
 
 
 郊外の一軒家。 
 居間。 
  
 老人の一人暮らし、といった雑多な部屋。 
 だが、清潔感はある。 
 
 そこへ、バケツ、鍋、洗面器など、水が入った状態で床やテーブルに置かれている。 
 一目見て、たくさんある、というぐらいの数。 
  
 
 パシャッ、と水をこぼす音。 
 

その後、一斉に、 
外の雨音、 
部屋の中での、バケツ、鍋、洗面器に落ちる、雨音、（それなりに水が入っている、そういう音） 
が聞こえてくる。 
それと混ざるように、風呂場からシャワーの音。 

 
 
 犬（上杉さん）ゆっくりと出てくる。 

水のはいった鍋の中をのぞく。 
飲むかと思いきや飲まない。 

  
 電話が鳴る。 
 
 上杉さん、電話のコール音を２コールだけ聞く。 

また別の、水のはいった鍋の中をのぞく。 
 頭に水滴が落ちる。 
 
 ７コール目で、サトル、出てくる。 
 
 電話、切れる。 
 
 上杉さんを見て、 
 
サトル  こらこらこら！（犬に） 
 
 サトル、鍋を見て、 
 
サトル  あー、もう。こんなに入ってたら飲んじゃうよ… 



 
 と、鍋を持ち、去る。 
  
 犬、鍋のあった場所に座る。 
 少しして、水滴が犬に落ちる。 
 微動だにしない。 
 
 玄関のほうで、ドアの開く音。 
 人が入ってくる音がする。 
 
（声）ゆき すごい雨―。 
 
 傘をふるう音。 
 犬、去る。 
 
（声）ゆき りょうちゃん、すそ濡れてる。 
（声）ﾘｮｳﾍｲ おお…… 
（声）ゆき おじゃましまーす。 
（声）ﾘｮｳﾍｲ おじゃまします…… 
（声）ゆき りょうちゃんはただいまでしょう。 
（声）ﾘｮｳﾍｲ だって、 
 
 と、リョウヘイとゆき、入ってくる。 
 居間を見渡して、茫然。 
 リョウヘイのズボンのすそはひざまで折れている。 
 ゆきは、マスクをしている。 
 
 パシャン、と水のこぼれる音。 
 
リョウヘイ え？ 
ゆき  え。 
 
ゆき  え？（リョウヘイに） 
リョウヘイ え？（ゆきに） 
 
 サトル、出てきて、ふたりに気づき、 
 
サトル  おうう！ 
リョウヘイ …おお。 
ゆき  お兄さん！ 
リョウヘイ あ…久し振り。 
ゆき  お久しぶりです。 



サトル  元気だった？（ゆきに） 
ゆき  お兄さんこそ。元気そうだけど。 
サトル  元気元気。元気だよ～。雨すごいね。濡れなかった？ 
ゆき  傘さしてたけどちょっと濡れたね。（リョウヘイに） 
リョウヘイ …おお。 
サトル  お前、すそ、まくりすぎじゃない？ 
ゆき  まくりすぎ。 
サトル  ゆきちゃん、風邪？ 
ゆき  あ、違います。予防。（マスクを外す） 
リョウヘイ てか、なにこれ。 
サトル  なにって、なに。 
リョウヘイ なにって、だから。 
サトル  見りゃわかるでしょ。ねぇ！（ゆきに） 
ゆき  まぁ。 
サトル  あ！ちょ、そこどいて。 
 
