻ちゃん」

菜海は⾳⽻と別れた。 

 ⾳⽻は安貴の元に向かった。 

 安貴は眉間にシワを寄せていた。「何を話したんだ」 

「別にいいでしょ」 

「良くない。また⽂句⾔ってくるんだぞ」 

「公園に⼊ったのが悪いんでしょ」 

 安貴は眉をひそめた。「前に遊んでた場所なんだ。なんで⼊っちゃいけないんだ」 

「今は今なの」 

 安貴はうなだれた。 

「仕⽅ないのよ」⾳⽻は⼒なく⾔った。 

 安貴はうなづいた。 

「じゃあ、またね」⾳⽻は細い路地に⼊って⾏った。 

 

 

 

 翌⽇は晴れだった。梅⾬の合間としては珍しく晴れが続いた。 

 安貴は下校時と同じく、商店街で⾳⽻と合流して他の児童と共に版を組んだ。商店街が班員の待ち合わせ場所になっ

ているのは、⼈が多く安全なのが理由である。公園を含めた路地は監視カメラが充実しているものの、監視は犯罪を抑

⽌しても発⽣した場合に即停⽌する⼒はない。⼈がいる場所なら犯罪が起きても即時介⼊して⾷い⽌めるのは容易だ。 

 班がまとまった段階で学校に向けて登校した。通学路は⾏きと同じで商店街から公園を通り、学校の校⾨前で班を解

散して校内に⼊る。公園は朝になると誰もいなくなる。夜更けまで遊び続けてきた若者が疲労の回復と⼥遊びを達成す

る為に去っていくからだ。 

 学校⽣活はいかなる世代、学年でも同じ内容だ。時限数に応じて教科を学び、休み時間に他愛ない話で盛り上がり、

休み時間に遊んで帰る。児童にとって社会⼈の仕事と何ら変わらない。異なるのは⾦がもらえないだけだ。 

 授業と授業の合間の休み時間は児童にとって情報を共有する貴重な時間だった。仲の良い者達がリーダーの机の前に

集まってお⼿製のゲームや会話で盛り上がる。⼦供は以下なり出来事も遊びに昇華する天才なので、仲間がいれば退屈

とは無縁だった。 

 安貴が机の中に詰まっている教科書を⽚付けている時、友⼈の穀⼈が寄ってきた。得意げな表情で、知識をひれかす

気があるのは明らかだ。 

「おい知ってるか」穀⼈は唐突に安貴に尋ねた。 

「何をだよ」 

「商店街と逆⽅向にある店、知ってるか。⼩さいみかんがなってる所の店だよ」 

「峯岸商店か」 

 穀⼈はうなづいた。「最近よ、広場作ったって聞いたんだ。公園みたいにでかい場所でさ、みんなで遊べるって話

だ」 

 安貴は眉をひそめた。峯岸商店は知っている。遠⾜の前⽇の休みにお菓⼦を買いに⾏った場所だ。頑固な⽼⼈が店番

をしていて、妙に怒っていた記憶がある。広⼤な敷地の⼀句⾓を店にしている。⽇本家屋な作りの家を⾒れば、誰もが

⾦持ちだと即分かった。「本当かよ、うるさい爺が遊べる場所を作ったって聞いてねえよ」 

「当たり前だろ、俺だって聞いたのさっきなんだからよ。⾏った奴が遊んだって⾏ってたんだよ」穀⼈は得意げに⾔

い、隣の席に向かった。 

 安貴は席を⽴ち、穀⼈について隅の席に向かった。 

 隅の席では⼩太りの成明が席に座っていて、友⼈と話し込んでいた。 

「よう成明。峰岸の店で遊び場所ができたって本当だよな」穀⼈は成明に尋ねた。 

