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梅雨があけたら

登場人物
０︶
松田広 太 ︵ １

広太の同級生

ま つ だ こ う た

０︶
野田武 史 ︵ １

広太の祖父

まつだよしろう

の だ た け ふ み

５︶
松田芳 郎 ︵ ６

広太の親友

ひろせよういち

は な

華 ︵ ８︶

広太の妹

０︶
広瀬洋 一 ︵ １
ま つ だ

松田
広太の母
山下先生
アツシ
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梅雨 の時 期︑ 岡山 県の とある 田舎 町︒ 夏休
みを控 えた クラ スで は休 みの最 中に 行わ れる
﹃地蔵 祭﹄ の話 題で 持ち 切り︒ 小さ な御 輿を
担ぎ︑ 組に 分か れて 競争 する地 蔵祭 は︑ 地元
の子供 たち の大 きな 楽し み︒担 任の 山下 先生
︵０
３︶ か ら 毎 年 恒 例 の 色 ご と に 分 か れ た ハ ッ
ピを手 渡さ れ浮 かれ る子 供たち ︒そ の中 で一
０︶
人︑机 に突 っ伏 した ままの 松田 広太︵ １
︒広

太は二 ヶ月 前に 父を 亡く し︑京 都か ら母 の実
家に引 っ越 して きた ︒急 な転入 だっ たの でハ
ッピの 余り がな い︒ 山下 が声を かけ よう とし
０︶
た時ク ラス の野 田武 史︵ １
が広 太に 近寄 る︒

しかし クラ スに 馴染 むこ とがで きず ︑話 しか
けられ るの が疎 まし い広 太は︑ 野田 を無 視し
教室を抜け出す︒
家に 帰っ た広 太は ︑
早 速パ ソコ ンに 向か う︒
０︶ と い つ も の メ ー
京都の親友・広瀬洋一︵ １

ル で や り 取 り だ ︒ 玄 関 か ら 妹 の 華 ︵ ８︶ と 祖
５︶ の 声 が 聞 こ え る ︒ 広 瀬 と の 秘
父の芳郎︵ ６

密の時 間を 邪魔 され たく ない広 太は ︑静 かに
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電源を切る︒
広太 の家 では ︑昼 間働 きに出 てい る母 に代
わり︑ 芳郎 が子 供た ちの 面倒を 見て いる ︒夏
休み入 った ある 日︑ 山下 が芳郎 を学 校に 呼び
出す ︒
﹁広 太が クラ スに馴 染ん でい ない﹂山下
は芳郎 にそ う告 げる と︑ なんと か地 蔵祭 に参
加して 同級 生と 打ち 解け られな いか と提 案す
る︒
夏休 みに 入っ て︑ 華は 地蔵祭 の練 習の ため
に毎日 友達 を家 に呼 んで くる︒ 芳郎 が作 って
いたハ ッピ を着 て楽 しそ うに練 習す る華 ︒広
太は︑ なん の抵 抗も なく ここに 馴染 んだ 華の
ことが 憎い ︒一 人部 屋に 閉じこ もる 広太 は︑
広瀬に ﹁妹 がう ざい ﹂と メール を送 る︒ 広瀬
も同じ よう な返 事を 返し てくる ︒広 太は 広瀬
が同じ思いでいることが嬉しい︒
そん なあ る日 ︑広 太は 地蔵祭 の練 習帰 りの
クラス メイ トと 遭遇 する ︒思わ ず身 を隠 す広
太︒そ の中 には 野田 の姿 もあり ︑広 太に 気が
ついた 野田 は友 人を 先に 帰らせ て一 緒に 遊ぼ
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うと誘 うの だが ︑広 太は やはり 無視 ︒家 に戻
ると広 瀬か ら﹁ 夏休 みは どうす んの ？﹂ とい
うメー ルが 届い てい る︒ 友達が いな いと 思わ
れたく ない 広太 は﹁ クラ スメイ トと 旅行 にい
く﹂などと嘘をついてしまう︒
連日 やっ てく る華 の友 達で広 太の 家は 賑や
かだ︒ 毎日 一人 ︑部 屋に いる広 太は 楽し そう
にする 華が 鬱陶 しく てた まらな い︒ ある 日︑
遂に我 慢の 限界 から ︑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 付き 華は
大泣き ︒し かし 芳郎 がま た作っ てや ると なぐ
さめる ︒な んと なく バツ の悪い 広太 は︑ ます
ます自 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︒居 留守 を決 め込 んで いた広 太だ った が︑
芳郎は 勝手 に野 田を 部屋 に入れ る︒ 仕方 なく
野田と 遊ぶ はめ にな った 広太だ った が︑ 野田
は事あ るご とに 広太 を褒 める︒ 最新 のパ ソコ
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ンを使 いこ なす 広太 に︑ 遂には 野田 が弟 子に
してく れと まで 言い 出す ︒最初 は気 乗り しな
い広太 だっ たが ︑
野 田に 乗せ られ 少し 嬉し い︒
帰り際 ︑野田 は広太 を地 蔵祭 に誘 う︒しか し︑
やはり広太は煮え切らないでいる︒
それ から 野田 は︑ 度々 広太の 家に 遊び にく
るよう にな る︒ ある 日芳 郎は広 太と 華に 手作
りのハ ッピ を渡 す︒ それ を見た 野田 は一 緒に
地蔵祭 に出 られ ると 喜ぶ が︑思 わず 広太 は馴

