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岡山 のと ある 農家 ︒こ そこそ と納 屋に やっ
０︶ が ︑ 赤 い ハ ッ ピ を 藁 の
てきた松田広太︵ １
５︶ が 帰 っ て く
中に隠す︒と︑祖父の芳郎︵ ６
０︶ に 学 校 へ 呼
る︒広太の担任・山下先生︵ ３

び出さ れた のだ ︒
﹁ 広太！ ﹂芳郎 の呼 びか けに
も答えず︑広太は慌てて納屋から逃げ出す︒
﹁ ハ ッ ピ が な い ！ ﹂ 妹 の 華 ︵ ８︶ が 泣 き な
がら芳 郎の 元に くる ︒広 太の先 の行 動を 不審
に思っ た芳 郎は ︑藁 の中 に隠さ れた ハッ ピを
見つけ華に渡す︒
夏休みに入ると﹃地蔵祭﹄が行われる︒
小さ な御 輿を 担ぐ 祭は ︑地元 の子 供た ちの
大きな 楽し みで ︑町 は祭 りの準 備で 賑わ って
いる︒ 二ヶ 月前 父を 亡く し︑広 太と 華は 住ん
でいた 京都 を離 れ︑ 母の 実家︑ 一人 きり の芳
郎の家 に引 っ越 して きた ︒父と 暮ら した 京都
を忘れ られ ず ︑
広太 は岡 山に 馴染 めず にい た︒
部屋 に戻 る広 太︒ パソ コンに 向か い︑ 京都
０︶ に メ ー ル を 送 る ︒ い
の親友・広瀬洋一︵ １

