
答 辞 

     作・千葉和代  

 

 

ＣＡＳＴ 

 

山田陽子  

鈴木 咲  

高橋先生  

田中    

公務補   

 

 

 

シーン１ 

 

緞帳が上がる。 

舞台上には演台、ピアノがある。 

舞台後方には「第６０回 卒業証書授与式」と書いた横看、国旗、道旗が置いてある。 

 

山田、答辞の練習をしている。 

 

山田   『答辞  

日増しに暖かくなり、春の陽気を感じられる季節となりました。本日は私達卒業

生のためにこのような思い出に残る式典を開いていただきありがとうございます。

また、お忙しい中ご出席いただきましたご来賓の皆様、校長先生をはじめ諸先生方

に、卒業生一同、心からお礼申し上げます。そしてお父さん、お母さん、今まで本

当にありがとうございました。これまでたくさんの心配や迷惑をお掛けしましたが、

本日、こうして卒業の日を迎えることができました。言葉に尽くせないくらい、感

謝の気持ちでいっぱいです。 

思い起こせば３年前、真新しい制服に身を包んだ私達は初めての受験を終え、こ

の帯広三条高校に合格できた喜びと、これから始まる新しい生活に、大きな期待と

そして不安を抱えていました・・・』 

 

鈴木、客席から登場。 

 



1 

 

鈴木   おはよー。 

山田   あ、おはよう。 

鈴木   練習？ 

山田   うん・・・ 

鈴木   えらーい。 

山田   そんなんじゃないよ。 

鈴木   いっつも練習してんの？ 

山田   え？ 

鈴木   ほら、全校生徒の前でしゃべる時。 

山田   一応。 

鈴木   さっすが。 

 

     公務補、客席から登場。 

 

山田   おはようございます。 

鈴木   おはようございます。 

      

     公務補、上手袖に去る。 

      

山田   鈴木さん・・・だよね？ 

鈴木   うん。よく知ってるね。 

山田   練習？ 

鈴木   まぁ・・・ね。というか、こんなに早く学校来たの初めて。 

 

舞台上が明るくなる（公務補が舞台上手袖で電気をつける）。 

 

鈴木   朝の学校って静か・・・。 

山田   大変だね、ピアノ伴奏も。 

鈴木   答辞に比べたら全然だよ。昨日の予行もさ、礼とかいっぱいあって大変そうだな～っ

て思ったもん。私なんて、一応ね、練習しとくかな～みたいな・・・ 

 

公務補、再び舞台上に現れ、後方で横看、国旗、道旗をつける。 

 

山田   教室行ってやるね。まだ誰も来てないだろうし。 

鈴木   え、いいよいいよ。先にやってたんだし。あ、ピアノの音、うるさい？ 

山田   そんなことないけど。 

鈴木   じゃあいいじゃん。続けて。これで教室行っちゃったらさ、なんか私邪魔しにきたみ

たいだし。 
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山田   別に邪魔なんて・・・ 

鈴木   じゃ、やってて。ね？ 

山田   うん。 

 

     鈴木、ピアノを弾き始める。 

     公務補、下手袖に去る。 

 

山田   鈴木さんてさ・・・ 

鈴木   ん？ 

 

     鈴木のケータイにメール受信。 

 

鈴木   （ケータイを見て）あ、まーくん。 

山田   ・・・ 

鈴木   （メールを読んでから）あ、何？ 

山田   ううん。 

 

     鈴木、メールを打つ。 

     横看、国旗、道旗が上がる。（公務補が舞台下手袖で上げている） 

     山田、演台に戻り、奉書紙を手にする。 

 

山田   『第６０回卒業生代表 山田陽子』 

 

山田、奉書紙をしまい、ラストの部分（礼法）を練習する。 

     鈴木、メールを送る。 

     公務補、下手袖から出てきて横看、国旗、道旗を確認し、去る。 

 

鈴木   （客席を見て）すごいね～。これだけの席があと２時間後には埋まってて、式が始ま

ってんだもんね。 

山田   （客席を見て）うん。 

鈴木   そこが来賓席でしょ。吹奏楽部・・・卒業生・・・在校生・・・保護者・・・。今日、

親来る？ 

山田   え？ 

鈴木   父さん母さん。 

山田   多分。 

鈴木   うちなんかさ、もう来てんの。てか一緒に来たんだけど。 

山田   へぇ。 

鈴木   卒業生の親なんてこんな時間に来ないからさ、駐車場係の先生、困ってたよ。あ。（メ
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ール受信、ケータイを見ながら） 

