
[1] 

 

春季全国高等学校演劇研究大会大会・上演作品 

 「ＨＲ」   

     作  田中可能（たなかよしたか）・新井 繁 

 

 

 

   登場人物 

     石川 浩輔 

     佐倉  明 

     伊藤 ユカ 

     石川 小夏（姉） 

     石川 幸子（母） 

     川村先生 

 

 

 

北海道北見北斗高校演劇部 

 

 

 二〇〇八年八月一日、昼過ぎ、浩輔の家。部屋には父の遺影。練習着、帽子が掛け

てある。少し荷物などで散らかっている。母、荷物を運んだり整理したりしている。

小夏、段ボール箱を持って登場。 

 

母 小夏、（服を出して）こんなの着る？ 

小夏 ん？着ない。 

母 そうよね。 

小夏 暑い。休憩。 

母 （違う箱の中から小さい服を出す）小夏、これ覚えてる？ 

小夏 え、それあたしの？ 

母 幼稚園のとき。お遊戯会。 

小夏 うわー。もう捨てようよ。 

母 ダメ。小夏に子どもができたら見せてあげるの。 

小夏 やめてよ。 
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母 ね、誰かいい相手いないの？ 

小夏 いないって。学校のガキどもで手いっぱい。 

母 そう。こんなのもあるよ。 

小夏 何、それ？ 

母 浩輔のユニフォーム。 

小夏 ボロボロじゃん。 

母 そりゃあそうよ。小学一年生か二年生の頃のね。 

小夏 （グローブなどを取り出す）ちいさー。 

母 浩輔に初めて買ってあげたグローブ。 

小夏 これ全部取っておいたの？ 

母 そうよ。（荷物をしまいながら）懐かしいねえ。ああ、遠軽持って行くのと、お婆

ちゃん家に持って行くの分けておいてね、小夏の荷物。 

小夏 うん。 

 

 母、荷物を隣の部屋に戻す。浩輔、庭から登場。 

 

母 おかえり。 

小夏 あ、やっと来た。遅い。 

浩輔 パシらせといて何だよ。 

小夏 どうせヒマなんだから良いでしょ。 

浩輔 はいよ。（買ってきたマジックを小夏に投げる） 

小夏 サンキュ。 

 

 マジックの袋を開け、箱に何か書いてガムテープで封をする。浩輔、縁側に座る。 

 

小夏 ねえ、転校どうする気？ 

浩輔 だからどこでもいいって。 

小夏 大変なんだよ、転校するのって。 

浩輔 試験があるんだろ。 

小夏 そう。 

浩輔 あーもう、転校しねえかな。めんどくせ。 

小夏 旭川から北見まで通う気！？ 

浩輔 下宿とか。 

小夏 できるわけないでしょ。 

浩輔 大丈夫だって。飯とか出るんだろ？ 

小夏 お金だってすごいかかるんだから。 
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浩輔 ふーん。 

小夏 自分のことでしょ！母さんも、早く転校先決めないとやばいって。 

母 そうだねえ。 

 

 小夏、荷物を持って隣の部屋へ。 

 

浩輔 ったく、たまに帰ってきてうるさいんだよ。 

母 ……じゃあ部活行ったら？ 

浩輔 ……いいよ。もう昼すぎてるし。 

母 …そう。あ、甲子園だね。明日から。駒大岩見沢、第一試合だよね？ 

浩輔 ふーん。 

 

 小夏、戻って来る。 

 

小夏 あー、暑い。母さんビールない？ 

母 まだ昼間でしょ。 

小夏 労働にビールは欠かせないでしょ。 

母 お葬式の時はいっぱいあったんだけどね。 

小夏 ないの？ 

母 全部あげちゃって。 

小夏 そっかー。ホント北見って暑いよね。 

母 そんなに違う？ 

小夏 うん。やっぱなんか、盆地！ってかんじ。 

母 そう。 

小夏 じゃあ、シャワーあびてくるわ。 

母 うん。 

 

 小夏、退場。母、隣の部屋へ荷物を運ぶ。浩輔、暇を持て余してる。明・ユカ、庭

に登場。明はスポーツバッグを持っている。 

 

明 こんちはー。 

ユカ こんにちはー。 

明 あ、浩輔。 

浩輔 おう。どうしたの？ 

明 どうしたじゃねーよ。全然部活こねーし、メールもよこさねえし。 

ユカ だから来ちゃいました。 
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浩輔 アポなしかよー。 

母 あらー、いらっしゃい。上がって、上がって。 

明 お邪魔しまーす（中に入る）あっ（遺影を見て、母に）石川先生にいいっすか？ 

母 あー、ありがとねー。 

ユカ 私もいいですか？ 

母 もちろん。 

 

 明、遺影に向かってなむなむ。浩輔それを見てる。 

 

母 ありがとうね。 

明 先生にはホントお世話になりましたから。 

ユカ 私も石川先生に歴史習いました。 

母 （遺影に）お父さん、良かったですね。 

 

 ユカ、遺影に向かってなむなむ。 

 

明 いや、暑いな、今日。 

浩輔 部活は？ 

明 午前中だけ。 

浩輔 そうなんだ。 

明 ぜってー白井監督の家族サービスだよ、午後から。 

浩輔 はは。 

母 ありがとうね。（二人に）あ、何か飲み物持ってくるね。 

明 あ、ありがとうございまーす。 

 

 母退場。 

 

ユカ もう三週間たつんですね。 

明 大会終わってすぐだったもんな。 

浩輔 ……。 

ユカ （浩輔に）すみません。まだ三週間ですもんね。 

浩輔 いや、いいよ、別に。そんなんじゃないから。 

 

 気まずい間。 

 

明 ああ、ごめんな。ユカ、ちょっと空気読めよー。 
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ユカ すいません。 

明 ＫＹだなー。 

ユカ 佐倉先輩には言われたくないなあ。 

浩輔 確かに。 

明 いや、俺はあえて空気を読まないんだ。 

ユカ ＡＫＹですね。 

浩輔 ってか、もう使わねえだろ、ＫＹとか。 

明 そんなことはない。新しい略語は日々生まれているのだ。 

 

 母登場、麦茶やお菓子を持ってる。 

 