 サトル、鍋をまた床に置く。 
 しばし、鍋と天井を交互に見る。 
 カンっという水の落ちる音。 
 
サトル  よし。 
 
 サトル、ふたりを見て笑う。 
 
サトル  ぴったし！ 
ゆき  ナイス！ 
サトル  ちょ、かあさーん、 
 
 と、言いながらサトル去る。 
 
リョウヘイ ナイスって。 
ゆき  え？ 
リョウヘイ 古くね？ 
ゆき  そう？ 
 
 二人、立ったまま、部屋を眺める。 

雨の落ちる音。 
 
リョウヘイ え？ 
ゆき  りょうちゃん、それしか言ってないし。 
リョウヘイ いや、だって。なんだこれ。 
ゆき  ねぇ。 



リョウヘイ ねぇ、じゃないよ。 
ゆき  ほかになんていえばいいの。 
リョウヘイ わぁ大変だ、とか。 
ゆき  タイミング逃しちゃった。 
リョウヘイ そういうもん？ 
ゆき  びっくりを表すのってむずかしいのよ。 
リョウヘイ …ああ。 
ゆき  りょうちゃんだって、タイミング逃したでしょ。 
リョウヘイ 俺はまだびっくりしてるよ。 
ゆき  わかりづらい。 
リョウヘイ …ああ。 
ゆき  お兄さん、ふつうだったけど。 
リョウヘイ ああ。 
ゆき  （２拍おいて）ええ！？（驚く） 
リョウヘイ あ、今のびっくりしてる。 
ゆき  びっくりしたよ。 
リョウヘイ なんで。 
ゆき  りょうちゃんの返事がふつうすぎて。 
リョウヘイ いや、だって。 
ゆき  お兄さん、なんであんなふつうなの。 
リョウヘイ へんだよなぁ。 
ゆき  りょうちゃんもへん。 
リョウヘイ ゆきだってへんだよ。 
ゆき  わたし？ 
リョウヘイ うん。 
ゆき  どこが？ 
リョウヘイ え。 
ゆき  どこが？ 
リョウヘイ いや、ナイス、とか。 
ゆき  あとは？ 
リョウヘイ あと？ 
ゆき  あとは？どこが？ 
リョウヘイ いや…べつに… 
ゆき  ないの？ 
リョウヘイ …… 
ゆき  あーもう。ほんとびっくりー。 
リョウヘイ …… 
ゆき  ね！（同意を求めるように） 
リョウヘイ うん…… 
ゆき  雨漏り、する家なの？ 
リョウヘイ しないよ。 
ゆき  してるじゃない。 



リョウヘイ 俺が住んでるあいだはしたことなかったよ。 
ゆき  来るの、ひさしぶりだしねぇ。 
リョウヘイ そうだけど。 
ゆき  ほんと、ひさしぶり。 
リョウヘイ 俺はびっくりしてるんだよ。 
 
 テル子、出てくる。 
 
テル子  あらー。 
ゆき  おかあさーん。 
テル子  ゆきちゃーん。おひさしぶりでした。 
ゆき  おひさしぶりです。 
テル子  元気だったの。（リョウヘイに） 
リョウヘイ ああ…。 
テル子  しばらくぶりだ。わざわざすいません。 
ゆき  いえいえ。 
テル子  ごめんね、こんなんで。座って。 
リョウヘイ どこに。 
テル子  そのへん座れるから。濡れてたら言って。 
ゆき  はーい。 
リョウヘイ あのさ。 
テル子  なに。 
リョウヘイ あのさ、どうしたの、これ。 
テル子  これ？ 
リョウヘイ 雨漏り。 
テル子  ああ、うん。 
 
 テル子、お茶の用意をはじめる。 
 サトル、出てくる。 
 
テル子  お湯。 
ゆき  おかあさん、わたしやりますよ。 
テル子  いいから。ゆきちゃんは座ってて。 
 
 テル子、立ち上がり雨合羽のフードをかぶる。 
 
サトル  台所のほうがヤバい。いや、台所がもっともヤバい。 
ゆき  だから、カッパ。 
リョウヘイ …… 
テル子  あたまいいでしょ。 
ゆき  おかあさん、すごーい。 
テル子  あはは。 



