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Ⅰ はじめに  

  

 この 10 年間、筆者は「市民的教養の形成をめざした健康教育」の実践的研究の一環

として、ゼミナールの学生・院生と共同で〈劇的手法〉を用いた教材開発に取り組み、

その成果である「シナリオ」（テキスト）を用いた実験的実践を積み上げてきた。1) 

 その主な対象は、学生・教員を含む市民であり、ワークショップを通して〈劇的手

法〉の有効性を検証し、そこで得た知見を踏まえて「シナリオ」（テキスト）のバー

ジョンアップを図ってきたのであった。 

 その一端は、すでに第４報（『岐阜大学地域科学部研究報告 第 32 号（2013）』）、

および第５報（『岐阜大学地域科学部研究報告 第 36 号（2015）』）で紹介した。2) 

 本報告（第６報）では、大地震による原子力発電所の爆発事故に遭遇した親子二代

の「お茶栽培農家」が避難をめぐって苦悩する姿を通して、「いまなら、まだ間に合

う！」をコンセプトに〈フクシマから何を学び、いま何をすべきか〉を問いかけた、

音楽朗読構成劇『茶畑の詩 － フクシマからの伝言』の「シナリオ」（テキスト）

を紹介する。 

 「シナリオ」（テキスト）を紹介するまえに、この作品を創り出すにあたっての筆
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者の問題意識について述べておきたい。以下に紹介するのは、初演（2012 年 11 月３

日 岐阜大学祭）の時に、筆者がプログラムに寄稿した文章である。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

「3.11」を題材にした音楽構成劇を創ることを決意してから、ちょうど１年が経過し

た。この間、いくつもの着想を抱いては、それらを形にできないまま今日に至ってし

まった。 

  そんな折、ずっと録りためてきた、フクシマを取材したドキュメンタリー番組を集

中的に観る機会を得た。なかでも、「除染」と「避難」のはざまで苦悩する飯舘村や

南相馬の人々の１年半を追った作品は、原発事故による被害のもつ特異な性格を、私

に強烈に印象づけるものであった。 

  烏賀陽弘道『原発難民』（PHP 新書、2012 年 11 月）は、津波災害とは異なる「原 

 子力災害以外ではおこりえなかった種類の災害」（11 頁）として、６つに整理して

いる。 

 ①意志に反して家や故郷を追われ、その地で長年培ってきた歴史や文化が失われた。 

 ②家族や友人、地域などのコミュニティーに分断と対立が生まれた。 

 ③家族がばらばらに住まざるをえなくなった。 

 ④避難者とそうでない人のあいだに偏見、差別、対立が生まれた。 

 ⑤長期間の避難生活で心身が疲弊し、健康を維持できなくなった。 

 ⑥経済的に逼迫した。 

  放射性物質は風によって運ばれて、「20 ㎞ライン」（「警戒区域」）と「緊急時避

難準備区域」（30 ㎞ライン）を遥かに超えてまき散らされ、双葉町のような原発立地

自治体ではない飯舘村や南相馬はじめ周辺自治体に深刻な被害を与えたのである。 

  こうした被害は、原発が存在しつづける限り、再び現実のものとなる可能性がある

ことを否定するものは誰もいないであろう。 

  ところで、10 月 24 日、原子力規制委員会は、各地の原発で放射性物質を放出する

事故が合った場合の拡散シュミレーションの結果を初めて公表した。 

  規制委員会自身が認めているように、このシュミレーションは地形情報やすべての

気象条件をカバーしたものではない。フクシマの例でも明白なように、放射性物質の

拡散状況は「原発からの直線距離Ｘｋｍ」ではとらえきれない（その後、「修正」を

重ねている）。 

  ちなみに、岐阜県が今年９月に公表した、《敦賀原発で福島原発と同規模の事故が

発生した場合の、国の試算では考慮されていない詳しい地形データなども反映させた

放射性物質拡散シュミレーション》によれば、「外部被曝量が年間 20 ミリシーベル超

となるのは、最大で 19 市町村 50 万人以上、うち緊急避難が必要な 100 ミリシーベル

ト超は約２万人」（『毎日新聞』2012 年 10 月 24 日夕刊）という。また、2012 年３月

３日に実施された「福井県・水晶浜からの風向き調査」の結果から、「福井の原発に 
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事故があれば、（今回の風向きの条件においては）岐阜県の人口密集地（おおむね国

