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著者と語る
『おらおらでひとりいぐも』
若竹千佐子・芥川賞作家
２０１８年３月９日
デビュー作でいきなり芥川賞を受賞。60 代で作家になるまでの道のりを辿る。小さ
いころの夢が本を書く人だったのに、もっと早く実現できなかったのは何故と自問自
答。「20 代のころは自分の小説のテーマを何もつかめていなかった」と述懐する。
「自分のことを分かりたい。分かったことはおもしろく語りたい」。この気持ちを
ずっと持ち続けてきた。
そこに、突然の夫の死。「こんなつらいことが自分の身に起きた。私はどうしても
そこに意味を見出したい人間なので、このままでは終われない」。四十九日の翌日か
ら小説講座に通い始めた。それが、70 代の未亡人「桃子」さんの内面を描く物語に結
実した。
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かしいんですけれども、まず、2 つばかり朗読

司会＝小川記代子クラブ企画委員（産経新聞）

させていただきます。

皆さん、こんにちは。

最初は、冒頭の文章です。

きょうは、『おらおらでひとりいぐも』で芥

「あいやぁ、おらの頭（あだま）このごろ、

川賞を受賞されました若竹千佐子さんにおい

なんぼがおがしくなってきたんでねべが

でいただきました。

どうすっぺぇ、この先ひとりで、何如（なん

私は日本記者クラブの企画委員で産経新聞

じょ）にすべがぁ

社の小川記代子と申します。どうぞよろしくお
願いいたします。

何如（なじょ）にもかじょにもしかたながっ
ぺぇ

皆さん、こちらの本はお目通しだと思います
し、大変話題になりました。その独特の文体、

てしたごどねでば、なにそれぐれ

そして女性に年齢を言うのはですが……。60

だいじょぶだ、おめには、おらがついでっか

代でのご受賞ということでも大変注目を集め

ら。おめとおらは最後まで一緒だがら

ました。単行本でいま現在、50 万部を超える

あいやぁ、そういうおめは誰なのよ

部数を記録しています。文芸書としては異例の

決まってっぺだら。おらだば、おめだ。おめ

売上だというふうに認識しています。

だば、おらだ」

作品は、70 歳を超えている桃子さんの人生

これは桃子さんという主人公の脳内の会話

の晩年に訪れた胸中を語る。読み方はいろいろ

なんです。

あると思いますけれども、晩年を受け入れてい
くというさまが独特に描かれている大変おも

東北弁とは何か

しろい作品だと思います。
若竹さんは岩手県の遠野のお生まれで、臨時

あともう一つ読むところは、桃子さんの脳内

教員をなさった後、上京されました。結婚後は

の住人を柔毛突起と言っているんですけれど

主婦として、働いてこられました。この作品で

も、その柔毛突起の一人で、老婦人、人品穏や

は、郷里の東北弁――東北弁と一概に言ってし

かな老婦人が、東北弁とは何かということを言

まっていいかどうかわかりませんけれども、そ

っているところをちょっと朗読したいと思い

の東北弁がとても効果的に使われております。

ます。

きょうは、若竹さんにたっぷりお話をいただ

「人の心は一筋縄ではいがねのす。人の心に

くとともに、その後、皆さんからのご質問も受

は何層にもわたる層がある。生まれたでのあが

けたいと思いますので、どうぞよろしくお願い

んぼの目で見えている原基おらの層と、後から

します。

生きんがために採用したあれこれのおらの層、

それでは、もう皆さんお待ちかねなので、早

教えてもらったどいうか、教え込まされたどい

速若竹さんにお話をと思います。効果的に使わ

うか、こうせねばなんね、ああでねばわがねと

れた東北弁を実際にお聞きになりたいと思い

いう常識だのなんだのかんだの、自分で選んだ

ます。ご本の中の一節をお読みいただこうかと

と見せかけて選ばされてしまった世知だのが

思っておりますので、まずよろしくお願いいた

付与堆積して、分厚く重なった層があるわけで、

します。

つまりは地球にあるプレートどいうものはお

若竹千佐子・芥川賞作家

らの心にもあるのでがすな。おらしみじみ思う

皆さま、どうもこ

んにちは。こんな豪華なお席に呼ばれるなんて、
ほんとに光栄です。

ども、何事も単品では存在しね。必ず類似模倣
するものがあるわけで、地球とおらも壮大な相
似形を為すのでがす。で、おらどの心にもある

では、早速、東北弁、耳慣れない方もいっぱ

プレートの東北弁はその最古層、言ってみれば

いいらっしゃると思いますので、ちょっと恥ず

手つかずの秘境に、原初の風景としてイメージ
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のように漂っているのでがす。そったに深いど