山田   ふーん・・・二人とも来てるの？ 

鈴木   え？うん。なんで？ 

山田   ううん・・・ 

鈴木   （メールを終えて奉書紙を見て）ねぇ、それってさ、自分で考えんの？ 

山田   自分で・・・というか、昔の答辞を見たり、あと先生にチェックしてもらったりして、 

鈴木   眠くない？ 

山田   え？ 

鈴木   しゃべってる人はさすがに眠くならないか。私さ、どうしてもだめなんだよね。送辞

とか答辞とか祝辞とか・・・。ほら、卒業式ってやたら挨拶多いじゃん。しかもみん

な同じようなことばっか言うし。 

山田   うん・・・ 

鈴木   別にいいと思わない？最後なんだしさ。そんな固くなくったって。 

山田   でも・・・ 

鈴木   どうせ「日増しに暖かくなり」・・・とか、お決まりの言葉から始まるんでしょ？ 

山田   （奉書紙を見て）・・・まぁ。 

鈴木   ３年間過ごしてきた高校も今日が最後なんだからさ。何かほら・・・すっごいうれし

かったこととか悔しかったこととか・・・そういう思い出自分の言葉でしゃべってい

いじゃん。そしたら私も寝ないよ。 

山田   自分の言葉？ 

鈴木   うん。例えばさ 

 

     鈴木、演台に立つ。 

 

鈴木   『授業中、よく寝てました。宿題、いつも誰かのを写してきました。先生には怒られ

まくりでした。すみませんでした。でも、本当に楽しい３年間でした。ありがとうご

ざいました！』とか。 

山田   ちょっと・・・ 

鈴木   じゃ、こんなのは？『私は高校３年間を通して、３つのことを学びました。』 

山田   うん。 

鈴木   『一つ目が忍耐です。予習をしなければ授業についていけない、欠席が多くてもダメ、

テストで点数取らないと赤点になって単位が認められない・・・常に崖っぷちの日々

の中で、自然と忍耐が身に付きました。二つ目は協調性です。学校祭やクラスマッチ、

三柏戦などの行事や部活動を通して、協力して何かをやり遂げることの難しさと、や

り遂げたときの達成感を感じることができました。三つ目は・・・』えーっと・・・ 

山田   うん。 

鈴木   あ、『人を愛する気持ちです。』 

山田   え。 
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鈴木   『これまでも人を好きになったことはありましたが、本当に人を好きになるとはどう

いうことかを知った気がします。』 

山田   ・・・ 

鈴木   とか言ってみたりして。会長だったらどうする？ 

山田   え・・・うん。 

鈴木   自分の言葉で語る答辞。 

山田   自分の言葉・・・ 

 

     山田、考える。沈黙。 

 

鈴木   ホント真面目だよね。 

山田   なんか・・・ほら、つい考えちゃうんだよね、いろいろと。こんなこと言っていいの

かなとか。 

だから・・・ 

鈴木   そういえば、いっつもカンペ見てるよね。生徒会長のあいさつの時とか。 

山田   うん・・・ 

鈴木   慎重派なんだ。 

山田   そんなんじゃないけど・・・ 

鈴木   じゃあさ。いっそのこと、こう・・・壇上に立ってその紙開いたら・・・白紙だった

とか。 

山田   白紙？ 

鈴木   うん。 

山田   ありえないでしょ。 

鈴木   例えばの話。 

山田   白紙・・・ 

鈴木   そう、真っ白。こんなの全部覚えられるわけないんだからさ。次に何しゃべるんだっ

け？って、そういうのが分かんないの。そしたらどうする？ 

山田   どうする・・・って。 

鈴木   見て。目の前には卒業生、在校生、その後方に親・・・右手には来賓、奥には吹奏楽

部・・・左手には先生たち・・・（徐々に自分に酔っていく）一〇〇〇人を超える人々

の二〇〇〇個の目が見てるの。答辞を読む私を。でも、答辞は・・・白紙。 

山田   ・・・演劇部だっけ？ 

鈴木   私？うん、よく知ってるね。 

山田   一応、生徒会長だったし。 

鈴木   ふーん。でもさ、実際そうだったら焦っちゃうよね。真っ白だよ。頭の中も真っ白だ

よきっと。 

山田   確かに。 

鈴木   でもでも、もしかしたら、そういう時に初めて自分の言葉で３年間の思い出を語れた
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りするのかもね。 

山田   うん。あ・・・眠くならない答辞？ 

鈴木   そうそう。（ケータイの着信（メール））あ、まーくん。 

 

 

シーン２ 

 