 
 テル子、去る。 
 
リョウヘイ  兄ちゃん。 
サトル  ん？ 
リョウヘイ  知ってたの。 
サトル  なにを。 
リョウヘイ  雨漏り。 
サトル  知らないよー。来たらこんなんなっててさ、びっくり。 
ゆき  あ、お兄さんもびっくりしたのを表現しそびれたでしょ。 
サトル  なにそれ。 
ゆき  びっくりを表現するのって難しいよねって。 
サトル  そう？ 
ゆき  りょうちゃん、びっくりしそびれて。 
リョウヘイ  しそびれてはいない。 
サトル  俺は滞在５分で慣れたよ、この家に。 
ゆき  お兄さん、適応能力高い。 
サトル  だろうー？ 
リョウヘイ  いつからこうなの。 
サトル  知らん。 
リョウヘイ  これ、ないでしょ。 
サトル  雨漏り？ 
リョウヘイ  ほかに何がある。 
サトル  でもなぁ。母さん、普通だしなぁ。 
リョウヘイ  普通じゃないだろ。カッパだよ。 
ゆき  カッパなんてしばらく着てないねぇ。 
リョウヘイ  そういうことではない。 
サトル  普通にカッパ着てるんだもんなぁ。わが母。 
ゆき  ねぇ。 
サトル  また似合っちゃうんだな。わが母。 
ゆき  似合ってる。 
リョウヘイ  …… 
 
リョウヘイ  上杉さんー。（探す） 
ゆき  あ、上杉さん！わたしまだ会ってない。 
サトル  上杉さんがさ、雨漏りした水飲んじゃうの。 
ゆき  えー。 
サトル  それはあんまりねぇ。よくないよねぇ。 
ゆき  そうですねぇ。 
リョウヘイ  上杉さんー。（探す） 
サトル  さっきまで居たんだけどなぁ。上杉さんー。 
 



と、半裸でアツシが立っている。 
タオルで頭を拭いている。 

 
リョウヘイ おあっ！？ 
アツシ  あ！ 
リョウヘイ えっと……あっちゃん？ 
アツシ  おおー！りょうちゃん！？ 
リョウヘイ おお…… 
アツシ  わー！！！元気だったー！？ 
 
 アツシ、リョウヘイをハグ。 
 
リョウヘイ お、おお…… 
アツシ  俺、会えて超うれしいよ！ 
リョウヘイ おお…… 
アツシ  何年ぶり？覚えててくれて超うれしい！よくわかったね！ 
リョウヘイ  おお……居たんだね…… 
アツシ  ２時間前ぐらいについてさ！雨すごくてさ、もう大変だったよ！ 
リョウヘイ  あ……チャリで来たんだっけ…… 
アツシ  そーう！チャリ！チャリの旅！ちょっとあとで見て？俺の愛車。超かっこいいんだ

から！ＡＴジュニアっていうんだけど！ 
リョウヘイ  へーえ……じゃあ、あとで…… 
アツシ  でさ！おばさんが雨に打たれたからってお風呂いれてくれてさ！超いい湯だった！

おばさん、あがったよー！ 
（声）テル子  はーい。 
サトル  ゆきちゃん。これ、あっちゃん。 
ゆき  はじめましてー。 
アツシ  はじめまして！あ、りょうちゃんの奥さん！お噂はかねがね！ 
ゆき  こちらこそ。 
アツシ  すげーりょうちゃん！奥さんいるなんて、すげーよ！ 
リョウヘイ おお…。 
 
 テル子、ポットを持って出てくる。 
 
テル子  あっちゃん、あっちに布団敷いておいたからね。 
アツシ  アザス。 
テル子  あっちゃん、リョウヘイとも会うの久しぶりか。 
アツシ  そりゃそうだよー。おばさんと会うのだって２０年ぶりぐらいじゃん？ 
テル子  あー、そんなに経つ？ 
アツシ  そうだよ。りょうちゃんも、サトルくんも２０年ぶり。 
テル子  わたしも、このふたりと会うの２０年ぶり。 
サトル  そんなわけはない。 



テル子  あんたのお母さんにもしばらく会ってないもの。元気？ 
アツシ  元気だよ。 
ゆき  あっちゃんのお母さんって、 
テル子  あたしのふたつ上の姉。 
ゆき  ともえおばさんの、 
テル子  そのひとつ上。 
ゆき  へー。 
リョウヘイ  ゆき。 
ゆき  ん？ 
リョウヘイ  あつしくん。 
ゆき  あっちゃん？ 
リョウヘイ  うん。だから、あつしくん。 
ゆき  あっちゃんは、あつしくんね。 
リョウヘイ  だからさ、初対面なんだから。 
ゆき  あ、そっか。 
アツシ  いいんですよー！あっちゃんで！だって、俺のほうが下でしょ？ 
リョウヘイ  まぁそうだけど。 
アツシ  全然！ノープロブレム！あっちゃんでＯＫスから！ 
リョウヘイ  ……おお。 
ゆき  あっちゃん。 
アツシ  ヤー。（yesの意） 
テル子  あっちゃんがリョウヘイのお茶碗でごはん食べるって言ってきかなくてね。 
サトル  それいつの話。 
テル子  小さいときの話。 
アツシ  そんなことあったー？ 
テル子  でも、リョウヘイは自分のお茶碗じゃないと絶対いやだって言って、喧嘩してね。

