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第３５回全国高等学校総合文化祭演劇部門 参加作品 

   「ぺったんぺったん！」 
    原案  北見北斗高校演劇部 

    作   梅村真奈・鳥羽啓太・新井 繁 

 

 

 

 

 

  キャスト  

    牧野アカリ 

    原田ユミ 

    鈴木ダイスケ 

    東 トオル 

    栗山先生 

    田中商店のおばちゃん 

    平田先生 

    三河先生 

 

 

 

     北海道北見北斗高等学校演劇部 

 

 

 ３月下旬、午後。北見市郊外・仁頃小学校の家庭科理科室。アカリとユミが

餅を丸めている。 

 

アカリ ダイスケから？ 

ユミ （携帯メールを読んで）ダイちゃん、着いたって。 

アカリ そっか。 

ユミ 明日のセレモニーって、何人くらい来るの？ 

アカリ よくわかんないけど、たくさん。 

ユミ だよね。 

アカリ あと３回分作るから。 
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ユミ オッケー。トオルくん、来るのかな、今日。 

アカリ さあ。よくわかんない。 

 

 ダイスケ、登場。 

 

ダイスケ お待たせー。 

アカリ ダイスケ、遅い。 

ダイスケ 牛の調子悪くてさ、医者呼んで大変だったんだわ。 

ユミ 久しぶり、ダイちゃん。 

ダイスケ ユミ～！久しぶり～。元気してた？ 

ユミ うん。 

ダイスケ （机を見て）うおー、低い！ 

ユミ そうなんだよ。 

ダイスケ こんなに低かった？ 

ユミ ねえ。 

ダイスケ たまにはこっちに遊びに来いよ。 

ユミ なかなかチャンスなくて。 

アカリ わざわざ仁頃に来る理由ないじゃん。 

ダイスケ 俺に会いに来ればいいべや。 

アカリ それはない。 

ダイスケ …。なくないよなー。 

ユミ それはない。 

ダイスケ ……。よっしゃ、餅だー！（上着を脱ぐ） 

アカリ なんでツナギ着てんの？ 

ダイスケ 力仕事にはツナギだべ。 

アカリ 今日、これで作ってるんだよ。 

ダイスケ 機械？なんでよ。 

アカリ 杵と臼どっかの小学校にあげちゃったんだって。 

ダイスケ マジで？ 

アカリ 私も手でつきたかったんだけどさあ。 

ダイスケ 杵と臼じゃなきゃダメだろ、ニコ小なんだから。 

アカリ しょうがないじゃん。 

ダイスケ ニコ小っつったら餅つきだべや。ユミも手でつきたいよな。 

ユミ まあ、そうだけどさ。全部アカリが考えて準備してくれたんだから。文句言

わない。 

ダイスケ 何だよー、せっかくこれ着てきたのに。もう出来ちゃってるんだ、餅。 
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アカリ とりあえず１回目。今、２回目蒸してるとこ。蒸し上がったら、「つく」ボ

タンあるでしょ？ 

ダイスケ うん。 

アカリ それ押すの。 

ダイスケ ってか、古。 

アカリ 私たちが生まれるずっと前のだって。 

ユミ 本当。 

アカリ 動いて良かったよ。 

ダイスケ あーあ。とりあえず、これ。醤油と海苔しかなかったわ。 

アカリ はあ？ 

ダイスケ やっぱ、つきたてはうめえじゃん。来る途中で思いついて、田中商店寄って。 

アカリ 別に今食べる訳じゃないしょ。 

ダイスケ 小皿は…と。あ、あった。 

アカリ あのねー。 

ダイスケ はいよー。 

アカリ だから、これは明日配るために作ってるの。 

ダイスケ ちょっとくらいいいべや。なあ、ユミ。 

ユミ うーん、じゃあ、１個ずつ。 

アカリ ユミ。 

ユミ いいじゃん、アカリ。 

アカリ しょうがないなあ。 

ダイスケ よっしゃ。 

アカリ 醤油、でか。 

ダイスケ 田中商店にそれしかなかったんだ。アカリ、醤油よろしく。ユミは、俺と一

緒に海苔を切る。 

ユミ おっけー。 

 

 それぞれ、準備。 

 

アカリ 栗山先生に挨拶してきた？ 

ダイスケ 一応。 

アカリ 他の先生は？ 

ダイスケ 平っちに会った。玄関に「さよなら仁頃小学校」ってでっかい看板つけてた

わ。 

アカリ ああ。 

ダイスケ んじゃ、いただきまーす。 
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ユミ ねえ、あれやろうよ。ニコ小伝説！ 

ダイスケ おー。 

アカリ いいねえ。やろう。じゃあ、行くよ。よーい…スタート！ 

 

 餅のばし大会。 

 

ダイスケ やべえ、うめえ。 

アカリ あんまり伸びないね。 

ユミ こんなに固かったっけ？ 

ダイスケ やっぱり機械でついた餅はダメなんじゃねえの？ 

アカリ そりゃ、杵と臼にはかなわないけどさ。 

ユミ 懐かしいね、ニコ小伝説。 

ダイスケ ムキになって伸ばしてたよな。 

アカリ ダイスケが一番ムキになってた。 

ダイスケ そっかー？ 

ユミ 絶対そう。 

アカリ ねー。あー、なんか、純粋だったよねー。 

 

 平田、三河、登場。 

 

平田 良いにおいするな。 

ユミ あ、平田先生。 

ダイスケ 看板、ついたんすか。 

平田 バッチリ。ね、三河先生。 

三河 こんにちは。 

アカリ・ユミ こんにちは。 

平田 三河先生。彼が鈴木ダイスケ君で、彼女が原田ユミさん。原坊は、あ、僕、

原田のこと原坊って呼んでたんですけどね、原坊は卒業してすぐに引っ越し

たんですよ。原坊は今も札幌か？ 

ユミ はい。 

平田 アカリはご存じですよね、三河先生。 

三河 ええ。よくね、遊びに来てくれるもんね。 

アカリ はい。 

平田 アカリは小学生の頃から勉強ができましてね。その上、しっかり者で児童会

長で、 

アカリ やめてよ、平田先生。 
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平田 この餅もアカリのアイデアなんですよ。 

三河 閉校セレモニーで紅白餅を配ろうなんて、なかなか思いつかないよ。すごい

ね。 

アカリ いえ。 

平田 ホントにすごいんですよ。まさに周りを照らすような子でして。アカリだけ

にねー。 

三河 あ、ごめんね、邪魔しちゃって。頑張ってね。 

アカリ ありがとうございます。 

 

 三河、退場。平田、三河の後を追う。 

 