母 はい、どうぞ。（麦茶とお菓子をテーブルへ置く） 

明 あ、どうも。 

ユカ ありがとうございます。 

母 今日、部活は？ 

明 昼までだったんで。 

母 ああ、そう。 

明 だから今、グラウンド空いてるからさ、お前とキャッチボールしようと思って。（バ

ッグからミットを取り出す） 

浩輔 はあ？ 

ユカ 久しぶりに石川先輩のピッチング見たいんで。 

母 あら、いいわね。行ってくれば。 

明 おし、行くべ。 

浩輔 んー、まあ、後で行くわ。 

母 じゃあ、麦茶飲んでからにしたら。 

明 ああ、そうっすね。 

母 お昼は食べたの？ 

ユカ はい。学校の近くにラーメン屋さんできたんですよ。 

母 ああ、来週から北京オリンピックだからね。 

浩輔 関係ないじゃん。 

母 あるわよ。ラーメンと中国！ 

 

 微妙な間。 

 

ユカ あぁ。はい。 

母 ゆっくりしていってね。 
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 母、父の遺影にも麦茶を供え、退場。 

 

浩輔 美味かった？ 

明 まあ、普通。 

浩輔 何食べたの？ 

ユカ ああ、私は、 

明 ＭＲ。 

浩輔 は？ 

明 味噌ラーメン。 

浩輔 なんだ、そりゃ。 

明 新しい略語は、日々、生まれる。 

浩輔 明は？ 

明 ＨＲ。 

浩輔 ＨＲ？何それ。 

明 博多ラーメン。 

浩輔 わかんねえよ！ 

ユカ 佐倉先輩。 

明 ん？ 

ユカ ちょっと、寒いです。 

明 （ちょっとショック）……あ、今日、紅白戦やった。 

浩輔 へぇ。 

ユカ 西崎君と渡辺君が投げたんですけど、全然試合にならなくて。 

浩輔 まぁ、まだ一年だしな。 

明 もうバッティングセンターにもならない。超ＦＲ。 

浩輔 ＦＲ？ 

明 そう、ＦＲ。 

ユカ ……フォアボール連発！ 

明 正解！ 

浩輔 なんでわかるの！？ 

ユカ わかりますよ。 

浩輔 超能力者かよ。 

ユカ ってか、試合見てましたし。 

浩輔 あ、そっか。でも博多ラーメンはわかんねえよ。 

明 わかれよ、そこは。 

浩輔 無理。 
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明 ＨＲは博多ラーメンだろ。…あ、野球ってＨＲ多くね？ 

ユカ え？ 

明 ホームランとか。 

浩輔 他には？ 

明 え。えー…ヒットエンドラン！ほらー。 

ユカ 他に。 

明 え、他？えー… 

浩輔 少ないじゃん。 

明 ホームルーム。 

ユカ すでに野球じゃありません。 

明 張り切れ楽天。 

浩輔 ま、楽天は野球だけど。 

明 張り切って塁に出よう。張り切りランナー！ほらー。 

ユカ 佐倉先輩。 

明 ん？ 

ユカ 張り切りすぎです。 

明 すみません。でよ、明日も紅白戦なんだけどさ、お前、投げろや。 

浩輔 無理だって。俺、何もしてないし。 

明 え、マジで？ 

浩輔 うん。 

明 ランニングとか、シャドーとか。 

浩輔 全然。 

明 マジかよー。 

浩輔 明日すぐなんて投げられんよ。 

明 じゃあ、ちょうどいいじゃん。キャッチボール。 

ユカ そうですね。 

明 浩輔だったら、ちょっと練習したらすぐ戻るって。な、明日から来いよ。 

浩輔 いや、まあ…。 

ユカ 練習、来てください。 

浩輔 うーん…。 

明 まぁ、色々あって、大変だとは思うけど。お前が野球やってると、石川先生も喜ぶ

と思うんだ。 

浩輔 ………。 

明 俺もやっとレギュラーとれそうだしさ。また中学の時みたいに、一緒にバッテリー

組めるんだぜ。 

浩輔 ………。あのさ。俺、転校するんだ。 
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明・ユカ えっ？ 

浩輔 ここ借家なんだよね。それで、引っ越すんだ。 

ユカ どこにですか？ 

浩輔 旭川。母さんの実家で、婆ちゃんと三人で暮らす。 

ユカ ………。 

明 やだ。 

浩輔 え？ 

明 やだ。 

浩輔 いや、 

明 やだやだ。だって俺やっとキャッチャーやれんだぜ、ピッチャーいなくてどーすん

だよ？ 

浩輔 ほかにいるだろ。 

明 だめだって。 

浩輔 一年がいるじゃん。 

明 あんなの使えねーよ。 

 

 明、だだをこねる。 

 

明 やだやだやだー。 

浩輔 あー、もう。 

明 だって、だって、だってぇー！ねぇ旭川から通えないの？ 

浩輔 無理だって。 

明 大丈夫だってー。いける。特急スーパー旭川で行けるって。 

浩輔 ねえよ、そんなの。 

明 ヴぁーーーーーー。 

ユカ 先輩！ 

明 どうしてもダメなの？ 

ユカ だって、それは、仕方ないですよ…やっぱり。 

明 はあ………引っ越すのか。……もうお前は敵だからな。来年の夏、俺たちはスタル

ヒン球場で戦うんだよ、甲子園をかけて。 

浩輔 ………野球、辞めようと思うんだよね。 

明・ユカ えっ！？ 

明 何言ってんのよ？ 

浩輔 だってさ、お前等と一緒じゃないと意味ないじゃん、野球なんて。 

明 ………。 

ユカ でも、こっちで無理なら旭川で、 
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明 そうだよ。旭川でもできるだろ。 

浩輔 もういいんだって。辞めるって決めたんだから。 

明 なぁ、支部予選のこと気にしてんのか？ 

浩輔 そんなんじゃないよ。 

ユカ あれは、だって、仕方ないじゃないですか。石川先生が倒れて、心配で、 

浩輔 関係ないよ。 

明 お前に投げさせた方が悪いんだって。小川先輩が投げれば、 

浩輔 俺が監督に「投げさせてくれ」って頼んだんだ。 

明 だからってよ、 

浩輔 エースは俺なんだ。エースが投げるんだ。父さんが入院しようが死のうが関係ない。 

明 お前なあ、 

ユカ 佐倉先輩。 

明 ……ああ……ごめん。でも、簡単に「野球辞める」なんて言うなよ。 

浩輔 ………。 

ユカ あの、引越しっていつですか？ 

浩輔 来週。 

ユカ すぐじゃないですか。 

浩輔 うん。 

明 なんで言わなかったんだよ。 

浩輔 なんか言いにくくて。ごめん。 

明 他のみんなは知ってんの？ 

浩輔 いや。誰にも言ってない。 

明 マジかよー。……お別れ会やらなきゃだな。 

浩輔 いいよ。 

明 だめだって。なぁユカ。 

ユカ ………。 

明 ユカ？ 

ユカ え？ 

明 お別れ会。浩輔の。 

ユカ あ、ああ、そうですね。 

明 あ、あれ石川先生の？ 

浩輔 ああ。 

明 この帽子も懐かしいな。 

浩輔 ダサいけどな。 

明 （帽子の裏を見る）「積極性」。（ユカに帽子の裏を見せて）ほら、石川先生の帽子。 

ユカ 石川先生好きですよね。積極性って。 
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明 社会、石川先生だったんでしょ。 

