
ポメラないと

円卓でつづった４つのストーリー
2009 年７月 24日　20:00 ～　＠金華飯店 青山店



■解散
　人は人生で３回解散すると言われている。なぜ、３

回（さんかい）なのか？それは解散（かいさん）だか

らである。いや、ホントに。３日前、どこぞやの偉い

学者が言ってたから。ちなみに冠婚葬祭のように、人

それぞれ、解散する時期は違う。麻生さんのように 60

代になってから初めて解散する人もいれば、 SPEED の

ように若くして解散を経験する人もいる。ちなみに、

私はまだ36歳であるが、既に３回解散している。まず、

最初に解散を経験したのは、忘れもしない 15の夏だ。



　高校受験を前にした中学三年の、お盆の後だったよ

うに思う。応援団の練習に明け暮れていた私たちをよ

そに、町議会の不和はどうしようもないほどの緊張感

に包まれていたらしい。ま、そんなことは後から聞い

て知ったのだが、とにかく私たちの町は私が 15 歳の

夏にふたつに分裂した。他の町との合併を主張してい

た町長の帰省中に緊急町議会が開かれ、町長はリコー

ル。そのまま合併派中心の三つの村と独立派中心の四

つの村に分かれた町で、ひとつしかない私たちの中学

は来年から学区変更でなくなることが決まったのだ。



　二度目の解散は、ちょうど、その10年後だった。私は、

愛着を持って通っていた中学が消滅したおかげで、将

来が見えなくなり、高校受験もあきらめた。ひょんな

ことから、当時の独立派の中でリーダー格だった、三

枝厳三郎の事務所に、カバン持ちとして雇われ、数年

後に運転手になった。結局、一度目の解散から、地元

を離れることなく、ずっとこの小さな町で働いている。

そろそろこの町を離れたい、と思った。私はすでに 25

歳になっていたし、どうしようかと思案していたとこ

ろ、急に三枝事務所が解散すると聞かされた。



　落語の道へ進むという三枝に、引き続き運転手とし

て働かないかと持ちかけられたが、私はその申し出を

断った。三枝はほんの一瞬だけ寂しそうな目をしたが、

すぐに笑顔を作り「いってらっしゃ～い」と私の背中

を押してくれた。

　しかしそうやって背中を押されてはみたものの、25

年間小さな町に閉じこもっていた私には、行く当てな

どないのであった。その事実に愕然とし、それを受け

入れられないまま、私は今、まだこの町にいる。

そして昨日、私は三度目の解散を経験した。



　三枝と別れた後、私は小さなタクシー会社に就職し

た。特に夢もなかった私は無骨に働き、三枝譲りの話

術の高さも手伝ってか、いつの間にか主任になり、こ

の仕事に少なくない愛着と誇りを持つようになった。

しかし、きのう突如、会社は解散を発表した。社長は

蒸発ー。またしても、私は大切なものを失った。私の

意志とは関係なく、解散は突然やってくる。だから、

私は決めた。この町から出ていくことを。もう私はど

こにも誰にも属さない。そうすれば、解散することも

ない。解散のない、第二の人生を私は歩み始めた。　



■解散
毎日毎日 20 時間近く会社で過ごし、実家なのに家族

と顔を合わせると「生きていたのね」と驚かれ、そん

な生活を送っていると、ふと時折「わたしがやってい

ることは果たして世の中を動かせるのか」と悩んでし

まったりもする。

でもただひとつだけ、自信をもって「わたしが世の中

を動かした」と言えるできごとがあった。数年前の東

京ドーム、SPEED の解散コンサートで、仁絵コールを

起こしたのは、わたしだ。



　少しでも、SPEED を知っている人ならご存じだと思

うが、仁絵は、はっきり言って、４人のメンバーの中

では、人気の面からすると、地味な方だと思う。実際、

わたしの当時付き合っていた彼は、寛子のファンだっ

たし、言ってしまえば、たぶん仁絵は別に要らないん

じゃない？って内心思っていた人もいるだろう。でも、

わたしはそんな仁絵がたまらなく好きだった。わたし

は、仁絵と自分を重ね合わせていたのだ。コンサート

の間、健気に踊り続ける地味な仁絵の姿が、たまらな

く愛おしく、そして、切なかった。



コンサートは暗闇の中スッと照らされる４人のwhite 

love から始まった。わぁぁっと客席から声援があがる。

「ヒロー！」「解散しないで！」次々に声があがる。も

う目元を押さえているひともいる。わたしも夢中になっ

て手を振り歌った。２時間ばかりのコンサートはあっ

と言う間に過ぎ去り、いよいよ終わりとばかりに４人

が歌い始める。my graduation、わたしの一番好きな曲

だ。歌が終わり、あぁ終わりなのかと皆が実感したの

か、場内が一瞬シンとした瞬間。わたしはエールをきっ

ていた。「フレーフレー仁絵！」



今、振り返ってみると、なぜあんな声を出すことがで