道 21号線の北側）に甚大な放射性物質による汚染がおこること」が明らかになった。 

  本作品（音楽朗読劇『茶畑の詩』）に登場する、「敦賀原発から 30ｋｍ圏内」にあ

る「揖斐川町」の「お茶栽培農家」の親子二世代が、原発爆発に伴う「避難」をめぐ

って苦悩する姿を通して、〈フクシマから何を学び、いま何をすべきか〉をみなさん

と一緒に考えてみたい。 

  ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

作品のオープニングとエンディングに流すスライド用の写真撮影のために、キャス

トと一緒に揖斐川町を訪れたのは、上演の１週間前のことであった。秋晴れの午後、

どこまでも広がる深緑色のお茶畑を眺めながら、コンセプトとなる「いまなら、まだ

間に合う」という思いを強くしたことを覚えている。 

 ちょうどその頃に劇場公開された映画『希望の国』（監督・園子温）が、フクシマ

が「繰り返される」近未来の物語を描くことで家族一緒の幸せな日常や生活の糧を奪

ったものを忘れるなと訴える作品であったのに対し、筆者は、フクシマを「繰り返さ

せない」ための意思形成を促す作品を創りたい、と考えたのであった。 

 

【註】 

1) これまで開発してきた「シナリオ」（テキスト）には、以下のものがある。 

 ①音楽朗読構成劇「アサガオの詩 － 撫順戦犯管理所の“記憶”」（2007 年） 

 ②心理劇「性同一性障害」（2008 年） 

 ③音楽朗読構成劇「椰子の実の詩 － ハンセン病の“記憶”」（2011 年） 

 ④音楽朗読構成劇「茶畑の詩 － フクシマからの伝言」（2012 年） 

 ⑤心理劇「死刑 － 犯罪加害者と被害者家族との“対話”」（2012 年） 

  ⑥音楽朗読構成劇「ひまわりの詩 －ゆういち先生と３年１組の子どもたち」（2013 年） 

  ⑦心理劇「『LGBT』という生き方」（2015 年） 

2)  第４報では、日中戦争における加害と被害の“記憶”を題材に教材化を試みた、音楽朗読

構成劇「アサガオの詩 － 撫順戦犯管理所の“記憶”」の構想が出来上がっていくプロセ

スを中心に報告した。   

併せて、「上演台本」も紹介した。さらには、教材構成の手法としての〈劇的手法〉の意

義について、受講生の「分析レポート」を手がかりにして考察を行った。 

また第５報では、ハンセン病者とその家族の生涯を“二人芝居”の形で劇化した音楽朗読

構成劇「椰子の実の詩 － ハンセン病の“記憶”」の「上演台本」（バージョン①）を公

表した。 
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Ⅱ 「シナリオ」（テキスト：バージョン①） 
 1) 

       － 音楽朗読構成劇「茶畑の詩 － フクシマからの伝言」 

     

《脚本》 近藤 真庸    《音楽》 近藤 浩章    

《キャスト》  松田 正彦（父：65 歳）     

               朱美（母：62 歳）         

                     武史（長男：37 歳）        

                      恵  （長男の嫁、29 歳。妊娠 12 週目の妊婦）   

                今井 良介（役場職員、武史の幼なじみ）     

 

●オープニング － 故郷の光景 

  チェロとピアノが奏る「赤とんぼ」の BGM（M①）が流れるなか、自然豊かな「お

茶の里」、岐阜県 I 町の風景がスライドで次々と映し出されていく。 

  BGM（M①）終了。舞台に照明。 

 

 

●第１場  11 月３日 早朝。松田家の玄関横の縁側 

 松田家は、正彦（65 歳）と朱美（62 歳）の老夫婦と、長男の武史（37 歳）と恵（29

歳)の若夫婦の、２世代４人家族からなる代々のお茶栽培農家である。恵のお腹の中に

は 12 週目を迎えたばかりの待望の「赤ちゃん」がいる。 

 早朝の松田家。庭には、「関西電力敦賀原子力発電所から 30km」と書かれた一枚の

「立て札」が置かれている。 

 