ユカ はい。 

明 いいよなー。俺らなんか川村だぜ。しかも担任。 

ユカ いいじゃないですか。 

明 最悪だよ、川村。 

ユカ 石川先生、熱かったですよねー。 

明 部活でも超熱かったよ。ＣＡだな。超熱い。ＣＡ。 

浩輔 略語やめろよ。 

明 でもまあ、石川先生のおかげだよ。ベスト４まで行けたのはさ。めっちゃしごかれ

たし。 

ユカ ああ。 

明 もう、超ＨＲ。 

ユカ 張り切りランナー？ 

明 いや、ひたすら練習。あ、でもホントに張り切りランナーだったかも。 

ユカ は？ 

明 やたら走らされたもん。何かっつーと「やると決めたんだから走れ！」 

ユカ あ、授業でもよく言ってましたよ。「志望校を決めたら、そこに向かって走れ！」

って。 

明 似たようなこと言ってるんだ。授業でも。 

浩輔 それしか言えないんだろ。 

ユカ それが「積極性」なんですよ。「やると決めたら走れ！」 

明 走らないと怖い怖い。 

浩輔 陸上部じゃねえっての。 

明 でもまあ、怖いんだけど、石川先生に言われると、頑張ります、みたいな。 

ユカ ああ、わかります。 

明 人を乗せるのが上手いんだよな。 

ユカ そうそう。 

明 俺もさ、中１の時に先生に「キャッチャーはお前しかいない」って言われてさ。そ

れからずっとキャッチャーだもん。 

浩輔 その割には、レギュラー取ったの中３の時だったけどな。 

明 うっせ。俺はお前の球を捕るために練習してきたんだぞ。 

ユカ カッコイイですね。 

明 でしょ？だから、転校やめろ。 

浩輔 無理言うなよ。 

明 転校やめろ。略してＴＹ。あ、やっぱＴＫ。 

浩輔 ＴＫ？ 
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明 トイレ、借りるぞ。 

 

 明退場。間。 

 

ユカ 転校するって、なんか…びっくりです。 

浩輔 …ああ、ごめん。 

 

 間。 

 

浩輔 大丈夫だって。みんないるんだし。俺がいなくてもさ。 

ユカ ………。 

浩輔 でも、伊藤がマネージャーって意外だよな。 

ユカ そうですか？ 

浩輔 中学のとき美術部だったじゃん。いきなり野球部かよ、って。 

ユカ いつも美術室まで野球部の声が聞こえたんですよ。 

浩輔 え？ 

ユカ だから、よく野球部の練習見てたんです。絵も描かないで。 

浩輔 へえー。 

ユカ 先輩のピッチング見たくて。 

浩輔 ……。 

ユカ だから、 

浩輔 ……。 

ユカ あの、旭川………遠いですよね。 

浩輔 ………。 

 

 間。小夏の叫び。明の叫び。 

 

浩輔・ユカ えっ？ 

 

 明、戻ってくる。 

 

明 浩輔、なんだよあれ？！ 

浩輔 何？ 

明 お前の姉ちゃん、タオル一枚で何やってんのよ？ 

浩輔 うわー……。 

明 俺どうしたらいいのよ。 
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浩輔 見たのか？ 

明 いや、タオルで隠れてた。 

浩輔 うーむ、誠意を込めて謝るしかないな。 

明 こうか？（普通に礼） 

浩輔 いや、もっとこう（明の背中を押す） 

明 こう？ 

浩輔 もっと、 

明 えー、嫌だよ。何で俺が謝るんだよ。お前の姉ちゃんが悪いんだろ…（小夏登場。

Ｔシャツ姿である）すいませんでした。 

小夏 ちょっとー。 

 

 小夏、明をにらむ。浩輔、明と小夏の間へ。浩輔ぶたれる。 

 

浩輔 えー。 

小夏 友達来るなら言っときなさいよ。 

明 でも俺、何も見てませんから、はい。 

浩輔 ほら、ねっ。 

小夏 そういう問題じゃないでしょ。 

明 だっ、大丈夫です。そんなの見ても誰も喜びませんし。 

小夏 はぁ！？ 

明 すいませんでした。 

小夏 まったく。（タオルを投げすてる） 

明 でもどうせなら長澤まさみの方が良かったなぁ…。 

小夏 何！？ 

明 すいませんでした。 

小夏 ったく。ああ、もう。ビール買ってこよ。 

 

 小夏、退場。 

 

明 相変わらず怖ぇーな。 

浩輔 てかなんで俺が。 

明 ドンマイ。 

浩輔 お前のせいだろ。 

 

 明、タオルを拾い、シャドーピッチングをする。 
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浩輔 何してんの。 

明 シャドーピッチング。 

浩輔 だから、なんで？ 

明 気分的に。やる？ 

浩輔 いいよ。 

明 あーぁ、お前いなくなるんなら、俺がピッチャーやるかな。 

浩輔 おっ、それ良いんじゃね？ 

明 一年よりはマシだろ？ 

 

 母、登場。 

 

母 頑張ってるね。 

明 あ、すいません。 

母 いいのよ。浩輔だって毎日やってたし。いつもお父さんに見てもらってね。特に負

けちゃった試合の後は付きっきり。 

明 いいなあ。 

浩輔 別に。 

ユカ あ、石川先輩。明日の駒大岩見沢の試合、視聴覚室でみんなで見るんですよ。 

浩輔 野球部で？ 

ユカ はい。 

明 午前中にそれ見て、午後から紅白戦。 

母 まさか一番のくじ引くなんてねえ。 

明 開会式のすぐ後ですよね。緊張するべなー。 

母 ねえ。 

ユカ 明日、みんなと見ませんか？ 

浩輔 え？ 

明 おお、そうだ。明日、来いよ。 

浩輔 いや、 

母 行けば？どうせ暇なんだから。 

明 なんだ、暇なのかよ。 

ユカ みんなで駒大応援しましょう。 

浩輔 今度行くよ。 

明 じゃあ、 

浩輔 明日は、ちょっと。 

明 ……なんだよ。 

母 行けばいいのに。ねえ。 



[14] 