リョウヘイのお茶碗はほら、なんか柄が描いてあったから。なんか、こう、ほら。 
リョウヘイ チェンジマン。 
ゆき  よく覚えてるね。 
テル子  あっちゃんもそのお茶碗でごはん食べたくてね。大喧嘩。 
ゆき  それどうなったんですか。 
テル子  あっちゃん食べたあとにリョウヘイが食べた。 
アツシ  マジで！？りょうちゃん、ごめん！悪かったよ。 
リョウヘイ おお…… 
アツシ  ほんとだったら、りょうちゃんがごはん食べてからだよな。ごめんな。 
リョウヘイ いや……だいじょうぶ…… 
ゆき  あっちゃんが食べるまで待ってたんだねぇ、りょうちゃん。 
リョウヘイ おお… 
ゆき  やさしい。 
テル子  やさしいんだかなんだか。 
アツシ  りょうちゃん、リスペクト。 
サトル  あっちゃん寒くないの。 



アツシ  全然！ノープロブレム！ 
サトル  雨降るから着たら。 
アツシ  濡れるんだったら一緒ッス。 
サトル  そういう考え方もあるねぇ。 
アツシ  そうでしょ！グッドアイディーア。 
ゆき  あ、お母さん、わたしお茶いらない。ごめんなさい。 
テル子  あら、いいの。 
ゆき  うん、持ってるやつ飲むから。 
テル子  あらそう。 
 
 しばしの沈黙。 
 
リョウヘイ あのさ、 
サトル  ん？ 
リョウヘイ うち、いつからこうなの。 
テル子  …… 
サトル  こうって？ 
リョウヘイ 雨漏り。 
サトル  いつから？（テル子に） 
テル子  うーん。 
リョウヘイ 俺、金出すから。 
テル子  なんの。 
リョウヘイ 屋根？直す金。直さないとダメでしょ。 
テル子  いいんだって。 
リョウヘイ ダメだって。 
テル子  いいんだって。 
リョウヘイ 不自由だろ。カッパ着てお茶いれるのヘンだろ。 
テル子  なんも不自由してないって。 
リョウヘイ んなわけあるか。（サトルに）なんか言えよ。 
サトル  言ったよ？ 
リョウヘイ なんて。 
サトル  直そうって言ったよ。 
リョウヘイ ほら、兄ちゃんもこう言ってるんだから。 
サトル  でも、俺にも直さなくていいっていうからさ。いいんだよ。 
リョウヘイ いやいや。 
サトル  母さんがいいっていうんだから。いいんだよ。 
リョウヘイ いやいや。 
サトル  俺だってお前だって、ここに住んでるわけじゃないんだから。住んでる母さんがい

いっていうんだから、いいんだよ。なぁ。 
テル子  うん。いいんだって。あっちゃんからもリョウヘイに言って。 
アツシ  俺はいいと思うけど。だって、超ファンタスティックよ？おばさんち！ 
ゆき  ファンタスティック。 



アツシ  悪くないぜ。 
リョウヘイ いやいや。 
サトル  まぁ、だからいいんじゃない？ 
リョウヘイ いやいや。 
ゆき  じゃあさ、雨あがってから考えよ。 
リョウヘイ 雨あがったら直すことないだろ。 
ゆき  そうだねぇ。 
テル子  リョウヘイ。 
リョウヘイ なに。 
テル子  今日だけ我慢しなさい。 
リョウヘイ そういう問題か？ 
ゆき  つめたっ。（雨があたる） 
 
