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第３1回読書会のまとめ 
阿部信一『屠殺』 

2019.11.23／参加者8名（うち感想文提出7名） 
 

 

 前回の畔柳二美に続いて、子供の時代にニセコ町（狩太村）で暮らした作家として阿部信一（の

ぶいち）氏を取り上げました。非情な内容だとか、目を覆いたくなるような場面の連続で心臓に悪

いという感想も出る中で始まった読書会ですが、全体を通して３つの大きな流れがありました。 

 

 その一つは『屠殺』のねらいをどう見るかということです。 

 『百姓の子』という作品に転校生智子の話を書き加えたのが『屠殺』だという紹介がありました。

両作品ともに狩太村当時の開拓農家の厳しい現実を、実体験を土台にして描いたというのは参加者

が何となく理解していましたが、その構成や描写が同じということに驚きました。 

人の尊厳を奪う（人を差別して生きる）ことに代表される人間の本性のおぞましさを、題名に象

徴させてえぐり出そうとした試み。これが『屠殺』のねらいの一つ。このおぞましさに対する救済

として書かれているのが、主人公辰三が少年期から大人になっても変わらず持っていた純真さで、

これがねらいの二つ目だという指摘がありました。 

転校生の智子の話が絡んでくるのですが、この智子という存在が作品の奥行きに鮮やかな彩りを

添えたとの分析もありました。つまり、それまで辰三が生きていた、厳しい、悲惨な『百姓の子』

の世界に智子が入ってきたことによって、辰三は『屠殺』の世界に蘇ったのだという考えです。 

小説なのだから外見も内面も対照的な二人を登場させたのだろうとか、智子という異質を登場さ

せることで作品に新たな活力が生まれたという意見もありました。 

 

記録性をこそ第一に考えるべきではないかとの意見が出ました。智子が話しに入ったことによっ

て作品をうまくまとめすぎているのではないか。この時代の事実を忘れないためにも、純愛の砂糖

で包んではいけないという趣旨です。智子の話はこの作品のために挿入したわけです。それがよか

ったかどうか、という声が上がりましたが、記録性の重視は智子の話があっても尊重されていると

いう意見が出ました。先に２つのねらいについての意見を紹介しましたが、記録性プラス智子の話

があって『屠殺』という、『百姓の子』とは別の作品になっているというわけです。 

辰三の厳しい生き方を書きたかったので、それを際立たせるための工夫と考えてはどうかという

意見も出ました。その時に、出版社側の都合もあるのではという推理も出ました。ただ、事実とし

て残っていることは、『百姓の子』は「京極文芸」という個性的な書き手が集まった優れた同人誌

の中で強烈な存在感を放っていた作品であるのに対して、『屠殺』は出版社から出版されたという

ことです。 

 

大きな流れの二つ目は、新たな視点を据えるということです。３つ紹介します。 
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１）他の参加者が気づかなかった農耕馬の存在について触れた参加者がいました。 

読書会では聞き流していたように思いますが、改めて考えると読みの確かさが感じられます。飼

っていた農耕馬が致命的な病気で屠殺されるが、それがきっかけであるかのように辰三の家族が崩

壊していく。何故か？開拓農家にとって馬はもちろん開墾作業の中軸的存在でしたが、それに加え

て家族の心が寄り添う象徴でもあったからだという鋭い指摘でした。家族を繋ぐ存在であった馬が

殺される話が大きなポイントになっているから『屠殺』という題名だったのかと思い至りました。 

２）ラストシーンを考えた参加者がいました。 

小説では理沙が東京に帰ろうと列車に乗り込むときに、その列車から先に降りた人が｢辰三さん

でないか｣と名前で呼びかけたため正体が明らかになる筋書きです。そこを、呼びかけると同時に

鳴った発車の警笛音と重なって理沙に聞えず、列車のドアが閉まってしまう、と書き換えました。

男の名を種明かしせず、余韻を残して進行するシナリオを考えてみた、とは当人の言葉です。この

ラストシーンを聞いて、ドラマ化、映画化を望む声がしきりでした。 

３）作品に対して違和感が残るという感想の参加者がいました。 

 作者に申し訳ないと謝りながら、違和感をいくつも披露してくれました。貧しいとは書かれてい

るが…。物言いが丁寧すぎるのでは？愛馬の命と引き換えにもらったお金を川に投げ捨てる？教師

たちがあまりに理不尽。辻褄が合わなかったり、誤字もある、などなど。自分も王子発電所社宅を

始めとしてニセコ町で暮らしてきたからこその違和感だという声がありました。作品の世界が昭和

初期くらいと考えればそういう実態もあっただろうという声も。また、作者自身を含めいろんな人

をモデルにしただろうから違和感が出るかもしれないという意見も出ました。 

 なお、教師たちの理不尽さについては、戦後もひどい教師がいたことは間違いないと体験に基づ

く意見が出ています。お金を捨てることについては、アニメ映画『天空の城ラピュタ』で金貨を捨

てるがまた拾い直すシーンに触れて、損得ではなく心の問題なので、捨てるシーンには共感したが

拾い直すシーンにはがっかりした。それを考えると辰三はいい男だという感想もありました。 

 

大きな流れの３つ目は、『屠殺』から別の視点へ移るということです。これまた３つ紹介します。 

１）主人公辰三のその後を考えた人がいました。 

 小説では智子が東京に戻ってから音信不通になりました。その数十年後、娘の理沙が母の昔の恋

人（辰三）を探しにやってきて巡り会い、また来ることを約束して戻っていくシーンで終わりにな

っています。そのラストシーンを違う展開に作り替えた参加者の話は前述しました。 

 今度は、理沙が結婚して娘が生まれるが、しばらくして夫が、そして理沙自身も亡くなってしま

う展開です。夢の中で智子、理沙の母娘から３歳の辰子の世話を託された辰三が、新たな人生に踏

み出す覚悟をするところで終わっています。 

 こんな続きをよく考えたねの声に、まだまだ続くし全体の構成も考えてあるとのこと。他にも、

劇画タッチの文章だ、辰三を蘇らせているのがよいなどの寸評がありました。次回以降も続きが披

露されるかもしれません。楽しみが増えました。 

２）様々な人から聞いた話を掌編にまとめた人がいました。 
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 前回の感想文は３人が登場しましたが、今回は人数が増えています。この参加者にとって、主人

公の辰三はどんな人なのでしょうか。暴力を振われたり、家族がバラバラになったりと、非情な状

況に陥っても｢辰三はいい男だ｣そうです。強い人だとも。『屠殺』の中には、教員や獣医など非情

になってしまった登場人物が出てきて辰三は苦しむのですが、その人たちのことも｢どこかで人と

しての生き方を失う救いようのない経験があったのか｣と思いやります。そして、どういう人にな

るか、どういう生き方をするかを決めるのは、生い立ちとか受けた教育とか置かれた状況などがす

べてではない、とも言うのです。 

この参加者の掌編の中でも救いようのない経験が語られますが、普段は心の奥深くにしまい込ま

れています。それを根気強く聞き出して記録していく。その心配りに頭が下がるという感想があり

ました。他にも、一人ひとりの話をそのまま受け止めている温かさを感じる。各人の体験談がそれ

ぞれの世界を持っているのと同時に、それを集めた全体も一つの独特の世界を作っている印象があ

るなどの感想もありました。｢続く｣とは書いてないんですが、続くんです、ということですので、

シリーズ化されるのが楽しみです。 

３）屠殺という言葉の意味から発展させて、動物を食べるという視点で２つの話を提供した人がい

ました。 

 一つは、自然体験サマーキャンプでの炊事風景。もう一つは農業高校生が実習で牛を飼う話です。

発達した社会に暮らす私たちは、動物を自分の手で殺して食料にする経験はまずありません。食べ

ている肉と生きている動物とが結びつかず、全くの別物だと思っている人は大人子どもを問わず大

勢いるはずです。分業化された社会だからこそ食を巡る事実に目を向けてほしいのでそのきっかけ

になれば、というのが話の提供者の思いです。 

 高校で飼育動物を売って得たお金は国庫に入るので、学校が使うのは国からの補助金だという情

報提供がありました。また、今はキャンプなどで動物を殺すことが禁じられているのではないかと

いう情報も出されましたが、そうかもしれません。 

                              （文責：井上剛） 

 

 

※参加者：磯野浩昭、磯野美和、井上剛、梅田滋、菊地寛、佐藤智恵子、宍戸庸一、高木直良 

（五十音順）、 

※以下感想文の掲載順は、概ね当日の発表順です。 
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「屠殺」 
Sac. 