臨採教員をしながら、5 年、教員採用試験は受

手が届かないがどいうど、そでもねぐ、おらは、

け続けたんですが、なかなか採用されませんで、

おらが、と一声呼びかければ、漂うイメージそ

そのあたりが自分としては一番の挫折の期間

わそわと凝集凝結して言葉となり、手つかずの

だったです。

秘境の心蘇る。ちょうど、わたしが、と呼びか

それで、そのころにちょうどお見合いの話が

ければ体裁のいい、着飾った上っ面のおらが出

ありまして、これは「飛んで火に入る夏の虫」

てくるように。それどいうのも、主語は述語を

と、旦那さんはそういうかわいそうな、いい人

規定するのでがす。主語を選べばその層の述語

だったと思って、それで結婚して、家庭に入る

なり、思いなりが立ち現れるのす。んだがら東

ことになりました。

北弁がある限り、ある意味恐ろしいごどだども、
おらが顕わになるのだす、そでねべが。
」（笑）

やっぱり心の中では悔しいという思いがあ
ったし、このままでは終われないみたいなとこ

（拍手）

ろもあったような気がします。でも、そう言っ

ありがとうございます。

たって歯噛みをして生きてきたわけではなく

これは、イメージとしては、昔、長岡輝子さ

て、子どもも 2 人いましたし、いい亭主でした

んという女優さんがいらしたと思うんですけ

ので、家庭人としては幸せだったです。けれど

れども、その女優さんがちょっと言ってみるよ

も、やっぱり心のどこかでは寂しいな、これだ

うな感じで、東北弁とは桃子さんにとって一体

けじゃつまらないな、みたいな気持ちも心のど

何なのかということを、ちょっと表現してみよ

こかであったことは事実です。

うと思ったところです。

小さいころの夢が小説家ということであり

改めまして、15 分くらい、自己紹介という

ました。けれども、その当時のことを思えば、

ことなので……。

63 にならないまでに、どうして早く小説家に
なれなかったのかな、どうしてだったんだろう

司会 もっと長くて大丈夫です。

なと思うと、私の 20 代のころは、まだ私、自

若竹 そんなに長くは……。私は、岩手県遠

分の小説のテーマというのが何もつかめてい

野市というところで、昭和 29 年、1954 年生ま

なかったんです。若くしてきらめく才能で世に

れです。63 歳。来月は 64 歳になります。

出てくる作家さんとは、私、やっぱり違ったん

それで、平凡なんですけれども、小説家にな

です。どこがどう違ったかというのは、私も知

りたいと思っていたのは、本当に小学校の 3～

りたいところだし、このところ考え続けてきた

4 年のころで、先生に連れていってもらって図

ことなんですけれども、そういう才能はなかっ

書室に一人で入らせてもらったときに、図書室

たです。

のかび臭い、湿っぽい、あの本のにおいがとっ
てもいいなと思って、それで、本を書く人に私
はなるんだみたいなのが、結構ほんとに早くか

わがったことをおもしぇく語りたい

らありました。

では、どうしていまごろになってこうなのか

でも、そう思っていたんですが、もちろん作

ということも考えてみますと、私、ずうっと自

家なんていう職業があることも知らなかった

分の心の中を探索するのがほんとに好きなん

です。でも、私の本も図書室の本棚に 1 冊乗れ

です。自分とはどういう人間なんだろうみたい

るような人になりたいというのが私の子ども

な、人間て何だろうとか、そういうことをずう

のころの夢でした。

っと考え続けて、わかったことを書きつけたい
人間でした。なので、私の本当の心の奥底に、

ただ、それで生活できるなんてもちろん思っ

さっきのおばあさんの言葉じゃないけれども、

ていませんでした。地元の岩手大学の教育学部

いろいろこうせねばなんない、ああでねばわが

に入って、学校の先生、中学校の国語の先生に

ないという、いろいろ人から、親だの先生だの、

なりたくて、それで教育学部に入ったんです。
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周りから、こういうふうに人から教わったもの