ダイスケ ところでさ、紅白餅っておめでたい時に配るんじゃね？ 

アカリ・ユミ ……あ。 

ダイスケ 閉校、めでたい？ 

アカリ ……。セレモニーには紅白餅だよね、一般的に。 

ユミ その通り。 

ダイスケ ま、いっか。でも、この教室よく考えたらすげえよな。 

ユミ 家庭科室と理科室が一緒だもんね。 

アカリ 家庭科理科室ってねー。 

ユミ 家庭科室と理科室が別物だって、中学で初めて知った。 

ダイスケ 俺も。 

アカリ 思えば、小さな世界で育ったんだねえ。 

ユミ うん。札幌は人多すぎてさ。 

アカリ わかる。私なんか北見でも人多すぎて。 

ユミ えー、アカリならどこ行っても大丈夫だよ。だってアカリだもん。 

アカリ そんなことないって。 

ダイスケ そういや、トオル、遅れてくるって。 

アカリ あー、そうみたいだねー。 

ダイスケ 講習だって。 

アカリ うん。 

ユミ 春休みに講習なんてあるんだ。 

アカリ 北高はねー。 

ダイスケ この前、トオルにメールしたら、あいつ今日のこと知らんかったぞ。 

アカリ ああ、 

ダイスケ お前ら、同じクラスだろ。 

アカリ ああ、んー、だから、直接連絡しようと思ってて、で、タイミングを逃して
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た感じ？ 

ダイスケ それで俺に先メール来たわけね。 

アカリ そうそう。 

ユミ アカリは良いの？講習。 

アカリ ああ、うん。希望者だけだから。やっぱ今日はこっち優先しょ。 

ダイスケ だよなー。トオルもこっち来いよなー。 

ユミ だよねー。 

ダイスケ で、お前ら、どうなったの？ 

アカリ え？ 

ダイスケ つきあったりとかしてねえの？ 

アカリ はあ！？ 

ユミ えー、何！？ 

ダイスケ トオルさ、アカリのこと好きなんだって。 

ユミ えー！マジで！？ 

アカリ 知らんわ、そんなの。 

ダイスケ あいつ、中学の時言ってたぜ。で、高校でも同じクラスだし。 

ユミ おー、良い感じじゃん。 

ダイスケ トオル来たら聞いてみるべ。 

アカリ ちょっと、やめてよね。 

ユミ いいなー、うらやましい。 

アカリ そんなんじゃないって。なんか最近、トオルが私を避けてる感じだもん。 

ユミ えー。 

ダイスケ しっかし春休みに講習？ 

アカリ 大変なんだよ、北高は。 

ダイスケ だから吹奏楽辞めたんか。 

アカリ なんで知ってるの。 

ダイスケ まあ、親経由で色々と。 

アカリ なんだよー。 

ユミ 吹奏楽、辞めたの？ 

アカリ あー、んー、まあ、うん。ごめんね、言わなくて。吹部って練習時間長いじ

ゃん。ちょっと勉強との両立が。 

ユミ そうなんだ。 

アカリ だって、入学式の次の日にテストだよ。信じられる？ 

ダイスケ げっ！マジで？ 

アカリ ありえんよね？ 

ダイスケ でもアカリなら楽勝だろ？ 
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アカリ んなことないって。そのテストで、いきなり三桁だよ、順位。 

ダイスケ げげっ！アカリが！？ 

アカリ でさ、テストの度に、順位張り出すの。 

ダイスケ げげげっ！ 

アカリ しかも名前入り。プライバシー侵害だろ。 

ダイスケ お前、中学まで１番以外見たことなかったんじゃね？ 

アカリ 現実は厳しいわ。成績落ちたらモロばれだし。 

ダイスケ めっちゃプレッシャーじゃん。 

アカリ めっちゃプレッシャーだよ。 

ダイスケ 俺も今ひでえんだよ。中学の時は学年１２位だったんだけどなあ。 

アカリ １２人しかいなかったじゃん、ニコ中。 

ダイスケ そうでしたー。 

アカリ いずれにしても、私たちみたいな田舎者が都会に出ると、苦労するよねー。 

 

 栗山がお茶を持って登場。 

 

栗山 ちょっと休憩しない？先生も自分の荷物全然片付かなくてねー。休憩。休憩。 

アカリ あ、ありがとうございます。まあ、蒸し上がるの待ってるだけだから、ずっ

と休憩中ですけど。 

ダイスケ 先生、さっき、餅食べた。 

栗山 あらあら、ずいぶん大きな醤油ね。 

ダイスケ 田中商店これしか売ってなくて。あの店、あんな小さかったっけ？ 

ユミ ニコ小の帰りに毎日寄ったよねー。 

アカリ で、おばちゃんとおしゃべりして。 

ユミ 懐かしー、田中商店。 

栗山 熱いから気をつけてね。熱っ！ 

アカリ 先生、大丈夫？ 

栗山 気をつけてね。 

ユミ はーい。 

ダイスケ でもやっぱ機械でついた餅はダメだわ、先生。 

栗山 そうなの？ 

ダイスケ あんまり伸びないんだよ。 

栗山 あら。お餅は長く伸ばして食べるほど、夢が叶うんだよ。 

ユミ ニコ小伝説。 

アカリ ニコ小はいつ頃からやってたんですか？お餅つき。 

栗山 ずいぶん昔からだと思うよ。うちの伝統だから。 
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ダイスケ 先生、「お手本を見せます」って自分でついた時、思いっきり臼の縁、ガー

ン！ってやったことあったよな。 

アカリ あったー！それで手が痺れて、「あら、どうしましょう。あらあら、手が痛

いわ。あらあらあら。」って。 

栗山 そんなことあった？ 

ユミ 先生、あわてるといつも「あらあらあら～」って。 

アカリ・ダイスケ そうそう！ 

栗山 そんなことよりみんな。お餅を作る時は、感謝の気持ちを込めるのよ。 

ユミ 先生、お餅つきの時にいつも「感謝を込めてつきましょう」って言ってまし

たよね。 

栗山 そうよ。自然の恵みとか仁頃に感謝するためのお餅つきなんだからね。 

アカリ 私もそれ覚えてて、何かニコ小に恩返しできないかなーってときに、餅つ

き！って。 

栗山 ホント、アカリちゃんはよく気がつくね。何でもできるし。すごい。 

アカリ そんなことないですよ。 

栗山 それからね、お餅をつく時には感謝と一緒に、いろんな願いも込めるの。こ

このお餅つきには「人としてどんどん伸びていきますように」っていう希望

が込められているのよ。 

ダイスケ 餅が伸びるほど未来は開けるってわけだ。 

栗山 そうなの。 

アカリ それがニコ小伝説のホントの意味か。 

ダイスケ やっぱ餅つきてえー。 

ユミ お餅つきってすごい印象に残ってる。 

アカリ 一番楽しみだった行事だよね。 

ダイスケ ユミ、６年の時、餅つき休んだよな。 

ユミ そうなんだよ！インフルエンザ。 

アカリ そうだった！ 

ユミ 悔しかったよー。なんで私だけ！って。しかも病院遠いし。 

栗山 北見の街まで出ないとならないからね。 

ユミ いろいろあったよね、ニコ小。 

栗山 みんな、卒業の時植えた桜の木覚えてる？ 

ダイスケ あったー。 

ユミ さっき見てきました。 

アカリ ね。 

ユミ 大きくなってたよー。このくらい。 

ダイスケ マジで？ 
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栗山 まだ見てないの。 

ダイスケ はい。どこだっけ？ 

アカリ 後で連れてく。先生、あの木は切られないですよね？ 

栗山 ああ、それは大丈夫。 

 