 

 

阿部信一作「屠殺」を読み終えて、何かしっくりこない。違和感が残る。何だろう？ 

再読する。 

 

時代は、作品の最初は昭和 53年 4 月。有島記念館の開所日。記念館の描写から現在の建物であ

ると推測する。 

主人公、辰三は 50歳過ぎ 52～53 才位か？の農夫。これは智子の娘、理沙（大学 3年と言うことは、

21 才位か）の話から推測する。 

彼の回想に基づく初恋、純情物語をメインに、当時の農業・農村・農民の生活の厳しさ、苦しさ、

理不尽な世の中を描いている。回想の舞台は昭和 12～13年頃の狩太町有島農場と考える。 

 

 読後に残った違和感とは何なのだろう？  

題名の「屠殺」のイメージから想像していたのは、農村の暮らしが前面に出たものと思っていたが、

案に相違して純愛物語であった。でもそれは単なる私の先入観であって、問題ではない。 

考えてみる。 

辰三少年の純愛。昭和 10年代。尋常小学校高等科 1～2年および卒業後の 1年にかけて、年は 13

～15 才位。貧しい農家（酪農家）の息子。 

（尋常高等小学校は 6 才で入学可。小学校 6年、高等科 2年。6歳で入学すると 14 才で高等科卒業） 

 

何が引っ掛かるのか？ 

 作品の中で辰三の家は、貧しい貧しいとたびたび書かれているが、貧しさがあまり伝わってこな

い。確かに描写はされている。家族みんなで必死に働いている。衣服もボロだ。家も粗末だ。食事

も、飯、みそ汁、沢庵のみ。父は働き者らしいが飲んだくれ、母は病を得ても医者にもかかれずに

死んでゆく。確かに貧しい。しかし、心に浸みこまない。 

  

まず一つ。会話がていねいすぎる。吉河老夫婦、モデルが吉川銀之丞夫妻だとしたらさもありな

んとも思う。が、何年も農民の中で暮らしていて、こんなに丁寧な物言いをするのだろうか？それ

に対する辰三の受け答えもきちんとしている、し過ぎていると感じてしまう。部落内の人の会話で

も・・・。智子の呼びかけも最初から「辰三さん」だ。親しすぎる。いくら都会の子だからと言っ

て、最初からこんな呼び方はしないだろう。最初は苗字で呼ぶだろうと思う。 

   

次に金銭感覚。これが最も重要だと思うが、貧しいわりに金銭感覚に欠けているのでは？と思う。

伝貧病にかかった馬のドンを獣医の元に連れて行って、愛馬は屠殺される。なにがしかの金をもら
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う。屠殺の仕方、その後の獣医とその周りの人間達の行為。腹が立つ、悔しい、こんなハシタ金で・・・

と思うのも無理はない。でも怒りに任せて金を川にたたきつけることが本当にできるのだろうか。

「ドン、オマエノ命の代償か」と思ったら、その金はものすごく大切なものではないだろうか。使

うこともできず、神棚に供えたいくらいの気持ちにならないだろうか？これは勝手な私の気持ち。

こんなハシタ金でドンの命を・・・と思ったら金を捨てることも有りかもしれないとは思うが。 

畑作や水田農家と違って、酪農業だから月々収入はあるだろうが、金銭に対する対応がずさんだと

思う。 

また屠殺の仕方も、馬を弄り殺しにしたのではなく、血抜きをするために足の血管から切ったのだ

ろう。動機は、自分たちが馬肉を食したいがためではあろうけれど・・・ 

 

そして教師たち。あまりに理不尽。参観日の折、父母の前でプライドを傷つけられたから、辰三

を目の敵にしている。しかし、狩太に住んでいたら農業をやっていなくても、馬鈴薯の花が、白だ

けではないことを知らないのはおかしい。 

メンコ先生の対応もちょっと違和感。この時初めて虐待を知ったような感じにとれる。辰三が好

きな、優しい良い先生に描かれているが、この後どう対応してくれたのか。その後、暴力教師の辰

三への態度はどうなったのだろう。もっと苛めがひどくなったのではないかと思うが、あるいは反

省したのだろうか、一切触れられていない。もう少し突っ込んでほしかった。 

 

時として話がおかしい点が気になる。辰三はすでに卒業しているのに「宿題の作文用紙・・・云々」

（P78）は辻褄が合わない。姉の駆け落ち後であるから卒業後であるのは間違いない。またこれは、

校正ミスかもしれないが誤字・脱字が気になった。最たるものは、鉞（まさかり）と鍼（はり）。

綿羊の首を落とすのに鍼はないでしょう。 

 

 最後に智子の娘が有島を訪れ、智子の消息が知ることができ、辰三の純情が踏みにじられなかっ

たことに安堵した。しかし、初めて訪ねた土地で、見知らぬ男の家に、何の迷いもなく泊まる娘に

もちょっと疑問はあるけれど（平成・令和の時代ならありそうだ・・・） 

 

昭和初期の狩太町の農業・農村はこんな風だったのかと納得はします。 

作者に対し、大変失礼な感想で申し訳ありませんが、思ったままを述べさせていただきました。 
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Kank note 有島９より 
Kih. 

 
 