きたのか、わたしにもわからない。まるで、何かにと

りつかれたような感じだった。場内が静まり返ってい

たので、わたしの声は、思いの外ドームに響いた。だが、

そのことに驚いている暇もなく、場内が揺れた。一人

一人の「フレーフレー仁絵！」というエールは、やが

ては共鳴し、ドームを振るわせるほどのエネルギーと

なった。見知らぬ人ばかりなのに、わたしたちは、一

体となった。寛子ファンであることを譲らなかった、

応援団長だった彼のことを、ふと思い出した。



今いる場所は東京ドームよりもはるかに広くて、ステー

ジの位置さえわたしには見当もつかない。暗闇の中、

そこにわたし以外の人がいるのかすらわからなくなる

ときもあるけれど、それでもわたしは精一杯、声を張

り上げていよう。そうすればいつか、もしかしたら誰

かが、オーロラビジョン越しに手を振り返してくれる

かもしれないじゃないか。

28時 30 分。東京は、スズメよりもカラスの方が早起

きらしい。とりあえず掃除のおばちゃんがくる前には

一度家へ帰ろう、そう思いながらわたしは再びディス

プレイに向かった。



■解散
昼間、ずっと雨が降っていたせいか、とても蒸し暑い

夜だった。伊藤は、どうやって解散のことを切り出せ

ばよいのか、迷っていた。みんな、別れのときを予感

しているはずなのだが、誰が言い出すのか、お互いの

様子をうかがっているようだった。

でも、今宵、この話をしなければ、きっと誰もがこの

ことを背負ったまま、長い時間を過ごさなければなら

ないことは明らかだった。ノックの音がして、微妙な

沈黙が破られた。



「失礼いたします」

ドアを開けて入ってきたのは、この店のボーイだった。

言葉を交わさない四人。手をつけられていない料理。

ボーイの声だけが、部屋に小さくこだまする。

「待ってました？」

その声に、北野は始めて視線をあげた。

「こういうときは “待ってました ”と言うんですよ」

そしてボーイは北野の目の前に、そっとあたたかなスー

プを差し出した。

その時だ。



「わぁ～、おいしそう！」

と奥が、今までの重い空気を一掃するテンションで言

い放った。普段は、四人の中で一番クールな奥であるが、

食べ物には目がないのだ。そんな奥につられて、北野

と加藤も「おいしいおいしい」と言ってスープを飲み

はじめた。伊藤は、ますます困った。こんな空気じゃ

なおさら言えないな…。しかし、タイムリミットは刻

一刻と迫っていた。伊藤はもはや「奥の手」を使うし

かなかった。



「ここで一句」重々しく目を閉じて言った。はっ、と息

をのむ音がきこえる。いよいよこの時がきたのだ。不

安と、微かに期待の入り交じったような、複雑な視線

を感じる。

「解散や　あぁ解散や　解散や」

沈黙。やってしまった。伊藤は目をあけることができ

なかった。でも仕方がない。誰かが、いま、デザート

が出てくるまでに今日がこの集まりの最後だといわな

ければ・・。

沈黙が続く。なぜ北野も奥も加藤も何も言わないのか。

ノックと共に再びドアが開いた。



そこに現れたのは、田中と藤村だった。あとはデザー

トだけという頃合いで、二人は申し訳なさそうに席に

ついた。沈黙を破って、藤村が、「ごめんなさい」と言っ

た。「許してください…」と、田中が言い、伊藤は二人

を見ながら、黙ってうなずいた。

奥は、日比谷野外音楽堂で何かが起きることを察知し、

泣きそうになるのをこらえていた。加藤は、デザート

が運ばれてきたことにも気づかず、この４年間を振り

返っていた。北野は、黙って杏仁豆腐を食べていた。



□解散
　団長の三年生が、涙の入り交じった声を詰まらせな

がら空に向かって叫んだ。「平成七年度、第二中学校応

援団！これにて解散ッ！」昼間の声援や喧噪、土埃さ

えもなかったかのように静まり返った校庭にずらりと

並ぶ学生服姿の生徒たち。一年生 20名、二年生 14名、

三年生 25 名の応援団員たちは流れる涙を拭おうとも

せず、嗚咽をこらえて仁王立ちに立っていた。

　団長のかけ声から一拍あいて、全員の声が唱和した。

「押忍ッ」。こうして今年も一夏の応援団は終わりを告

げたのだった。



　団長は、代々受け継がれてきた学ランのボタンを、

ひとつひとつ、ゆっくりとはずした。もう、袖を通す

ことはない。この日が来ることは、ずいぶん前からわ

かっていたのだが、やはり、気持ちを整理するのは難

しそうだ。自分の汗や、涙さえもが染み込んだ、ボロ

ボロの制服。脱ぎ捨てた学ランは、まるでセミの抜け

殻のように見えた。

　ふと、左の袖口に目をやると、小さなポケットのよ

うなものがあった。三年間、毎日、着ていたのに、不

思議といままで気づくことはなかった。小さな紙切れ

が、のぞいていた。