 平田、三河、登場。 

 

三河 あ、栗山先生、こちらにいらしてたんですね。 

栗山 うん、ちょっと休憩。 

平田 体育館の倉庫片付けてたら、色々出てきたぞ。 

三河 みんなが学芸会で着た衣裳もあったみたい。 

ダイスケ マジっすか？ちょっと見てくるべ。 

アカリ 行く行く。 

 

 ダイスケ、アカリ、退場。ユミは湯飲み茶碗を片付け出す。 

 

平田 あ、三河先生、こんなのはどうですか？「この衣裳、いいっしょ？」 僕は

ですね、笑いの絶えない、明るい家庭を築くのが夢なんですよ。 

 

 三河、平田、退場。 

 

栗山 あ、ユミちゃんも行ってきたら。 

ユミ あ、はい。これやってから。（餅にラップをかけている） 

栗山 ホント、お餅、ありがとうね。 

ユミ いえ。 

栗山 担任した子たちだから余計嬉しくて。 

ユミ アカリのおかげです。 

栗山 そうね。ユミちゃんは、部活何やってるの？ 

ユミ 吹奏楽です。 

栗山 アカリちゃんと一緒。 

ユミ …アカリ、辞めたそうです。 

栗山 ああ。最近みたいだけどね。 

ユミ よくニコ小に来てるんですか？ 

栗山 秋くらいからちょくちょく来るようになってね。お手伝いしてくれて助かる

けど。やっぱり悩みとかあるんじゃないかな。高校生なら誰だってそうだよ

ね。 
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ユミ ……。 

栗山 この前もね、ちらっと「学校辞めたい」って。まあ笑いながらだけど。 

ユミ ……。アカリが中学で吹奏楽やるから、私も吹奏楽に入ったんです。 

栗山 そうなの。 

ユミ 札幌でもアカリと同じことをやってたくて。 

栗山 いつも一緒だったもんね。じゃあ、ユミちゃんがアカリちゃんを励ましてあ

げようよ。ね。 

ユミ ……はい。 

栗山 こっちにはいつ来たの？ 

ユミ 今日です。北見駅までアカリのお母さんが迎えに来てくれて。 

栗山 わざわざ札幌から来てくれて、ありがとうね。 

ユミ いえ。向こうにいてもつまらないし。 

栗山 そうなの。お父さんとお母さんはお元気？ 

ユミ ああー、まあ……元気だけは。 

 

 餅つき機のブザーが鳴る。 

 

ユミ あ、蒸し上がったみたいです。 

 

 「つく」のスイッチを入れるが動かない。 

 

ユミ え？え？（スイッチをカチカチやったり、フタをあけたりする） 

栗山 どうしたの？ 

ユミ ……どうしよう、壊れたかも。 

栗山 え！？ユミちゃん、どうするの！？ 

ユミ アカリ呼んできます。 

 

 ユミ、走って出て行く。 

 

栗山 ちょっと、ユミちゃん、待って～。 

 

 栗山も後を追うが、餅つき機のブザーが鳴って戻ってくる。 

 

栗山 あらあらあら～！ 

 

 スイッチをカチカチやったり、フタをあけたりする。機械の後ろをのぞき込
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む。 

 

栗山 叩いてみたらどうかしら。 

 

 栗山、機械を叩く。叩く度に「ビッ！」と音がする。最初は驚くが、だんだ

ん面白くなって三三七拍子なんかやっちゃう。でも最後だけ鳴らない。 

 

栗山 なぜ鳴らない。あらあらあら、どうしよう。機嫌治して。 

 

 アカリとユミが走って戻ってくる。 

 

栗山 ああ、アカリちゃん。 

 

 アカリ、やっぱりスイッチをカチカチやったり、フタをあけたりする。 

 

アカリ これ古いからなー。 

栗山 なでてみたら治らない？ 

ユミ ごめん、私がいじったから。 

アカリ そんなことないよ。 

栗山 くすぐってみたら？ 

アカリ ダメそうだなー。 

ユミ ごめん。アカリん家のなのに。 

アカリ 使ってないからいいんだけど。 

栗山 ねえ、なでてあげたら機嫌治さないかなあ。はーい、元気出してねー。 

 

 栗山、機械を撫でる。ダイスケ、なんかすごい衣裳を着て登場。 

 

ダイスケ ユミ、ほらこれ、６年の時の。 

ユミ あー、それ、すごく良くできたからって、捨てられなかったんだよね！ 

ダイスケ このスネが俺の成長の証。 

アカリ バカなこと言ってないで、あんたも考えてよ。 

ダイスケ なんだよ。 

アカリ どうするかな。 

ユミ どうしよう。 

栗山 どうしましょう。 

アカリ あんた、機械強い？ 
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ダイスケ そんなわけねえべや。どうなってんのよ。 

アカリ 蒸すのは終わってるんだけど、つけないの。これじゃただの蒸し米だよ。 

 

 アカリ、携帯で家に電話をかける。 

 

栗山 （機械をくすぐる）こちょこちょこちょ～。 

アカリ いや、出ない。うちに電話してるんだけど、出ないわ。 

ダイスケ どうする、これ。 

ユミ ごめん。 

ダイスケ ユミのせいじゃねえよ。アカリん家の機械がぼろかっただけだって。 

アカリ 悪かったね。 

栗山 あちょ～。 

 

 栗山、餅つき機にチョップ。「ビッ！」と大きな音がする。 

 

栗山 きゃあ！ 

ダイスケ 先生。そんなんで直るわけないべや。 

ユミ どうしよう。 

アカリ うーん、やっぱダメかなー。…代わりの機械ないかな。ダイスケん家にない？ 

ダイスケ ないわー。 

アカリ 先生、持ってませんか？ 

栗山 あー、ないわねえ。 

ダイスケ （携帯にメールが届く）あ、トオルからメール。もうすぐ来るって。 

栗山 トオルくんも来るの。 

ユミ はい。 

ダイスケ あ、そうだ！ 

ユミ どうしたの！？ 

ダイスケ 蒸し終わってるんだから、あとはつけば良いんだろ？ 

アカリ うん。 

ダイスケ だったら杵と臼でつけばいいじゃん！ 

ユミ だからその杵と臼がないんだよ。 

ダイスケ あれ、そうだっけ？ 

栗山 ごめんね。もう使わないからって、網走の小学校にあげちゃったの。 

ダイスケ 返してもらえばいいじゃん。 

アカリ 網走まで取りに行けないだろ。 

ダイスケ じゃあ、近いところから借りてくる。 
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アカリ どこから。 