桃子さんがどういうふうに自分のことを考え

ではなくて、私の本当の「原基おらの層」と言

て、どういうふうに受容していくのか、桃子さ

っているんですけれども、生まれたての赤ん坊

んの脳内の対話を、だから、出来事なんていう

の私の中にあった心というのはわかりたい、自

のはほんとにちょっぴりなので、大した変化は

分のことをわかりたいという気持ちと、わかっ

ないんですけれども、一章なんかでは、桃子さ

たことはおもしろおかしく語りたいというか、

んがお茶をすすって、湯飲み茶碗をこうやって

東北のほうだと「語る」と言うんですけれども、

ひねくり回して、それで立ち上がって、階段を

「話す」よりもっと古い言葉で、語りたい、そ

上がって、2 階の踊り場に行って、外を眺める

ういうものがほんとに私の心の中を探ってみ

くらいの、ほんとに出来事としてはほんのちょ

るくと、わがりたい、わがったことをおもしぇ

っぴりなんだけれども、桃子さんの中の脳内の

く語りたいという 2 つの気持ちはあったんだ

あれやこれや、有象無象の話し合いで展開して

なということは、随分と自分の心を探っている

いくような、そういう小説を通して、一人の女

うちにありまして、そのために、ずうっと考え

の人が生きてきて、何を考えているかというこ

続けてきたことです。

とを表現したいなと思いました。それでこの小
説ができ上がりました。

それで、私は、例えば家庭でこんなに、まあ、
恵まれたといったって、そんなにお金持ちなわ

私の自己紹介なんていうのは、これくらいの

けじゃないけれども、心優しい夫と、かわいい

ものですが、よろしいでしょうか。
（笑）

子どもがいる、そういう状況の中でも、何で私

司会

はこんなに寂しいんだろうみたいなところが、

十分わかりました。ありがとうござい

ます。

なぜ、なぜなんだろうみたいなのが私の考えの

ついこの前、遠野に里帰りといっていいんで

原点です。それを探すために、自分の心を探す

しょうか、なさって、大歓迎を受けられたよう

ためだけじゃない、まだみつからないから、い

に、弊紙の記事でもみまして、どんな感じでし

ろんな人の本を読んでみよう、心理学の本を読

たか、帰られて。

んでみようとか、いろんなことを読んでみよう
と思った中でみつけた本が、河合隼雄さんの一
連の本だったし、その後、上野千鶴子さんの本

東北弁への誇り

でした。

若竹

いやぁ、本当にびっくりしました。何

このお二人の本を読んでみて、いちいちほん

でこの人たちはこんなに喜んでくれるんだろ

とにうなずくように、私の人生を通して、この

うという、ほんとに、もちろん遠野だから、親

お二人の言っていることは正しい、ほんとに私

戚縁者はもちろんいっぱいいるんですけれど

はこの人たちの言っていることがいちいちよ

も。遠野でも、全く顔も知らない人たちがほん

くわかるみたいな感覚がありました。この人た

とに喜んでくれて、おじいさん、おばあさん、

ちの哲学は即私のものとして受け入れていい

手を振ってくれて、なんか、私、アイドルじゃ

んだみたいなことで、これで私は自分の人生、

ない（笑）、そういう感じにちょっと勘違いす

人間とは何かとか、生きるということはどうい

るくらい、ほんとに喜んでくれて。しばらく考

うことなのかということを考え続けてきた核

えて、なして、この人たちはこんなに喜んでく

になった本たちでした。

れたんだろうって、こっちの木更津のほうに帰
ってから、しばらく考えたんです。

それで、わかったことはおもしぇく語りたい
というのがもう一つの私の欲望でして、それで、

それで、東北弁で書いた、ということだった

桃子さんという一人の人間をつくり出して、桃

んだなと思いました。もちろん、私は小説家に

子さんに、老年の桃子さんですから、人という

なりたかったから、言葉にはこだわりがあるつ

のは、やっぱり自分の人生を納得したいと思う

もりです。でも、普通といったら終わりだけれ

ものだと思っていて、私は、そういうもので、

ども、普通の農家のおじいさん、おばあさん、
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あの人たちがあそこまで喜んでくれたのは、や