 成明は話を切り、穀⼈の⽅を向いた。「おう、本当だよ。帰りに寄ってみたら⼈がたくさんいたんで⼊ってみたら

よ。奥に広場みたいなの作ってて皆で遊んでたんだ。俺が来た時には⼀杯で駄⽬だったんだけど、皆で⾏けば場所取れ

るんじゃないか」 



 安貴は脳裏に駄菓⼦屋の隅にあるスペースを浮かべた。隅には古びたアーケードゲームの筐体が置いてあり、⼤声が

響き渡っている。中学⽣くらいの背丈の少年達が集まってゲームをして盛り上がっている光景だ。⾃分達にとってゲー

ムをする⾦があるなら、駄菓⼦を買った⽅がいいので⽴ち⼊る者はいなかった。仮にゲームに興味があったとしても、

家でやった⽅が⾦がかからず、体つきの良い中学⽣とトラブルにならずに済む。「ゲームする場所じゃないのか」 

「違うって」成明は⾸を振って安貴の意⾒を否定した。「店から回った場所でさ。⾦網で閉まってる所が空いてるんで

中に⼊った場所だよ。いつの間にか出来てたんだよ」 

「お前は⾏ったのか」安貴は穀⼈に尋ねた。 

「俺は」穀⼈は⼝ごもった。「まだ⾏ってねえよ。だから今⽇、帰りに⾏ってみないか」 

「ヤス、お前も⾏くのか」 

「⼈数が多い⽅が場所を確保しやすいだろ」 

 成明はうなづいた。「でもさ、ヤスの家は逆じゃないか」 

「成明君の⾔う通りよ」穀⼈の隣に⾳⽻が割って⼊った。 

 安貴は⾳⽻の⾔動に眉をひそめた。「なんでお前が出てくるんだよ。別に関係ないだろ」 

「関係ないも何もないわ。⾏くなら下校して家に戻ってからでいいじゃない。なんで下校途中で⾏くのよ」⾳⽻は安貴

に突っかかった。 

「下校してからじゃ遅いんじゃないか。上級⽣がみんな広場占拠しちまってるよ」穀⼈は⼒なく⾔った。公園の遊具は

軒並み撤去してしまったので、かくれんぼすすら出来ず、去った場所を若者達が⾃分達のテリトリーとして確保した。

屋外での遊び場は児童施設しかないが、管理している⼤⼈は⾃分達でルールを作って遊ぶ⼦供にとって邪魔になる。他

の児童が⼲渉を受けない貴重なエリアを⾒逃す訳がない。占拠してしまえば無制限に遊び倒せる。⼦供のエリア確保は

常に早い者勝ちの独占市場だ。 

 安貴はうなづいた。「⾏くよ」 

 穀⼈は笑みを浮かべた。「だよな、学校終わったら来るよ。皆で⾏こうな」席に戻った。 

「待ちなさい。通学路を無視したら」 

「何があるんだよ」 

 ⾳⽻は安貴の⾔葉に詰まった。通学路を無視して帰ったとしても罰則はない。無事に帰ってくればいいのだ。 

「規則は規則でしょ」 

「別にいいだろ、毎⽇破るんじゃないんだから。１回くらいで怒るなって」 

「買い⾷いするの」 

「⾦なんか持ってねえよ」 

 穀⼈が⼆⼈の間に⼊った。「お前らいっつもけんかしてるよな。仲よくしろよ」 

 チャイムが鳴った。⾳⽻と安貴は席に戻った。同時に成明の周りにいる児童達も席に戻った。 

「ヤスは来るかな」 

「ウソつく奴じゃないから、⼤丈夫だ」穀⼈は席に戻った。 

 教室の外にいた児童達も戻ってきた。直後に先⽣も教室に⼊った。 

 ⾳⽻は安貴の席に⽬をやった。安貴は授業に使う教科書やノートを取り出していた。 

 

 

 