山田   ・・・まーくんて、佐藤正輝？ 

鈴木   うん。え？知ってんの？ 

山田   幼なじみだから。 

鈴木   そうなんだ～。初めて知った。 

山田   保育所、小学校も。 

鈴木   あ、西中音更？ 

山田   うん。 

鈴木   そっか～。 

山田   私が児童会会長、正輝が副会長だったんだけど。家近かったから親同士も仲良くって

さ。 

鈴木   へ～。バスで通ってるの？ 

山田   私？ううん。 

鈴木   え、でもまーくんバス通じゃん。 

山田   あぁ、引っ越したの。私今、帯広。 

鈴木   そーなんだ。いつ？ 

山田   高校入る時。 

鈴木   じゃあ・・・家離れたのに、高校入ったらまたいた！みたいな。 

山田   うん、そう。 

鈴木   ずっと一緒なんだ～。 

山田   腐れ縁？毎年夏には家族ぐるみでキャンプ行ってたし、 

鈴木   ふーん・・・ 

山田   ホント、うちのアルバム見たら、正輝の成長記録になってるかも～ってくらいだよ。 

鈴木   好きなの？ 

山田   え？ 

鈴木   まーくんのこと。 

山田   そんなわけないよ～。あ、ほら。バレンタインデーにさ、小学生の頃とか、クラスの

男子全員にチョコあげたりしなかった？ 

鈴木   したした。 

山田   そしたらホワイトデーに正輝が「これ、お返し」って。ピンクの花がついたヘアピン

をくれたの。 

鈴木   へ～かわいいね。 
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山田   そこまではね。で、その時こう言ったの。「姉ちゃんがいらないって言ってたから、陽

子にやるよ」って。 

鈴木   何それ～。 

山田   でしょ。 

鈴木   うん。 

山田   私はリサイクルショップか・・・って。ホント乙女心がわからないやつだよね。 

鈴木   でも・・・私といるときはそんな感じじゃないけど。 

山田   そりゃそうでしょ。うちのお母さんとおばさん、いまだに家を行き来してるんだけど

さ、言ってたもん。「ホント、素敵な彼女ができて良かったねぇ」って。正輝、あのま

んまじゃ彼女いない歴イコール年齢みたいなおじさんになりそうでさ。 

鈴木   ホントに？ 

山田   うん、全然ホント。あ、日本語変だね。 

鈴木   （山田を見て）そのヘアピン、かわいい。 

山田   そう？ 

鈴木   それも花、ついてるね。 

山田   うん・・・白いけどね。 

 

     先生と田中、客席から登場。 

     先生は花、田中は松を持っている。 

 

先生   よう、お前ら。 

鈴木   おはようございます。 

山田   おはようございます。 

先生   早いなぁ。 

田中   （山田を見て）あ、先輩！ 

山田   あれ？どうしたの？ 

田中   おはようございます！ 

山田   おはよう。手伝い？ 

田中   はい。たまたま廊下で先生に会って、「これ持て」って。 

山田   へぇ。 

田中   先輩は・・・あ、練習ですか？ 

山田   うん。 

田中   やっぱり！先輩、いつもそうでしたよね。 

山田   え？ 

田中   ほら、学祭とかクラスマッチとか壮行会とか・・・会長挨拶があるとき練習してたじ

ゃないですか。朝早く来たりして。 

山田   何で知ってんの？ 

田中   みんな知ってますよ。尐なくとも生徒会のやつらは。 
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先生   （演台下手側を指して）それ、ここな。 

田中   わかりました。 

 

先生と田中、花（先生）と松（田中）を演台に置く。（右に花、左に松） 

 

先生   ちょっと教官室からぞうきん持ってきて。 

田中   はい。 

 

     田中、上手に去る。 

 

鈴木   この桜、かわいい～。 

山田   ん？あ、これ桃だよ！ 

鈴木   桜じゃないの？ 

山田   さくらは五弁でしょ。 

鈴木   そうだっけ。 

山田   （先生に）卒業式っていつも桃の花使うんですか？ 

先生   いや、そんなことはないと思うけど・・・ 

 

     田中、上手からぞうきんを持って来る。 

 

田中   先輩！ 

山田   ん？ 

田中   来年の学祭、絶対見に来てくださいよ。 

山田   うん。 

田中   ホントがんばりますから、俺ら。 

山田   前夜祭、続けてね。 

田中   当たり前じゃないですか。あれ、やってみて正解ですよ。すごい楽しかったっていろ

んな人が言ってましたし。 

山田   うん。最初は先生方の反対が結構あったけどね。 

田中   でも、やってみた後はそうでもなかったって・・・（先生に）そうですよね。 

先生   ん？あぁそうだな。 

田中   絶対続けますから。特にフォークダンスと花火は必ずやります。 

山田   盛り上がってたよね。 

田中   はい。あれでくっついた人も結構いるみたいで・・・まさに学祭マジックですね。 

山田   うん・・・ 

先生   よし。（田中に）おう、ありがとう。助かったわ。 

田中   はい。（山田に）お疲れさまです。 

山田   お疲れさま。 
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     田中、去る。 

 