［朱美、「立て札」をじろじろと見つめている］ 

朱美  なんだね？これ？ (しばらくして、遠くに向かって呼ぶ)お父さん、ちょっと…。 

   お父さーん！ 

［まもなく、夫・正彦がやってくる］ 

正彦  (歩きながら) 

   朝からなんだ。… 大きな声で…。 

朱実  (改めて、目を近づけて字を追い、指差しながら、正彦の方を見て) 

   こんなもんが… ウチの庭の真ん中に…。 

   何なの？ この「立て札」。 

   （ゆっくり、確かめるように） 

  「関西電力…敦賀…原子力発電所」？ 何？「30km」？ 

   あたし、こんなとこに、用事なんかないよ。第一、伊吹山が邪魔して、敦賀な

って行かれやしない…。 
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正彦  夕べ遅くに、役場の…、武史の幼なじみの良介。その良介が来て…。 

   あいつ、町長の指示だとかぬかしやがって、よりによってこんなところに…。 

   俺んちの庭だぞ。ここは…。 

[息子の武史が農作業着で現れる] 

武史  (立て札に気づく)これかあー！ 

正彦  武史、お前、これ、何かしっとるんか？ 

武史  アー。こないだの青年団の集まりで、良介が言っとった。去年の 3 月にあった

やろ、東北のフクシマで。爆発。原発が…。 

   放射能ちゅうのが風で飛んで、黒い雨が降って、飯館村ちゅう村なんか、原発

から 30km 以上離れとるのに、放射能の数値がえらく高くて、結局、避難命令

が出たとよ。みーんな、村を追い出された。いまだに戻ることもできんと。牛

も田んぼも畑も、ぜーんぶダメになって…。 

朱実  武史。こん村は大丈夫よ。放射能かなんか知らんが、あの伊吹山が止めてくれ

るさ。なあ、お父さん。 

正彦  （無視して。低い声で）ホンで、敦賀原発は危ないんか？ 

武史  「危ない」って？ 

正彦 爆発？！ 

武史 原発の下に「活断層」というのが見つかったらしくて、…。 

   もし大きな地震が起きたら、ヤバイんやないかな。 

正彦  ヤバイって、どういうことや？ 死ぬんか？ 

武史  すぐに死にはせん！ だけど、もしフクシマみたいな爆発があったら、原発か

ら撒き散らされる放射能は、風に乗って伊吹山を越えて、こん村まで飛んでき

て、雨でも降ったら、茶畑は、放射能で全滅するって、… 良介がいっとった。 

正彦  俺たちはともかく、恵さんのお腹の中にいる赤ちゃんは…大丈夫なんか？ 

   まだ外に出とらんから… 大丈夫なんやろうな？  

武史  … 

朱美  武史！ お前、春になったら、「お父さん」になるんだからね。 

  （武史の肩をポンと叩いて）しっかりしてよ…。 

武史 （大きくうなずく） 

［下手から、恵の「武史さーん」と呼ぶ声が聞こえる］ 

朱美 ホラ、恵さん。その話はもうおしまいね！ 

  （武史の耳元で）余計な心配させたら、妊婦の体に障るんだから…。 

   武史！（口元に指を当てて）恵さんには…“シーッ”。 いいね。わかったね。 

武史 （うなづく） 

[正彦、朱美夫妻は上手にはける。入れ替わるように、下手から恵が、畑からとってき

た  野菜をかかえながらやってくる］ 
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恵  (お腹の辺りをなでながら、縁側に腰をおろす)お母さんと、何、話してたの？ 