ダイスケ 知らんけど。 

栗山 北見市内の小学校で持ってるところあるんじゃないかな。 

アカリ・ユミ 本当ですか！ 

ダイスケ マジで！？ 

栗山 電話して聞いてあげる。 

アカリ ありがとう、先生。 

ユミ お願いします。 

 

 栗山、退場。 

 

ユミ 見つかるといいね。 

アカリ うん。でも借りられなかったらどうする？ 

ユミ どうしよっか…。（先ほど丸めた餅を見て）これじゃ足りないよね。 

アカリ 全然。 

ダイスケ 違うものでつくとか。 

ユミ 何かあるかな？ 

ダイスケ 素手。 

アカリ はあ？ 

ダイスケ こう、ここ（手のひら）に餅米置いてからの、肘！（反対の手の肘で手のひ

らを叩く） 

アカリ じゃあ、ダイスケの分はそれね。 

ダイスケ ……。 

 

 ユミ、机の下の棚を探し、ボウルとすりこぎを取り出す。 

 

ユミ これは！？ 

アカリ やってみよう。 

 

 しゃもじで餅米を少しすくってボウルに入れる。すりこぎでつぶす。 

 

アカリ んー、ちょっと厳しそう。 

ダイスケ 貸してみ。（ダイスケが替わる） 

ユミ 他にないかな。 

 

 アカリ・ユミ、いろいろ探してみる。アカリ、教卓の下から人体模型を発見
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する。そっとダイスケの横に置く。 

 

ダイスケ 固えなあ…。 

アカリ ダイスケ。 

ダイスケ ん？（振り向きざまに人体模型と目が合う）うぎゃあ！ 

アカリ あはははは。 

ユミ あ！ジム！ 

アカリ そこの下にあった。 

ユミ うわー、懐かしい！ 

ダイスケ 何すんだよー。 

アカリ ビビりすぎだろ。 

ダイスケ うるせーよ！あーもう、違う部屋探してくる。 

 

 ダイスケ、出て行く。 

 

ユミ ジムだー。久しぶり。 

アカリ 何でジム？ 

ユミ 人体模型くん、略してジンモくん。それからジモになって、言いにくいから

ジム。 

アカリ あ、そう。 

ユミ わー、ジムー。私、この部屋好きでさー。よくジムに話聞いてもらってた。 

アカリ そうだった。ユミ、たまに人体模型じっと見つめてたよね。 

ユミ かわいいよね、ジム。 

アカリ 怖いわ。 

ユミ えー。ジムはね、何でも聞いてくれるんだよ。 

アカリ へえー。 

ユミ なんかさ、誰かに聞いてもらうだけで楽になることってあるじゃん。 

アカリ あるある。 

ユミ いつもはアカリに聞いてもらうんだけど、たまにアカリとケンカした時とか、

さすがに聞いてもらえないじゃん。 

アカリ まあねー。 

ユミ そういう時は、ジム。誰にも言えないことも、ジムになら話せる。 

アカリ 何？誰にも言えないことって。 

ユミ 秘密～。 

アカリ なんだよー。 

ユミ あと、嬉しいこととか悲しいこととか、何かあるとジムに話すの。 
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アカリ へえ。 

ユミ アカリもジムに話してみる？ 

アカリ いいわ。怖いし。 

ユミ えー、かわいいじゃん。ねえ、ジム～。（ジムに抱きつく） 

アカリ やっぱ厳しいなー。ちょっとくらいなら何とかなるかもしれないけど。 

ユミ 大量には無理か。 

アカリ うん。無理だ。 

ユミ ……吹奏楽、辞めちゃったんだ。 

アカリ …ああ、うん。 

ユミ 北高は大変か。 

アカリ まあね。やっぱ大きい学校は疲れるね。 

ユミ …そうだね。 

アカリ あ、ユミの所はもっと大きいか。 

ユミ ……。 

アカリ でさあ、バスも少ないし、遠いしさ。部活終わる時間にちょうど良いバスが

ないんだよねー。なんでもっと楽なところに学校がないんだー。 

ユミ …うん。 

アカリ （また臼の代わりになりそうなものを探し出す）他に何かないかなあ。 

 

 平田が顔を出す。 

 

平田 なあなあ、これ傑作だぞ。君は原坊。北見駅前のデパートはパラボ。 

三河 ごめんなさいね、邪魔しちゃって。 

平田 三河先生、僕が考えるに、質の高い笑いとはですね…… 

 

 三河、平田、退場。 

 

アカリ 平っち～…。 

ユミ そっか。駅前、東急じゃなくなったんだもんね。 

アカリ そう。 

ユミ パラボ？ 

アカリ うん。パラボ。 

ユミ 原坊なんて呼ばれたの卒業以来だよ。 

アカリ 「原」はまだしも、「坊」ってなんだよ。 

ユミ でも私、そのうち原田じゃなくなるかも。 

アカリ 結婚すんの！？ 
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ユミ 違うわ。なんかさ、うちの親、仲悪くてさ。なんかそうなりそうな予感がす

る。 

アカリ 予感て。 

ユミ 札幌行ってからケンカばっかだもん。ホント、勘弁してよって感じ。よく知

らないけど、すごい借金抱えて離農したみたいなんだ。でさ、札幌でやりな

おす、みたいな感じで仁頃から出て。ま、でもねえ、父さんだらしなくてね

ー。 

アカリ そっか。大丈夫？ 

ユミ ああ、全然。もう慣れちゃったよ。 

アカリ 大変だね。 

ユミ 私が勝手にそうなるかもって思ってるだけ。 

アカリ ああ、 

ユミ ホント、仁頃にいた時は良かったよ。楽しかったもん。ニコ小。 

アカリ 楽しかったよねー。 

ユミ ……今日さ、アカリのお母さんにここまで乗せてきてもらったじゃん。 

アカリ うん。 

ユミ 私の家の前通ったでしょ？ 

アカリ うん。 

ユミ なんか、ボロボロになっちゃっててさ。あー、仁頃にはもう私の家はないん

だなーって。 

アカリ 誰も住んでないと、すぐ傷んじゃうからね。建物って。 

 

 廊下から栗山の声「トオルくん、こっちこっち。家庭科理科室。」 

 栗山、登場。トオルはやや遅れて（廊下の装飾などを見ながら）入ってくる。 

 