 

ユカ はい。 

母 ね、浩輔いつごろから野球やってると思う？ 

ユカ えー。 

母 ４歳か５歳ころかな。小学校あがる前。 

ユカ そんなちっちゃいときからですか。 

母 ゴムボールとか持って、お父さんの後ろ、追っかけ回して。 

ユカ かわいいー。 

母 こっちに引っ越してきたら、庭でお父さんといつもキャッチボールしてね。 

ユカ 庭、広いですよね。 

母 だって、家を探す条件が「キャッチボールが出来そうなところ」とか言うんだもん。

親子そろって。呆れちゃったわ。で、ここにしたの。 

ユカ …引っ越しちゃうんですね。 

母 ああ、浩輔から聞いた？ごめんね。 

ユカ いえ。 

母 みんなで一緒に野球続けたいよね。 

全員 ………。 

 

 しばし無言。隣の部屋の電話が鳴る。母、隣の部屋へ。 

 

明 いいよな、石川先生に見てもらえて。 

浩輔 別に何もしてくれねえよ。 

明 シャドー見てもらったんだろ。 

浩輔 ホントに見てるだけだし。たまに「ダメだ」とか言うだけ。 

ユカ ああ、わかるかも。 

浩輔 だろ。 

明 怒鳴ったりするの？ 

浩輔 逆に何も言わない。まあ、家でもあの調子じゃ、たまんねえよ。 

明 確かに。お前、練習の時よく怒鳴られてたよな。 

浩輔 目の敵だよ。 

明 でもキャッチボールで家を決めるとは、さすが石川先生。まさにＹＢ。 

浩輔 ＹＢ？ 

明 野球バカ。 

浩輔 確かに。 

明 お前もな。 

浩輔 違うって。 

明 一句できた。野球バカ、野球とったら、ただのバカ。 
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ユカ 佐倉先輩。 

明 ん？ 

ユカ 自分のことですよね。ただのバカ。 

明 ……そうだよ～ん。 

 

 母、グローブを持って戻ってくる。 

 

母 今から川村先生来るって。 

明 川村！？ 

ユカ どうしたんですか？ 

明 北相内中の川村先生ですか？ 

母 そうよ。 

明 逃げるぞ。 

浩輔 どこに。 

明 どこか遠くにだ。 

浩輔 何で？ 

明 川村襲来！ただちに避難せよ！ 

浩輔 じゃあ俺の部屋行く？ 

明 行くぞ。 

ユカ はっ、はい。 

 

 三人、退場。 

 

母 せっかくグローブ持ってきてあげたのに。 

 

 小夏、帰ってくる。 

 

小夏 ただいまー。 

母 あら、どこに行ってたの？ 

小夏 田中商店、母さんも飲む？ビール。 

母 私はいいよ。お客さん来るし。お父さんの荷物持ってきてくれるんだって。 

小夏 そう。 

 

 小夏、ビールを飲む。 

 

小夏 あー、美味い！ 
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母 （ちょっと笑って）ビールの飲み方、お父さんとそっくり。  

小夏 え、マジ？ 

母 うん。 

小夏 …浩輔のことだけどさ。 

母 うん。 

小夏 早く転校先見つけなきゃやばいって。 

母 そうだね。 

小夏 すぐ担任の先生と連絡取ってさ。 

母 …母さんね、浩輔がこっちに残りたいって言ったら、下宿させても良いと思ってる

の。 

小夏 何言ってるの！？そんなことしたら超だらだら生活になるって。 

母 やっぱりみんなと野球やりたいんじゃないかな。 

小夏 あいつ部活行ってないじゃん。 

母 うん。 

小夏 下宿なんかさせたらお金とか大変じゃない。母さん、働くんでしょ？ 

母 お金だったら何とかなるから。 

小夏 婆ちゃんのこともあるし。 

母 うん。 

小夏 お葬式の時も大変そうだったじゃん、歩くの。 

母 もう年だからね。ずっと一人暮らしさせとくのもね。 

小夏 そうだよ。 

母 お婆ちゃんがこっちに来てくれても良いんだけど。 

小夏 また。もうその話は済んでるんでしょ？ 

母 うん。ずっと旭川だから、今更出たがらないよね。 

小夏 そうだって。 

母 そうだね。ま、お婆ちゃんの面倒は母さんがちゃんとみるから。 

小夏 でも下宿はダメだからね。 

母 でもね、 

小夏 婆ちゃん、足悪いんだからさ。浩輔いないと困るでしょ、いろいろと。 

母 大丈夫だって。 

小夏 でもさ、 

母 大丈夫。 

小夏 …何か母さん、無理に元気出してるみたい。 

母 ………。 

小夏 なんか、あたしだけ、ごめんね。 

母 え？ 
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小夏 あたし、なるべく婆ちゃん家に行くようにするから。 

母 ありがとうね。でも無理しないでね。 

小夏 遠軽と旭川って、意外と近いんだよ？ 

母 そう。でも忙しいんでしょ、学校。 

小夏 うん、まあ。 

母 土日も部活でしょ？ 

小夏 まあ。だって、ねえ。休めないじゃん。 

母 同じだね、お父さんと。 

小夏 ……。なんかあれ（父の練習着）見てると実感ないんだよね。 

母 ……。 

小夏 また、あれ持って学校行くんじゃないかなーって。 

母 そうだね。 

 

 母、帽子を手にとって裏を見せる。 

 

母 ほら、これ。 

小夏 「積極性」だっけ？ 

母 そう。 

 

 浩輔、登場。 

 

母 あ、浩輔。グローブそこね。 

小夏 あれ、明くんとかは？ 

浩輔 俺の部屋。 

小夏 ああ。 

 

 母、テーブルにあるお茶やお菓子を片づけて退場。浩輔、部屋を見渡す。 

 

小夏 なにしてんの？ 

浩輔 あぁ、明が証拠を残すなって。 

 

 浩輔、明のスポーツバッグを持って行く。 

 

小夏 ねえ、浩輔。マジで転校どうする気？ 

浩輔 だからまだ考えてないよ。 

小夏 本当に下宿したいの？ 
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浩輔 さあね。 

小夏 待ちなさい。 

 

 小夏、むっと来て隣の部屋から段ボールを持ってきて、小さなユニフォームを浩輔

に見せる。 

 