 皆、ゆきの頭上を見る。 
 
テル子  あら、そこも。 
サトル  皿、まだあるの。（テル子に） 
テル子  これぐらいならコップでいいわ。 
 
 サトル、コップを取りに行く。 
 
ゆき  大変。（カバンを開けてタオルを出す） 
サトル  そんなに濡れた？ 
ゆき  そうでもないけど。（頭を拭く） 
リョウヘイ あ、ゆき… 
ゆき  うん、大丈夫。 
テル子  ごめんね、ゆきちゃん。 
ゆき  大丈夫です。（頭を拭く） 
リョウヘイ ほら。 
テル子  なに。 
リョウヘイ 直したほうがいいって。 
テル子  いいんだって。 
 
 サトル、戻ってきて、上を見る。 
 コップを置く。 
 しばし、コップを見ている。 
 ピチャという音。 
 
サトル  ぴったし。 
アツシ  ナイス！ 
リョウヘイ …… 
ゆき  ほら。（リョウヘイに） 



リョウヘイ …… 
 
上杉  わん。 
 
 上杉、出てくる。 
 
リョウヘイ 上杉さん！ 
アツシ  ヘイ！ミスターウエスギ！ 
 
 リョウヘイ、上杉に駆け寄る。 
 
リョウヘイ 上杉さん～お久しぶりです～ 
アツシ  ねぇ、なんで上杉さんなの？ 
テル子  メスで謙信はちょっとアレでしょ。かわいくないから。 
アツシ  ワオ。 
サトル  だから、上杉さん。 
テル子  最初は謙信て呼んでたのにねぇ。 
リョウヘイ 上杉さん～ 
 
 上杉、二人をかわして、バケツの中をのぞく。 
 
サトル  上杉さん、ダメ！ 
テル子  いいのいいの、飲まないから。 
サトル  そうなの？ 
テル子  上杉さん、汲み立てじゃないと飲まないから。 
サトル  ならいいけど。 
リョウヘイ あ。 
サトル  どした。 
リョウヘイ てことはさ、俺の部屋。 
テル子  あんたの部屋なんてないよ。 
リョウヘイ 元・俺の部屋。まさか。 
テル子  一応大丈夫だと思うけど。 
リョウヘイ 俺、卒業アルバムとか置いてあるんだけど。 
 
 リョウヘイ、去る。 
 ゆき、まだ頭を拭いている。 
 
サトル  あいつ、卒業アルバムとか大事にするタイプじゃないのに。 
アツシ  思い出は大事だよ？ 
ゆき  なくなると思うと惜しくなるタイプなんですよ。 
テル子  そういうとこ、あるねぇ。 
ゆき  お兄さんの部屋は？ 



テル子  お兄ちゃんはもう荷物ないもの。 
ゆき  そうなんだ。 
サトル  だから元・俺の部屋なんてものもない。 
ゆき  へえ。 
アツシ  みーちゃんの部屋は？ 
 
 テル子、サトル、少しだけ、びくっとする。 
 
テル子  …… 
サトル  みーの部屋は、あるよ。 
アツシ  水漏ってないの。 
サトル  大丈夫。 
ゆき  みーちゃん、ここに住んでるんだと思ってた。 
アツシ  今、どこにいるの？みーちゃん。 
テル子  うん。 
アツシ  サトルくん連絡とってないの。 
サトル  俺は全然。 
アツシ  妹なのに。 
サトル  年、離れてるしなぁ。 
ゆき  みーちゃん、くるんですか。 
サトル  どうかな。 
アツシ  俺、みーちゃん超会いたいな。 
サトル  みーも喜ぶよ。ねぇ。（テル子に） 
テル子  そうだね。 
アツシ  みーちゃん、俺のことわかるかな。 
テル子  あっちゃん、おなかすいてないの。 
アツシ  ノープロブレム。 
テル子  ちょっと待ってね。 
サトル  あっちゃん、おなかすいてないんだって。 
テル子  あ、そう。おなかすいてないって言った？ 
サトル  ぼんやりと。 
テル子  男の子ははっきり言わないとだめよ。 
アツシ  今日からそうする。 
サトル  ゆきちゃん？ 
ゆき  はい？ 
サトル  あたま。 
ゆき  うん。（まだ拭いている） 
サトル  あ、うん。 
 
 少しの沈黙。 
 
 玄関で物音 