鈴木   今の子も生徒会？ 

山田   うん。学祭手伝ってくれて、その後入ったんだ。 

鈴木   ふーん。 

 

     鈴木、舞台上に置いてある図（卒業式舞台配置）を見つけ、手に取る。 

     先生、花や松の角度等を念入りにチェック。 

 

鈴木   先生、これ逆じゃダメなんですか？ 

先生   逆？ 

鈴木   はい。こっちが花でそっちが松とか。 

先生   いや、別にダメとかじゃないと思うけど。まぁ、普通はこうだな。松、花、横一文字、

国旗、道旗・・・ 

山田   普通？ 

先生   あるんだ、何か・・・こういうときはこう！！みたいなのが。 

鈴木   なーんか、（山田に）つまんないね。 

先生   つまんない？いやいや。（親指、人さし指で○を作り、見せる） 

山田   何ですか、それ。 

先生   ツーまる。 

鈴木   ・・・ 

先生   ま、その・・・つまるとかつまらないとかそんなんじゃなくて。 

鈴木   形だけ？ 

山田   うん。 

先生   いや、・・・意味もあるぞ。 

山田   どんな意味ですか？ 

先生   （咳払い）舞台には風が、吹いているんだ。 

山田   風？ 

先生   舞台というものは、もともとゆるやかな風が上手から下手に向かって吹いているんだ

ぞ。そこで、この花だ。花だけに華やかだなぁ・・・なーんちゃって。 

山田   ・・・ 

先生   ま、その・・・華やかな雰囲気がこう立ち上がっていくだろ、それをこの松ががしっ

と受け止めるんだな。そうするとほら、舞台の上にこう・・・空気の流れができるだ

ろ？上手から下手に。な、もともとゆるやかに吹いている風の流れに沿うんだよ。だ

から、見ていてなじみやすいし、違和感を覚えにくいんだ、うん。分かったか。 

山田   すごいですね、先生。 

先生   ま、ちょっとしたコモンセンスだな。演劇部のコモンだけに。 
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山田   あ、この間の演劇祭、見ましたよ。 

先生   そうかぁ～。 

山田   先生、部員の誰よりも目立ってました。 

先生   そうかそうかぁ～。 

 

先生、歌いながら花と松の位置をチェックする。 

 

先生   ま、形はこんな風に決まってるけど、要は、気持ちよく区切りをつけられるか・・・

だな。あんまり大きな声じゃ言えないけど、形式なんて二の次だ～。わっはっは～。 

鈴木   十分大きいですよ。 

先生   お前らも卒業だな。 

鈴木   はい。 

先生   元気で頑張れよ。たまには部活に顔出しに来いよ。 

鈴木   はい。 

先生   毎年この時期は・・・何つうか・・・さみしいなぁ。 

鈴木   先生・・・ 

先生   卒業か・・・ 

 

     尐し間 

 

先生   あ、２年前・・・だったかな？あの卒業式、お前ら、知ってるか？ 

鈴木   ２年前？１年生ですもん、式出てないですよ。 

山田   どんな式だったんですか？ 

先生   聞きたいか、聞きたいか？まぁ・・・座れ。 

 

     山田、鈴木、座る。 

 

先生   あれは・・・そうそう、ちょうど２年前の今日。天気のいい日だった。うん。・・・卒

業式は、まぁ例年通り粛々と進んで、もうじき卒業生退場という頃になったんだ。俺

も担任だったから「そろそろ出番か」と思っていたら・・・司会をしていた教頭先生

がこう言ったんだ。「本来ならばここで卒業生退場となるところではありますが、お世

話になった先生方、お父さんお母さん、後輩の皆さんに感謝の気持ちをこめて歌をプ

レゼントしたいという要望が、卒業生からありました。そこで、これから卒業生によ

る合唱を行います。では、卒業生の皆さん、お願いします。」びっくりしたぞ。何も聞

かされていなかったからな。でも、合唱部の女子がすっと前に出て、近くにいた生徒

がさっと椅子を出して、靴をぬいでそこに上がって・・・あれよあれよという間に歌

が始まったんだ。これが・・・すげーんだ。 
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     先生、ポケットからティッシュを出して、鼻をかみ、涙をぬぐう。 

 