　紙切れに手を伸ばし、小さく丁寧に折り畳まれたそ

れを開こうとして、団長は手を止めた。そして袖口の

ポケットへ、手にした紙切れをもう一度押し込んだ。

もう自分は団長ではない。学ランも、そしてこの紙切

れも、もう自分のものではないのだ。

　脱いだ学ランの埃をさっと二度払い、後ろを振り返

ると、そこには後輩が立っていた。団長は手にした学

ランを彼へ預け、肩を軽く叩くと、校門へ向けて歩み

だした。

　後輩は、いつまでもずっと、去りゆく団長の背中を

見ていた。



　時の流れは、儚く、そして、残酷だ。団長は、あの

紙切れの中身を一生知ることはない。きっと、後輩も

同じ道を歩むだろう。けれど、そうやって、繰り返す

こと、繰り返してきたことは、何より美しく、愛おし

いことではないだろうか。彼らの姿を讃えながら、夕

陽はそう語りかけているようだった。彼らにとって、

あの紙切れはただの紙切れではない。あの紙切れの中

身は、彼らの歴史そのものだ。

　それから、14年。あの校庭は、少子化の影響もあり、

すっかり姿を変えてしまった。



　夏の日差しを遮ってくれていた木々はそのままに、

校庭は駐車場になっていた。校舎にももう誰もいない。

市町村合併の余波で学校は閉鎖されたのだ。その 14

年前と同じ場所に、あの日の団長は再び立っていた。「先

輩。」声に振り返ると、あの夏の繰り返しのように後輩

がたっていた。手にはすっかり古ぼけた学ランを持っ

ている。

　思わず袖口をに手をやると、何度か水を吸ったのか

固く縮こまった紙切れが、しかしあの日と同じように

入っていた。団長はじっと見つめ、また、元に戻した。

応援団はあの日、解散したのだ。



参考：あそびかた
（当日の配付資料より）きょうの「ポ部」では、円卓をつかった

小説（ショートストーリー）の作成をおこないます。ポメラの機

動力を活かして、ひとつのストーリーを、「しりとり」のように、

みんなで分担しながら綴ります。グループのメンバーとの共同作

業なので、テキパキと文章を書くことはもちろん大事ですが、ひ

との文章を読んだり、全体の進捗状況に目を配ったりすることも

必要になります。

・準備するもの：ポメラ（ひとり一台）、予備バッテリー（単４）、

円卓（中華料理店が好ましい）

・グループ分け・配置：４人ひと組のグループに分かれます。４

人で円卓を囲むようにして座ります。忘れないうちに、ビールや



料理を注文しておきます。

すすめかた：

① まず、グループのメンバーで話し合って、テーマを決めます。

季節の風物でもいいし（たとえば「枝豆」「夏休み」など）、もっ

と抽象的な概念（たとえば「転機」「希望」など）でもかまいま

せん。（あらかじめテーマを決めるのは、グループで４つのストー

リーを書くことになるので、それらを束ねたときに、統一感を持

たせるためです。）

② ポメラの電源を入れ、文字サイズを「中」に設定しておきます。

③ （イントロダクション・場面設定）まず、各自で、テーマに即

した最初の 220字を書きます。厳密には、 画面を埋めるというこ

とで、空白のマスがあってもかまいません。行間を空けることは

避けましょう。題材や文体、状況設定は何でもかまいません。最



初の行には、タイトルを書いてください。

④ （起）書き終わったら、左隣りのひとに、じぶんのポメラを渡

し、右隣りのひとからポメラをもらってください。このとき、円

卓に「くるくるするやつ」があると、盛り上がります。回ってき

たポメラの内容を読み、スクロールしてから、続きの 220 字を

書きます。最初のひとが書いた状況設定や、表現のスタイルなど

を考え、きちんとストーリーとしてつながるように、文章を書き

ます。空気を読みながら、書きます。「保存」を忘れずに。

⑤ （承）⑤が終わったら、おなじようにポメラを回して、続きの

220 字を書きます。

⑥ （転）⑥が終わったら、おなじようにポメラを回して、続きの

220 字を書きます。

⑦ （結）⑦が終わったら、おなじようにポメラを回します。この

段階で、じぶんが書きはじめたストーリーが、手元に戻ってきて



いるはずです。そこで、ストーリーのエンディングを、ふたたび

じぶんで書きます。これが終わると、1100 文字のストーリーが

できあがりです。

⑧ ４本のストーリーが完成したら、終了です。

⑨ デザートでも食べながら、朗読会をします。（このステップは、

状況に応じてアレンジしてもよいでしょう。）

※ あとで、ウェブなどで公開しましょう。小冊子にするのも素

敵です。

※ 最後に、反省点、改善すべき点などを話し合ってから解散し

ます。
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