そこに豊かさが生まれるとしても、私たちのよ

っぱりあのおじいさん、おばあさんたちにも、

うな後から仕入れた人たちにとっては、どうし

言葉というものにすごく誇りがあったんだな

ても言葉に具体性をなかなか表現しづらいみ

ということを改めて感じました。

たいなのがあって、話は戻るんですけれども、

東北弁というと、皆さんはどう思っているか

おじいさん、おばあさん、遠野の人たちが喜ん

知らないけれども、何か暗い、あまり喜怒哀楽

でくれたことは、方言で自分たちの言葉を使っ

のはっきりしない、汚い言葉みたいな、意外と

て作品を書いてくれたことの喜びみたいなも

ネガティブな印象を持たれているかもしれな

のが伝わってきて、ああ、私、ちょっといいこ

い。私たちも子どものころは、東京さ出てって

としたんだな、みたいな、そういう思いでいま

稼ぐときに、この言葉だど恥かくんだから、言

した。

葉を直さねばだめだよ、みたいな、そういうこ

ごめんなさい。長い……。

とを学校の先生にも言われたりもしました。だ

司会

遠野といえば、『遠野物語』が知られ

から、自分たちの言葉に誇りを、ちょっと持ち

ていて、囲炉裏端でおばあさんが、最後、どん

たいんだけれども、持てないみたいな気持ちが

ど晴れで、という語りが有名じゃないですか。

どこかに心の中に働いていて、だけれども、そ

先ほど、ご自身のことをわかってもらいたい、

れをこの『おらおらで』で東北弁で書いてくれ

そしてわかったことをおもしろおかしく伝え

たことを、よく書いてくれたという思いがおじ

たい、表現したいという思いって、強引ですけ

いさん、おばあさん――おじいさん、おばあさ

れども、語り部さんのようなイメージなんでし

んと言いますけれども、私もいいかげん――ま

ょうか。

るで自分が若いような言い方をしますが、私も
この年になって、そういう言葉というか、年配
の人たちもほんとに喜んでくれたのは、東北弁

自分の人生を納得したい

を使っているということ、東北弁で自分たちの

若竹

ああ、そうですね。そういうことはあ

思いというか、言葉を表現してくれたというこ

るかもしれません、うん。私、『遠野物語』と

との喜びだったんだな、やっぱり言葉って、も

いうと、大人になってから『遠野物語』を読ん

のすごくその人自身のアイデンティティーだ

だので、昔話も聞くことなくて、私としての『遠

なと思ったんです。

野物語』というのは、私の祖母が裁縫をしてい

ほんとに東北弁のおもしろさ、東北弁は、決

る人だったので、よくそこにおじいさん、おば

して暗いものではなくて、もっとユーモラスな

あさんが集まって、それこそきせるでパーンと

もので、どの方言もとっても豊かだと思うんで

やって、プップッとやってたばこを吸うような、

すね。私の父親がよく言っていた言葉が、「人

あの時代の、私の祖母は明治 30 年生まれでし

間というのはガンバコに半分足を入れねばわ

たから、そういうふうなあの年代の人たちが世

がらねよ」と。
「死ぬ」とか、
「死にそうな」と

間話をしていて、あそこのうちはどっから嫁を

いうことを「ガンバコに足を突っ込む」という

もらった、その嫁の来たうちはこれこれこうで、

ふうな表現をしている。方言て、すごく具体的

と、そういう話を延々とおじいさん、おばあさ

な言葉だと思いますね。ガンバコに足を突っ込

んというのはしているんです。

むイコール死にそうになるということですか

何でこのおじいさん、おばあさん、こんなに

ら、そういうふうに、方言というのは生活が積

人の家庭のことをここまで話をするのかなあ

み重なっているから、勢い言葉に具体性を帯び

と、子どものころはわからなかったんですが、

る言葉だと思うんですね。

ある程度私も年配になってくるとわかってき

東北弁に限らず、いろんな言葉もそうなんだ

たことが一つあって、自分の人生を納得したい

と思うんですけれども、標準語で育った人は、

から、ああいうふうに話しているんだな、うー

もちろんそこに生活の体験があるわけだから、

ん、なるほどと。よくおじいさん、おばあさん
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たちが、あそこのうちはこうなって、ああなっ

