借 りぐら し のアラウ ンドサーテ ィ
鶏肉

「
さ て、今 日は何を しよう か」

部屋 の中 でわたしは つぶや く。今 日は聞き手が いる の

喉をゴ ロゴ ロ鳴らす猫が、窓 のそば で昼寝を していた

で独身女 の寂 し い独り言 ではな い。

部屋 の中 でわたしは つぶや く。無論、部屋 の中 にはわ

のだ。 いい暇 つぶ し相 手が できたと内心ウ ッキウキであ

「
さ て、今 日は何を しよう か」
たし以外誰も いるはずがな い。単 にわたし の独り言だ。
ん中 でぐるぐる回りながら記憶 の断片をたどる。 そう い

赤 い首輪がチ ャー ミ ングな子猫をぺちぺち 叩き、心地

「ヘイ猫。 かむおん」

る。わたしは小躍りしながら近寄 った。

えば頭が痛 いぞ。ああ、思 い出 した。棚 にあ ったウイ ス

よ い眠りからグ ッバイさ せる。 不機嫌 そうだが知 った こ

昨 日は何を したんだ っけと思 い出そうと して部屋 の真

キーを水 で薄 めてちびちび舐めながら テ レビを見 て 一日

とか。余 の暇 つぶ しに付き合うがよ い。

の奥 から ひり出 して、 子猫と の対話を試 みる。

言語化 できな い＆したくな い小 っ恥ず かし い猫語を喉

「
♯ ＊ 〻＼ △≠‾ ％〜〜〜〜〜」

を潰 したんだ ったか。
では今 日は？ 酒 は気分的 にもう いいから、何 か別 の
ことを した い気分。
本棚 に目をや る。ぎ ゅうぎ ゅう に押 し込まれた書物 の

わたしは 「
い っしょに遊ぼう」と いう旨 の発言を した

つもりだ ったが、発音が悪 か ったら しく、猫語 で失礼 に

数 々がわたし の興味をそそ った。
「
久 しぶりに読書 でもします かね」

あたる言葉を発 してしま ったようだ。 不機嫌を増 した猫

が渾身 のツメトギ スラ ッシ ュを仕掛け てきた。

そ の日はひたすら棚 にある純文学 の数 々を読 みふけ っ
て、終わ った。

救急箱 はど こだ ！

時 々、 こう い った思 いに襲 われることがある。

「
ああ、今 日は何もしたくな い」

言 っておくけども、わたしは別に世 の中 に恐れお のの

部屋 の中 でわたしは宣言 した。
今 日ギ ャラリーはな い。

「
さ て、今 日は外 へ出るぞ」

たしが積極的 に外 へ出な いのは、ただ部屋 の中 の居心地

って歩けるし、 一日 一回はち ょろ っと外 へ出 て いる。わ

いている引き こもりではな い。 そ の気 になれば繁華街だ

二十八歳。職ナ シ。金ナ シ。家族ナ シ。
独りぼ っち の干物女。毎 日 一日中貝 のよう に部屋にこ
もり、なんとかして時間を潰 そうと努力す る。
本当 にこんな生活を続け ていていいのか って いう、底

しかし今 日は、外 へ、 しかも長期 の遠征が必要とな っ

が良 いからだ。

普通は、わたしくら いの歳 にな ると、もう、良 い旦那

た。突発的 に、 お菓 子が食 べたくな った のだ。 こう いう

知れぬ不安がわたしを襲う。
さ んを見 つけたりして、 子供も でき て、幸 せな家庭を築

時、決ま って棚 にはお菓 子がな い。

わたしはク ローゼ ットを漁 って適当な上着を羽織 って、

いて いるんじゃな いだろう か。
いい加減、 こんな生活から抜け出 して、定職 にでも就

「
うふふふふ」

そ こら へんに置 いてあ った小銭 入れを片 手に部屋を出る。

庭 に入り、 ひたすら家事を して良妻 とな った ほうが いい

部屋に戻ると、大きな マスク の下は笑 みであふれ て い

いて、 そ こで社内恋愛を発展さ せ、プ ロポーズされ、家
んじゃな いのか。

た。店員が いい感 じ のイケメ ンだ った のだ。思わず普段

」

「
うぅ

飲 みもしな い美容ドリ ンクを買 ってしま ったが、悔 いは

く つろ いでいると いう場面を想像 し、体が震えた。

ある日、部屋に入ると、 タイプ のイケメ ンが ソフ ァで

な い。

ああ、ダ メだ。今 日はもうダ メだ。何もす る気が起き
な い。酒 でも飲 もう。 そして全 てを忘 れよう。
わたしは冷蔵庫を漁 ってみた。酒 はな か った。 チク シ
ョウめ。 みりんでなんとかしてや る。