先生   お前ら、『旅立ちの日に』って知ってるか？ 

山田   小学校で歌いました。 

先生   あぁ。俺らの時は「蛍の光」と「仰げば尊し」だったんだけどな。 

鈴木   あ、先生、それいろいろと議論になったって話ですよ。 

先生   いろいろ？ 

鈴木   はい。「仰げば尊し」って先生が指導して歌わせる内容なのか、とか。 

山田   言われてみれば・・・ 

先生   なるほどな。 

鈴木   「蛍の光」は、歌詞が今の子たちには理解しにくいとか。 

先生   まぁな。今どき蛍集めてその明かりで勉強している奴がいたら、二宮金次郎もびっく

りだな。 

鈴木   二宮金次郎？ 

先生   なんだ、知らないのか。 

山田   ほら、小学校にあるじゃん。薪背負って本読んでる石像みたいな・・・ 

鈴木   あぁ、金ちゃん？ 

山田   え？ 

鈴木   みんなそう呼んでたよ。 

山田   へぇ。 

鈴木   というか、むしろテレビの企画みたい。ほら「蛍の光で勉強するには、蛍何匹分必要

か？」みたいな。 

山田   あぁ。ありそう。 

先生   ま、そんなこんなで俺は初めて「旅立ちの日に」を聞いたんだけどな・・・いや～思

い出すだけで泣けるわ。 

 

     先生、再び涙をぬぐう。 

 

山田   わかります。それ。 

鈴木   あの歌詞、結構共感できるよね。 

山田   うん。 

先生   教室に戻ってから聞いたんだ。「いつ練習したんだ？」って。ほら、しばらく家庭学習

期間で学校にも来てなかったからな。 

山田   そっか・・・そうですよね。 

先生   そしたら・・・「予行練習の後、担任の先生方には“打合せがある”と職員室に行って

もらっていたあの時間に、全体練習をしました。あとは家庭学習中に、カラオケに集

まってハモリの練習をしたクラスもあります。」って。いやぁ、俺はうれしかったぞ～。 
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     先生、鼻をかもうとするが、ティッシュがもうない。 

 

先生   教官室にあったよな・・・たしか・・・。 

 

     先生、鼻をすすりながら上手に去る。 

 

鈴木   もー先生、泣き過ぎ。 

山田   うん。 

鈴木   でも・・・そんな卒業式もあったんだね。・・・うちら何かやるっけ？ 

山田   え？いや・・・あれじゃない？退場の時にクラスごとにさ 

鈴木   あぁ、雄叫び？３組何て言うの？ 

山田   「おとうさーん、おかあさーん、先生―、みんなありがとーーーっ」って。 

鈴木   いいねー。 

山田   ５組は？ 

鈴木   「今までー、本当にー、ありがとうー、ございましたー。さんじょー、さいこー」 

山田   らしいね。 

鈴木   三条の伝統だよね。 

山田   うん。好き。 

鈴木   いよいよ私たちが言う番なんだ～。 

山田   卒業か・・・ 

 

     先生、上手から来る。 

     手には空のティッシュの箱を持っている。 

 

先生   教官室にももうないわ。おう、お前らこれ（松と花）いじるなよ。 

鈴木   はい、大丈夫です。 

 

     先生、客席から去る。 

     先生が出て行くと同時に鈴木、花瓶を持つ。 

     鈴木、山田に目配せして、花と松の位置を取り換える。 

 

山田   え？ 

鈴木   戻ってきたとき、気付くかな？ 

山田   いいの？ 

鈴木   「形式なんて二の次だぁ～。」 

山田   えー。 

鈴木   （花瓶の花（桃以外）を見て）ねぇ、この花、なんて言うの？ 

山田   え？ 
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鈴木   これ、黄色いやつ。 

山田   ・・・さぁ。 

鈴木   花に詳しいんじゃないの？ 

山田   あ、桃だけ。 

鈴木   なんで？ 

山田   桃の木がね、おばあちゃんちに植えてあるんだ。私が生まれた記念にお父さんが植え

たんだって。だから樹齢１８年の桃の木。 

鈴木   へぇ～。誕生記念の木か。すごーい。あ、桃食べ放題？ 

山田   ううん。なかなか実がならなくって。 

鈴木   あれ？なんだっけ、ほら・・・桃・・・桃栗？ 

山田   桃栗３年柿８年？ 

鈴木   それそれ！・・・３年、なのに？ 

山田   うん、花は咲くんだけどね。 

鈴木   えー。残念。 

山田   あ、しばらく見てないから、もしかしたらなってるかもしれないけど。 

鈴木   おばあちゃんち遠いの？ 

山田   ・・・お父さんの方だから。 

鈴木   ふーん。卒業記念とかで行くのもいいかもね。 

山田   うん・・・ 

 

     鈴木、ピアノの練習をする。 

 

 

シーン３ 

 

鈴木   卒業か・・・ 

山田   だね。 

鈴木   さっきの『旅立ちの日に』・・・懐かしいね。 

山田   歌った。小学校の時。 

鈴木   西中音更。 

山田   うん。どこ？ 

鈴木   柏小。 

山田   あ、ボランティア部が行ってたところか。 

鈴木   そうなの？ 

山田   うん。地域交流事業があってね。 

鈴木   ふ～ん。歌ったな～。むちゃくちゃ練習させられて・・・ 

 