ほろ苦く、時去るも 有島農場で育ち、作家への道を歩まれた阿部信一氏が、農民の子の目に映り、

心に刻まれた往時を、小説・屠殺として描いた記録。主人公は作家の分身でしょうか。 

小学校高等科で机を並べることになった東京からの転校女生徒との出会いと別れに、青春前期の

純粋さがにじみます。時は過ぎ去るも、真実は永遠である、と。 

神は死んだ、か 辰三は家畜の世話をするなど、家の労働力です。着古した着衣には堆肥の匂いが

染みつき、学級担任や相撲指導の教師からは「汚い」などと侮蔑的言辞を浴びせられ、体罰を受け

ています。理不尽さは「神は死んでいる」でありましょう。 

それゆえにか、思慮深さと、他人への優しさを育んでいる辰三。そこに登場するのが転校生・智

子です。ひ弱くみえて、明るく積極的で、人を疑わない天真爛漫さ。 

内省的な辰三には天女降臨のようです。有島の里にひっそりと二輪草が開花しました。智子が大

切にしていた「北原白秋の詩集」は、辰三と相似する作家の人生行路、その伏線にも。 

作家魂、風化せず 生けるものを殺し、喰らう。有島農場を舞台に、明治後期から、大正、昭和前

期にかけての時代と状況。開拓小作農に象徴される農民の暮らし、発電所建設のタコ部屋労働の悲

惨さ、中国人・朝鮮人労働者への仕打ち。人間が人間の尊厳を奪い、人間を差別して生きるおぞま

しさを、表題「屠殺」に象徴させ、人間の本性を抉り出そうとする試み。 

 もとより有島農場は、有島武郎が父から受け継ぎ、小作者に無償解放しました。時は下り、境遇

も全く異なる阿部信一氏ですが、それぞれ人生のある時期に、呼吸した土地であります。濃淡はあ

るにせよ反骨の作家魂が、虚空に木魂しあっているような。―例えば次の場面―。 

 雪の残る羊蹄山の中腹から、農場の小作者達がバチ橇を仕立てて人馬一体、倒木丸太を麓に降ろ

す迫力の時。仲間の孕み馬一頭が足を踏み滑らして崖下に転落、カラスの群れに食い荒らされる。

辰三の愛馬・黒馬のドンは父の手綱さばきで渡りきるが、その後伝貧病と診断され、獣医らが殺し

て喰ってしまう。辰三の深い怒りと哀しみが、重苦しく沈殿します。 

ラストシーンへの一考察（映像シナリオにて） 

〇ニセコ駅（夕） 

   人ッ気わずかな、寂れた駅ホーム。2両連結の気動車が速度を落として進入してくる。 

辰三と言葉を交わしている大西理沙（20）。旅行バッグを抱え直して、真顔になる。 

理沙「初対面でしたのに、有難うございました。あの（確信あるも）、お名前をお伺い…」 

辰三「えっ。うーん、ま、ニセコの、いや（さらりと）昔の狩太のおじさん、ってとこかナ」 

   列車が停る。乗客がぱらぱらと降りてくる。入れ替わってデッキに足をかける理沙。 

その時、後ろの車両を降りて歩いてくる馬喰風の年輩の男が、辰三に目をとめる。 

男「おーい、辰三さんでないか」 

   同時に発車の警笛音。響きが男の声をかき消す。振り向く理沙を遮り、閉じるドア。 
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〇線路を望む丘（少年辰三が裸馬ドンの背から、上京する智子の汽車を見送った同じ場所） 

   三輪トラックを停め、片手をかざす辰三。走るドア越し、懸命に手を振る理沙の表情。 

面影が智子にオーバーラップする。初老の目に列車の尾灯が映り、小さくなって。 
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羊蹄山麓の文学：29 

喪失から蘇生へ 
『百姓の子』と『屠殺』／阿部信一著 

Um. 
 

 

復刻された「京極文芸」（全 15 号）の読書会が、平成 28 年、湧学舘で８回にわたって行われた。

その第 14号と第 15号に分載された阿部信一（あべ・のぶいち）著『百姓の子』の冒頭に目を落と

した時、思わずニヤリとほくそ笑んだ。第 12 号には『濃霧の里』、第 13 号には『有島の大地』が

収録されていて、以前あそぶっくから借りて読んだ『有島の里』の著者であることを知ってから、

「京極文芸」での偶然の出会いになんとも言えない愉悦を感じていたが、まさかこのような書き出

しの小説に出会えようとは思ってもいなかったからである。 

 

「新有島記念館は赤く燃えるレンガの壁、その外形は大地に凍つく白い炎。欧州の教会を思わせ

る建築・・・万縁の中に白い和服の貴婦人の如く静かな佇まいを見せており、昆布嶽に身を落とす

太陽が赤々と有島の里に照を残していた。」（『百姓の子』／『屠殺』） 

 

少し興奮気味に読み終えた後で、この作品が 12年後の 1993年に改作され『屠殺』として単行本が

発行されていることを知り、それも読書会終了後に購入して読んだ。 

湧学舘の読書会では、開拓農家の家族を主人公に小説を描き続けている京極町出身の作家峯崎ひさ

みさんの作品も読んでいたが、阿部信一さんの作品からも開拓農家独特の内的世界を感じた。 

 

土香る会の第 31回読書会（2019.11）では、有島武郎、畔柳二美に続くニセコ町ゆかりの作家とし

て阿部信一さんを読むことになり、ほぼ 3年ぶりに『百姓の子』と『屠殺』を比較しながら読み直

したが、これらの作品を書いた著者の想いが強く胸に迫ってくるのを感じた。 

 

１．『百姓の子』と『屠殺』、特に『百姓の子』 
『百姓の子』と『屠殺』に共通している最大の物語は、なんと言っても、家族に愛されていた農耕

馬ドンが農耕馬にとって致命的と言われていた「伝貧馬」と診断され、屠殺される場面である。 

これは、表現的にもリアリズムに彩られた凄まじい描写であることに加え、それ以降主人公辰三の

父親も母親も姉もみな孤独のなかで人生を狂わし、家族そのものが崩壊に瀕していくトリガーとも

なった出来事である。ドンの屠殺と家族崩壊との間に直接的な因果関係はないにしても、そこには、

「なぜ？・・」と思ってしまう不可解さと絡み合うように、「そうか・・・」と納得してしまう不

思議な必然も漂っている。 
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辰三は、暗示に満ちた夢を見る。 

 

「動物を殺したために地獄の野犬に内臓を喰われている亡者、その中に鬼山たちもいる。数匹の犬

が牙をむき出しながら鬼山を襲う。内臓をかみ切った犬は安田たちに向かう。オレは馬のドンを殺

してはいない。殺したのは辰三だと泣きながら叫んでいるが、その手をゆるめない。 

父ちゃんは針の山に居た。足から血が流れ針が足の甲から突き出ている。 

“助けてくれ。助けてくれ”と叫んでいたが母ちゃんと姉ちゃんは、蓮の花の咲いている美しい池

の小径を通り丘へと行ってしまった。 

 父ちゃんは焼酎ばかり飲んでドンの病気を直そうとしなかったからだ。父ちゃんも鬼山たちも絶

対に許せない。助けるもんか・・。 

 姉ちゃんの後を追いかけて池の端をすぎる所で急に足が鉛をつけたように重くなり動かなくな

った。・・父ちゃんを見捨てればドンを殺した事と同じになる。 

“とうちゃん、この手に掴まれよ”思い切り手を伸ばしたら、泣きわめく父ちゃんの姿が目に飛び

込んできた。」（同上書） 

 

しかし、ドンの屠殺を執行した獣医師の鬼山は辰三の姉に言い寄り、結局二人は駆け落ちしてしま

う。父親は、購入した新しい農耕馬がドンの代わりにならない駄馬であったことからドンの存在価

値を今更ながらに痛感し、その喪失感と虚無感の隙を突かれて近隣の寡婦に言い寄られるままずる

ずると関係を持ってしまう。母親は、農作業の過酷さがそれまでは夫婦仲の良さによって支えられ

ていたにもかかわらず、夫婦間の亀裂と娘の駆け落ちによってその農作業自体が根底から否定され

てしまったと受け止め、積年の労働の無理から体調を乱して病床に伏すようになり、程なく病死し

てしまう。 

 

開拓農家にとって、農耕馬とは何なのか。 

辰三の家族にとって、ドンはどのような存在だったのか。 

 

馬は、開拓農家にとって開墾作業の中軸的存在であっただけでなく、家族の心が寄り添う互いの関

係意識が仮託された象徴でもあった。特別の絆はなくても、家族の日常営為に潜む意識下の想いを

黙って受け止め吸収していたのが、ドンだったろう。 

そのドンが殺されて、いや、結果的に家族が殺したようなものであったと一人一人が密かに刻んだ

負い目のような心の傷が、その後それぞれの形で膿んでいったのではないか。 

 