   なんか、元気ないよ。 

武史 お前こそ、そんな重いもん持って…。大丈夫か？ 無理すんなよ。 

   今日の午前中は、お医者さんに診てもらう日だろう？ 一緒にいってやろう

か？ 

恵  大丈夫。ありがとう！ 一人で行けるから…。 

  （立ち上がり、武史に近寄る）でも、… どうしたの？ 何か変だよ！ 今朝の

武史さん…。 

武史 … 

恵 （「立て札」に気づき、近づいて読み見上げる）“カン・サイ・デンリョク…”。

何、これ？  敦賀…って？ 福井県だよね。この村には、原子力発電所なんて、

ないものね。 

武史 良介が、夕べやってきて、しばらく、ここに置かせてくれ、って…。そのうち、

取りに来るさ。 

恵 （もう一度、立て札に目をやりながら）フーン？！ 

   こんな近くに原発があったんだね。 

   武史さん。心配いらないよね。 

武史 … 

恵  フクシマみたいなこと、… 爆発なんか、しないよね。  

［「武史！」という正彦の呼ぶ声］ 

武史（時計をみて）いけない、もうこんな時間だ。（上手にハケる） 

恵  （ゆっくりと舞台中央に歩み出る。お腹をなでながら、観客に確かめるように、

丁寧に） 

   大丈夫だよね。原発。爆発なんかしないよね。放射能なんか、飛んでこないよ

ね。 

[暗転。BGM（M②）］ 

正彦 地震だーぞ。 

朱美 地震よー。 

武史 恵！ 地震、地震だー 

恵  武史さん、助けて！ 助けて、武史さん。 

恵 助けて～！ 

［恵、上手に走って逃げる。暗がりの舞台に、恵の悲鳴が響く] 

［BGM（Ｍ②）終了］ 
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●第２場  11 月３日 夜中。武史・恵夫婦の居間 

［武史と恵が、居間のテーブルの下に座り込んでいる] 

恵 （携帯を確認して、驚いたように）“震度７”！ 震源地は……？ 

   大変！ 武史さん。敦賀。ホラ、見て！ 

武史 （恵の携帯を覗く）ホントだ！ 

恵 「敦賀」って、原発のある、あの「ツルガ」でしょう？  ここまで「30ｋｍ」な

んでしょう？ うちの庭の、「立て札」に書いてあったよね。 

武史 心配すんな。ここに書いてあるだろう？「津波の心配はありません」って。 

恵  また余震！ … 大きな揺れ…！ 武史さん！ 私… … 怖い！ 

武史 大丈夫だって…。そのうち、収まるから…。 

恵 「大丈夫？」…。何、そんな“のん気”なこと言ってるの？  

   武史さん、今朝、言ってたでしょう。…「カツダンソウ」！「原発の下に、活

断層が見つかったらしい」って。津波がなくても、地震で「活断層」が動いて、

冷却水を運ぶパイプが切断されたら、フクシマの時みたいに「メルトダウン」

が起こるかもしれない。爆発するよ。放射能が飛んでくる。 

   壊れていないかな？ 原発。揺れ、大きかったから…。 

恵   アッ！ 余震！ また…。（あらためて、テーブルの足をかかえるようにもぐ

る） 

武史 … 

恵  ねえ！武史さん…、何で黙っているの？ どうしよう？ 原発… 爆発したら

…。放射能… 撒き散らされるんだよね。 

   そうだ！ 風。風向き、（携帯を操作する）確かめなきゃ…。   

武史 … 

恵  （立ち上がり、窓を開ける。すぐに閉める）大変、… 風、吹いてる！ 敦賀

の方からこっちへむかって…。強い風…。 

   （お腹を守るように）急いで逃げよう！ (手を差し出す）ね、武史さん。早く！。 

   武史さん、なにをのんびりしてるの？ 早く！ 早く支度して！ 

武史（強い口調で）落ち着け！ 

  （恵に対して、というより、自分に言い聞かせるように）落ち着くんだ。 

恵  何言ってるの？ そんな場合じゃないでしょう？ 

武史（強い口調で）いいから、落ち着けって！ 

   どこへ「逃げる」って言うんだよ！ 逃げるあて、あんのか？ 

恵  … 

武史 ごめん。キツイ言い方しちゃって…。 

恵  …          

武史 まだ真夜中だし…。とにかく明日の朝になるまで、… な！ 待とう！ 
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  （なだめるように）「逃げる」にしても、こんばんは、しっかり寝ておいたほう

がいい。な、恵。 

  余震はもう大丈夫だろう。（寝室に消える） 

[一人、居間に取り残される恵] 

[BGM（Ｍ③）] 

恵 （独白①）怖いわ！予感がするの。敦賀の原発では、いまごろ爆発が起こってい

るわ、きっと。原発から撒き散らされた放射能が、フクシマのときのように、風

に運ばれて、あの伊吹山を越えてもうすぐ空から降ってくるはず。 

そうだ。一刻も早く、逃げなくっちゃ。 

(お腹の赤ちゃんに語りかけるように)大丈夫。一緒だよ。ママがあなたを守るか

ら。絶対に！                     

[暗転。BGM（Ｍ③）終了] 