栗山 ごめんねー。持ってそうなところに電話してみたんだけど、今日、土曜日で

しょう。誰もいないところが多くて。あとは「昔は持ってたけど今は」みた

いな感じでね。 

アカリ そうですか。 

栗山 うん。ああ、先生、職員室にいるから、何かあったら呼んでね。 

アカリ はい。 

 

 栗山、出て行く。 

 

アカリ やっぱダメかー。 

ユミ トオルくん、久しぶり。 
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トオル ああ、久しぶり。 

ユミ 背伸びたー。 

トオル うん、まあ。 

 

 ダイスケ、金槌を持って戻ってくる。 

 

ダイスケ おー、トオル！ 

トオル よお。 

ダイスケ 遅えよ！ 

トオル 悪い。講習あったから。…牧野、こっち来てたんだ。 

アカリ うん、まあね。 

トオル 講習終わってから来るって言ってたじゃん。 

アカリ そう思ってたんだけど、ちょっと今日は特別じゃん。 

ユミ あれ、講習って希望者じゃなかったの？ 

トオル いや、全員必修。 

ダイスケ 北高やべえ。 

トオル 昨日も一昨日も休んで、先生、怒ってたぞ。 

アカリ マジ？ 

トオル 当たり前だろ。 

アカリ あー、これ探したり、餅米うるかしたりで結構忙しくてさあ。 

ダイスケ なんだよ、アカリ、さぼりかー。 

アカリ いや、別に、そういうわけじゃないよ。ニコ小なくなっちゃうんだよ。こっ

ちの方が大事でしょ。 

ダイスケ あれだべ？講習出るの嫌だから、今日、餅やろうと。 

アカリ え？ 

ダイスケ いやー、わかる。俺も講習とかあったらそうする。なあ、トオル。 

トオル は？ 

ダイスケ だからお前も最初からこっち来いや。 

トオル いやいやいや、 

アカリ あ、ダイスケ。やっぱ杵も臼も借りられないって。 

ダイスケ マジで？どうすんだよ。 

アカリ んー…、トオル、家に杵と臼ない？ 

トオル いや、ないけど。 

アカリ じゃあ、餅つきの機械とか。 

トオル ないわ。 

ユミ これで作ってたんだけど、壊れちゃって。 
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トオル そうなんだ。 

ダイスケ あ、そうだ。これどうだ？（金槌をみせる） 

トオル 何？ 

ユミ 代わりになりそうなものないかなーって。 

ダイスケ これで、ぺったんぺったん！って。 

トオル そりゃ無理だろ。 

ダイスケ だよな。返してくる。 

アカリ ついでの私たちの桜見てくる？ 

ダイスケ おう。 

 

 アカリ、ダイスケ、出て行く。 

 

ユミ １回だけ機械で作って、２回目作ってるときに壊れちゃったんだ。 

トオル ああ、 

ユミ まだ全然足りないんだよ。 

トオル そうなんだ。 

ユミ 卒業以来だね。 

トオル 今も札幌？ 

ユミ うん。ね、ちょっと立って。え、小学の時、私より低かったよね？ 

トオル ３０センチ伸びた。 

ユミ そっかー。ダイちゃんは昔から大きかったけど、トオルくんはちっちゃいイ

メージしかないもん。 

トオル ああ。どうすんの、餅。 

ユミ ああ、うーん…ちょっと、厳しいかも。 

トオル そっか。 

ユミ でも…、久しぶりにみんなに会えたから、それでいいかな、私は。 

トオル ああ、 

ユミ あ、今日、講習だったんでしょ。春休みなのに大変だねー。 

トオル まあね。 

ユミ 頑張ってるんだ。 

トオル ついてくので精いっぱいだけど。原田のところは？講習。 

ユミ うちはそんな進学校じゃないから。 

トオル 牧野さ、講習全然来てなくてさ。 

ユミ 準備で忙しかったんだよ。 

トオル 風邪ひいたのかってメールしても返事来ないし。 

ユミ ああ、 
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トオル 来てみたら全然元気そうじゃん。心配して損したわ。 

ユミ そうだよね。心配だよね。 

トオル うん。……何。 

ユミ 別に。 

トオル 何だよ。 

ユミ 別にぃ。 

トオル …そりゃ、心配にもなるよ。 

ユミ ……。あのさ、テストの成績張り出すんだって？北高。 

トオル そうなんだよ。 

ユミ え、全員？ 

トオル 俺なんか真ん中より下だから、かなり辛い。 

ユミ うわー。 

トオル 成績落ちた奴はさらし者。 

ユミ だよね。 

トオル 北高のテストはさ、怖いよ。本当に。 

 

 田中商店のおばちゃん、登場。田中の後方から声がする。 

 

ダイスケ おばちゃん！ 

アカリ こんにちは！ 

田中 こんちは。 

アカリ 久しぶりだね、おばちゃん。 

田中 そうだね。 

 

 ３人、入ってくる。 

 

ユミ こんにちは！ 

田中 ありゃ、ユミちゃんかい？ 

ユミ 覚えててくれたんですね！ 

田中 当たり前でしょ。 

トオル 何しに来たの。 

田中 さっきダイスケが店に来てくれてさあ、みんなで集まるって聞いたから。ほ

ら、差し入れ。 

ダイスケ さすが田中商店！ 

アカリ・ユミ ありがとうございます。 

田中 ちーっとも知らんかった。トオル、なんで言わないのよ。 



20 

 

トオル 婆ちゃん家、最近行ってないじゃん。 

田中 んなのお前、ちょっと電話すりゃいいだろ。婆ちゃん、いつも持ってるんだ

ぞ。ほれ。 

 

 田中、携帯を取り出す。 

 

ユミ うわー、お婆ちゃん、すごいデコ携帯！ 

ダイスケ ストラップ手ぬぐいだし。 

アカリ 見せてもらって良いですか？ 

田中 あいよ。 

アカリ うわ、すごい。（携帯を開ける）でも中身は「らくらくホン」なんだね。 

田中 ボタンも文字もでかくて良いんだよ。（ダイスケの衣裳を見つける）あら、

これ、あれだろ。学芸会であんた達が着た奴。 

ダイスケ おばちゃん、よく覚えてるな。 

田中 だって毎年見に来てるもの。仁頃のお祭りみたいなもんだからね。ああ、ほ

れ、食べれ。 

ダイスケ あざっす！ 

アカリ・ユミ いただきます。 

 

 適当にお菓子を食べる。 

 