ショ ック

れ馴れ しく する なと 罵声 を浴び せて しま う︒
反射的 に芳 郎は 広太 の頬 を打つ ！
を受けた広太は︑家を飛び出してしまう︒
広瀬 に連 絡し ︑京 都に やって きた 広太 ︒広
瀬の連 絡で ︑久 しぶ りに たくさ んの 同級 生が
集まる ︒し かし ︑そ こに は見慣 れな い顔 が—
—﹁ 紹介 する よ ︒アツ シ ﹂︑広瀬 から 紹介 され
た広太 ︒ア ツシ は広 太が 転校し て︑ 入れ 違い
のよう 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 を見 て︑ 広太
はアツシに嫉妬する︒
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広瀬 の家 で︑ 広太 は反 発心か らア ツシ のこ
とを﹁ いけ 好か ない 奴だ ﹂と罵 る︒ しか し広
瀬は ︑
﹁あ いつ なり に頑張 って いる﹂とア ツシ
をかば う︒ 親友 の意 外な 言葉に 戸惑 う広 太︒
やがて 広瀬 の親 から 連絡 を受け た芳 郎が 迎え
にやっ てき た︒ 帰り 際︑ 広瀬か ら今 度は お前
も友達 と来 いよ と言 われ ︑広太 は複 雑な 気持
ちになる︒
岡山 への 帰り の電 車︒ 芳郎は ︑野 田も 自分
と同じ く︑ 早く に父 を亡 くした のだ と︑ 優し
く広太 に聞 かせ る︒ 広太 は今ま で野 田に つら
く当た って きた こと を後 悔し︑ 芳郎 の胸 元で
泣きじゃくる︒
地蔵 祭を ひか え活 気づ く子供 たち ︒広 太の
家に野 田が やっ てく る︒ 野田が 強引 に広 太を
引っ張 って いこ うと した 時︑芳 郎は 広太 に作
ったハ ッピ を渡 そう とす る︒す ると ﹁野 田に
借りる から いい ﹂広 太は 芳郎の ハッ ピを 置い
ていく ︒梅 雨が 明け ︑日 差しの 中を 広太 と野
田が駆けていく︵終︶
6

梅雨があけたら
５枚プロット
︵第２稿の批評︶

相 変 わ ら ず 日 記 で す ︒﹁ 出 か ら 核 心 を つ
く﹂と はど うい うこ とか ︒１ 行でも 早く 主
人公を ︹テ ーマ に沿 った 危機 ︺に陥 れた い
ので︑ 私が イン トロ 部分 を書 き直し てみ る
ので参考に︒

︱︱次ページ参照︱︱
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││添削││

０
こそ
１( が) ︑

岡山の 田舎 町 ︒
つゆ の小 糠雨 にけ ぶる 農家 ︒
裏手の 納屋 に駆 け込 んだ 松田広 太

に) 呼 ば れ て 学 校 へ 行 っ て き た ︒

５
広 太の 担任 の
６( が) 帰 る ︒

こそと新聞紙の包みを藁の中にかくす︒

０
３
(

そこへ 祖父 の芳 郎
山 下 先生
﹁どう して クラ スの 地蔵 祭に参 加し ない んだ ︒
先生困ってたぞ﹂と叱るが︑

( )

８ が泣い てく

﹁バカバカしい﹂と広太はふてくされる︒
﹁私の ハッ ピが ない ！﹂妹 の華
る︒祖父は広太の仕業かと睨むが︑広太は︑
﹁うざい﹂と背をむけ︑パソコンに向う︒
夏休み に入 った ら町 の地 蔵祭 が行わ れる ︒
小さな 御輿 を担 ぐの が子 供たち の大 きな 楽し
みで︑ 広太 の同 級生 を含 め︑子 ども 達は ハッ
ピを手渡されて今から浮かれている︒
広太と 華は 京都 で二 ヶ月 前に 父を亡 くし ︑
母と三 人で 母の 実家 ︑一 人で暮 らす 祖父 の家
に引っ 越し て ︑
母は 勤め に出 てい るの だっ た︒
││次ページ参照││
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右のよ うに ︑﹃ド ラマ の核 心﹄から 入る こと ︒
映画な ら ︑
﹁見 るつ もり で金 出し て入 った ﹂
のだか ら︑ つま らな くて も︑今 に面 白く なる
だろう と期 待し て︑ １時 間ぐら いは 我慢 して
くれる かも しれ ない が︑ テレビ は簡 単に 裏番

分も つき あっ てく れな い︒観 客の 立場 で

組に切 り換 えら れて しま う︒退 屈な ドラ マに
は
考えれば理解できると思う︒
また︑ 映像 なの だか ら︑ 説明 文では なく ︑
読んで 画面 や人 物の 動き が浮か ぶ書 きか たが
望ましい︒
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