 １⽇の授業が終わった。 

 児童達の下校時刻は学年で異なっている。授業数の少ない下級⽣ほど早く、上級⽣は遅めになる。安貴の学年は下級

⽣ほどではないが上級⽣ほど遅くはない。放課後に学校内でとどまって遊ぶのは教室内に限っている。上級⽣が体育の

授業で校庭を使っているからだ。教室の中は先⽣が規則を守っているか否か監視しているので、窮屈になる。遊びたけ

れば素直に学校を出ていく以外の選択肢はない。 

 安貴達は峰岸商店に向かう為、成明の元に集まった。他の児童達は教室を出ている。 

 ⾳⽻は安貴の隣に来た。「本当に⾏くの」 

「今更、⾏かないなんて⾔えない」 

 ⾳⽻は安貴の⾔葉に眉をひそめた。 

「⼀緒に⾏く」成明は⾳⽻に尋ねた。 

 ⾳⽻は成明の⾔葉にあきれた。「⾏く訳ないでしょ。私はね、塾があるのよ。貴⽅達と違って忙しいの」 

「なら、帰りなよ」 

 ⾳⽻は穀⼈の⾔葉にイラついた。「貴⽅達が通学路破りするのを⾒過ごす気はないわよ」 

「ちゃんと帰るから⼤丈夫だって。⾏ったら戻ってこれない距離じゃないんだからさ」 

「⾏くよ」成明は教室を出た。 

 穀⼈と友⼈達も成明に続いて教室を出た。 

 安貴は⾳⽻に⽬をやった。⼼配気味な表情をしている。「ごめん、今⽇だけだよ」教室を出た。 



 ⾳⽻はため息をついた。 

 安貴達は教室を出て校⾨を出た。安貴が普段歩いている道と異なる道を歩いた。⼤通りの脇で、⾞通りが激しい。 

 道⾃体は友⼈の家に向かう時に通る道なので新鮮味はないものの、友⼈達と⼀緒に帰り道を⾏く経験は今までにない

経験だった。 

 友⼈達と共に、店のスペースに着いたら何をするかで盛り上がっていた。上級⽣は授業中なのでまだ来ない。中学⽣

はゲームコーナーで遊ぶのでスペースに来ない。となれば⾃分達が場所を占拠するのは容易だ。遊具はないがスペース

と⼈数さえ確保出来れば即興で遊べるのが⼦供だ。 

 安貴はさえない表情をしていた。普段⼀緒に帰っている⾳⽻が⼀⼈で帰るとなれば不安だ。⼦供が⼀⼈で帰るのは危

険だと、親や先⽣から散々注意を受けている。 

「⼤丈夫か」穀⼈は安貴に尋ねた。 

 安貴は穀⼈の⽅を向いた。「⼤丈夫だよ、店なんてすぐなんだろ」 

「もうすぐだよ」成明は得意げに⾔った。峰岸商店は成明の通学路にあるのでたどり着くまでの道や時間に関しては信

頼出来る。「⾳⽻の話、気にしてるのか」 

 安貴は何も⾔わなかった。はい、と答えてもいいえと答えても、帰ってくる⾔葉は同じだ。 

 タクシー会社がある⾓を曲がり、暗渠になっている道を通っていく。 

 安貴はコンクリートブロックだらけで、⽊々が⼀切ない場所に味気なさを覚えた。⼀⽅で経験のない場所を通る冒険

の充実感を覚えていた。 

 突き当りに出た。カラタチの⽊の垣根で囲った屋敷の隅に、⽊造の倉庫を改装した店がある。店はガラスのドアで仕

切っているものの、開きっぱなしで⼦供達が出⼊りしている。 

「奥って⾔ってたよな」穀⼈は成明に尋ねた。 

 成明はうなづき、店の脇にある通路に向かった。安貴達は成明に続いた。 

「おい、何をしている」しがれた声が響いた。 

 成明達は声に驚き、⽴ち⽌まった。 

 安貴は声がした⽅を向いた。頭が禿げ上がり、いかつい表情をした⽼⼈が⽴っている。「お前ら、⼈の⼟地に勝⼿に

踏み込むか」 

「す、すみません」成明は⽼⼈の表情と威圧する声に屈し、勢いで頭を下げて謝った。「何もしません、だから先⽣や

お⺟さんには⾔わないで下さい。お願いします」 

 安貴は成明の前に出た。「すみません、店の庭で⼦供が遊べる場所があると聞いて来たんですけど」 

 ⽼⼈は安貴達をにらんだ。「店に⼊れ。いくら遊べると⾔っても、おじゃましますとも⾔わずに勝⼿に家に⼊る奴が

いるか」 

「すみません」安貴は頭を下げた。 

 ⽼⼈は安貴の素直な態度に表情をやわらげた。「お前らは初めてだから、分からんのも無理もない。中で遊んでもえ

えぞ。次からは俺に話をしろ」 

「はい」⼦供達は⼀⻫に返事をした。 

「疲れたら店の中で」⽼⼈は⼦供達がランドセルを背負っているのに気付いた。下校途中での買い⾷いを禁⽌している

のは過ごした時代が違くても分かる。「休むとええ」 

「はい」 

 ⽼⼈は店の中に⼊っていった。 

 成明は安⼼し、⼒が抜けた。「脅かしやがって」 

「助かったよ、ありがとう」穀⼈は安貴に礼を⾔った。 

「何も話さないで勝⼿に⼊るのは駄⽬だよ」安貴は成明を諭した。 

「お前、⾳⽻に似てんな」 

 安貴は眉をひそめた。成明の⾔葉の意味が分からなかった。 

「早く⾏こうぜ」穀⼈は成明達に声をかけた。 

 成明はうなづき、通路に向かった。 

 通路は⼈が⼀⼈通る程度の幅の道があった。脇にはカラタチの気が植えてある。道をたどると⾦網が⾒えた。地⾯に