「

」

（
さ て、今 日は、 このまま待機 かな ？）

きち んと最初、部屋に来た時 の光景を思 い出 し、わた

コタツ の近くにはク ッシ ョンが、 こんな感 じで投げ 出

しはそ の通りに部屋を片付けた。

部屋 の中、さら に押 入れ の中 で、わたしは思う。
二十 二世紀 から来た青 い猫型 ロボ ットご っこだ。
ガラクタたち に囲まれ て、暗 い押 入れ の中 で体を丸め

され ていましたね。 ベ ッド のシー ツはぐしゃぐ しゃでし

た。わたしが出 したゴ ミは、ゴ ミ袋 の下に埋めるよう に

ていると、幼少期 の記憶がよみがえ る。
押 入れ の思 い出。

隠 してしま いま しょ。うん。 これ でバ ッチリ。

お隣さ んは、無用心にも、 ベラ ンダ に鍵を して いな い。

次 の部屋 への調査 はす でに済 んで いる。 ここの部屋 の

小さ い頃は いたずら っ子だ ったから、 よく こう して母
親 に閉 じ込められ ていた っけ。 「
もう しな いから許 して」
って、喉がガラガラにな るま で泣き叫 んだ記憶がある。

わたしは今 一度、部屋を見渡 した。 い つだ って、部屋

そ こから侵入すれば、簡単さ。

と怖 いのに、 小さ い頃ならな おさらだろう。 小さきわた

を去 る時 は、ち ょ っと寂 し い。わず かしか滞在 しな か っ

大 人にな った今 でも、押 入れ の中 に入る のは、ち ょ っ
しが全身全霊 で泣き叫 んだ のもむ べな るかな。 そして残

た部屋とは いえ、ち ょ っとは思 い出がある のだ。

部屋 の中 でわたしは つぶや く。

「
さ て、 じゃあ、 そろそろ、ば いば い」

こはち ょ っと物足りな か ったけど、十分楽 しか った。

な学生さ ん の部屋な のかしら、 お酒類が 一切なく て、 そ

この部屋は、ゲー ム関係が充実 していたな ぁ。真 面目

虐非道なり、我が母よ。
そんな ことを考えながら時 の流れを加速さ せていると、
よし」

部屋 の静寂が押 入れ の中 にも伝わ ってきた。
「

そろそろ いいかと思 って、わたしは押 入れから出た。
うーん、光がまぶ し い。
それじゃ、次 はどんな こと して遊ぼう か？

わたしが空き巣 のスキ ルを身 に つけ、もう何年も経 っ
た。
家主 の隙を ついて部屋 へと忍び込み、 そ こでわず かば
かり の滞在 をす る。部屋を荒ら したりはしな い。 ただ、
そ の日 の食料 の確保と、 暇を つぶす ことさえ できれば そ
れ で いい。
ち ょ っと、 お金ももらう かも。
そろそろ、 足を洗 って、 お嫁さ んにでもなろう かな っ
て考えながら、 でもや っぱ り今 日も今 日と て人 のお宅 に
勝 手にお邪魔 を してしまう。
迷惑 かしら ？ 迷惑 でしょうね、ま ぁ。座敷わら し的
なも のだと思 って、我慢 してくださ いな。別に福をもた
ら したりはしませんけども。
行き着 く先 は いくら でもある都会 の中 で、あち こちを
回る渡り鳥。
そんなわたし の名前 は、自分 で つけたが人呼んで、借
りぐら し のアラウ ンドサー テ ィ。

この作品は フィク シ ョンですが、戸締 りはち ゃんと し
ましょう。