 

 

●第３場 恵の夢：翌朝（11 月４日）の光景（松田家の庭） 

 [新しい立て札が立つ松田家の庭。役場の職員・良介がマスクのみの軽装備で現れる。

“Keep Out” の黄色いテープが、庭を横断するように張られている] 

良介 (ハンドマイクを手に)「30 キロメートル圏内の住民の皆さんは、役場前にバス

が停まっていますので、直ちに乗り込み、避難してください」。もう一度繰り

返します。「30 キロメートル圏内の住民の皆さんは、役場前にバスが停まって

いますので、直ちに乗り込み、避難してください」。 

恵  [防護服に身を包んで、下手からテープの後ろ側に小走りに登場する]バスはどこ

ですか？ （必死な形相で）赤ちゃんがいるんです。一刻も早く、安全な場所

に行かせてください。お願いします。 

良介 誰かと思ったら、恵さんじゃないですか？ 

恵  なーんだ、良介さんじゃない。避難場所に行くバスがでるんでしょ？ どこな

の？ 

良介 心配は要りません！ 

恵  … 

良介 恵さんのうちは、避難しなくて結構です。 

恵  えっ？！ 何でなの？ ここに立て札、あったでしょう。 

「関西電力・敦賀原子力発電所から 30km」という … あれ。 

良介 そう、つまり、「30km 圏内」というはコッチのことだから、恵さんのうちは避

難の対象じゃないってことです。 

恵  何、バカなこと言ってるの？ どっちもウチの庭なのよ。早く、避難させて！ 

ねー、早く！ 
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良介 でも、決まりは決まりですから、したがってもらわないと…。 

   それに、みんなが一度に避難しても、住む場所なんかないんだから…。 

恵  じゃあ、ここに置き去りにされで、それで私たちが死んだら、どうしてくれる

の？どうなのよ！ 

良介 落ち着いて聴いてください。今朝のテレビでやっていたでしょう。記者会見。

官房長官が…。「直ちには健康に影響はありません」って。 

   「死んだら、どうしてくれる…」なんて、(来ている防護服を見ながら、笑い声

で)恵さん、相変わらず大袈裟なんだから…。 

恵  政府の言う、そんな言葉、私は信じないわ。フクシマのときだってそうだった。 

   私、覚えてる。テレビで観たわ。ホットスポットって言うんでしょ。飯舘村な 

   んて、30km 以上離れているところまで、放射能が風で飛んできた。政府は風向 

   きについて公表しなかったでしょ？ そのせいで、放射能の影響を一番受ける 

   子どもたちが被曝させられた。ガンなんかの病気が出るのは、早くても 20 年後、 

   30 年後だから、「直ちには…」なんでしょ？ そんなのは責任逃れの欺瞞だわ。 

良介 わかりました。そのうち、きっと恵さんチにも避難命令がでますから、それま

では待っていてください。 

恵  待てないわ。この子はどうなってもいい、って言うのね。私、行く！そこどい

てよ。 

[良介、止めるしぐさ。武史が下手から出て、良介と言い争いしている恵に気づき、

走って駆け寄る] 

武史  どうした！？ 恵！ 良介！ ここで何してるんだ？ 

良介  武史！お前、亭主だろ。なんとか言ってよ。恵さん、いますぐ避難するってき

かないんだよ。 

武史  落ち着け、恵。一人で飛び出して、いったいどうする気なんだ。いったんここ

を出たら、しばらくは戻られないんだよ、このウチには…。 

恵   だったら、武史さんも行こう！ 一緒に。ね、そうしよ！ 

武史  親父やおふくろは？  

恵   みんなで逃げよう！ なら、いいでしょう。 

武史 … 

[正彦と朱美が下手から出てくる] 

正彦  避難命令って、いったい何があったんだ？ 良介！俺たちに、家を捨てて逃げろ

ってことか？ 

良介  お父さん。みなさんのウチは、幸い 30km「圏外」なので、避難の必要はあり

ません。いま、それを恵さんに説明していたところなんです。 

正彦 本当だな？俺の家は、ここにいてお茶栽培を続けられるんだな。 

朱美  よかったわ。たとえ二、三日でも、私、このうち離れたくないのよ。 
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   それにしてもお気の毒にね、向かいの山田さん。さっき、奥さんがご挨拶に来