刺さっておらず、置いたブロックで⾦網を⽀える構造になっている。先には⼩さな倉庫が建つ程のスペースが整地して

あり、⼦供達がボール遊びをしている。 

 安貴と穀⼈は⼦供達が遊んでいる光景に驚いた。公園でも⼦供が遊んでいる光景は⾒かけない。 

 成明達は⾦網に沿って歩いていき、⾦網の扉の前で⽌まった。扉の前は鍵がついているがかかっておらず、誰でも開

いて遊べる仕組みだ。 

「なあ、⼊っていいのか」穀⼈は成明に尋ねた。 

「遊んでいいって⾔ってたんだから、⼤丈夫だよ」成明は扉を開けて敷地に⼊った。 

 敷地は⾦網で囲っていて、遊具はない。⼦供達はボールや紙製のブーメランや⾶⾏機を持ち込んで遊んでいる。 

 安貴達も中に⼊り、周囲を⾒回した。 



「来たのはいいんだけどさ、何をするんだ」穀⼈は成明に尋ねた。⽬的を達成したのはいいが、先が浮かばなかったの

で何をしていいか分からない。 

「⼀緒に来いって⾔っただけで、何をするかまでは」成明は眉をひそめた。 

 ボールが転がってきた。 

 成明はボールを拾った。直後に上級⽣が駆けつけてきた。 

「すまない、コントロールが下⼿くそでさ」上級⽣は苦笑いをした。 

 成明はボールを⾒つめ、次に上級⽣の⽅を向いた。「空いてるかな」 

 上級⽣は成明の⾔葉に困り、頭をかいた。「空いているといえば」成明と⼀緒にいる児童達を⾒た。皆上級⽣を⾒て

いる。 

 成明は上級⽣にボールを返した。上級⽣はボールを受け取った。「付いてきて」 

 上級⽣は他の仲間の元に向かった。成明達はついていった。 

「なあ、仲間に⼊りたいって下が来たんだけどよ」上級⽣は仲間に話しかけた。 

 仲間は成明達を⾒てうなづいた。 

「いいぞ、半端だったからな」上級⽣の⼀⼈が声を上げた。 

「じゃあ、振り分けからやろうか」上級⽣の元に仲間が集ってきた。 

 上級⽣は成明達の⽅を向いた。「振り分けしてるから、ランドセル置いてきて。戻ってきたらやろう」 

 成明達は笑みを浮かべてうなづき、⾦網の近くにランドセルを置きに⾏った。ランドセルを⼀箇所に置いた後、上級

⽣達の元に駆けつけた。以降は暫くの間、サッカーに興じた。⼦供は年齢が異なっていても、同じ遊び相⼿とみなせば

簡単に順応する。 

 ⽇が傾き、⾊が変わり始めた。 

 タフな⼦供といえど、炎天で運動を続けているのは無理がある。疲労の⾊が⾒えると⾃然と遊びは終わる。 

「ここまでだ」上級⽣の⼀⼈が声を上げた。遊んでいたメンバーの全員が駆けつけてきた。 

「また、遊ぼうな」上級⽣は成明達に声をかけた。 

「ありがとう」成明達は上級⽣に返事をし、ランドセルを置いた場所に向かった、 

 成明はランドセルを担ぎ、穀⼈と安貴の⽅を向いた。「な、すごい場所だったろ。また明⽇来るか」 

 安貴は眉をひそめた。楽しかったとはいえ、通学路を破った⾏為に後ろめたさを覚えていた。「チャンスがあれば

ね」曖昧に答えた。 

 穀⼈はうなづいた。「明⽇も来るわ。ボール持ってきて遊ぼうぜ」 

「帰り道は分かる」穀⼈は安貴に尋ねた。 

「学校まで戻れば」 

「ならお別れだな」 

「うん、また明⽇」安貴は成明達より早く扉に向かい、開けて出ていった。 

 帰りは学校から店に向かうまでの道を記憶からたどり、学校からは通学路をたどって家に戻った。途中で公園を通

り、中を⾒た。若者達が奇声を上げてスケートボードに興じていた。 

 家に戻ってきた。⽞関のドアを普段と同じ感覚で開ける。「ただいま」⼒なく声を出した。 

 菜海が⽞関に来た。「遅かったじゃない」 

 安貴は⼀瞬、気難しい表情をした。「⽤があって学校で居残りしてたんだ」 

「ウソを⾔わないの」 

 安貴は菜海の⾔葉に驚いた。「通学路を無視して遊びに⾏ってたんでしょ、⾳⽻ちゃんから聞いたわよ。何で素直に

⾔わないの」 

「だって」 

「だっても何もないわよ。店に⾏ってたって聞いてるけど、買⾷いでもしたの」 

「遊ぶお⾦、持っていけないよ」安貴は⼩声でぼやいた。緊急の連絡⽤として１０円⽟を名札に⼊れている以外、⼀切

のお⾦を持っていけない。仮に持っていても何の役にも⽴たない。 

「遅くなるのは構わないけど、通学路を守らないのと店に⾏くのはやめなさい。危なっかしくて仕⽅ないわよ」 

 安貴は何も返さなかった。説教は⾔い訳を⼀つ返せば何倍にも増えていく。⼦供ながら黙ってやり過ごすのが楽なの

を知っていた。 

 菜海は安貴に顔を近づけた。「いい、分かった」 

「はい」安貴は⼩さな声で返事をした。 

「お⾵呂沸かしておいたから、すぐ⼊りなさい。宿題は⼣⾷の後でいいからやりなさい」菜海はリビングに向かった。 

 安貴は靴を脱ぎ、下駄箱に⼊れた。⼤⼈は⼦供を守るためと称し、管理に都合の悪い遊び場所を徹底して潰しにかか

る。また消えていくのかと不安になった。 

 

 

 