になられましたけれども、そのあたり、どうい

て、例えば「かまけしたぞ」なんて、「かまけ

う思いだったのかというのが、もう少し詳しく

した」ということはおそらくわからないと思う

教えていただければ。

んですが、方言で、
「かまどを返す」という意

若竹

もちろん家庭では、私、必要とされる

味で、破産するとか、そういう意味なんです。

人間だったわけですけれども、やはり女の人で

あそこのうちはこうなって、ああなって、かま

も社会性が必要なんだというのは、私の実体験

どを返してしまった、うーん、とか言って、ま

で、社会という世界を閉じられて、狭い世界で、

た次の話におじいさんたちの話は移っていく

家庭の安寧というか、家庭を幸せにするという

んだけれども、あの話は、きっとそういった好

ことを第一義に考えて生きてきたんだけれど

奇心だけではなくて、もちろんそれも世間話の

も、それだけじゃ、女の人だって、やっぱり外

中にあったんだろうけれども、でも、そういう

に出たいんですよね。

ことで世の中というものとか、自分とか、周り

安倍内閣が、「女性の活躍する社会」とかな

の人の来し方を考えつつ、生きるということは

んとか上から言っているんだけれども、そうで

何なのかということを納得したかったんだな、

はなくて、女の人が、女の人の立場で、やっぱ

だからあんなことを話していたんだなみたい

り生き生きと暮らすためには、家庭の幸せもあ

な。

るかもしれないし、やっぱり外に出て働きたい、

そういう思いがあって、やっぱり私もそうい

男並みとは言わない、いまの女の人たちが生き

うことの長い流れの中の一人で、私もあのおじ

生き働けるような世の中というのはやっぱり

いさんたちと同じ、あの人たちは、まだそれで

必要なんだというのは、私自身の心を探索して
も、もちろん字は書けたかもしれないけれども、 みても、全くそれは本当の話だなというのは実
記録として残すようなことはなかったはずで
感です。
す。
だから、私はまだ親に、役に立たないと言わ

小説の世界に入るきっかけ

れてしまったんだけれども、大学へ入れてもら

司会

って、考えることのおもしろさみたいなものを

聞きづらいですけれども、小説の世界

に入られたのが、ご主人がお亡くなりになられ

気づかせてもらって、だから、私は書かなくち

たというのが一番大きなきっかけということ

ゃいけないんだみたいな思いがあって、この小

でしたけれども、そのときの思いとかを教えて

説を書いていました。

いただければ。ご自身が、それによってどのよ

ごめんなさん。語り部です。

うな変化が、どういうふうに自分が変わったの

司会 すごくよく……。

かということについて、お願いできますか。

『遠野物語』も、昔は口承で、口伝えでした

若竹

ことしの 7 月でもう丸 9 年になります

からね。たまたま書き込めたのがあの本でござ

ので、ほんとに夫を失ったときの絶望感みたい

いますものね。

なもの、絶望していた自分を客観的にみる視点

若竹 はい。

も十分にでき上がっているので、思い出すこと

司会

はもうそんなにつらくはないですが、何か私は

ちょっとその後の生活になりますけ

れども、先ほどもお話にもありましたけれども、 意味を探したい人間だったので、どうしてここ
で夫を失った、何か意味がないんだろうか、こ
上京なさって、結婚して、とてもいい旦那さん
で、いいお子さんも生まれて、それでもやっぱ

んなつらいことが自分の身の内に起きたとき

り、どこかのインタビューですが、ご自身が必

に、私はどうしてもそこに意味を見出したい人

要とされていないというふうに感じて、ずうっ

間で、だから、このままでは終われない。悲し

と悶々とじゃないですけれども、という思いが

んで、うちひしがれてばかりはいられないみた

ずうっとありましたと。先ほどちょっとお話し

いな思いがあって、今度こそ小説にほんとに向
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き合ってみようと思いました。意味を探して、