小夏 あんたの子供の頃の。母さん、全部取っておいたんだって。大事なものだから、捨

てないで婆ちゃん家に持ってくんだって。なんでだかわかる？ 

浩輔 ……さあ。 

小夏 あんたがこっちに残りたいって言ったら下宿させるって、母さん言ってた。 

浩輔 ……。 

小夏 でもね、あたしは反対だから。 

浩輔 どっちだよ。 

小夏 …ったく、バカなんだから！ 

 

 小夏、段ボール箱を持って隣の部屋へ。 

 

浩輔 何だよ。 

 

 川村、大きな段ボール箱を抱えて玄関へ。 

 

川村 こんにちはー。 

浩輔 やべ。 

小夏 （玄関の方に）はーい。（母の方に）母さーん、お客さん。 

 

 浩輔、川村に見つからないように自分の部屋に戻る。母、廊下を通って玄関へ。小

夏、隣の部屋に移動し、ふすまを閉める。 

 

母 はーい。 

 

 母・川村、廊下で会話をしつつ荷物を部屋へ運ぶ。 

 

母 すいません、こんな暑い中。 

川村 いや、学校にあったものなので。まだ少し残っているので、後でもう一度お邪魔す

ることになります。 

母 ホントにすみません。こちらから取りに伺うべきなんですが。 
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川村 いえ、大丈夫ですから。お気になさらずに。 

母 ちょっとお休みください。今、麦茶持ってきますね。 

川村 ああ、すみません。 

 

 川村、部屋を見渡す。母、戻ってくる。 

 

母 どうぞ。（麦茶を出す） 

川村 すみません。あの、裕二さん、あ、石川先生に、 

母 裕二さんで良いですよ。 

川村 すみません。裕二さんに線香あげさせてください。 

母 どうぞ、あげてやってください。 

 

 川村、線香をあげ、南無南無。 

 

母 その節は、大変お世話になりまして。 

川村 いえ。 

母 ありがとうございました。（正座して深々と頭を下げる） 

川村 いえ、こちらこそ裕二さんにはお世話になりました。私も同じ社会科ですので。 

母 そうでしたね。 

川村 転勤してきたばかりで何もわからないときに、色々教えてもらいまして。 

母 そうなんですか。ここに来て長いですからね。 

川村 うちの職員で一番長かったみたいですね。 

母 九年です。 

川村 そんなになりますか。 

母 …あの、中学校の方は大丈夫なんでしょうか？ 

川村 臨時の先生が夏休み明けから来ます。すぐに裕二さんの代わりは勤まりませんが。 

母 そうですか。 

川村 裕二さんがいないのは学校としてもとても厳しい事ですが、なんとか頑張っていま

すので、ご安心ください。 

母 はい。……倒れたのが学校で良かったです。ああ、すみません。ご迷惑をおかけし

ましたよね。 

川村 いえ、とんでもないです。 

母 でも、誰もいないところじゃなくて、良かったです。 

川村 ……。 

母 すぐに病院に運んでいただいて、ありがとうございました。 

川村 ……六月の下旬でしたね。 
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母 お見舞いにも来ていただいたのにね。それから二週間、意識が戻らないままね……。 

川村 ……。 

母 野球部の生徒さんは…？ 

川村 ああ、やはり大会の直前に倒れられたので、かなり動揺はあったみたいですが、今

は、「石川先生のために秋の大会は絶対に勝とう」って頑張ってます。 

母 そうですか。ご迷惑をおかけしました。 

川村 とんでもないです。学校としても、本当に大きい存在でした。裕二さんは。 

母 長い間、本当にありがとうございました。お世話になりました。 

川村 こちらこそ、ありがとうございました。…あの、浩輔は元気ですか？ 

母 元気ですよ。 

川村 確か高校の大会も中体連と同じ週でしたよね。 

母 はい。 

川村 裕二さん、嬉しそうに話してました。浩輔が投げるって。 

母 そうなんですか。家じゃそんなこと一言も。 

川村 ホント、嬉しそうでした。エースナンバーつけて初めての公式戦だって。 

母 試合の四日前です。倒れたの。 

川村 そうですか。浩輔、投げたんですか？ 

母 ええ。…でもストライクが入らなくて一回戦で負けちゃいましたけど。 

川村 無理もないですよ。 

母 あぁ、浩輔いるんで呼びますね。浩輔ー（呼びに行く）。 

 

 しばらくして、母と浩輔、来る。 

 

川村 おう。 

浩輔 どうも。 

川村 元気か？ 

浩輔 はい、まぁ。 

母 あ、そうだ先生。この前いただいたお菓子があるんですよ。 

川村 いえ、ホント、おかまいなく。 

母 ああ、明君達も呼んできて。一緒に食べましょ。 

 

 母、退場。 

 

川村 明も来てるのか？ 

浩輔 え、ああ、はい。 

川村 いやー、明か。葬式の時ちらっと見たけど、話できなかったからな。うっし、呼ん
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で来い。 

浩輔 …はーい。 

 

 浩輔、二階へ行く。川村、縁側の陰に隠れる。しばらくして、 

 

明 あーん、やだよー。 

浩輔 もう諦めろ。 

 

 浩輔、明を引っ張って入ってくる。ユカも登場。 

 

明 先生、こんにちは……あれ。なんだよ、いないじゃんかよー。 

浩輔 あれ？ 

明 やった！超ＨＲ！ 

浩輔 またＨＲかよ。 

ユカ 今度は何ですか？ 

明 ホントにラッキー。 

ユカ 佐倉先輩。 

明 ん？ 

ユカ ラッキーのスペルはＬからですよ。 

明 そうでしたー。（縁側に座る）じゃあ、超ＨＬ。まったく、川村の野郎何しにきた

んだって。だから結婚出来ないんだって。 

 

 川村、いつの間にか明の隣に座っている。明がふと隣を見ると、川村と見つめ合う

形になる。 

 

川村 よっ！ラッキーは、Ｌから始まるんだぞ。 

明 ぎゃーっ！！……ＭＢ… 

ユカ きっと、マジでびっくり、ですね。 

浩輔 うん。 

川村 おう、伊藤もいたのか。 

ユカ こんにちは。 

川村 いやー、また一段と可愛くなったな。 

明 いきなりセクハラですか。 

川村 何言ってるんだ。感動の再会じゃねーか。 

明 どこがですか。 

川村 いやあ、明のラブレター、思い出すなあ。 
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明 あっ！！ 