つもの よう に﹁ 妹が うざ い﹂と 送る と︑ 広瀬
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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︒
終業 式の 日︒ クラ スは 地蔵祭 の話 題で 持ち
切り︒ そん な中 広太 は山 下先生 から 転入 で渡
すのが 遅れ てい たハ ッピ を渡さ れる ︒﹁ど うせ
祭には 参加 しな い﹂ クラ スに背 をそ むけ ︑机
に突っ伏す広太の元に︑同級生の野田武史
︵０
﹁広 ちゃ んは 担が んの？ ﹂
１︶が や っ て く る ︒
屈託な い笑 顔で 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︒
夏休 み︒ 広太 の家 では ︑昼間 働き に出 てい
る母に 代わ り ︑
芳郎 が二 人の 面倒 を見 てい る︒
休み前 から あい かわ らず 地蔵祭 の練 習で 連日
友達を 家に 呼ぶ 華︒ 広太 は︑揃 いの ハッ ピで
楽しそ うに 練習 する 妹が ︑なん の抵 抗も なく
ここに馴染んだことが許せない︒
そん なあ る日 ︑広 太は 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 ﹁一 緒に 遊ぼ う﹂と 誘う が︑ そん
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な野田 を広 太は 再び 無視 してし まう ︒家 に戻
ると﹁ 夏休 みど うす んの ？﹂広 瀬か らの 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﹁ 仲間と 旅行 にい く﹂と嘘 をつ く︒
連日 やっ てく る華 の友 達で賑 やか な広 太の
家︒そ れと は対 照的 に︑ 一人部 屋で 毎日 を過
ごす広 太は 楽し そう な華 が鬱陶 しく てた まら
ない︒ ある 日広 太は つい に︑誰 もい ない とき
を見計らい︑華のハッピを燃やしてしまう︒
ハッ ピが なく なっ てい ること に気 付い た華
は大泣 きす る︒
﹁ また 作っ てや る﹂と慰 め ︑焼
却場に やっ てく る芳 郎︒ そこに は燃 え燻 った
ハッピ が残 って いた ︒そ の現場 を影 から こっ
そり見 てい た広 太は ﹁怒 られる ﹂と 覚悟 する
が︑芳 郎は 無言 ︒拍 子抜 けし︑ バツ の悪 い広
太は︑ ます ます 自分 の世 界に没 頭し ︑広 瀬へ
の嘘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
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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
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 ︒その 中には 一人 見慣 れな い顔 ——﹁紹
介する よ ︒
ア ツシ ﹂
︑広瀬 から 紹介 され る広 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 ︒まだ 馴染 めな い仲
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間の中 で必 死に 喋ろ うと するア ツシ を広 太が
見ている︒
﹁ダ サい 奴だ ﹂広 太は ︑広瀬 の家 で自 分と
対照的 なア ツシ を罵 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 予想 外な 言葉 に戸 惑う広 太︒ そこ へ広
瀬の親 から 連絡 を受 けた 芳郎︑ そし て野 田が
やって くる ︒﹁友 達？ ﹂
と 広瀬 に問 われ る広 太︒
﹁うん ！﹂ 広太 の代 わり に答え る野 田︒ 広太
は俯いたままだった︒
岡山 への 帰り の電 車︒ 野田は ︑広 太と 同じ
く︑自分 も親 がい ない 事を 告白 する ︒
﹁友 達に
なって くれ ない ？﹂ 野田 にいわ れ︑ 広太 は泣
きながら握手を交わす︒
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 ︒﹁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 ︑夏 の日差 しの 中を 広太
と野田が駆けていく︵終︶
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梅雨があけたら
５枚プロット
︵第３稿の批評︶
また日 記に 戻っ てし まっ た︒ 日記と プロ ッ
トの違 いは 何か ││ 日記 はあっ たこ と思 った
こと等 を順 番に 記録 する ︒プロ ット は︑ 最初
に提示 した 事件 ・事 柄が どうな って いく か読
み手に 興味 を抱 かせ ︑そ の興味 が持 続す るよ
うに最 後ま で引 っぱ って いかな けれ ばな らな
い︒
この 作品 は︑ Ｐ２ の １０ 行目 で一 件落 着し
ている ︒そ れか ら﹁ さて 夏休み に入 ると ﹂と
次のエ ピソ ード に移 って いる︒ そう なる と︑
その続 きの エピ ソー ドは ただの 日記 にな り︑
読み手 は退 屈な 説明 文を 読まさ れる こと にな
る︒
︹ 芝居 がも たな い︺と いわれ る内 容に なっ
ている ︒１ ０行 目ま でも ︑ただ の事 件の 記録
になってしまう︒
前回 の私 の添 削は ど う違 って いた か│ │広
太が藁 の中 にか くし たの は新聞 紙の 包み であ
り︑中 に何 が入 って いる かはわ から ない ︒妹
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のハッ ピか ︑あ るい は全 然ちが うも のか ││
もし違 って いた ら︑︹ 祖父 は広太 の仕 業か と睨
む︺はと んで もない 勘違 いと いう こと にな る︒
読み手 はど っち だろ うか と︑そ れが わか るま
で興味 をつ なぐ ︒祖 父は 広太を 問い 詰め るだ
ろうか︑広太はとぼけるのだろうか等々︒
さら に︑ ハッ ピが な い妹 は祭 の練 習が でき
なくな って どう する だろ うか︑ それ でも 広太
はとぼ ける だろ うか と︑ 引きつ けら れる ︒そ
れらの 疑問 は︑ その 後の エピソ ード の間 もず
っと読 み手 の中 にあ って ︑先を 想像 ︑期 待す
る︒こ の︹ どう なる んだ ろうか ︺と ひき つけ
るのを︹ドラマの引き︺という︒
父の 死︑ 親友 との 別 れ︑ 慣れ 親し んだ 京都
という 都会 から まっ たく 知らな かっ た田 舎へ
きて︑ 屈折 して いる 少年 の典型 的な 行動 ︵ハ
ッピを かく す︶ から 始ま って︑ 彼の 梅雨 あけ
までを 描く のが ねら いだ ろうか ら︑ その 少年
の内面の変化を持続して書き込むべきだ︒
Ｐ３ の︑ 妹が ﹁な ん の抵 抗も なく ここ に馴
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染んだ こと が許 せな い﹂ も︑な くな った ハッ
ピの代 わり に︑ 例え ば祖 父が新 しい のを 買っ
てやっ たと いう こと にす るなら ︑老 齢年 金で
暮らす 貧し い祖 父に 無駄 な出費 をさ せた と︑
広太は 罪悪 感を 抱く ︒つ まりは 彼の 心の 変化
のワンステップとなる︒
Ｐ４で ︑
﹁ 妹のハ ッピ を燃 やし てし まう﹂と

イ ント ロで発 作的 にか くし

してい るが ︑そ こま でや るとい やな 子に なら
ないだ ろう か？
て︑そ のこ とで ずっ と苦 しみつ づけ ︑タ イミ
ングぎ りぎ りに なっ て妹 の枕元 にそ っと ハッ
ピを返 して おく ︑と いう 作りの ほう が︑ 視聴
者の同 情と 共鳴 が得 られ ︑心温 まる ドラ マに
なると 思う ︒主 人公 が愛 される キャ ラク ター
でなければ魅力あるドラマにはならない︒
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