ありました。

みつけたものを小説にするために、という思い

若竹

でした、小説講座に通い始めたのは。
司会

男性も女性も、やっぱりその人その人

ですよね。でも、私は、なんかおもしろいな、

四十九日の翌日から小説講座に通う

私、すごい根が楽天的な人間で、本当に子ども

という……。ご経験をなさった方は、なかなか

のころの「ひょっこりひょうたん島」のドンガ

四十九日はまだ落ちつかないころでしたから

バチョというのが私の中ではものすごい……。

ね、だから、よほどあったんだなと……。

10 歳ぐらいの全く無垢なときに、ああいうキ

若竹

ャラクターがあると、もうそれに自分が同化し

そうですね、意味を求めたかったし、

四十九日といっても 2 カ月ぐらいですから、ほ

ちゃうというか、だから、何かほんとに持って

んとに意味を探したい。どうしてだろう、どう

生まれた性格なのか、それともドンガバチョ先

してだろう、何か意味があるはずだ、みたいな。

生に教わったことなのか、すごい楽天的な人間

そういうところは、とにかくわかりたいみたい

なので、もうおもしろくてしようがないみたい。

のが、ほんとに私の心の基調になる気持ちで、

司会

この作品の中で、桃子さんの脳内のも

みんなもそうだろうと思っていたら、案外そう

のがいっぱい出てきますし、物事の輻輳的な見

でもなかったりな、と思って。なら、それは私

方がとても印象的なんですけれども、ご自身の

の特徴として考えていいんだろうななんて思

中にも、いろんな人がいるんですか。

って、それで小説講座に飛び込みました。
司会 その小説講座では、今月号の文藝春秋

人間は複雑怪奇なもの

にも載っていますけれども、皆さんが書いてこ

若竹

れられた作品をみんなで評価し合うという方
式だということです。どこかで読んだんですが、
とても印象的だったのは、厳しい批評もあるん

ああ、もちろんそうです。私の人間観

というのは、一人の人間の中にいろんな矛盾す
る要素がいっぱいあって、例えば居丈高に人に
ワーッとしゃべる人が案外小心者だなんてい

ですよね、もちろん。「それ、全然、気になら

うことがありますよね。全く相矛盾するような

ないのよね」と、ご自身も結構ズバズバ他人の

ものを補完し合いながら、一人の人間の中で大

作品をおっしゃるようで、ちょっと意外だった

勢の人間の目みたいなものが共同体でいるよ

んですけれども、その辺は、どういう気持ちで

うな、そういう人間観なもので、私としては、

受け入れていたんですか。

脳内で桃子さんほど意識的に、こう言って、あ

若竹 批評というと、もちろんよくするため

あ言ったみたいなことはなくても、無意識の中

に言う言葉なので、悪口とは全然とらないわけ

でも、案外、人は対話したりしているんじゃな

だから、そのときはガツンときても、言ってい

いかな。言葉にならない言葉で。

ること、あ、これは正しいと思えば、次はもっ
といいものを持っていくというような、だから、
ほんとに自分の小説を小説講座にかけるとき

のに、きょうは何かめったやたらにおもしろく
ないとか、ああ、沈んでしまう、きのうと全然

は、ほんとに楽しいくらいで、何て言われるか

環境は何も変化はないのに、沈んで、というの

なみたいなのがとても……。会があるとき、自

は、その脳内の中の無意識の、言葉にならない

分で悲しいんだけれども、あ、これは私がほん

やりとりがあって、パッとしないなみたいな。

とに心の底から求めていたものがここにある

だから、人間というのはいろんな要素を持っ

みたいな、ひとりで生きるときは、自分を鼓舞

た複雑怪奇なものなんだと思っていて、一人の

するものはここにあるんだ、みたいな気持ちが

人間を設定するときにも、この人、正義感のあ

ありました。
司会

だから、あるとき、きのうと全然変わらない

る人に主人公をしようなんていうのは、案外無

厳しい批評をもらうと来なくなって

意味なような……。正義感があるという中に、

しまうような男性もいたんですよね、と書いて

ちょっと後ろでは悪いこともするような、そう
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いう複雑な厚みのあるのが人間じゃないかな