開拓農家の生き方は、理不尽で不条理な出来事との絶えることのない葛藤でもあったろう。それは、

生死を分かつ厳しい現実をひとまずはそのまま受け止めるほかなく、その上で自らの有り様を選び

その証を自身が創出するしかないことを意味したはずである。 

辰三の夢には、その未分明な主体性がナイーブなまま混沌とした様相で表出されている。 
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「夢の中で松村や伊東を殴った。今度は立場が反対で松村や伊東が百姓で手足から血を出しながら

許しを乞っている。コラー、松村の百姓、貴様みたいな奴は人間じゃない悪魔だ。伊東、お前は野

良犬か、アハハ・・ 

 伊東の馬鹿、馬になれオレ様が乗ってやる。プラオを引け、畑耕しだ。大飯食いのくせにこの豚、

土方が暴れている。飯場にいた連中は、水楢の木に縛られていた土方に棒でなぐられている。その

うちに、松村や伊東も土方に殴り倒されているのを見て、やめろ！コラーと必死になって松村や伊

東を土方から守っている自分に呆れる。」（同上書） 

 

辰三の意識は表層と深層が矛盾の形で入れ替わり、加害と被害のステレオタイプが壊れ溶け出して、

自分自身が思いもしなかった変容に見舞われている。 

その辰三が見た家族の最後の残照が『百姓の子』に深い余韻を与え、壊れた家族に対する絶望とそ

の絶望をそのまま受け止めようとする心が最後に拠って立つ明るさを感じ、不思議な感動を覚える。 

 

「玄関の敷石の上にだらしなくゴム靴が」脱ぎ捨ててあった。 

 姉ちゃんだ。・・・仏間から姉ちゃんの怒号に近い泣き声が聞こえた。 

泣けばいい。泣くだけ泣けば・・、と思いそのまま外に出た。 

 益々雪は濃くなってきた様だ。早く有島の大地が真っ白になれば良いと思った。」 

（『百姓の子』） 

 

ドンの屠殺の場面から始まった家族崩壊の物語が、仏間での号泣で終わる、 

『百姓の子』に込めた作者の想いは、何だったのだろう。 

それは、家族という最も身近な関係性が壊れていくときの悲しみの全てを受け止めたうえで、自分

自身の孤独の中で生きていこうとする、矛盾を受け入れる辰三の自己肯定・・・と言いたい。 

 

２．『百姓の子』と『屠殺』、特に『屠殺』 
『百姓の子』の最後は、『屠殺』では次のように変容されている。 

 

「玄関の敷石をまたぐと、だらしなくゴム靴が脱ぎ捨ててあった。 

 姉ちゃんだ。姉ちゃんが帰ってきたのだ。・・仏間から姉ちゃんの怒号に近い泣き声が聞こえて

いた。 

泣けばいい。泣くだけ泣けば・・、と思いそのまま外に出た。 

東京へ帰って行った智子からは一度も便りはなかった。 

益々雪は濃くなってきた様だ。早く有島の大地が真っ白になれば良いと思った。」（『屠殺』） 

 

挿入された一行が、『百姓の子』から『屠殺』への変容のすべてを物語っている。 
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『百姓の子』に「智子」という転校生が挿入されたことで、『屠殺』という作品全体が抑制の効い

た瑞々しさに満たされた。辰三の世界に「智子」という異質な存在が対比されたことによって、開

拓農家の内面世界を描いた作品の奥行きに、鮮やかな彩りが添えられたように感じる。 

 

辰三一家が暮らしている有島部落は、開拓農場を縁（えにし）の源流とした流動性の高いコミュニ

ティである。多様な出自を持つ農民が寄り集まり、不安定な経緯を抱えながら移ろっていく。折々

に異質な存在が入り込む歴史によって形成されてきた北海道の農村社会は、内地農村の固定され閉

鎖されたコミュニティ史とは大きく異なる北海道開拓史の特異性を形作ってきた。各地からの移住

が渾然としつつも一定程度コミュニティとしてのまとまりが見られるようになると、また新たな異

質性が入り込んで既往のコミュニティを刺激しながら攪拌し、軋轢の中から新たな活力が生まれて

くる。それは、開拓農民の意識世界にも大きな影響を与えた。 

そのような歴史の暗喩が、「智子」の存在感に込められている。 

 

『百姓の子』に描かれた家族の崩壊は、『屠殺』にも同じ構造のもとに描かれている。 

仏間での姉の号泣が描かれるシーンまでは、両者に共通している。 

そして、その中に智子とのエピソードが折々に挿入されている。 

そのエピソードのせいだろうか、『百姓の子』で感じた家族崩壊の痛みは、『屠殺』では智子との別

離が重なっているにもかかわらず、どこかほろ苦く、少なくても痛みは穏やかに感じられる。 

その意味でも、『百姓の子』が『屠殺』になったことは、作品世界に新たな暗喩が重層化されたこ

とを意味する。 

 

『百姓の子』に生きていた辰三が「智子」を得て蘇った世界を描いているのが、『屠殺』であろう。

そのことを最も象徴的に表現しているのが、エピローグに描かれた、智子の娘理沙と辰三の出会い

である。この出会いによって、辰三は新たな自己存在の意義を見いだせたように思う。 

崩壊していった家族の姿をそのまま受け止めていた辰三が、理沙から伝え聞いた智子の愛を知るこ

とによって、孤独の中にあっても生きる力が蘇っていく兆しを見せている。 

 

作品の冒頭で辰三が呟く有島武郎の言葉は、その予感であっただろう。 

 

「「人は自然を美しいという。然しそれよりも自然は美しい。人は自然を荘厳だという。然しそれ

より自然は荘厳だ・・・」有島武郎の「自然と人」の一節を辰三は残照の中で一人つぶやいて居た。」

（『百姓の子』／『屠殺』） 

 

そして『屠殺』のエンディングには、喪失が蘇生に移っていく人生の緩やかな肯定が漂っている。 
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「少し暗くなった。列車の尾灯が“親子坂”の辺りで辰三の視界から消えた」（『屠殺』） 

 

「智子」の時空を超えた存在感が辰三の中に溶け込み、新たな「辰三」がそこに立っている。 

離れても失われなかった愛によって蘇生する生きる力、と受け止めたい。 

 

『百姓の子』と『屠殺』を、そのように読んだ。 

思い入れが強すぎるかもしれないが・・・ 
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「屠殺」 それからの辰三 
Ish. 

 
 
プロローグ 

「理沙ちゃん・・・・逝っちゃだめだ。」 
「お・ じ・ さん・・・・ごめんな・さ・い。辰子をよろし・・・く・・」 

辰三は途方に暮れた、まだ３歳の子供を残して何で逝ってしまったんだ。 
幸せは長くは続かないと今までの人生で苦汁をなめたことも十分すぎるほど分かっている辰三に

とってまたも諦めきれない情念が心を強く刺す。わかってはいたが、そうでも思わないと頭がおか

しくなりそうだった。 

 
エピソード 1 

「辰三さん、またまた遊びに来ました。」 
今回は真面目そうな好青年と一緒である。ははあーっつこれが理沙ちゃんの彼氏だな・・ 
「早速ですが二世君との結婚を宣言します。」少々顔を赤らめながらもキッパリとそして決意の表