浩輔 えっ、なんすか！？ 

ユカ ラブレター！？ 

明 先生！ 

川村 大丈夫だ。これ以上は言わない。安心しろ。 

ユカ 読んだんですか？ 

川村 おお、読んだよ。授業中に書いてたから、取り上げてな。 

明 先生！！ 

川村 言わないって。 

 

 浩輔、明を押さえる。 

 

浩輔 先生、どうぞ！ 

川村 そうだなあ。 

明 やめろ。離せ、離せー！ 

川村 わかった、話す。 

明 ぐわあー！ 

川村 「愛と恋の違いを知っていますか。愛という字は真ん中に心があるから真心です。

恋という字は下に心があるから下心です。僕はあなたに恋をしました。」 

明 せんせー。 

川村 あまりに衝撃的だったので覚えてしまった。 

浩輔 何で下心全開なんだよ。 

明 意味知らなかったんだよ。 

川村 （ユカに）これどう？ 

ユカ まぁ、大切なのは、心ですから。 

浩輔 下心な。 

明 ひいー……。 

川村 良いじゃないか。若さの証だ。 

明 ひどいっ。 

川村 すまん。ちょっとやりすぎた。 

 

 母登場、お菓子などを持っている。 

 

母 先生、すみません、お待たせしちゃって。 

川村 いえいえ。 

母 ○○○（お菓子）なんだけど、食べて。 
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明 うっひょー！いただきまーす！ 

浩輔 あ、立ち直った。 

ユカ 素早いな。 

明 うめー。 

川村・ユカ いただきます。 

母 どうぞ。 

川村 しかし、明も意外と詩人だよな。 

明 え？ 

川村 「愛は真心」なんて中学生には書けんぞ、普通。 

母 え、何なの？ 

明 いえ、なんでもないです。 

川村 青春じゃないか。ま、俺もまだ青春だけどな。 

明 先生もう三十五じゃないすか。いい加減、結婚しましょうよ。 

川村 うるせーよ。 

明 超ＫＩＤじゃないすか。 

川村 ＫＩＤ？なんだそりゃ。 

明 結婚いまだできず。 

川村 （かなりショック） 

母 先生、大丈夫ですよ。まだ若いですから。 

川村 ありがとうございます。 

明 川村いまだ独身。 

川村 （卒倒する） 

母 明くん。先生いじめないの。 

明 すいませーん。 

川村 くそう、下心の復讐された。 

母 明日から甲子園始まりますね。 

川村 ああ、そうですね。あれ、北京オリンピックは、 

ユカ 来週からです。 

川村 そっか。どのくらいいくかな、メダル。 

ユカ アテネの時は、確か金が十六、銀が九、銅が十二の計三十七個でした。 

浩輔 覚えてるの！？ 

ユカ よく見てたんで。 

母 へぇー。 

明 ユカすげーな。 

川村 北島は金メダルとれるかな？ 

ユカ 百も二百も勝つと思います。 
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川村 おぉ。 

ユカ あとソフトボールも上野選手の大活躍で金じゃないかな。 

浩輔 おお。 

母 柔ちゃんは？ 

ユカ 惜しいとは思うんですけど、多分、銅。 

明 じゃあ星野ジャパンは？ 

川村 当然金だろう。 

明 ですよね。 

ユカ それは…始まってみないと……なんとも… 

浩輔 ま、そうだよな。 

ユカ 最終的には、たぶん金メダル九、銀が六、銅が十個くらいになりますよ。 

明 すげー。予言者みたいだー。 

浩輔 まるで見てきたみたいだー。 

ユカ まあ、勘ですけど。 

 

 小夏、ガムテープを取りに来る。 

 

小夏 失礼しまーす。 

 

 小夏、入ってくる。川村と小夏、目が合う。川村、動きが止まる。 

 

川村 ……こんにちは。 

小夏 あぁ、どうも。こんにちは。 

母 川村先生。お父さんの中学校の。お父さんの荷物運んできてくれたの。 

小夏 ああ、そうなんですか。ありがとうございます。 

川村 初めまして。私、北相内中学校で教員をやっている川村信夫、二十五歳。独身です。 

明 十歳も！？ 

川村 学校は“あい”のない中学校ですが、僕は愛に満ちています。 

明 えー。 

川村 はっはっは。なーんて。 

小夏 石川裕二の娘の石川小夏です。 

母 小夏も座ったら。○○○あるよ。 

小夏 ああ、ありがと。 

 

 小夏、座る。明、浩輔、ユカ、少し離れたところに移動する。母、小夏の麦茶を取

りに行く。 
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川村 お父様から聞いています。自慢の娘さんだとか。 

小夏 いや、そんな。 

川村 中学校の教員をされていると。 

小夏 はい。 

川村 ああ、実は僕もなんです。 

小夏 はあ。 

川村 どちらの中学校ですか？ 

小夏 遠軽北中です。 

川村 ああ、北相内中とは北つながりですね。 

小夏 そうですね。 

川村 教科は何を？ 

小夏 家庭科です。 

川村 これは奇遇だな。僕は社会科です。科つながりですね。 

小夏 そ、そうですね。 

川村 部活は？ 

小夏 ああ、バレー部です。 

川村 バレー部。 

小夏 でも全然素人なんですけど。 

川村 ますます奇遇だな。僕はボランティア部です。部つながりですね。 

小夏 あはは、面白い方ですね。 

川村 よく言われます。 

 

 母、戻ってきて小夏の前に麦茶を置く。 

 

小夏 ありがと。 

川村 あ、じゃあ、乾杯しましょう。 

小夏 え？…あ、はい。 

川村 君の瞳に、乾杯。 

小夏 「カサブランカ」ですね。 

川村 知ってますか。 

小夏 好きなんですよ。 

川村 ボガートの渋さがたまらない。 

小夏 バーグマンも本当に美人だし。 

川村 でも、小夏さんの方が美人ですよね、お母さん。 

母 いやだ、先生ったら。 



[26] 

 