たわ。「ポンちゃんの世話、よろしく！」だって。犬は連れいってもらえない

だってね。可哀想に…。 

   中に入って、お茶にもしましょう！ね、お父さん。武史！恵さんも…。 

[恵を除いて、全員ハケる。良介だけ、下手へ。BGM（Ｍ③）。恵、舞台中央へ] 

恵 （独白②）予感が当たってしまったようだわ。誰なの？ 私の大好きなこの大地

を汚したのは？  どうしよう？ こんなことしている時間はないわ。 

そうだ、逃げよう！ 遠くへ。少しでも遠くへ。でも、離れ離れになるなん

て…、イヤ！  武史さん！ お願い… 一緒に逃げて！ 生まれてくるこの

子のために…。  お父さん、お母さんも…。お願い！ 時間がないの。すぐ

に逃げて！［BGM（Ｍ③）終了］ 

 

 

●第 4 場  恵の夢：午後（11 月４日）の光景（松田家の玄関横の縁側） 

 [正彦と朱美がお茶を飲んでいる。その前に、「立て札」と「テープ」が引かれてい

る。その傍らで、“普段着”の恵が二人を見守っている] 

正彦  良介が…、「内緒だけんど…」、と言って、教えてくれたんだが…。 

朱美  … 

正彦  お茶の出荷、今年はできんくなるだろうって。いや今年だけじゃないらしい。

もうダメかもしれん。 

朱美  何で？ どういうこと？ 私、今朝も畑でお茶の世話してきたけど…。いつも

とナーンも変わっとらんかったよ。 

   お父さんだって、喜んでたじゃない。「今年のお茶は出来がよくて、美味しく

なるぞ」って。違うの？ あれ、嘘やったの？ 

正彦  (間髪入れずに、強い口調で)嘘やない！。 

   (トーンを落として、寂しげな口調で)嘘やない(肩を落とす)。 

朱美  じゃあ、どういうこと？ お父さん。ダメって…。 

正彦  原発のせいだ、原発の…。いまに、放射能が伊吹山を越えてやってくる。 

朱美  (立ち上がる。少し前に出て、伊吹山の方角を眺めながら)何も飛んでなんかい

ないわ。(深呼吸して)昨日の空と何にも変わってはおらんよ。35 年前だったね。

私が嫁いできたのは…。そのときと、何も変わっていないよ。私、この景色、

ダーイ好き！ お父さん。どこに飛んでるの？ 放射能…。 

[遠くから、良介のアナウンスが聞こえてくる。切羽詰まったような声。「計画的避

難地域のみなさんに、お知らせします。計画的避難地域のみなさんに、お知らせし

ます。至急、避難してください。至急、避難してください。 役場前のバスに乗って

ください」] 
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良介  (防護服姿で現れる)まだ、こんなところにいたんですか！ 早く支度しないと、

バス、出ちゃいますよ。置いてかれてしまいますよ。いいんですか？ 

   お茶はもうダメです。田んぼも、畑も…。残念ですが、あきらめてください。 

朱美  いつ戻れるんか？ 二、三日かい？それとも 1 週間？  

   とにかく、着替えを詰めてこなくちゃね、お父さん。 

正彦  やめとけ！ 着替えなんかいい！ (トーンを落として)着替えはいい。 

朱美  … 

正彦  朱美！ここにいよう。ずっと、ここにいよう。死ぬまで、この景色を眺めて、

一緒に暮らそう。 

朱美  すぐに戻ってこられるん、でしょ？ なあ、良介さん。 

良介  … 

正彦  避難したらもう、生きてるうちに、戻ることはないかもしれん。 

   な、そうやろ、良介。本当のこと、教えてくれ！ 

良介  （無言で下手に走り去る） 

[BGM（Ｍ④）。正彦、立ち上がる。少し遅れて朱美も立つ。傍らで、恵が見つめる] 