 翌⽇の登校は普段通り、⾳⽻の話が続いた。塾での成果を得意げに話している。安貴は慣れていて、右から左に受け

流して周辺の景⾊を眺めていた。普段と内容が変わっただけで何も変化はない。問題は店の遊び場に⾏くのが禁⽌にな

った点で、外で遊ぶ機械を失った。最近のゲームはオンラインで家にいながら他⼈と交流できるが、⼦供とは実際に体

を動かさないと遊んだ気にならない種族だ。体を動かす場所がなくなるのは⾟い。 

「何かあったの」⾳⽻は安貴に尋ねた。 

「昨⽇、店に⾏ったの話したろ」 

「話しちゃいけなかったの。お⺟さん⼼配するわよ」⾳⽻は⽩々しく⾔った。 

 安貴は何も返さなかった。 

 学校に着いた。安貴の班は解散し、校庭に⼊った。校庭では上級⽣達がサッカーに興じている。校庭は早い者勝ちな

ので、遅く来た安貴達は利⽤出来ず、隅に置いてある遊具か空いている草が⽣い茂っているスペースで遊ぶしかない。 

 安貴は校舎に⼊り、教室に向かった。既に成明達がいた。外で遊ぶスペースがないので、教室で時間を潰している。

成明の席に向かった。「おはよう」 

「おはよう、昨⽇は楽しかったな」 

 安貴は⼀瞬、眉をひそめた。 

「皆で店に⾏ったの」⾳⽻も成明の席に来た。楽しげに話していた成明達は⼀瞬で嫌な表情になった。皆、⾳⽻の説教

グセを知っている。「学校の帰りに駄菓⼦屋に⾏くなんて、学校で禁⽌してるって朝会で⾔ってなかった。遊ぶなら家

に⾏ってからでしょ」 

「なんで⾏っちゃいけないんだよ」成明は⾳⽻に⾷って掛かった。 

「やめなよ」安貴は成明をなだめた。⾳⽻は相⼿を屁理屈で落とすのが得意だ。正⾯から挑んで勝てる訳がない。 

「変な奴が絡んできたら何とか出来るの」 

「追い返すよ」 

「本当に、出来るかしら」⾳⺟は得意げに⾔った。「公園にいる怖いお兄さんでも、追い返せる」 

「来る訳無いだろ」 

「いいえ、来るわよ。公園だって来たんだから店にだって寄ってくるわよ」⾳⽻は⼤声を出した。 

「来るって証拠があんのかよ」 

「公園に来てたじゃない。空き地があれば寄ってくるのよ。遊び場が出来たって⾔ったなら、すぐに来て乗っ取って⾏

くわよ」 

「店の⼈が何とかしてくれるよ」 

「⼈任せにする気なの。⾃分で追い返すって⾔ったのに」 

 成明は黙った。⾃分の⾔葉に⽭盾が出たのに気づいた。 

「寄り道禁⽌、通学路破り禁⽌。規則は守りなさいよ。守らないで好き勝⼿やってて、しかも安貴まで巻き込むって何

よ。⾃分で責任取りたくないってのが丸⾒えじゃない」 

 成明の⽬が潤んできた。⾳⽻に何も返せない状態で追い打ちを⾷らっている。頭が耐えきれない。「俺は何も悪くな

いよ。通学路破ってない、何も買ってないから」 

「下校の時に⾏くのが問題なのよ。素直に家に戻ってから⾏きなさい」 

 成明の体が震えた。「だって悪いのはヤスなんだよ」涙声で⾳⽻に抵抗した。 

「もうやめろよ、悪いのは俺だから責めるな」安貴は⾳⽻をなだめた。 

 ⾳⽻は安貴の⽅を向いた。「仕⽅ないわね、先⽣にも⾔っとくから」席に戻った。 

「悪かったな、俺のせいで迷惑かけたよ」安貴は成明に頭を下げた。 

 成明は⼿で⽬から浮いた涙を拭いた。「いいよ、誘ったの俺だから」 

「今⽇も⾏くのか」 

「⾏くって、散々怒ってたのにか」 

「学校で居残るって⾔って、⾳⽻が帰ってから⾏けばバレないって。遊びに⾏くんじゃなくて、様⼦を⾒て帰るだけだ

から、時間もかからないよ」 

「本当に」 

「本当だとも」 

 成明は眉をひそめた。安貴の提案通りに⾏くか不安だった。 

「⾳⽻は塾があるから確実に、俺達より早く帰る。だからうまく⾏くって」 

 成明はうなった。安貴の⾔葉通りなら、毎⽇同じ⼿段を使って店に⾏ける。バレれば⼆度と使えない⽋点がある。

「他に⼿段はないの」安貴に尋ねた。⼆度と使えない策は、別の策が出来てから使う⽅が良いと判断した。 

「他にはない。でも何もしないよりいいだろ」 

 成明はうなづいた。代わりの案がないのだから、実⾏するよりない。「分かったよ」 

「皆も学校に少し居残るんだ」 

 安貴の⾔葉に、成明の周囲にいる児童達はうなづいた。 

 チャイムが鳴った。 



 安貴達は席に戻った。 

 

 

 