川村 あははは。やっぱり教員になったのは、お父さんの影響ですか？ 

小夏 いやー、どうでしょう。まあ、たぶん。 

川村 そうですよね。そうだ、浩輔。お前も教員になったらどうだ？石川先生の後を継い

で、野球部の顧問とか。 

浩輔 え、……嫌ですよ。 

川村 そっか。いやあ、石川先生、よく小夏さんの話してましたよ。 

小夏 そうなんですか？ 

川村 「娘が採用試験受かった」とか、よく聞いてました。 

小夏 ああ。 

川村 浩輔のことも「二年で北高のエースナンバーもらった」って、嬉しそうになあ。 

母 本当に家じゃ何も言わないのにねえ。 

川村 僕がいうのも変ですけど、ああ見えて、いつもご家族のことを一番に考えてました

よ。 

母 そうですか。 

川村 お、これもＫＩＤだな、明。 

明 え？ 

川村 家族が一番大事。 

明 うわ、寒。 

川村 なんだよ。 

明 先生、家族いないじゃん。 

川村 いるよ。函館に。親が。 

明 川村いまだ独身。ホントは三十五歳。 

川村 （卒倒する） 

小夏 大丈夫ですか？ 

川村 ああ、大丈夫です。（起き上がる）あなたの声が、僕を強くする。 

小夏 でもホント……ＫＩＤですよね。 

川村 （卒倒しそうになる） 

小夏 いや、そっちじゃなくて。 

川村 ああ良かった。浩輔、これから大変だろうけど。お前が頑張らないとな。 

浩輔 ……。 

小夏 そうだよ、浩輔。旭川行ったら、あんたが母さん助けるんだからね。 

川村 旭川？ 

母 ああ、連絡してなくて申し訳ありませんでした。旭川の実家に引っ越すことになり

まして。 

川村 ああ、そうなんですか。いや、大変ですね。 

母 全然落ち着かなくて。すみません。 
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川村 いやいや、無理もないです。（浩輔に）じゃあ尚更、頑張ってお母さん助けないと。 

小夏 母さんも、あんまり甘い顔してちゃダメだからね。まだ転校先も決まらないし。 

母 はいはい。 

小夏 こっちに下宿させてもいいとか言うんですよ？ 

川村 へえ。 

明 下宿？え、下宿って、 

 

 川村の携帯が鳴る。 

 

川村 あ、すみません。（電話に出て）はい、もしもし。はい。あー、そうですね。はい。

はい。ありがとうございます。（電話を切る）あのちょっと学校に戻ります。 

母 あぁ、そうですか。なんかお引き留めしちゃって。 

川村 いえ。あっ、残りの荷物はあとで持ってきますので。 

母 あぁ、そんな、いいですよ。明日にでもこちらから取りに伺いますから。 

川村 いえいえ、大丈夫ですよ。 

母 まだかなりあるんですか？ 

川村 いえ、量はたいしたことないんで、荷造りさえすればすぐですから。 

母 じゃあ今から取りに伺います。 

川村 いえ、こちらでやりますから。 

母 私たちで取りに行きますから。 

川村 いえ、僕一人で大丈夫ですから。 

母 じゃあ、小夏に行かせます。 

川村 お願いします。 

小夏 えー！？私、車出せないよ。飲んじゃってるもん。 

川村 僕の車でお送りします。 

母 本当にすみません。お願いします。 

川村 わかりました。 

母 ほら、小夏。お手伝いしてきなさい。 

小夏 はーい。あ、化粧とかしてないや。 

川村 あなたは素顔のままが美しい。 

小夏 カバン持って来ます。 

 

 小夏、隣の部屋へ。部屋を出る前に、 

 

川村 そうだ。三人とも、今度中学に遊びに来い。 

明・ユカ はい。 
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川村 浩輔。石川先生は、誰よりもお前に期待してるんだぞ。 

浩輔 ……。 

川村 それじゃあな。 

明・ユカ さようなら。 

川村 さよなら。 

 

 川村、退場。母、見送りにいく。小夏、廊下を通り玄関へ。（以下のセリフは★印

以降のセリフとかぶる） 

 

川村 （玄関先で）それじゃ、また後で来ます。 

母 どうもありがとうございます。本当に。 

川村 それでは。 

母 小夏、よろしくね。 

小夏 はーい。行ってきます。 

母 （川村に）よろしくお願いします。 

川村 失礼します。 

 

★明 なあ、おい、浩輔。下宿って何だよ。 

浩輔 さあ。 

明 こっちに残るってことか？ 

浩輔 そうじゃね？ 

明 え！マジで！？マジで北見に残れるの？ 

ユカ ホントですか！？ 

明 何だよ、そうなら最初からそう言えよ！ 

 

 母、戻ってくる。麦茶などを片付け始める。 

 

明 おばさん、こいつ下宿するんですか？ 

母 まだわからないけど、浩輔がこっちで野球やるなら。 

明 やった！よっしゃ！良かったじゃん、浩輔！ 

浩輔 野球は、もういいよ。 

明・ユカ え！？ 

浩輔 そんな、わざわざ残ってまで、やりたくないよ。 

母 ……浩輔、 

浩輔 母さんには関係ないから。 
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 間。母、麦茶などを持ち退場。 

 

明 …何で。 

浩輔 ……。 

明 下宿させてくれるんだし。 

浩輔 好きで野球やってたんじゃないんだって。 

明 ちょっと待てよ。 

浩輔 父さんにやらされてただけだから。 

明 何言ってるんだよ。 

浩輔 俺、父さんの道具じゃねえからさ。辞める。 

明 お前なあ！ 

浩輔 もう投げたくねえんだよ！ 

明 ふざけんじゃねえよ！ 

ユカ 佐倉先輩。 

明 ……なんでだよ。 

 

 間。ユカ、グローブを拾い、浩輔に差し出す。 

 

ユカ キャッチボール。 

明 …行くぞ。 

浩輔 行かない。 

ユカ じゃあ、ここで。先輩が投げるところ、見せてください。 

 

 明、ミットを取り庭に出る。 

 

明 来い、浩輔。 

ユカ 石川先輩。 

 

 浩輔、ユカのまなざしに押されるように、庭に出る。ユカも庭に出て、グローブを

渡そうとするが、浩輔、受け取らない。 

 

明 来い。……来いよ。 

 

 浩輔、グローブを受け取らない。明、浩輔の所に行き、ユカが持っているグローブ

を明に押しつける。 
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明 ほら。 

 

 浩輔、グローブを持とうとしない。明、強く押しつけるが、浩輔、それを払い落と

す。 

 

明 おい！ 

浩輔 ……。 

明 何グローブ投げてんだよ。 

浩輔 …野球は、やらない。 

明 やれよ。 

浩輔 やらない。 

明 やれよ。 

浩輔 やらない。 

明 やれよ！お前の球受けるために今までやってきたんじゃねえか。 

浩輔 野球はもう、できない。 

明 石川先生に教えてもらったんだろ！捨てちまうのかよ！ 

浩輔 父さんは、もういねえんだよ！ 

 