     鈴木、ピアノを弾きながら、『旅立ちの日に』を口ずさむ。 
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     “白い光の中に 

      山並みは萌えて 

      遥かな空の果てまでも 

      君は飛び立つ“ 

 

     山田も一緒に歌う。 

 

     “限りなく青い空に 

      心ふるわせ 

      自由をかける鳥よ 

      振り返ることもせず 

      勇気を翼にこめて 

      希望の風に乗り 

      この広い大空に 

      夢を託して“ 

 

      今 別れの時 

      飛び立とう 未来信じて 

      はずむ 若い力信じて 

      この広い 大空に 

 

      今 別れの時 

      飛び立とう 未来信じて 

      はずむ 若い力信じて 

      この広い 大空に“ 

 

鈴木   いい歌だね～。 

山田   うん。 

鈴木   “自由をかける鳥よ 振り返ることもせず”・・・私、ここ一番好き。 

山田   うん。 

鈴木   何か、こう・・・何ものにもとらわれてない・・・って感じがしない？ 

山田   そうだね。 

鈴木   会長は？ 

山田   え・・・ 

鈴木   どこが好き？ 

山田   えーっと・・・ 
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     山田、考え込む。 

      

鈴木   ほんっと真面目だよね。 

山田   そんなんじゃないけど・・・ 

鈴木   びびっと来るところなかったらいいよ。別に。 

山田   びびっと・・・ 

鈴木   うん。 

山田   “今 別れの時”・・・ 

鈴木   あぁ、“飛び立とう 未来信じて”の所？いいよね。 

 

     鈴木、ピアノで『旅立ちの日に』を弾く。 

 

鈴木   なんか、歌っていいね。 

山田   うん。 

鈴木   小学校以来かも。この歌、歌ったの。 

山田   私も。 

鈴木   小学生の頃ってさ、なんか、もっと自由だったよね。「自由をかける鳥」みたいに。 

山田   今も自由に見えるけど。 

鈴木   え～ホントに？ 

山田   うん。 

鈴木   そんなことないよ～。 

山田   そう？ 

鈴木   あーでも会長よりは自由かも。 

山田   ・・・ 

鈴木   会長ってさ「こういうときはこうあるべきだ」みたいなの、いっつも考えてない？ 

山田   え・・・うん。 

鈴木   「こうあるべき」か。 

山田   ・・・ 

鈴木   なんか（ぐるっとまわりを見ながら）同じだね。 

     横一文字、国旗、道旗・・・（客席を見て）卒業生、在校生、親、来賓、吹奏楽部、先

生たち・・・（演台に立って）祝辞、送辞、答辞・・・ 

 

     山田、全体をゆっくり眺める。 

 

山田   “雄叫び”って、誰が始めたのかな？ 

鈴木   え？あ、退場の時の？ 

山田   うん。 

鈴木   知らないけど・・・ずっと上の先輩達じゃないの？ 
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山田   どうして「やろう！」ってなったのかな？ 

鈴木   さぁ。なんで？ 

山田   どう考えても「こうあるべき」にはあてはまらないしょ。 

鈴木   あぁ・・・まぁね。 

山田   だって式典だよ？ 

鈴木   うん・・・でも、いいんじゃない？思いは伝わるもん。 

山田   そういう問題？ 

鈴木   うん。長―いお決まりの挨拶よりもよっぽどジーンときたよ、私は。去年、そう思わ

なかった？ 

山田   あ・・・思った。 

鈴木   でしょ？ 

山田   うん。後ろ見たら、泣いてる親がいっぱいいて・・・ 

鈴木   いたいた。 

山田   なんか私も泣きそうになった。 

 

     尐し間 

 

鈴木   「ありがとうございましたー！」 

山田   びっくりした～。 

鈴木   雄叫びってさ、今まで聴く側だったけど、言う方ってどんな気持ちなんだろうね。考

えるだけでドキドキする。 

山田   うん。 

鈴木   なんか叫んでみよっか。 

山田   え？ 

鈴木   高校生活の思い出でも、これからの決意表明でもいいからさ。 

山田   （ＮＯの意味で）いいよ。 

鈴木   答辞の練習しに来たんでしょ？これも、思いを伝える練習だよ。 

山田   ・・・ 

鈴木   「高橋先生～もっと空気読んでくださーい！」（山田に）はい、何か言って。 

山田   え・・・ 

鈴木   はやく～。 

山田   「田中くん、がんばってねー」 

鈴木   田中くんって？ 

山田   さっきの生徒会の・・・ 

鈴木   あぁ。めっちゃ愛されてるよね。 

山田   えーそう？ 

鈴木   じゃあ・・・「まーくんと出会えて良かった～」 

山田   ・・・「正輝―、頼りないとか言ってごめんね～」 
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鈴木   「一緒に見た花火、最っ高にきれいだったね～」 