ユミ 木、見てきた？ 

ダイスケ ああ。ちょっと雪に埋もれてたけど、頑張ってたな。 

ユミ そうだよね。 

田中 あんた達、いくつになったの？ 

ダイスケ １６。４月から高校２年。 

トオル 俺と同い年だろ。 

田中 え、お前１６だった？ 

トオル 婆ちゃん、ボケないでくれ。 

田中 何ぃ？お前も１６にしちゃ、ずいぶん老けた顔だね。（アカリたちに）いい

ねえ、夢にあふれてる年頃で。 

ダイスケ そうでもないって。 

田中 ダイスケはどうするの、高校出たら。 

ダイスケ いやー、まだわかんないけど、とりあえず札幌出るかなー。 

田中 家は継がないの。 

ダイスケ いつかはこっちに戻って、牛飼いたいけど。この前父ちゃんに「高校出たら、
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ここで牛育てる」って言ったら、反対された。 

アカリ マジで？ 

ダイスケ 「ここにいたら嫁もらえねえぞ」って脅されたわ。ってことでさ、ユミ。俺

と二人で牛飼うか。 

ユミ それはない。 

ダイスケ ……。 

田中 アカリちゃんは？ 

アカリ ああ、まだ全然考えてないんですけど、とりあえず大学には行きたいかな。 

田中 すごいねえ。トオルはうちの店を継ぐからいいとして、 

トオル いや、継がないから。 

田中 なんでよ。 

トオル 大学行くから。 

田中 んなとこ行ける頭もないくせに。お前は田中商店がせいぜいだ。 

トオル だから継がないって。 

田中 どうしてもか。 

トオル どうしても！ 

田中 この、婆不幸者が！ 

トオル 知らんわ。 

 

 平田、三河、校歌の書かれたボードを持ってくる。 

 

平田 おーい、これ、お前達が作った卒業制作じゃなかったか？ 

ユミ ホントだ！懐かしい！ 

平田 体育館に貼ってあったんだけど、明日のセレモニーで外さなきゃならなくて。 

三河 校歌のボードを作ったんだね。 

田中 三河ちゃん。こんにちは。 

三河 田中さん、いらっしゃい。 

田中 ちょっと見ないうちにまた綺麗になったんじゃないかい？ 

三河 嫌だ、田中さんにはかないませんよ。 

田中 まあ、そうだけどねえ。 

トオル 婆ちゃん、恥ずかしいからやめろよ。 

平田 おー、トオル。来てたのか。 

トオル こんちわっす。 

ユミ ４人で作ったよね、これ。 

ダイスケ マジで懐かしい。 

平田 ４人で作った卒業制作は値段がつけられないほどに高価だな。校歌だけにね。 
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全員 ……。 

田中 上手いシャレだね。 

田中・平田以外 えー。 

田中 ねえ、みんなで校歌歌ってくれないかねえ。 

トオル え。 

田中 ちょっとおばちゃんにきかせて。ね。 

ダイスケ あー… 

トオル やだよ。 

田中 ちょっとだけだって。 

三河 じゃあ、私が指揮をしますから、みんな歌ってください。 

 

 三河の指揮で校歌を歌う。 

 

田中 みんな、ありがとうねえ。 

ダイスケ いやー、久しぶりに歌ったわ。 

アカリ この校歌、良いよね。 

ユミ うん。 

アカリ なんか、元気出てくる感じ。 

ユミ 励まされる。 

平田 よく覚えてたな。 

ダイスケ 当たり前っすよ。 

三河 嬉しいですね。 

平田 はい。明日の伴奏、頑張ってくださいね、三河先生。 

アカリ あ、明日、三河先生がピアノ弾くんですか。 

三河 そうなの。間違えたらどうしようって、今からドキドキで。 

平田 三河先生なら大丈夫ですよ。 

三河 後で練習しようと思って。 

平田 あ、いいですね。それじゃ、もうちょっと片付けちゃいましょうか。（ダイ

スケの衣裳を見つけて）お、それもいいか。 

ダイスケ ああ、はい。 

ユミ 先生。そういうの、どうするんですか？ 

平田 まあ、使わないものは捨てるしかないな。 

ユミ その衣裳とかも？ 

平田 うん。ダイスケ、欲しければ持ってっていいぞ。 

ダイスケ いや、いいっすよ。 

三河 この校歌はまた飾ると思うよ。 
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平田 ま、飾っても見る人いませんけどね。ああ、この部屋のものも片付けなけれ

ばなりませんね。 

アカリ え、捨てちゃうんですか？ 

三河 捨てるのと、あとは他の施設とか学校で使ってもらえるものに分けるって感

じかな。 

田中 もったいないねえ。 

平田 まあそうですけどね。 

ユミ この人体模型はどうするんですか？ 

平田 あー、たぶん他の学校にあげるんじゃないかなあ。 

ユミ そうなんですか。 

田中 気持ち悪いお人形さんだねえ。 

平田 それじゃあ、田中さん、ごゆっくり。 

三河 失礼します。 

田中 はいはい。どうも。 

 

 平田、三河、退場。 

 

田中 ここもなくなっちゃうんだねえ。 

アカリ あり得ないですよね。 

田中 自分の学校がなくなるのは、寂しいよねえ。 

アカリ はい。 

田中 おばちゃんもここを卒業したんだよ。 

ダイスケ マジで！？ 

アカリ・ユミ えー！？ 

田中 まあ、大昔だけどね。校舎は替わったけど、ずっとここにあった小学校だか

らね。 

全員 ……。 

田中 でも…仕方ないのかねえ。子どもも少ないし。 

トオル １０人くらい？。 

アカリ ８人。 

田中 おばちゃん達の頃は、３００人くらいいたんだよ。 

アカリ そんなに。 

田中 もう学校帰りに遊びに来てくれる子もいなくなるね。店も閉めるようかねえ。 

ダイスケ いやいやいや、田中商店なくなったら仁頃じゃないから。 

アカリ なんでみんな仁頃に住まないんだろ。もっと住めば良いんだよ。 

田中 病院も学校もないところに、わざわざ引っ越してくる人はいないっしょ。 
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アカリ もっと仁頃の良さをアピールしてさ。自然とか。そしたら、きっと人口増え

るよ。 

田中 ありがとね。でも、高校卒業したら、アカリちゃんたちも仁頃から出て行く

でしょう。 

 

 間。 

 

田中 それで良いんだよ。若いんだから。トオルも、行きたいところに行けばいい

よ。 

トオル ……。 

田中 さてと。帰るかなあ。（人体模型を見る）このお人形さんも仁頃から出て行

くんだねえ。まあ、ここにずっとしまわれてるより良いね。 

アカリ あ、差し入れ、ありがとうございました。 

ユミ ありがとうございました。 

田中 はいはい。ああ、「ありがとう」は学校に言ってあげて。それじゃあね。 

 

 田中、退場。 

 