質問

みたいな感覚はあります。

受賞作は、先ほどから出ていますよう

に東北弁が重要なファクターだと思います。

司会 私からは最後なんですけれども、今回

駆け出しの 4 年間を盛岡でおくりましたの

は、50 代から書き始めて、60 代での受賞とい

で、作品中の桃子さんの言葉はよくわかります。

うことで、世の中の年配者と言われる方々が大

東北弁と一言で言いますけれども、いろいろ

変励まされたというか、エールを送られたよう

種類があって、中でもあの言葉は岩手県の中部

な気分になっていると思うんですが、その方た

地方、いわば旧南部藩ですね。南部弁だと思う

ちに向けて、一言何か……。

んです。とてもやわらかな響きがあって、土地
で話されると、相手を非常に思いやる温かな雰
囲気をつくり出す美しい言葉だと私は思って

老年は実は豊かな時代

います。

若竹 老年というのは、ほんとに豊かな時代

そういうことが作品全体の印象になってい

だと思うんですね。もう子育ても終えて、とて
も自由に生きられる時代だと思っていて。私、

まして、多分それが 50 万部にもつながってい

60 代なんですけれども、子どものころ、60 代

るんじゃないかと私は理解しているんです。

というとすごい老けて、おばあさんというイメ

それで、お聞きしたいことなんですが、言葉

ージでみていたんだけれども、自分がその年に

というのは、字面を、方言を活字にする場合に、

なると、案外 40 代とあまり変わらないみたい

字面にすると限界があると思うんです。言うま

な。だから、結構やれるんじゃん、これから、

でもありませんが、言葉は立体的なものですか

みたいな、そういう印象を持っていまして、あ

ら、音の強弱とか抑揚とか、例えば、先ほどか

した、バタンと倒れるかもしれないけれども、

ら「おら（上昇調）」という言い方をされてい

いまとりあえず手足、動くし、頭だって、ひょ

ますね。
「おら」
、「ら」が上がっていますね。

っとしたら二十歳のころの私よりずっと経験

私の育った静岡の中部地方では、男の子は

知の分だけ頭よくなっているよと思っていて、

「おら（下降調）」と言います。
「お」のほうに

それで、まだまだやれると思っているんですよ

アクセントがあるんですね。それから、ひとり

ね。

というのも、ロボットが言えば「ひとり（同調）」

だから、世間様が老年というイメージで、お

だろうけれども、
「ひとり（上昇調）」となりま

ばあさんというと頭にだんごにして、鼈甲のか

すね。
「いぐも」とありますけれども、
「い」と

んざしなんか挿して、これやっているようなお

表記されますが、聞くほうは、ローマ字で言う

ばあさんじゃないおばあさんを私は生きてみ

とＩとＥの中間ぐらいのふうに、「え」ではな

ようと思っていて、うん、だから、あまり固定

いけれども、そんな感じで聞こえるんですね。

観念じゃなくて、私は私の生き方で老いを生き

それがローカルな風土の中で生きてくるのが

ようと思っていて、お互いさまだなということ

方言だと思うんですけれども、そういうニュア

です。以上です。

ンスのある言葉を活字の中に落とし込むとい
う作業の中で苦労をされたのかどうか、あるい

司会 ありがとうございます。

は、ご自分の中で、言葉を反芻されているうち
に、ものを全部あそこに表現できたのか、とい

◆ 質 疑 応 答 ◆

うことをちょっとお伺いしたいと思います。

司会 済みません、ちょっと長々と私が聞き

若竹

過ぎてしまいましたが、会場からご質問を受け

そうですね、むしろ、苦労というより

か、楽しかったんです。言葉というのは、私、

たいと思います。

こちらのほうに来てからのほうが実は長くて、

何か質問、ございますか。

だから、方言を使うということは、即父や母や、
子どものころの昭和 30 年代の光景につながる
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もので、もう一つ一つの言葉に、あ、これは父

なかったですが、この年になってみると、確か

親由来の言葉だとか、あ、これは母さんが言っ

にふるさとというのはものすごくありがたい

た言葉だとか、そういう一つ一つ思い出が染み

なのだなとは思っております。

ついた言葉なわけで、それを書き込むことは、
何かもう一回父とか母とかを小説の中に生か
すような、生き返らせるような作業でもあって、
苦労というよりか、むしろ喜びのような気がし