 間。 

 

明 それでも……野球辞めんなよ。 

浩輔 ……。 

明 お前は、俺より前走ってなきゃダメなんだよ。 

浩輔 もういいだろ。やめよう。 

 

 浩輔、部屋に戻ろうとする。 

 

明 待てよ。 

 

 明、腕をつかむ。浩輔、振り払う。 

 

明 野球好きなんだろ。 

浩輔 放せよ。 

ユカ 佐倉先輩、やめてください。 

明 野球やりたくて仕方ねえんだろ。 

浩輔 お前になんかわかんねーだろ。 
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明 わかるよ！何年お前のキャッチャーやってると思ってるんだよ！ 

浩輔 知らねえよ。（家に入ろうとする） 

明 逃げてるんじゃねえ！ 

浩輔 ああ！？ 

明 石川先生にはもう見てもらえねえんだよ！ 

浩輔 うるせえ！！ 

 

 浩輔、明に飛びかかる。とっくみあい。母、駆けつけるがどうして良いかわからな

い。とっくみあいが続く。 

 

明 （浩輔を投げ倒し）お前が野球辞めてどーすんだよ！！ 

 

 ユカ、割って入って明を止める。 

 

ユカ 佐倉先輩、もうやめてください！落ち着いてください！ 

明 ああ、ごめんな。びっくりしちゃった？ 

ユカ 一度、出ましょう。 

明 ああ、大丈夫だから。（去り際に浩輔に）逃げるんじゃねーぞ！ 

 

 明、ユカ、退場。浩輔、グローブとミットを拾い、縁側に座る。土を払ったり、す

りむいたところを気にする。母、浩輔に近づく。 

 

母 大丈夫？ 

浩輔 ……。 

母 ほら、すりむいたところ、洗ってきなさい。全くもう。ほら。野球辞めるとか言っ

たら、またお父さんに怒られるよ。 

浩輔 うるせえんだよ！ 

母 ！ 

浩輔 ……手、洗ってくる。 

 

 浩輔、家に上がり、廊下に出て行く。一人残される母。間。 

 母、テーブルを片付ける。ふと遺影に目がとまる。帽子を手に取る。 

 遺影の前に崩れる母。しばらくして、浩輔が部屋に戻ってくる。母、あわてて立ち

上がり、隣の部屋に行く。浩輔、少し立ちつくした後、縁側に座る。しばらくして、

母が段ボール箱を持って戻ってくる。 
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母 浩輔。 

浩輔 （振り向く） 

母 こんなの出てきたよ。ほら。 

 

 母、小さなユニフォームを広げる。 

 

母 懐かしいね。少年野球の時の練習着。 

浩輔 ……。 

母 もう、どろどろでさー、汚れが落ちないってね。 

浩輔 ……。 

母 ボールも。こんなにちっちゃかったんだね。 

浩輔 ……。 

母 お供えしとこうね。 

 

 母、父の遺影に供える。ボールが転がり落ちる。 

 

母 あら、傾いてる？ほい。（もう一度置く。今度はバランスよく置ける）おおー。 

浩輔 ……。 

母 浩輔、あんたこっちに残りなさい。 

浩輔 ……。 

母 野球、やりなさい。 

浩輔 ……。 

母 野球、続けて。お父さんの分まで。 

浩輔 母さんは、いいの？ 

母 （うなずく） 

浩輔 下宿したら、金かかるし、それに……母さん一人になる。 

母 （手にしていた野球帽の裏を見て）…大丈夫！ 

浩輔 ………。 

母 さて、もうちょっと片付けちゃおうかな。 

 

 母、隣の部屋に去る。浩輔、箱の中から色々とりだして見つめる。遺影からボール

が転がってくる。浩輔、それを戻そうとして遺影の父と目が合う。ボールをポケッ

トにしまい、タオルを取る。シャドーピッチング。 

 

 明・ユカ、登場。シャドーピッチングを見る。 
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明 浩輔。 

浩輔 ……。（振り向き）俺、野球続ける。 

明・ユカ えっ？ 

明 ホントか！？ 

浩輔 さっきは…ごめん。 

明 俺も、ごめん。続けるんだな、野球。 

浩輔 ああ。 

明 やっぱ浩輔だよ。 

浩輔 ……ＹＢだからな。 

ユカ 野球バカ！ 

浩輔 いや、やっぱりベースボール。 

明 それ、ちょっと無理ねえか？ 

浩輔 やっぱそう？ 

明 でも良かったー！これで北高、行ける！よっしゃー！ 

浩輔 ごめん。旭川でやる。 

明 えっ！？ 

浩輔 転校して、そこで野球やる。 

明 え、ちょ、ちょっと待て！ 

浩輔 ごめん。 

明 でもさ、 

浩輔 旭川に行く。 

明 ……。 

浩輔 ホントにごめん。でも、決めたんだ。旭川で野球やる。 

 

 長い間。 

 

浩輔 なあ、学校行かね？ 

ユカ え？ 

浩輔 グランド空いてるんだろ。 

ユカ はい。 

浩輔 学校のマウンドで投げる。受けてくれ。 

明 ……。 

浩輔 思いっきり投げるから。……頼む。 

明 ……。（ミットで思いっきり浩輔のお尻をたたく） 

浩輔 いてっ！ 

明 情けねー球投げたら、許さねーぞ。 
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浩輔 ……サンキュ。 

明 学校まで走るぞ！ 

ユカ え！？ 

明 だってこいつ、今まで走ってないんだから。ウオーミングアップ！ 

浩輔 よっしゃ。ＨＲだな。 

明 ＨＲ？ 

浩輔 走れ、ＲＵＮ！ 

明 わかんねえよ！今までで一番わかんねえ。 

浩輔 わかれよ、ここは。 

ユカ 私、わかりましたよ。 

明 超能力者かよ！ 

 

 母、廊下から入ってくる。 

 

浩輔 母さん。 

母 はい？ 

浩輔 学校行ってくる。 

母 あら、そう。 

浩輔 ここじゃ狭いから、学校でキャッチボール。 

母 行ってらっしゃい。 

浩輔 行ってきます。 

 

 三人、自然とベンチ前からダッシュするような体勢に 

 

明 おし、並べ並べ。えっと、じゃあ、走れＲＵＮ？ 

ユカ ＨＲ。 

浩輔 ＨＲ。 

明 よし。グラウンドまで、エイチ・アール！行くぞ！ 

三人 おう！ 

 

 三人走り出す。母、三人を見送る。幕。 
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