れなのか、拳をギュッと握りしめ理沙はいった。横で二世君が真っ赤な顔をして目を見開き驚いて

いる。 
辰三は微笑みながら「結婚はいつなんだい？」と聞いてみた。 

「まだです。だってまだお父さんにも誰にも言ってないんだもん。プロポーズもされてないんだよ

おー・・・」 
「！ぶほっつ！」 おもわず辰三も口に含んでいたお茶を噴き出してしまった。 

「おじさんが駄目だと言ったら諦めようと思って彼を連れてきました。」 
相変わらず真っ赤な顔を更にマッカッカにした彼はそわそわしながら囲炉裏に干してあるトバを

睨み硬直状態のままであった。 

 
エピソード 2 

牛の世話も終わり辰三はほっと一息、ビールのプルリングに指をかけたときだった。 

がらがらがらっーと勢い良くぼろ屋の引き戸があいた。「おじさーんっつ」いきなり理沙が辰三に

タックルよろしく抱き着いてきた。驚いた辰三は‼あちゃーとそのまま二人で倒れこんでビールを

土間に御馳走してしまった。 

理沙の温もりを感じるままに二人で一瞬横たわっていたが、お互いに顔を見合わせ大笑いした。い

つもの事だが積極的なところは母親譲りで辰三の取付く島もない。おじさん、私、妊娠したの。瞳

をキラキラさせながら理沙は言った。 

 
エピソード 3 
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今年も豊作、西瓜とメロンを選別しながら辰三はニヤニヤつい口元が緩んでしまう。 

それというのも今年は理沙の家族が遊びに来るからだ、明日の昼にはニセコ駅に到着する。ぼろ三

輪トラックで迎えに行くのが辰三の生きがいである。もう辰子は二歳になったな。ますます辰三の

目尻が下がる。 

 
リリリーンリリリーン！黒電話が突然、暴力的な音で耳を割いた。電話先には今までに聞いたこと

が無い元気のない理沙の顔があった。 

「おじさん・・」消え入るような声で・・きっと泣いているのだろう。疲労と不安を隠せない力の

ない声が電話口に小さく響いた」。 
「おじさん私はどうすれば良いの夫はなぜ死んでしまったの、辰子と二人でどうすれば良いの。」

辰三は返す言葉も無かった、外からは弥照神社の祭りばやしが静かに静かに響いていた。 

 
エピローグ 

三人の生活は決して望んではいけない出来事であったにせよ辰三には特別で夢の様なひとときで

あった。初めて人としての本当の幸せを感じた。そして一人暮らしでは感じえない責任の重さも。

前にも増して辰三は一生懸命に働いた。 

 
辰三は辰子のモミジの様な手を引きドンの墓の前にいる。 
四十九日も過ぎ、漸く落ち着きも取り戻した辰三に歩調を合わせるように 

満開の桜が二人を明るく桜色に染めている。 
ふと気づくと、ドンの鞍に智子そして手綱は理沙が持っている。 
「智子・・理沙ちゃん」辰三の目には涙が怒涛の様に流れ二人を強くそしてやさしく抱きしめた。 

「辰三さん辰子をよろしくお願いいたします。」 
「おじさん辰子を大事にしないと化けて出るからね。私の卒論ちゃんと読んでくれた 
『有島と白秋の恋愛論』ちゃんと感想文を書いてください。」辰三は夢なら覚めないでくれ、神様、

仏様・・・ 
涙が止まらない。「行かないでくれええっつ。俺も連れてってくれ。」 
辰三の願いも虚しく二人は淡いピンク色に染まる木々にゆっくりそして、静かに消えていった。 

 
「おじちゃん。おじちゃん。おじちゃーん！」 
辰子の大きな声で目が覚めた。また夢かドンの墓の前で思わず寝てしまったようだ。 

「おじちゃん大丈夫？元気ないね！」 
「ねーおじちゃん、ドンって何？誰？お母さんは何処へ行ったの？」矢継ぎ早の質問に曖昧な笑み

で答えながら誰にともなくそして自分自身に言い聞かせるように、自然に北原白秋の言葉が漏れた。 

 
この心いよよはだかとなりにけり涙ながるる涙ながるる（北原白秋） 
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ニセコの街並みも早春を迎えいよいよ農作業も繁忙期に入る。 
辰三は辰子をフワッと抱き上げ、「ヨーッシャ」と大きく叫んだ。俺は決めた。辰子のために生き

よう。 

辰三は辰子をそっと下に降ろすと、辰子の目をじっと見つめて 
「たっちゃん、おじさんはね、お祖母ちゃんとお母さんに約束したよ。たっちゃんと生きる事を・・・」 
辰子は辰三が何を言っているのか解ろうにも未だ三歳、しかしキョトンとした澄んだ瞳の奥には芯

の強い光が瞬いていた。 
智子、理沙ちゃんと同じ目だ。幼子であってもその頼もしく凛とした瞳は最初に日蓮寺の石段に座

っていたその目と同じだ。 

辰三は辰子を抱きかかえ、未だ残雪が残る後方羊蹄山に向かいこれからの前途多難な道を 
暖かく見守ってください。と心で強く思った。すると突然 

ごごーっつどどどどーつびゅーっつ 

羊蹄の冷たく強い吹きおろしが容赦なく二人の身体を吹き抜けた。 
辰三は辰子をマフラーで覆い羊蹄からの手荒なエールを身体一杯に受け心の中で大きくそして強

く 

 ‘やったるでーっつ’ と呟いた。 
続く 
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「屠殺」からの回想                              
Ism. 

 

 

ニセコを舞台とした、暴力教員、食用として生きたまま血抜きされる農耕馬のドン、身近な相手

とシェアする性と、今日の法や規範やモラルからすると非情な内容であった。 

捨てる神あれば救う神ありというのは本当で、非道な場所には必ず救う神が現れる。救う神がな

ければ、人は上下関係の中で家畜のように殺される存在に過ぎないと思うと、辰三は夢にも見た地

獄図の中に、非情な人間一人一人をあてはめて考えて、心の平常を保とうとしているのかとも感じ

る。 

ふと思うのは、今の時代、米国では教会離れが進んでいるということである。生きている間に得

られる幸せは、夏目漱石の「猫」が思うところの‘太平’程ではないが、あの世を目標にして耐え

なくとも生きやすい時代になったからであろうか。 

 

辰三はいい男だ。 

地をしっかりと踏みしめ生きている。静を保つことができる強い人だ。担任教員の松村に辰三は

殺されると思うくらいに残酷で、涙がこぼれそうになった。 

小学校の担任教員は教室の王様で掟となる。よい教員にめぐりあう幸運がある。そのめぐり合い

で人生は大きく変わる。昔はそんなものだったというかもしれない。軍隊上がり気質という言葉に

異論を唱える人もいるだろう。敵国の人を殺してきた人間だからであろうか。対象が誰であろうと

かまわず、狂気を身にまとうことができるのかと思う程である。そうとすると、自らが生徒から殺

されないように、逆襲する芽を摘むほどにとことん傷みつけるのだろう。 

真狩村の作曲家の伝記「さくら貝の歌 八洲秀章の生涯」の中にも、暴力教員に口の中が切れる

ほど顔を殴られたとある。彼はそれがきっかけで学校に行かなくなった時期があったが、その後は

才能を引き出すような、また子供の心を傷つけることをしない良い担任に恵まれたとある。 

軍人が集団の中で行動する時には本来の自分を押し殺している。その拘束を解くことができなく

なるのか。その世代の人に教育された世代が日本の高度成長期を切り拓き発展させた。しかし、そ

の次の世代は協調性の教育方針のなか校内暴力夜露死苦（よろしく）、そして欲がなくマイホーム

パパを望み終身雇用を棄てた。その次の世代は、ゆとり世代と言われ厄介者扱いされる。 

 