山田   ・・・ 

鈴木   もうない？ 

山田   「私はリサイクルショップじゃないから～」 

鈴木   「ゆみー、おかげで宿題助かったよ～」 

山田   「お母さーん、見守っててくれて、ありがとう～」 

鈴木   「さとみー、恋バナ楽しかったね～」 

山田   「お父さーん、キャンプも映画も遊園地も楽しかった～」 

鈴木   「みんなと一緒にバカやれた日々が最高でした～」 

山田   「お父さーん、お母さーん、大好き～」 

鈴木   「この学校のこと、絶対わすれませーん」 

 

     尐し間 

 

山田   「卒業したくない！」 

鈴木   「今までありがとうございましたー！」 

山田   「卒業なんかしたくなーい！！」 

鈴木   「卒業できてよかったー！」 

山田   「卒業なんかしたくなーい！！！」 

鈴木   ・・・（山田を見る） 

 

     公務補、客席から校旗と三脚を持って登場。 

     舞台上で校旗をセッティングする。 

     先生、体育館入り口付近（客席）から声をかける。 

 

先生   鈴木―。 

鈴木   あ、はい！ 

先生   ちょっといいか。 

鈴木   はい。 

 

     公務補、セッティングを終え、上手袖に去る。 

     鈴木、ステージを降り、先生の方へ向かう。 

 

先生   電話あったぞ。これから荷物を届けに行くとか。 

鈴木   荷物？ 

先生   何とかカンパニーって言ってたなぁ。 

鈴木   あ！ドリルです。うちらの代で、卒業記念に電動ドリル一式、プレゼントしようって。 

先生   演劇部にか？そうかぁ。 
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鈴木   ちょっと奮発していいの買ったんですよ。取り寄せだって言われてて。あ～よかった、

間に合って・・・ 

 

     先生と鈴木、去る。 

 

 

シーン４ 

 

     山田、演台に立ち、答辞の練習を始める。 

 

山田   『答辞 

 日増しに暖かくなり、春の陽気を感じられる季節となりました。本日は私達卒業

生のためにこのような思い出に残る式典を開いていただきありがとうございます。

また、お忙しい中ご出席いただきましたご来賓の皆様、校長先生をはじめ諸先生方

に、卒業生一同、心からお礼申し上げます。そして・・・お父さん、お母さん・・・』 

 

     公務補、上手袖から登場し、マイクスタンドとマイクを設置する。 

     公務補、花と松が逆なことに気付く。 

 

山田   あ。 

 

公務補が松を、山田が花を持ち、元に戻す。 

     公務補、客席に去る。 

     山田、再び演台に戻り、奉書紙を手にとる。 

     しばらく見つめた後、奉書紙を演台上に広げる。 

     山田、松、花、答辞を眺める。 

 

山田   こうあるべき・・・か。 

 

     奉書紙をたたむ。 

 

山田   （深呼吸の後、深々と一礼する。） 

・・・私は今日、この場で卒業生を代表し、答辞を述べるつもりでいました。 

しかし、いざ読もうとしたところ、答辞は・・・白紙でした。 

晴れの門出となるべき卒業式に、このようなミスをしてしまい、ご来賓の方々、先

生方、卒業生並びに保護者の皆様に大変申し訳なく思っています。 

すみませんでした。 

   えーっと、突然のことでとても驚いてはいますが、このような状況ですので、改めて
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自分の言葉で答辞を述べさせていただきたいと思います。 

   慣れないことですので、聞き苦しいところがあるかもしれませんが、よろしく、よろ

しく？・・・お願いします。 

   （一礼） 

      

尐し間 

 

山田   『この学校で過ごした３年間は、本当にあっという間でした。 

     が、思い返すと、いろいろなことがあった気がします。 

私は高校３年間、生徒会で活動してきました。 

最後は生徒会長として、忙しくも大変充実した活動を行うことができたと思ってい

ます。 

自分で言うのも難ですが、学業においても全力で取り組み、大学は推薦で合格する

ことができました。 

我ながらよくやってきたと思います。 

多くの先生方や友達から「模範的な生徒」「本校の鏡」等、身に余る褒め言葉をい

ただきました。』 

      

尐し間 

 

山田   『しかし・・・』 

 

間 

 

山田   『私がここまで全力で頑張ってきたのは、先生方に褒めてもらうためでも、大学に合

格するためでもありません。 

一番大きな理由は、・・・親でした。 

親の為に、・・・親に迷惑や心配をかけないように・・・そして親にとって誇れる

子どもであるように・・・と、いつもそう考えていました。』 

 

尐し間 

 