正彦 （独白③）朱美…。ここは、俺が生まれた故郷だ。子どもの頃から、山登りを

したり、川で魚をとたりして遊んだ思い出の場所なんだ。朝がくれば、ご飯を

食べて畑に出かけ、日がくれる頃には、家に戻ってみんなで食卓を囲む。昨日

までの、そんな当たり前の暮らしを、（伊吹山の方角を指さして）あの原発が

奪ったんだ。 

朱美！ どんなことがあっても、俺はずっとここに残る。伊吹山を眺めながら、

一緒にここで暮らそう。 

朱美…。（一呼吸おいて朱美の目を見つめながら）俺の嫁さんになってくれて、

ありがとな。 

朱美 （独白④）幸せだったわ。正彦さん。あなたのお嫁さんにしてもらって…。 

武史も生まれた。そして、恵さんという、気立てのいい、優しいお嬢さんが、

武史のお嫁さんに来てくれた。 

    楽しかったわ。夕飯の献立を考えながら、台所で毎日、恵さんと一緒にご飯

の支度をするのが…。 

    （少し、間をおいて）恵さん！ 一刻も早く、ここから逃げて。 

    大丈夫よ。私たちのことは心配しないで、元気な赤ちゃんを産んでね。 

恵  （正彦と朱美の独白を、傍らで静かに聴き、二人の姿を見つめながら） 

お父さん…、お母さん…。ありがとう！ 

   （一呼吸おいて、客席に向かって、自分にも言い聞かせるように） 

大丈夫。（静かだが、確かな口調で）今ならまだ、まだ、間に合うから …。 

［暗転。BGM（Ｍ④）終了］ 
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●第 5 場  11 月４日 朝。松田家の玄関横の庭 

[“もとの立て札”が立つ、松田家の庭。正彦と朱美がお茶を飲んでいる] 

武史  (あくびと伸びをしながら、下手から現れる)おはようございます。 

正彦  お前、いま何時だと思っとる。 

武史 夕べ、大きな地震があったやろ。あれから、余震があって、明け方まで眠れん

かったんや。恵は？ 

朱美 畑やないかな？ 

武史 いい天気やな！ 伊吹山がくっきり見える。(深呼吸)空気がうまい。 

[恵が野菜を運んでくる] 

朱美 恵さんは、ホント、働きものの嫁だね。(武史の顔を見て)誰かさんにはもった

いないくらい。 

武史 … 

恵  おはようございます。(伊吹山の方を見て)今日も、いい天気ですね。今年のお

茶は、きっと美味しいでしょうね。楽しみだわ。  

朱美 恵さんも、ここに座って…。 

正彦 恵さんは、夕べはよう眠れたんか？ 

恵  (武史と顔を見合わせて)地震、怖かった！ 

武史 （恵を指さしながら）こいつ、うなされた。「イヤ～！」「助けて～」だって。

マジ、こっちがビビった。(わざとらしく、あくびをしながら)恵、お前のせい

だぞ(おでこを小突くしぐさ)。 ネ・ゴ・ト。 

朱美 寝言！？ 恵さんが…？ 怖い夢でも見たの？ 恵さん。お腹の赤ちゃんの胎

教によくないわよ。 

恵  怖かった。でも、…。ホント、夢でよかった！  

武史 夢？！ 怖い夢って？ 恵。おまえ、どんな夢、見てたんだ？ 

恵  もういいの。思い出したくもない。それこそ、胎教に悪いわ。 

武史 コイツ～！ 

正彦 武史！ そろそろ、畑にいくぞ（と言って、立ち上がる）。 

武史 （立ち上がりながら）合点だ！  

朱美 あとで、お弁当を持って行くからね。恵さん、お昼、何にしようかね？ 

恵  … 

武史 俺、朝ごはん食べてないから、二人前よろしく！ 

朱美 何言っての？ 恵さん。武史の分は、いらいからね。 

恵  はい、わかりました。そうしましょう、お母さん。最近、メタボ気味だし…。 

武史 （お腹の辺りを気にしながら）えっ？！それはないでしょう～。 

恵   しかたがない、… 食べさせてあげますか。（お腹をさすりながら）「この子」

のために頑張っていただかないと困りますからね（武史を見つめる）。 
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武史 うん、まかせとけ！. 