何があって作品の中の獣医師鬼山はｃrazyな生き方をするのか。 

今は屠殺方法にも動物愛護法に基づいた考え方もあるという。ドリトル先生の世界をイメージす

ると、当時の獣医師の教育に何か問題があるのかと思い調べてみた。 

1885 年に「獣医師免許規則」が公布、1890 年東京大学に獣医学部が設置され、４年制の獣医学

教育が始まる。1893年陸軍獣医学校が設立、軍馬のための獣医師養成が行われる。その後、需要が

追い付かないため獣医師を量産した背景があったのか、各地の農学校に獣医科が設けられ、中等教
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育で獣医学教育が行われるようになったとある。軍馬は兵隊よりも貴重だったというが、「貴重」

は愛護の意味を含まないのだろう。軍馬も怪我を負ったり病気になれば食用となったであろう。こ

の獣医師鬼山はドンのように戦場で多くの軍馬を食用として殺す術を獲得し、そして担い、どこか

で人としての生き方を失う救いようのない経験があったのかと妄想は尽きない。 

 

＊Coffee Break＊ 

 

～教育勅語～ 

時次郎さんは、97歳になっても夜な夜なトイレの中で教育勅語を唱え続ける。理由は、弾薬庫の番

をしていて居眠りしたところを上官にみつかり、死ぬほど殴られたことが頭一杯になり眠ることが

できないからだ。恐怖を払い去るために呪文のように唱える言葉は、それもまた厳しい教員の記憶

とともにある教育勅語である。 

人は幸せな記憶だけをなくしてゆくと想うと哀しい。 

 

～みかんの皮～ 

「亜子ちゃん、お父さんがみかんの皮をむいてあげよう。」 

亜子のみかんの剥き方は厚い皮を剥くだけで、白い皮は苦くないので剥がさない。それを見て、き

まっておなかを痛くすると心配してお父さんは言う。 

「お父さんがいない時は、自分でむくもん。」とは言ってみるが、白い皮が少しも残っていないみ

かんは缶詰のように滑らかだった。 

お父さんのあぐらをかいた膝の中にすっぽり納まり、 

「どうして、そんなにきれいにむくの。」と亜子は聞いてみる。 

「お父さんが小学生の頃は、元旦に登校したんだよ。」 

「お祖母ちゃんのお家で、みんなでテレビを見たり双六をしたりして遊ばないの。お正月はお勉強

しなくよいでしょう。」と、亜子は不思議そうにたずねる。 

「全校朝礼で校長から元旦の挨拶があるだけでね。その時、お父さんは具合が悪くなって吐いてし

まったんだよ。それを見た担任が、『これはいけない。みかんを丸かじりするからそんなことにな

るんだ。こんなバカな食べ方をするからだ。』と全校生徒の前で笑いながら言われたんだ。確かに

あの日はみかんを十個も食べて、あわてて走って行ったからね。」と少し照れながら、お父さんは

話した。 

お父さんが子供の頃は、みかんはお正月位しか買わなかったので、嬉しくて兄弟に等分された自分

の配分をいっぺんに食べたらしい。なんだか亜子は男の子だったお父さんが可哀想だと思った。亜

子は、手が黄色くなるほどみかんを一日に十個も食べているから。 

 

～ベレー帽の先生～ 

亜子が四年生の時、担任教員が不在となることが続いた。友達の雅美ちゃんが言うにはホッキョウ
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ソでストライキをしているという。どうも、雅美ちゃんはお母さんから聞いたらしい。 

でも、すべての授業が自習時間となるのは、ピノキオがロバになってしまったように亜子もロバに

なるかもしれないと思うほど楽しかった。 

今日も絵が得意というベレー帽をかぶった教頭先生がやって来る。 

たまに担任が自分の事務仕事を授業の時間で片付ける時に許される、ご褒美の時間が毎日続く。 

日直にあたった子が、教材室から好きなスライドや紙芝居を教室に持って来る段取りもついている。

演技派の人気者の子が紙芝居を読む役割だ。 

亜子は学校での出来事を毎日お母さんに話す。 

「まあ。北教組だなんて。」と、呆れる。 

「ホッキョウソって何なの。」と聞いても、お母さんは答えてくれない。だから、それ以上の話に

はふれない。お母さんがどこかに言いつけて楽しい時間が消えてしまうのが嫌だから。 

亜子はお父さんが珍しく早くお家に帰ってきたので嬉しくて仕方がない。 

お父さんも亜子に学校での様子を聞く。 

「授業が休みになって毎日楽しいの。さわがなければ何をしても良いって。面白い教頭先生がくる

の。」 

「そうか、それは楽しいね。」 

「ベレー帽をかぶって、絵描きさんみたいなの。しかも名前がとても変わっているの。海伝先生っ

ていうの。」 

お父さんはその名前に聞き覚えがあったとみえて、少し考える。 

「その人はお父さんの小学校の時の担任だったな。」というので、亜子はびっくりしてしまう。 

「海伝先生は、やっぱり昔から面白い先生だったでしょう。」と、亜子は明日、お友達に自慢しよ

うとお父さんの答えをわくわくして待つ。 

「軍隊上がりで、人の話もろくに聞かないで、すぐ往復びんたをする奴だった。」と、お父さんの

口からは全く想像していなかった答えが返ってきた。 

「そんな恐ろしい先生じゃないよ。絶対違うと思う。」と亜子が言ったあと、お母さんが話題を変

えて、この間、お父さんが買ってくれた本の主人公のことに話は流れる。 

翌日、亜子はすぐに教頭先生にお父さんのことを覚えているか尋ねた。さすがに、「往復びんたし

たって本当ですか」とは聞かずに。 

「よく覚えているよ。」と、やはり父の知っている先生とは別人ではないかと思う程、にっこり笑

った。そして、お父さんのいいつけをよく守っていい子にするようにと言った。定年退職するまで

廊下で会う度に声をかけてくれるようになった。 

「往復びんたの先生」は、生徒が吐いても心配せず嘲笑する「みかんの皮の先生」だったのだろう

と、少し大きくなった亜子は思う。 

 

～悪魔の鎌～ 

「ちゃんと学校に行かなかったからね。」 
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自分の名前は漢字で書けるが、読み書きができないと、恥ずかしそうに友二さんは話し出す。 

実家は別海で、牛を飼っていた。 

お母さんは、牧場にクマが出ると、一斗缶をガンガンと棒で打って追い払うほど元気だったという

が、突然亡くなってしまった。 

家の手伝いをしなければならないので、学校に行かなかった。というより、行けなかった。行かな

くなって、勉強について行けなくなって、学校に足が向かなくなった。 

毎日先生が放課後に家にやって来て、算数を教えてくれる。先生は、「何が得意なの。」と心配そう

に友二少年に聞いたそうだ。 

そこで、悪魔の鎌のような背丈もある鎌で牧草狩りをして見せた。 

先生もやってみたいというので、友二少年は鎌を渡した。全く思い通りにはいかない。それでも先

生は三十分も苦戦した後に、「君はすごいね。」と何度も言ったけれど、友二少年は先生もすごいと

思った。 

ほんわりとした湯気のような空気が流れ、「いい先生だった。」と友二さんは視線を天井に向けた。 

 