山田   『うちの両親は、今日、離婚します。 

明日かもしれませんし、明後日かもしれませんが・・・いずれにせよ近日中に離婚

します。 

その話をする為に、昨晩、父は久しぶりに家に帰って来ました。 

今日の卒業式、もしかしたら両親揃って来てくれるかもしれません。 

母だけかもしれないし、父だけかもしれないし・・・二人とも欠席かもしれません。 
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朝・・・何となく聞けませんでした。 

別居を始めたころから、離婚の話は出ていました。 

でも、「陽子が高校を出るまでは」と、実際、離婚には至らずに今日まで来ました。 

私が高校を卒業するまで・・・ 

「子はかすがい」という言葉があります。どんなに頑張っても、結局、私は、かす

がいにはなれませんでした。 

けれども二人は私のたった一人のお父さんとお母さんなんです。何も言わずに決め

るなんて・・・』 

 

間 

 

山田   『ずっと好きだった人がいました。 

直接伝えたことはないけれど、思いは伝わっていたのかもしれないし、伝わってい

なかったのかもしれません。 

結局・・・彼は私以外の人を選びました。』 

 

山田、ヘアピンを外す。 

 

山田   『ずいぶん色褪せてしまいました。』 

 

     山田、ヘアピンを演台に置く。 

 

山田   『願いって叶わないものですね・・・』 

 

山田、「旅立ちの日に」をゆっくりと口ずさむ。 

 

山田   『♪今 別れの時 飛び立とう 未来信じて・・・』 

 

     途中から涙声で歌にならない。 

     山田、声を上げて泣く。 

     鈴木、客席から登場。 

 

鈴木   『♪はずむ 若い 力信じて この広い 大空に』 

山田   （泣き声ストップ） 

 

     鈴木、持ってきた箱ティッシュを無言で山田に差し出す。 

    山田、ティッシュを受け取り、鼻をかむ。 
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鈴木   もーみんな泣きすぎ。 

山田   いつから？ 

鈴木   ん？ちょっと前から。 

山田   ・・・。 

 

     尐し間 

 

鈴木   先生がそれ、教官室にもってっとけって。ホント人遣い荒いよね。 

山田   （うなずく） 

鈴木   いいよ、せっかくだからいっぱい使っちゃいな。 

山田   うん・・・ 

鈴木   終わったら、教官室に置いといて。 

山田   うん。 

 

     山田、鼻をかみ、涙を拭く。 

     鈴木、ピアノをポロンポロンと弾いている。 

 

山田   ・・・自分の言葉でしゃべるって難しいね。 

鈴木   うん。 

山田   でも・・・なんか・・・ 

 

     間 

 

鈴木   いい答辞だったよ。 

山田   え？ 

鈴木   全然眠くならなかった。 

 

     二人、ちょっと笑う。 

     間 

 

鈴木   さっき・・・ウソついちゃった。 

山田   ウソ？ 

鈴木   まーくんと幼なじみって知ってた。結構前から。 

山田   ・・・。 

鈴木   まーくんの口からよく名前出てくるし、なんか仲良さそうだったから・・・。いつか、

話してみたいと思ってたんだ。 

 

     尐し間 



21 

 

 

山田   選ばれてるじゃん。 

鈴木   え？ 

山田   正輝が選んだのは鈴木さんだよ。私でもほかの誰でもなくて、鈴木さん。だから自信

持ちなよ。 

鈴木   ・・・。 

山田   高３の学祭からだよね。付き合ってんの。 

鈴木   うん・・・ 

山田   そりゃあ最初はびっくりしたし、ショックだったよ。正輝に彼女が？ってね。でも、

正輝が選んだ人なんだな～って。そう思ったの。そしたら鈴木さんってすごいな～、

きっとすごくいい子なんだろうな～って思ったし、いつか話してみたいと、実は私も

思ってた。 

 

     尐し間 

 

鈴木   最後の日なのにね。 

山田   うん・・・ 

 

     鈴木のケータイにメール受信。 

 

鈴木   あ、噂をすれば 

山田   ・・・。 

鈴木   先、行くね。 

山田   うん。 

 

     鈴木、階段を降り、客席に去る。 

 

鈴木   答辞、がーんば！！私、寝ないで聞くから。 

山田   うん。 

 

     山田、鈴木を見送る。 

 

山田   答辞、がーんば・・・か。 

      

     山田、奉書紙を両手に持ち、破く。 

     ＢＧＭ 

山田、演台に戻り練習を始める。 
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幕 

 

 

 

 

参考資料  別役実 「舞台を遊ぶ」 白水社 

 

スペシャルサンクス（楽曲使用許可済み） 

     ・小嶋 登様（『旅立ちの日に』作詩） 

     ・高橋浩美様（『旅立ちの日に』作曲） 