質問

第 2 作目をすごく期待するんですけ

れども、どんなキャラクターを若竹さんは描か
れたいのか、複雑な人間の内面ですから、また

ました。

大変ご苦労なさると思うんですけれども、どん
な人間を描かれたいのでしょうか。

質問

大変おもしろく拝読をいたしまして、

若竹

そうですね、いま、第 2 作についてい

私は実は学生時代から、『遠野物語』というの

ろいろ考えているところですが、あまり言うと、

に魅せられていた人間の一人でありまして、も

ほんとに、まだ言葉には……。

う読んだ最初から、桃子さんの脳内細胞には座

でも、やっぱり私の小説観としては、一人の

敷童子がいるんだろうというように思い込ん

人間がむしろ何を感じ、何を考え、どう行為し

でおりました。

たのかみたいなところを書きたいもので、出来

私は、今回の『おらおらで……』をずうっと

事よりかは、その人の脳内の移り行きみたいな

拝読しながら、桃子さんの頭の中に常に座敷童

ものを書きたいわけで、やっぱり主人公は中年

子が出たり入ったり、出たり入ったりするんだ

から老年に至る女性で、まだ『おらおらでひと

ろうというように思っていたんですね。

りいぐも』では書き切れなかった私の思いもあ

先ほどお伺いして、ある程度大きくなるまで

るわけで、今回はそれについて絶対書いていこ

読んでいなかったということも伺ったんです

うと思っています。

けれども、やはり遠野の人たちの血肉になって
いるんじゃないのかな、そんな見方は違ってい

質問

るんだろうかというのが質問としては 1 点。

私は、若竹さんの小説を冒険小説みた

いな感じで読んだんですけれども、すごい心の

しかし、やはり経験知として、いっぱいあっ

中の動きというのは、活劇シーンみたいな感じ

たことが今日まであるというのは、遠野の人た

がして、心の何か音とか、そういうものが聞こ

ちを含めて、座敷童子的なものがいろんな人た

えるようなふうに読みました。いままで読んだ

ちの間にもあって、例えば瀬戸内寂聴さんが遠

ことのない小説だったので、すごくそれはびっ

野のお寺さんでお話されると、本当に多くの人

くりしました。

が集まるというようなことも含めて、やはり豊

昔読んだ、北方謙三さんが初めてデビューし

かなものが育ったんじゃないのかなと思って

たときのような、ああいう感じとはまた違うん

いるんですが、いかがでしょうか。
若竹

だけれども、ああいうショックというか、わあ、

ありがとうございます。そうですね、

すごいなというのは僕は感じました。

遠野は、言ってみれば何もないようなところな

質問ですけれども、今回の小説の中で、桃子

んですけれども、でも、ほんとに『遠野物語』

さんが「周造さんのはからい」というくだりが

というすごい語り継がれるものがあって、それ

あって、周造さんは私を生かすために死んだん

は遠野の人間はみんな誇りに思っているんだ

だというふうに書いていますね。千佐子さんへ

と思います。

の和美さんのはからいというのは一体何だっ

私も、そうですね、ずうっと同じく遠野に対

たのかなと、それを追い求めて小説を書かれた

して反抗期もありましたので、「ああ、もうこ

とおっしゃっていましたけれども、まだそれを

んなところ、出てやる」みたいな時代もあった

みつけ切っていないのかもしれませんけれど

し、全部が全部遠野が好きなときばっかりじゃ

も、その話をちょっとお聞かせできればと思い
9

ます。

ていくんだというのが桃子さんであり私の考
えなわけですけれども、もう一つは、それだけ

喪失体験から見えてきたもの
若竹

ではやっぱりだめで、私は学生時代から思って

喪失の体験ということなんですけれ

いることなんですけれども、例えば自分たちの

ども、その中に、何ていうんだろう、私は夫が

自由を妨げるようなことがあれば、例えばこの

亡くなったということが人生上で一番の大き

ごろ、戦争とか、そういう何か嫌な時代に逆行

な出来事で、そのときに考えたことは、この小

するような世の中の動きがあるような気がし

説の中でも書いているわけですが、例えばみえ

ます。例えば「教育勅語」
（の復活）なんてい

ない世界の発見だったり、あとは、私の心の中

うのは。あんなすごい犠牲を払ってやっと手に

に、本当はひとりで自由に生きたいんだという

入れたものをまた明治の時代に逆戻りさせる

気持ちもあったんだなということも一つの発

ような世の中というのは、私は、許してはいけ

見でしたし、私の中で、夫が亡くなったという

ないことだと思って、そういうのはみんなの力

ことで、悲しみだけじゃなくて、はかりしれな

を結集して反対していくべきものだ、だから、

い大きなものがみつかったんです。どうしても

ひとり桃子さんの孤塁を守って、自分だけの幸

そのことは、和美さんが私にくれた一つの――

せを追求してはいけないと思っていて、だから、

これはちょっと恥ずかしいからあれなんだけ

「ひとりでいぐも」と同時に、やっぱり「みん

れども、周造が亡くなったということは、桃子

なでいぐも」という姿勢も大事なんだろうなと

さんにとっては、周造の愛なんじゃないかなと

思って、こういうふうにしました。

いうことに、だから、意味を探したかった桃子

司会

さんにとっては、そういうふうにみつけること

りがとうございました。

で、周造の死をむしろ心の中で生かしたいと思
っていると思います。ということです。

文責・編集部

司会 ありがとうございました。
では、これで質問はよろしいでしょうか。
質問、そしてご丁寧な回答、ありがとうござ
いました。
以上をもちまして、若竹さんのお話を終えた
いと思います。
いつもの恒例なんですけれども、先ほど控室
のほうで若竹さんのほうからサイン帳にサイ
ンをしていただきました。きれいな字なのでみ
えると思いますが、みえます？
「おらおらでひとりいぐも

それでは、これで終了いたします。あ

みんなでいぐ

も」
（拍手）
私、書名を書いたんだと思ったんですけれど
も、「みんなでいぐも」がくっついていたんで
すね。その「みんなでいぐも」の、その心を教
えていただけますか。
若竹 個人の尊厳というか、個人の自由、絶
対妨げてはならないものだという考え方で、最
後まで自分で、おらはおらの考えを通して生き
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