～たんぽぽの甘き冀求（ききゅう）と有刺鉄線～ 

この実習が終わったら学校に帰れる。八か月に及ぶ臨床実習は頭の毛が抜けてしまうか、あるいは

気がおかしくなるかと思うほど辛い毎日だ。唯一の楽しみは、学生同士で、休憩時間にお菓子を食

べながら、指導者からの不条理な扱いを滑稽に話しては、大笑いしたり泣いたりすることだけ。 

あと三週間。今日、受け持ち患者の発表がされる。 

明子は透析病棟で一週間は糖尿病教室を見学したり、環境整備をしながら入院患者さんとコミュニ

ケーションをとったり、気楽にそして気持ちを引き締めながら過ごしていた。 

「嘘でしょ。」 

発表された受け小山喜榮さんという名前を聞いて、耳を疑った。そして絶望的な気持ちになった。

あと三名の学生は御愁傷さまという表情と、安堵の表情が混在している。 

「当たりが悪いとしか言いようがないです。私の実習が成功するとは思えません。受け持ち患者さ

んを変えてください。」と、明子はしばらくうつむいていたが実習担当者に不満の意を表明した。 

「フォローはしますから。なんとか頑張ってみて欲しいの。」と、優しいはずの実習担当者は引か

ない。明子の粘り強い抗議に、 

「一週間して実習にならなかったら、婦長と相談しますから。」と実習担当者が折れて約束し、賽

は投げられた。 

どうしてそんなに、患者の喜榮さんは敬遠されているのか。 

病室の環境整備で、喜榮さんの個室に明子たち学生二人でお邪魔した時のことである。 

「そんな所を拭くのだったら、採尿室の蓄尿パックの蓋を拭きなさい。汚らしくてやりきれない。」

と、いきなり文句を言いだした。すごすごと二人で病室から退散し、 

「あんな気難しがり屋さん、絶対、受け持ち患者さんにならないよね。」と話していた。 

喜榮さんは歴史ある街の特定郵便局長だったが、糖尿病を長年治療せずにいたため、人工透析の準
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備のため血管の手術をしなければいけない状況だった。そして、インシュリン治療が必要となった

が、受容できずにいた。 

こんな個室でビルばかり眺めてるから気分が滅入ってしまうんだ。散歩だ、散歩。屋内歩行と称し

て、一階の雑草だらけだけどお庭がある回廊まで行こう。売店もあるし。 

明子の今日の行動計画である「屋内歩行」を渋々容認してくれた喜榮さんは、長身でまるで紳士の

ように見える。しかし、脚はうんと悪い状況で杖をついて十歩歩いては一休みが続いた。 

エレベーターに乗って、渡り廊下を過ぎて、明子一人だと数分とかからない距離が十五分もかかっ

た。きっと、不機嫌にさせてしまうんだろうなと申し訳ない気持ちになった。 

その時、ガラス越しに張り付き中庭を食い入るように見つめる喜榮さんの姿があった。 

「来て良かったですよ。たんぽぽで一杯だ。満開のたんぽぽを見るのは何十年ぶりだろうか。 

私は、サハリンで抑留された経験をもっています。」 

敢えて樺太と言わないことに違和感をおぼえた。中庭に出て、ベンチに腰掛ける。 

「まだ若い将校でしたが、隊を任されていました。私の誇りは全員日本に連れて戻ったことです。」 

「隊員には絶対逆らってはいけないと言って、それを守らせました。寝床は筵一枚で、角材を両脇

に置いて寝るんですよ。南京棒と呼んでいて、南京虫がそれに喰いつくのでそう呼んでいました。

噛まれるとそれはそれは気が狂いそうになるほど痛痒い。」と笑う。 

「ロシア人は、日本人は信用できると言ってそのうち良い関係になりました。ロシア人は嫌いでは

ありませんでした。」 

「支給されるのは一日パン一個。あとは雑草を食べていました。五月になって、たんぽぽが有刺鉄

線を巡らされた敷地内一面に咲いたので、皆で一斉に採って天婦羅にしたのが忘れられない。力が

湧きましたよ。ロシア人は日本人はたんぽぽまで食べるのかと呆れ返ると同時に愉快がりました

ね。」 

明子が腕の G-shockに目をやると、あっという間に時間が過ぎていた。明子と喜榮さんは二人三脚

の様に必死に病棟へ戻る。なんとか昼食の時間に間に合った。 

「今日は、ありがとう。久しぶりに歌を詠みました。お会いできた記念に。」と、喜榮さんは一日

の終わりのあいさつをしに行った明子に、手帳の一ページを切って手渡した。 

さあ、楽しい 3週間が始まる。春の日差しが眩しい。 

 

「屠殺」は、どういう人になるか、どういう生き方をするのかは、生い立ち、教育、その人のおか

れた状況、軍人になったとしても……それはすべてではないということを思いめぐらさせてくれた。 
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阿部信一『屠殺』 
Int. 

 

 

 屠殺……肉・皮などをとるために、牛・豚などを殺すこと。畜殺。（三省堂 新明解国語辞典） 

この作品では、飼っていた馬が病気に罹っていることが判り、獣医によって殺処分される描写があ

る。目を覆いたくなるような場面の連続で、心臓に悪いどころの話ではない。年寄りには禁書にし

て欲しい思いで読んだ。屠殺に触発されて以下２つの話を書くが、いずれも昔どこかで読んだ話を

思い出しながら私が物語風に書いたことをご了解頂きたい。 

 

 子供たちが参加する自然学校サマーキャンプのことが書いてあったのを思い出した。子どもの参

加と言っても家族参加も OK だから大人もいる。夏だから昼間は登山をしたり、川遊びや魚釣りも

ある。夜はテントを張って、花火をしたり、寝る前に星座を眺めたりする。 

一つ異質なのは食事だ。朝昼晩と子供たちに手伝わせて作るのはキャンプらしくてどこでもやっ

ているが、必ずキャンプ中に１回は鶏を絞めることになっている。動物を殺し、それを食べること

で人間が生きていけることを教えるためだ。鶏を逆さまに吊って、首を切って血を出す。出した血

は下に置いたバケツに落とし、確かそれをまた人間の体に取り込むのだが、４０年以上前のことゆ

えどうするかは記憶から抜けている。羽をむしったり、皮を剥いだりの作業も子供たちは手伝わさ

れることになる。血を見て悲鳴を上げその場から離れる子や、解体されるのを見て嘔吐し青ざめる

子、夕食が食べられなくなる子、身を震わせて泣き出す子など様々だ。何の前置きもなく｢夕食の

準備を手伝って｣というかけ声で集まった子供たちは、凄惨な光景を見るだけでなく、その光景を

作り出す作業を請け負う子も出てくるわけで、まさに想像を絶する体験に違いない。 

｢スーパーなどで売っている肉はこんなふうに加工されるんだけど、その作業は目に見えない所

で行なわれているから、君たちは何も考えずに平気でパクパクと食べているだけなんだ。でも、食

べるとはこういうことなんだ｣とリーダーは言う。｢自分が生きるというのはこういうことなんだ。

動物や植物の生命をもらわないと人間は生きていけないんだ｣と言われると、子供たちの口から言

葉は出ない。 

翌日になると子どもは自分を取り戻す。なぜなら、リーダーが｢だから、食べるときには動物や

植物に感謝して食べるんだよ。頂きます、というのは生命を頂いて有難うございます、という意味

なんだよ｣と子供たちに教えたからだ。生命の循環、受け渡しを考えてしまう。 

 

もう一つ例を紹介する。ニセコ町の隣にある倶知安農業高校の話だ。倶知安農高は生産科学科の

単科課程だが、２年になると生産加工コースと生活園芸コースに分かれる。生産加工コースでは農

畜産物の生産や加工について学ぶことから、生徒たちが牛の世話をしている。２年生になって牛の

世話が始まるが、どの生徒も牛との触れ合いを通じて、生命あるものを世話する体験に夢中になる。

しかし、３年生の中頃になると別れがやってくる。自分たちが心を込めて世話した牛を食肉牛とし
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て出荷しなければならないからだ。別れの日が近づくにつれ心中穏やかでなくなってくる。世話を