 授業が終わり、児童達は荷物が詰まったランドセルを背負って教室を出ていく。 

 安貴は席を⽴った。 

「今⽇も遊びに⾏くんじゃないでしょうね」⾳⽻は安貴に声をかけた。 

「今⽇は学校で遊ぶよ」 

「教室内でかけっこは駄⽬だからね、すぐ家に戻りなさいよ」⾳⽻は怒り気味に安貴に警告し、教室を出ていった。 

 安貴は成明の席に向かった。周囲に児童達が集まっている。 

「⼤丈夫かい」 

「⼤丈夫だって、塾の時間があるから寄り道しないでまっすぐ帰るよ」 

 教室内の児童達は次々に出ていく。安貴と成明、友⼈達だけが残った。 

 安貴は窓に近づき、外の景⾊を⾒た。出ていく児童達に⾳⽻が混じっている。若⼲うつむいていた。⼀⼈で帰る⾳⽻

を⾒て、申し訳なさを覚えた。 

「⾳⽻は出ていったか」成明は安貴に近づいて尋ねた。 

 安貴はうなづいた。 

「⾏くか」成明達は教室から出ていった。 

 安貴は机に置いてあるランドセルを背負い、成明達に続いて教室を出た。下駄箱で靴と上履きを交換し、通路を通っ

て校⾨から出ていく。校⾨で⾒張っている先⽣は下校時に児童が向かう先を把握していない。成明に続き、店に向かっ

た。⼀度⾏った場所とはいえ、⾏き先までの詳細は覚えていないので続いていくより他にない。 

 暗渠の道に⼊った。上級⽣達が意気消沈した表情で安貴の⽅に向かってきた。 

 上級⽣の⼀⼈は、安貴に気づいて近づいてきた。「お前ら、昨⽇⾒かけたな」 

 成明は不安になった。「待ってよ。俺達、お⾦持ってないよ。何もしないから」 

 上級⽣の⼀⼈は成明の⾔葉に笑った。「何を勘違いしているんだ。今⽇も⾒せに遊びに⾏く予定なんだろ。やめと

け、親達が来てる。先⽣も来るかもしれない」 

「本当なのか」安貴は上級⽣に尋ねた。上級⽣達が成明達の元に集まってきた。 

「本当だよ。遊びに⾏くにしても駄⽬だ。嗅ぎつけたみたいなんだ」 

「誰かがチクったのかい」成明は上級⽣に尋ねた。 

「わからない」 

 安貴は顔をしかめた。⾳⽻は親に店に⾏っていたのを話した。親同⼠で広めて押しかけたのだと推測した。 

「ばれないうちに引き返せ。親に⾒つかったら⼤変だ」上級⽣達は去っていった。 

 成明は去っていく上級⽣達の後ろ姿を⾒て、顔をしかめた。「ウソだな」 

「何で分かるんだ」安貴は成明に尋ねた。 

「俺達が帰ったのを⾒計らって、戻って独占する気なんだよ。お前が⾳⽻を返したのと同じ⼿で、あまりに⼈が集まり

すぎたんで⾔いふらして数を減らす気なんだ」 

 安貴はうなった。場所を独占する⾏為に納得できない。若者達が公園を独占した為、誰も遊べなくなった現状があ

る。「本当かウソか、確かめに⾏く」 

「確かめるって」 

「遠くから⾒てればいいだろ。近づかなきゃいいんだから」 

 成明は安貴の提案にうなづいた。「ウソか本当か、確かめてから決めるのに賛成だ」友⼈達に⽬をやった。皆うなづ

いた。 

 安貴達は店の向かいまで、昨⽇と異なるルートで歩いた。成明が親に⾒つかる可能性があるからと、通学路をたどら

ず回り道をすると提案した。 

 ⼈通りの少ない道を歩く。親と同世代の⼈に会わなかった。 

 店が⾒える場所まで来た。⼦供の姿はガラス越しに⾒える店内に⾒えず、代わりに⼤⼈が3、4名いるのが⾒える。 

「⼦供の代わりに買い物にきてるんじゃないか」 

「買い物はまだしも、遊びを代わりになんてできやしない」安貴はガラス越しに⾒える⼤⼈達を観察し続けた。 

 扉が開き、⼤⼈達と店主が出てきた。店主は⼤⼈達に⼿を振って、追い払う動作をしている。⼤⼈達は⾷い下がって

いる。 

 安貴は⼤⼈達の中に菜海がいるのを⾒つけ、驚いた。買い物にきたのではない、遊び場を巡って⼤⼈達が押しかけて

きたのだ。 

「まずいな、上級⽣達が⾔ってたのは本当だったんだ」 

「分かるのかよ」 

「分かるも何も、今店に⾏くなんて出来ない。諦めて帰ろう」 



「分かったよ」成明は⾆打ちして安貴の提案を受け⼊れ、店から離れた。安貴達も成明に続いた。 

 店がある通りを曲がり、細い路地にきた。近くに公園があるが、安貴の通学路にある公園と同じで遊具はなく、若者

達がスケートボードに興じているので⽴ち⼊りできない。 

 安貴達は路地の端に集まった。 

「⼀旦解散する。早く家に⾏かないと親がうるさいからな」 

「お前の所、厳しいんか」成明は安貴に尋ねた。 

「昨⽇、親にバレたんだよ」 

 成明は安貴の⾔葉に驚いた。「⾒つかったのか」 

 安貴は⾸を振った。「⾒てたのか、チクったのかは分からない。でも親が知っているのは確かだ」曖昧に答えた。⾳

⽻が告げ⼝をしたと⾔えば、成明達は悪者とみなして徹底して責める。通学路を無視して店に⾏った⾏為は規則違反