ユミ ……私の知ってる仁頃、みんななくなっちゃうのかな。 

ダイスケ …んなこと、ねーよ。 

アカリ ニコ小はなくなっちゃうよ。 

ダイスケ 俺らが頑張ればいいんだよ。俺らの、なんちゅうの、ベースっていうか、根

っこはニコ小なんだから。な、トオル。 

トオル は？ 

ダイスケ だから、俺らが一生懸命やってれば、木は育つ。で、葉っぱとかついてから

の、花、みたいな。でも、その根っこは、土の下で見えないけど、ニコ小、

みたいな。 

トオル いや、意味わかんね。 

ダイスケ いや、だから、要するに、今…できることを一生懸命やればそれでいい、っ

てことだよ。 

トオル ニコ小関係なくねえ？ 

ダイスケ …いや、だから…ニコ小は土の下だけど…ん？今…作ってる餅をどうするか

ってことだよ。 

トオル ああ、そう。 

ダイスケ どうする？ 

アカリ どうしよっか…。 
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トオル 餅米はまだあるの？ 

アカリ たくさんある。 

 

 田中、戻ってくる。 

 

田中 携帯、携帯。 

トオル ああ、はい。（携帯を渡す） 

田中 ありがと。 

トオル 赤飯にするとか。 

ダイスケ 閉校、めでたいか？ 

トオル あ、そっか。 

ダイスケ ここは餅だろ、ニコ小なんだから。 

田中 どうかしたの？ 

アカリ 機械が壊れてお餅つけないんです。 

田中 え？ 

ダイスケ 明日来た人に餅配るんだよ。 

田中 ああ、それでみんな集まったの。 

アカリ はい。でも、蒸し上がってもつけなくて。 

田中 したら杵と臼でつけばいいっしょ。昔からやってたじゃない。 

アカリ 他の学校にあげちゃって、今ないんです。 

田中 ありゃ、そうなの。 

ダイスケ どうする？ 

アカリ んー…やっぱり無理かなあ。 

トオル 今、出来てるのってどのくらい？ 

アカリ これだけ。（餅の入ったバットをトオルに見せる） 

トオル 小学生だけに配るとか。 

ダイスケ は？ 

トオル ８人だったら、足りるんじゃね？ 

アカリ ああ、そっか… 

ダイスケ でもよぉ、 

アカリ うーん… 

ユミ …お餅、つこうよ。 

アカリ え？ 

ユミ お餅、ついてさ。みんなでニコ小に「ありがとう」って言おうよ。 

ダイスケ おお、そうだよな！ 

アカリ でも、 
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ユミ どっかから杵と臼借りてさ、 

アカリ わかるけど…。 

ユミ 探せば絶対見つかるよ。 

ダイスケ どっかにねえかなあ。 

田中 えーと、確かこの辺で持ってる家あったなあ。 

ダイスケ マジで！？ 

田中 えーと……、どこだったかなあ。えーと…、あー、あ、山田さんよ。確か。

トオル、山田の婆さん、知ってるか？ 

トオル いや。 

ダイスケ 俺、知ってる！ 

田中 ちょっと待っててね。 

 

 田中、ものすごい速さで携帯を操作し、電話をかける。 

 

田中 あ、もっしー。山りん？ジス・イズ・コンビニエンスショップでんちゅー。 

ダイスケ 何、コンビニエンスショップでんちゅーって。 

トオル 田中商店。 

ダイスケ ああ。 

田中 マジで。超ウケんだけど。それヤバくない？鬼ヤバなんだけど。でさあ、山

りん家に臼と杵あったっしょ？そっそー。餅つきの。そっそっそっそー。で

っさあ、ちょっと借りたいのよ。うん、すぐ使う。すぐすぐ。オッケー？セ

ンキュー、ベリーマッチョ。今から取りに行くから。シクヨロー。バイビー。

……はい。借りられそうだよ。杵と臼。 

ダイスケ よ、よっしゃー！おばちゃん、ありがと！ 

ユミ ありがとうございます！ 

ダイスケ 栗山先生に車出してもらうべ。 

ユミ うん。 

 

 ユミ、ダイスケ、職員室に行く。 

 

田中 山田さんには私からもお礼言っておくから。 

アカリ おばちゃん、ありがとう。 

田中 はいはい。それじゃあね。 

アカリ はい。 

田中 バイビー。 
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 田中、退場。アカリとトオルの二人が残る。気まずい間。トオル、講習のテ

キストを取り出して眺める。 

 

アカリ トオルのお婆ちゃん、ステキだね。 

トオル 元気だけが取り柄だから。 

アカリ おかげでお餅も大丈夫だ。……それ何。 

トオル 講習の宿題。 

アカリ …難しい？ 

トオル 当たり前だろ。 

アカリ そっか。 

トオル 明日は来いよ。な。 

アカリ ああ…うん… 

 

 ユミ、ダイスケ、栗山、戻ってくる。 

 

栗山 良かったねー。ダイスケくんと先生で借りに行ってくるから、３人でお餅つ

きの準備しておいて。 

ユミ はい。 

栗山 えーとね。ブルーシート敷いて、お湯は職員室のポットからね。もうすぐ沸

くから。 

ユミ はい。 

栗山 よろしくね。ダイスケくん、レッツゴー！ 

ダイスケ うっす。 

 

 栗山、ダイスケ、退場。 

 

ユミ ブルーシート取ってくる。 

トオル 俺も行く。どこ？ 

ユミ 先生、ブルーシートどこですかー？ 

 

 トオル、ユミ、退場。アカリ、間をおいてからボウルやザルを準備し始める。

やがて、トオルとユミが戻ってくる。二人でブルーシートを敷く。 

 

アカリ （餅つき機の中を見る）あー、冷めてきちゃってる。なんか、固くなってき

てるよ。 

ユミ 蒸し器使って、新しい餅米でやる？ 
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アカリ とりあえず、これで。お湯足せばなんとかなるんじゃないかな。無理だった

ら、蒸し器でやればいいし。 

ユミ そうだね。蒸し器ってどこにあるんだろう。 

アカリ 後で栗山先生に聞こ。 

ユミ うん。 

 

 トオル、講習のテキストを見始める。 

 

アカリ だいたいこれでオッケーかな。 

ユミ トオルくん、それ何？ 

トオル 講習のテキスト。 

ユミ うわ、難しそう。 

トオル さっぱりわからん。 

ユミ 講習って、いつまであるの？ 

トオル 明日。 

 

 間。 

 

アカリ トオル、こんなところで勉強するなよ。 

ユミ あ、お湯見てくるね。 

アカリ ああ…うん。 

 

 残った二人。気まずい間。 

 

トオル 風邪とかじゃなくて良かったよ。 

アカリ ……。 

トオル 返事くれないし、メール。 

アカリ あー、忘れてた。 

トオル そっか。……明日は来れるんだろ、講習。 

アカリ んー、行きたいけど、閉校セレモニーあるしなあ。お餅配らなきゃならない

し。 

トオル 配るだけなら誰だってできるし。 

アカリ でもなあ、 

トオル 最後くらい出た方が良いよ。 

アカリ うーん、 

トオル 連絡してないだろ。先生、マジで怒ってたぞ。 
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アカリ ヤバイかな。 