しながら涙を流して牛の体を撫でている子がいる。出荷せずに何とか学校にずっと置いて欲しいと

先生に直訴する子がいる。別れの日まで、生徒のそういう状況は続く。 

そして別れの日、業者がトラックでやって来て引き取る準備が整うと、生徒たちが牛を連れてく

ることになっている。しかし、そこは動物の本能と言うべきか、世話してくれ馴染みになった生徒

たちの様子が何日も前からこれまでとは違うことを感じ取っている。当日牛は一層危機感を前面に

出して、引っ張っても押しても動こうとしない。いくら自分のことを一所懸命世話してくれた生徒

たちだからと言っても、牛だって自分の生命が懸かっているから素直に言うことは聞かない。半時

間格闘してもその場から動こうとしない牛に、生徒たちは、もう連れて行かないで、自分たちがず

っと世話するからなどと、半年先の卒業も頭から消えたような無茶なことを先生にぶつけたりして

いる。やがて先生は意を決したように口を開く。｢この牛を君たちが本当に可愛がってよく世話し

てくれたことは、先生はもちろんこの牛もよく分かっているはずだ。でも先生は言ったよね。１年

半世話したら別れの日が来ることを。業者に売ることを承知で君たちはそれまでの間世話すること

を選んだんだ。これは正式な契約だし、経済活動なんだ。この牛を売ったお金は君たちの授業や実

習をするための費用になるし、次の牛を買う費用にもなるはずだ。そういうことを忘れちゃいけな

い。業者さんはその契約を守って今日引き取りに来てくれているんだ。いつまでも待たせちゃいけ

ない。｣ 

泣きながら先生の話を聞いていた生徒たちは、もちろん先生の言うことはもっともだと頭では分

かっているが、心が止まったままで追いつかない。それでも何とか牛の所に一人二人と集まると

次々に牛に声をかける。「今までありがとう」｢１年半世話できて本当に嬉しかった｣「これまでず

っと俺の悩みを聞いてくれてありがとうな」「大好きだったよ」「夢の中に出てきてくれよな。」そ

こかしこを撫で回しながら言い終わって、皆で牛を引っ張ったり押したりすると牛も渋々動き出し、

トラックの荷台に懸かるスロープを上っていく。が、最後あと一歩のところで立ちすくんでしまう。

最後の抵抗なのか、皆にお別れを言いたいのか、動かなくなった牛に皆で改めて引導を渡すことに

なる。｢頼むからもう一歩奥に行ってくれや｣などと、都会の満員電車の戸口で言うような台詞が聞

える。一人の生徒が皆をかき分けて牛に近づいた。世話を始めてからずっと、当番になると言葉を

かける代わりに体を撫で続けてきた生徒だ。顔を撫でながら牛の目をじっと見ている。牛も同じだ。

互いに見つめ合っている。生徒は｢今日でお別れだからもう会えないけど、元気でな｣と言った。初

めてかけた言葉、しかもこの場には最も相応しくない言葉だが、何の穢れもない目でその生徒をじ

っと見ていた牛は、これ以上自分に出来ることはないと思ったか、自らトラックの荷台へと上がっ

た。その姿を見て生徒たちは｢元気でな｣と一斉に言うが、牛の耳に入った様子はなかった。  

引き渡しの儀式が済み、トラックは動き出す。生徒たちを見ないようにしてあるためか前を向い

て繋がれている牛が突然｢モーー｣と鳴いた。牛からの最後の贈物をどう受け取ったかは生徒一人一

人違うのだが、鳴き声が引き金になった感じで生徒たちは揃って跡を追う。やがてトラックが小さ

くなると、追っていた生徒たちはそれぞれの場所で、立ち尽くす者、しゃがみ込む者、木にもたれ

かかる者と様々だが、共通点は大好きだったものとの別れ。相手の死を思う心。そして、生命ある
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牛が人間の食料になってしまうという、残酷だがどうしようもない現実と、自分もそれに関わって

しまったという事実の重さ。しかし、牛との繋がりの日々で、今自分が目の前にしている相手に全

力でぶつかることの大切さを学び、生徒たちの心の中には先ほどの良心の呵責に反比例するかのよ

うに相手への感謝の気持ちが芽生えていく。自分を成長させてくれるためにその牛がここに来てく

れたのだと思う日がきっと来る。｢来てくれてありがとう。｣その気持ちは生徒たちの一生の宝にな

るに違いない。 
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阿部信一著『屠殺』を読んで 
忘れてはならない記録としての文学 

Tak. 
 
 

 読み終えるのがやっとで読書会に参加し、みなさんの感想、意見交換を聞いた後の感想文である。

率直な思いを綴りたい。Uさんの紹介で、『屠殺』の原作は地元の文芸誌に掲載した『百姓の子』で

あり、出版社から単行本として出版する際に原作にはない、「純愛」エピソードがもう一つの主題

として加えられたことを知った。 

 そして、何となく感じていた違和感の元が分かり、「やはりなー」と思った。少年辰三と転校し

てきた少女（病弱だが人目を惹く容姿と明るい性格）の純愛とやがて来る別れ、そして半世紀後の

その娘と邂逅と劇的な別離シーン…うーん、これは少しできすぎだな。うまくまとめすぎている。 

 私は「百姓の子」のままで良かったと思う。「純愛」部分を除けば、作者のほぼ実体験に基づく

作品の迫力を強く感じたからだ。教師の理不尽な暴力と虐待、繰り返し、人間や動物の強烈な悲鳴、

強烈な匂い、強烈な痛みが描かれている。作者の肉体に、脳髄にしみ込んだ拭い去れない記憶が再

現され、畜産農家の子としての幼いころからの生活と労働場面がリアルに描かれ、迫ってくる。鶏

の卵を飲み込んだ青大将が、ぶた小屋では、たちまち食い尽くされてしまう。人間の都合で子綿羊

の尾っぽがきられる、子豚が去勢される。 

 羊蹄山の中腹まで人馬がのぼり、大木をバチに括り付け滑り降りる場面も圧巻だ。常識外れの孕

み馬を使っての山下りは、案の定斜面を転げ落ち、梶棒が馬腹を裂き、内臓も胎盤に包まれた仔馬

も白い雪の斜面に散乱する。落ちていく馬と丸太がスローモーションで目に浮かぶ。馬と人間が一

体の労働をしている。その愛馬が、伝貧馬と診断され、獣医に売られる。その屠殺を見届けずには

おれない辰三の思いとその残酷なと殺場面が詳細に描かれる。屠殺者たちの卑しいふるまいも…。

しかし、当時それが特異ではなかったのであろう。 

 この作品の記録としての大きな価値に、北海道の歴史の暗部に沈んでいる忘れてはならない事実

が描かれていることにある。このニセコの地にも厳然としてあった、朝鮮人、中国人労働者への虐

待の実態とその現場を生々しく再現している。「殺したら元も子もなくなるべさ」「なあに、代わり

はいくらでも居るさ。心配ない。土方たちの見せしめさ」「土砂崩れで土方が生き埋めで死んだと

いうニュースは毎度のことだったが病気や暴力で命を落としたものも土砂崩れで死んだとごまか

した。」 

 そう、この時代を、事実を絶対に忘れてはならないのだ。「暗い」小説として「純愛」の砂糖で

くるんではいけないのではないかと感じた。 

 