だ。間違った⾏動を指摘して是正したのに報復を受けるのは理不尽だ。 

 成明は渋い表情をした。「仕⽅ない、解散だ。当分店に⾏けなくなったな」 

 安貴達はうなづいた。「じゃあな」学校に向かって歩いた。学校につくと上級⽣達が下校していた。皆顔を知らず、

紛れていても誰も追求しなかった。安貴は通学路を通って帰った。 

 翌⽇の朝礼で先⽣も通学路を無視し、買い⾷いをしている児童がいるとしつこく話をしてきた。 

 以降、児童達から店の話が消えた。話をすれば規則を破っていると疑いがかかり、職員室の呼び出しと親への電話が

待っている。休み時間の娯楽は⽂房具をおもちゃ代わりにして遊ぶのと、他愛ない会話が主流になった。 

 安貴の下校は通学路に従い、⾳⽻と⼀緒に帰る⽇常に戻った。⻩⾊い旗を掲げて歩道を案内する⼤⼈も普段通りにい

る。安貴の⽬には規則破りを通報する監視カメラに⾒えた。 

 ⾳⽻は相変わらず、授業で正答したのを⾃慢している。下校時の⾃慢話が１⽇の楽しみになっていた。 

 安貴はうっとうしかったが、⾳⽻が調⼦よく話をしているのを⾒ると話を⽌める気にならず、⽣け垣や公園に⽣えて

いる⽊々や脇道に⽣えている草を⾒て気をそらしていた。 

 休⽇になった。 

 安貴は朝早くに起きてリビングに向かった、既にトーストが置いてある。⺟親は休みの⽇になると早く起きてリビン

グに来ると分かっている。⼦供は休⽇になると貴重な時間を潰したくないと捉え、早く起きて活動する。席について、

テレビのリモコンを⼿に取り、電源のスイッチを⼊れてテレビを付けた。テレビ局も⼦供の動きを想定しているのか、

⼦供向けの特撮番組を流している。テレビの映像を⾒ながらトーストをかじっている。 

「今⽇は出かけるの」菜海は安貴に尋ねた。 

「何で」 

「昼を作んなきゃいけないからよ。商店街に買い出しに⾏くから、昼買って来るか決めないと」 

「昼までには戻るよ」安貴は曖昧に答えた。 

 安貴は⾷事を終えた。テレビ番組はすでに終了し、別の番組の告知が流れている。テレビのリモコンを⼿に取って電

源を切った。⾷器をシンクに置き、洗⾯所で⻭を磨いた。⾃分の部屋に戻り、⾝⽀度をして⽞関に向かった。「⾏って

きます」ドアを開けて外に出た。 

 外は曇りで、⾬が降る程ではない。⽇光は空を覆う雲を介して柔らかく差し込んでいる。 

 安貴は庭に⽌めてある⾃転⾞に乗り、通学路と異なる細い路地をたどって駄菓⼦屋に向かった。郊外で⼈はなく、児

童を⼀⼈も⾒かけない。親が外は危険だからと家に押し込めている為だ。 

 店の通りに来た。誰⼀⼈としていない。不審を覚え、店の前で⾃転⾞を⽌めた。店に近づくと、ガラス張りの⼊り⼝

に張り紙がしてある。張り紙には閉店する趣旨の内容が、⼩学⽣でも読める⽂体で書いてあった。 

 ガラス越しに店内を⾒た。照明がなく薄暗い中、かつて置いてあった駄菓⼦やおもちゃは撤去してあり、棚がむき出

しになっている。ゲームコーナーは筐体が置いてある。画⾯は真っ暗だ。 

 店の脇に向かった。前に来た時と同じで、奥に向かう通路がある。以前と異なり⼦供達の声が聞こえない。奥に向か

って通路をたどった。誰もいないので隅に寄らず、真ん中を歩いていく。カラタチの尖った葉が刺さらずに済んだ。⾦

網を通してスペースが⾒える。⼦供達が遊んでいる姿はなく、公園と同じく茶⾊の⼟がむき出しの空き地になってい

る。 

 ⾦網の扉の前に来た。扉のバーの部分に南京錠がかかっている。扉をゆするもバーが引っかかって開かない。 

 何もなくなったのだと悟り、引き換えして店の前に来た。 

 店の前でじっとしていても誰も来ない。ガラスを軽くたたいた。頑固な店主だから、何かしらのアクションをすれば

怒りに出てくると予測した。 

 暫く待った。誰も来ない。周囲を⾒回した。⼦供どころか、誰⼀⼈として来ない。 

 安貴は断念し、⾃転⾞を置いてある場所に向かった。 

 ⾃転⾞で店を通り過ぎる⾳⽻の姿を⾒かけた。 

 ⾳⽻も安貴に気づき、近づいた。「もしかして店が開くのを待ってるの」 

「お前は何だよ」 

「私は塾に⾏くの。店の張り紙を⾒たでしょ、もう開かないわよ」 



 安貴は⾳⽻の⾔葉に苛⽴った。余計な⼝出しをしなければ店は閉店せずに済んだのだ。「お前が告げ⼝したからだ

ろ、親が⼤勢押しかけて閉めたんだ」 

 ⾳⽻は眉をひそめた。⾃分は菜海に安貴が通学路を破って店に⾏っていると話しただけだ。先に置きた事態は知らな

い。「私は知らないわよ。私だってね、お店が閉まればいいなんて思ってないわよ。だって、遠⾜に⾏く時スーパーで

親と⼀緒に買い物なんて出来ないわよ。⾼いのしか置いてないし、好きなお菓⼦を⼿にとっても、親が栄養が何だのっ

て⼝出ししてくるんだもの」 