トオル うん、ちょっと。 

アカリ でもさ、ニコ小最後だし。こっちの方が大事でしょ。 

トオル わかるけど。……もっと自分大事にしろよ。 

アカリ …いいじゃん、講習くらい。 

トオル だから講習だけじゃなくてさ、 

アカリ トオルには関係ないじゃん。 

 

 間。 

 

トオル この間の期末試験だけどさ。 

アカリ え。…ああ、初めてトオルに負けたわー。 

トオル 俺の席から見えたんだ。化学のテストの時。……牧野の机の中に、何か紙が

入ってた。 

アカリ へえー…試験中に他の席見る余裕、あるんだ。 

トオル 見てたよな、その紙。 

アカリ 何言ってんのよ。 

 

 ユミがポットを持って戻ってくる。 

 

ユミ はい、お湯……どうしたの？ 

アカリ あー、別に。何でもない。 

ユミ そう…。 

アカリ （トオルに）だからさ、こんなとこで勉強しないでって言ってるでしょ！ 

トオル お前、何なんだよ。 

アカリ 何。 

トオル どうしちゃったんだよ？ 

アカリ だから、こっちの方が大事でしょ。 

トオル 準備に何日もかかるのかよ？帰ってからでも出来るだろ！？ 

アカリ ニコ小なくなるんだよ。あんたニコ小のために何かやった？何もしてないじ

ゃん。さんざん世話になったのにさ、誰も何もしないじゃん！ 

トオル ニコ小のためとか言う前に、自分のためにやることあるだろ！ 

アカリ だって 

トオル カンニングなんかしてんじゃねえよ！ 

アカリ ！……。 
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 間。 

 

トオル ごめん。言い過ぎた。…帰るわ。 

ユミ あ、ちょっと、トオルくん、 

 

 トオル、出て行く。 

 

ユミ アカリ。 

アカリ ……。 

ユミ どうしたの？ 

アカリ ……。 

ユミ …カンニングって、 

アカリ してないよ！ 

ユミ え、 

アカリ …してないよ…そんなこと。 

ユミ …そう、だよね… 

アカリ ……。 

 

 長い間。 

 

ユミ アカリからメールもらった時ね、すごく嬉しかったんだ。仁頃に帰れるって。

まあ、半分は家から逃げられる、だったけど。ホント、ケンカばっかりだか

ら、うちの親。 

アカリ ……。 

ユミ でもやっぱ、逃げてちゃ、ダメだ。さっき、ダイちゃん言ってたじゃん。「今

できることを一生懸命」って。 

 

 三河、廊下を通り過ぎる。 

 

ユミ ……アカリが声かけてくれなかったらみんな集まれなかったよ。アカリは、

すごいんだからさ。何でも出来るんだから。 

アカリ やめてよ、そういうの。そんなこと言われてもさあ、私なんか全然ダメなん

だから。 

ユミ ダメじゃない。…ダメなんて、言わないでよ。 

 

 ユミ、ジムを抱えてアカリの前に座る。 



31 

 

 

ユミ ジムに全部話しなよ。全部聞いてくれるからさ。やあ、僕はジム。どんなこ

とでも聞くよ。ほら、言いたいことあるんだろ。 

 

 アカリ、ジムを見つめる。 

 

ユミ ……うん、……うん…。…そうかい。 

 

 アカリ、涙があふれてくる。体育館からピアノの伴奏が聞こえてくる。 

 

ユミ …そうだよね。今できることを一生懸命やれば、それでいいんだよね。 

アカリ …ごめんね。 

 

 二人で泣く。ユミ、校歌を口ずさみ始める。やがて、アカリの声も重なる。

歌い終わる。廊下から栗山先生とダイスケの声。 

 

栗山 あ、そうだ。ダイスケくん、ちょっといい？ 

ダイスケ うーっす。 

 

 アカリ、ユミ、涙をぬぐう。 

 

アカリ …お餅つきたい。 

ユミ うん。 

アカリ なんか、思いっきりつきたい。 

ユミ 私も。 

アカリ すっごい伸びるの作りたい。 

ユミ すっごい伸びるの作りたい。 

 

 アカリ、トオルに電話をかける。 

 

アカリ あ、トオル？……さっきは、ごめん。…ううん……今から、来れる？来て欲

しいの。お願い。待ってる。（電話を切る）……やっぱ、みんなでつきたい

から。 

ユミ うん。 

 

 キャスターに杵と臼をつんで、ダイスケが入ってくる。 
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ダイスケ お待たせー。山田さん、外で洗って待っててくれてさあ。すげーいい人だよ

な。 

 

 アカリとダイスケ、台車から臼を降ろす。 

 

アカリ サンキュー、ダイスケ。 

ダイスケ あれ、アカリ、目赤いじゃん。どした？ 

アカリ あ、うん、なんでもない。 

ダイスケ え、でもよぉ、 

アカリ ダイスケ！良いこと言った。 

ダイスケ は？ 

ユミ やるね、ダイちゃん。 

ダイスケ えー？あー、ま、そうだろ？ 

 

 ダイスケとユミ、餅米をつぶしていく。それを見つめるアカリ。 

 

アカリ ニコ小伝説。 

ダイスケ ……。よっしゃ！ 

 

 少しの間、餅米をつぶしていく。トオル、息を弾ませて入ってくる。 

 

ダイスケ おー、トオル。お前、どこ行ってたのよ。 

トオル 婆ちゃん家。 

ダイスケ 何、走ってきたの？ 

トオル ああ、まあ。 

アカリ ……（深々と頭を下げてから）ありがとう。 

トオル え？ 

アカリ 一緒に、お餅つこう。 

トオル ……。おう！ 

ダイスケ よっしゃ、そろそろ良いんじゃないか。 

ユミ そうだね。アカリ。 

アカリ え？ 

ユミ 最初について。 

アカリ え、でも、 

トオル 牧野が言い出しっぺなんだから。 
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ユミ アカリ。 

アカリ うん。（手にした杵を見つめ）…重い。 

ダイスケ アカリ、なんか挨拶しろや。 

アカリ え？ 

ダイスケ 物事には段取りってもんがあるだろ。 

アカリ あー、えーと、…今日は集まってくれてありがとうございます。今から思い

っきりお餅をついて、明日からまた、それぞれの生活を頑張りましょう。 

ダイスケ お前、何言ってんのよ。 

アカリ 思いっきり伸びるの、作るぞー！ 

４人 イエーイ！ 

アカリ いくよ！せーの！ 

４人 よいしょー！ 

 

 校歌伴奏Ｃ．Ｉ。アカリ、力の限り餅をつく。それにあわせて「よいしょ！」

「がんばれ！」などのかけ声。みんなの笑顔。幕。 
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