恵  頼りにしてますよ、「お父さん」！（背中を両手で押すように、ポンと叩く） 

武史 （恵のお腹の辺りをさわりながら）じゃあ、行ってくるな。 

恵  （赤ちゃんの声で）「パパ、行ってらっちゃい！」 

武史 （咳払い。照れるようなしぐさ。でも、誇らしげな表情） 

正彦 じゃあ！（荷物を持って、上手にハケる） 

朱美 （正彦を見送りながら）気をつけてね。 

［武史、正彦の後を追うように上手にハケる。一呼吸おいて、朱美、下手にハケる］ 

［恵、舞台中央前方にゆっくりと歩みでる] 

恵 （アカペラで歌い出す）♪ “夕焼け小焼の 赤トンボ… おわれてみた… ” 

 [恵のアカペラに重ねるように、BGM（M①］。 

［スライドショウが始まったら、上手から正彦、朱美、武史の順に登場し、「恵→正

彦→朱美→武史」の順に整列する] 

 

 

●エンディング 2) 

［正彦、一歩前進。観客に呼びかけるように語る］ 

正彦 （独白⑤）フクシマでは、あの「東京電力 福島第一原子力発電所」の爆発に

よって、いまもまだ、多くの人たちが苦しんでいます。 

   フクシマで起こったことは、いつ私たちの周りで起きてもおかしくありません。 

［朱美、一歩前進。正彦に並ぶ。観客に呼びかけるように語る］ 

朱美 （独白⑥）私たちが暮らすこの村は、関西電力敦賀原子力発電所から 30 ㎞圏内

にあります。フクシマの事件は、他人事（ひとごと）ではありません。 

［恵、一歩前進。正彦、朱美に並ぶ。観客に語りかけるように］ 

恵  （独白⑦）もうすぐ、私は母親になります。生まれてくる、この新しい命と、

お父さんと、お母さん、そして武史さんとみんな一緒に、この村で、当たり前

の暮らしを続けていきたい。 

［武史、一歩前進。正彦、朱美、恵に並ぶ。観客に語りかけるように］ 

武史 （独白⑧）父さん、母さん、恵、そして生まれてくる赤ん坊と一緒に、俺もこ

の村で、おいしいお茶を作り続けたい。 

［恵、さらに一歩前進。自分に言い聞かせるように］ 

恵  （独白⑨）生まれてくる子どもに、この村の、美しい風景を届けたい！ その

ために、いまできることをしたい。（一呼吸おいて）だって、後悔したくない

から…。 

［武史、さらに一歩前進して恵に並ぶ。自分に言い聞かせるように］ 

武史 フクシマが教えてくれたことを、俺は忘れない！絶対に、忘れない！ 
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［BGM（M①）終了］ 

武史&恵 （目を見合わせて）今なら…、間に合います！ 

［正彦、朱美は一歩前進。全員が一列に並ぶ］ 

恵  （力強く）そうです！（あらためて、丁寧に）今なら… 

全員 （顔を見合わせ、声を合わせて、力強く） 

今なら……、まだ……、（あらためて、力強く）間に合います！ 

［BGM（M①）終了］ 

［伊吹山に方角に目線。確信に満ちた表情で、伊吹山を見つる］ 

［BGM（M⑤）］ 

［拍手の中、正彦、朱美、武史、恵の順に一人ずつ前に歩み出て、礼（拍手）。礼を

終えたら後ろに戻る。４人が礼を終えて整列したのち、遅れて、防護服姿の良介がハ

ンドマイクを持って小走りで登場（笑、礼（拍手）。整列］ 

［BGM（M⑤）のエンディング部分の音楽が聞こえたら、あらためて、一同礼。ゆっ

くりと良介を先頭に、上手に退場］。 

［なりやまない拍手。BGM（Ｍ⑤）終了と同時に、静かに幕が下りる] 

 

                                                                        《幕》 

 

 

 

【註】 

1) この「シナリオ」（テキスト：バージョン①）は、2012 年 11 月 3 日の岐阜大学の学園祭

で上演した後、豊橋市、豊田市、浜松市、伊豆市の、いずれも養護教諭を対象に実施したワ

ークショップ、および地域科学部の専門科目「環境教育論」講義で受講生を対象に毎年（2012

年度～2015 年度）実施しているワークショップ型の学習を踏まえて加筆修正され、公表に至

ったものである。 

2) 「エンディング」部分の台詞は、ワークショップ用シナリオでは空欄になっている。「BGM

（Ｍ①）」のサイズに収まるように、この作品の「エンディング」にふさわしい構成となる

よう各グループで台詞を考案し、パフォーマンスを競うプログラムとなっている。 