「なら、何で告げ⼝したんだよ」 

「通学路を破ったからでしょ、規則を破ったんだから当たり前じゃない」 

 安貴は⼝ごもった。⾳⽻の⾔う通り、規則を破ったのが問題であり店に何も問題はない。「だけど、閉める理由を作

ったのはお前だ。だからお前が悪いんだ」⾳⽻に向かって声を上げた。 

 ⾳⽻は安貴の反撃に涙を浮かべた。普段は安貴が何も⾔えずに黙って終わりだったので、反撃が来るのは想定外だっ

た。「私だって、閉まった理由を聞きたいわよ」⾳⽻は声を上げ、⾃転⾞に乗って去っていった。 

 安貴は⾳⽻の後ろ姿を眺めていた。問題を起こしたのは⾃分なので、告げ⼝をした⾳⽻を責める気はない。時と場合

によって規則違反をした⼈間を⾒逃す寛容さも必要だ。⾳⽻は何を⾒逃し、何を取り締まるかを判断出来なかっただけ

だ。 

 安貴は⾃転⾞に乗り、近辺を回っていた。家に戻っても時間をつぶす⼿段に飽きていた。漫画は読み尽くしていて、

ゲームも難しさから投げるか、クリアした内容を繰り返すしかない。時間を潰している時はいいが、終わって振り返っ

た時に何をしていたのかと、虚しさだけが⼼にしみる。⾃転⾞をこぐだけの作業でも、運動していると頭が活性し案が

浮かぶ。頭の中から商店街に⾏けば時間は潰せるとひらめきが出てきた。他に何も時間をつぶす⼿段がなかったので、

商店街に向かった。 

 商店街は相応の活気を⾒せている。 

 安貴は⾃転⾞を降り、アーケードを歩いた。近くにスーパーマーケットがないのもあり、⼈が集まっていた。⽴ち並

ぶ店は菓⼦や惣菜を売っていて、おもちゃ屋も駄菓⼦屋に置いてある⼦供の⼩遣いで買える品物を取り扱っていない。

通学路で通っているので普段の状況を知っているが、休みの状況は知らなかった。⼈ごみを⾒て意外な⽬新しさを覚え

た。左右に構える店を交互に眺め、休⽇に空いている駄菓⼦屋を探した。⼀軒もない。 

「昼でも買いに来たの」聞き覚えのある声がした。安貴は声がした⽅を向いた。菜海が買い物袋を持って⽴っていた。 

「買い物、終わったの」 

「途中よ、商店街に来るなんて珍しいわね」 

 安貴は眉をひそめた。朝礼で⾏くなと⾔っていた店に⾏ったとは⾔えない。 

 菜海は別の惣菜屋に⾏くため、歩き出した。商店街の惣菜屋は部⾨別に分かれている。 

「他に遊びに⾏く場所がないから」安貴は⼩さく声を出した。店は閉まり、公園は若者がたむろし、道路は⾞が通って

いる。友⼈達は親が与えてくれるスマートフォンやゲーム機が作り出す娯楽に夢中になっている。 

「店に⾏けばって、もう閉まったんだよね」菜海はぼやいた。 

「何の店」 

「商店街の反対側にある駄菓⼦屋よ。最近になって⼦供が遊べるスペースを作ったって⾳⽻ちゃんに聞いてね」 

「遊びに来るからやめろって⾔ったの」菜海に尋ねた。押しかけて店を閉めたのに、閉まってから残念がるとは⽭盾し

ている。 

「逆よ。地主が糖尿病気味だって聞いてたし、遊び場所が他にないからスペースの運営をＰＴA で出来ないかって話し

てたんだけどね。でも頑固な⼈で突っぱねてきちゃったのよ。倒れて店を閉めたって聞いたわ。本当に残念よね」 

 安貴は菜海の⾔葉に失念した。親が押しかけたのは⼦供に迷惑がかかるからではなく、遊び場を維持するためだっ

た。 

「商店街に同じスペースを作ればいいじゃない」 

「⼦供が集まると困るって、商店街の⼈が許可しないのよ。集まる場所を作りたくないと⾔っておきながら、別の⼈が

作ったら維持してくれと迫ってくる。都合がいいわよね」菜海は悲しげな表情をした。 

 安貴はうつむいた。⾳⽻は親に告げ⼝をしたのは確かだが、先には⼀切関わっていない。店で余計な⾔葉を⾔ってし

まったと後悔の念が胸の中で現れた。 

「⾳⽻ちゃんとは仲良くしてる」菜海は安貴に尋ねた。 

「毎⽇うるさいよ」安貴は適当に答えた。 

 菜海は笑みを浮かべた。「店に⾏ってるって話した時、すごい怒ってたわよ。⼀緒に帰る⼈がいなくなるんだから当

然よね」 

 安貴は顔をしかめた。⾳⽻にとって⼀緒に下校する相⼿をなくすのは、遊び場所を失うのと同じだ。ひどく怒ったの

は⾃分が怒ったのと同じ理由だと気づいた。 

 菜海は漬物の惣菜屋の前に来た。 

「塾って何時に終わるかな」 

「昼には終わるんじゃないかしら」菜海は腕時計を⾒た。１０時を⽰している。「でも１時間毎に休憩があるかもね」 



「分かった、少し遅くなるよ」安貴は菜海と別れ、商店街のアーケードを抜けた。他⼈を理解せずに安易に⾶びつき、

出来事の全容を調べないまま犯⼈扱いしてしまった。今のままでは遺恨を残すと判断した。アーケードを抜けると、⾃

転⾞にまたがり路地を通っていく。友⼈に謝ると決めた表情に迷いはなかった。 


