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大阪＋知的障害＋地域＋おもろい＝創造
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「向日葵のかっちゃん」舞台に

発達障害児と先生の物語
朝日新聞 2017 年 8 月 25 日
阿由葉朱凌さん（左）と三上真史
さん＝宮川舞子氏撮影、東京都中
央区の博品館劇場

発達障害のかっちゃんが
熱血先生と出会って大きく
成長を遂げたという脚本
家・小説家の西川司さん（５
９）の自伝小説を舞台化した
「向日葵（ひまわり）のかっ
ちゃん」が、東京都中央区の博品館劇場で２７日まで上演中だ。
北海道の小学校の特殊学級（今の特別支援学級）の「ひまわり学級」に通うかっちゃん
（阿由葉朱凌〈あゆばしゅり〉さん、戸塚世那さんのＷキャスト）は、時計も漢字も読め
ず、計算もできない。「＋」や「＝」の意味もよく分からず、「１＋１＝１１」と書いてし
まう。
おかあちゃん（星野真里さん）からも「はんかくさい（とろくさい）」と怒られる。５年
生で転校した小学校には特殊学級がなかったが、森田先生（三上真史さん）に出会い、勉
強や運動の楽しさを教えてもらい、人生が変わる。
西川さんはＮＨＫの幼児向け番組「おかあさんといっしょ」で放送された人形劇「ぐ～
チョコランタン」の脚本家でも知られる。２００７年に小説「ひまわりのかっちゃん」（講
談社）を出版。文庫化もされ、累計約４万部を刊行した。
西川さんは、北海道の小学校で２年生から４年生まで特殊学級に通っていた。文字など
物の形を判別したり、覚えたりすることに苦労したという。転校先で出会った森田先生は、
反復して体で覚える、あきらめない、考えることの大切さを教えてくれた。自信がついて
学力が伸び、卒業式には答辞を読んだ。最近、病院で診断を受け、アスペルガー症候群と
判明した。
西川さんは「こだわりが激しく融通がきかないところがあるが、集中力は人一倍あった。
先生は僕の良いところを見てくれた」と言い、
「今の親御さんは何でも平均的にできる子に
したがりますが、突出しているところ、そうでないところの凸凹があっても、個性として
とらえて伸ばしてあげると自信がつくんです」。
本を書き上げた時に森田先生に読んでもらおうとしたが、病気で亡くなっていたと知り、
号泣した。生前、同級生が集まると「司は相変わらず頑張っているのかぁ」と喜んでいた
という。
「自分だけの力なんてほんの数％。人との出会いの大切さを知ってほしい」
脚本・演出のわかぎゑふさんは「人の心には傷ついたトゲがいっぱい刺さっています。
今は、発達障害の子たちの心に刺さった小さなトゲを抜いてくれる人になかなか出会えな
い時代だからこそ、舞台を見てほしい。人間力が大切なので、コメディー仕立てにしまし

た」と話す。
チケットは 6800 円。問い合わせは、る・ひまわり（03・6277・662２）へ。
（山根由起
子）

障害者が楽しむ音の祭典 ホールで生の音楽に触れて

大教大がコンサート ９月１１日
産經新聞 2017 年８月 25 日
障害がある人たちや介助者にオーケストラの生演奏を楽しんでもらおうと、大阪教育大
の学生らが９月１１日午前１０時半から、ザ・シンフォニーホール（大阪市北区）で「ハ
ートフルコンサート」を開催する。
曲目は「ルパン三世」や「ウエストサイドストーリー」の各メドレー、
「上を向いて歩こ
う」など。聴覚障害者にも音楽を体感してもらおうと、ダンスを交えた曲も用意する。
同大学の芸術表現講座（音楽）と府教育委員会、ザ・シンフォニーホールによる共催で、
昨年に続き２回目。当日は府立支援学校に通う生徒や介助者約７５０人が招待される。
演奏は学生のほか、同大学の卒業生で自身も視覚障害がある声楽家の濱田直哉さんや、
趣旨に賛同した全国の教育系大学の管楽器専任教員たちが担当。指揮は同大学准教授で、
トランペット奏者の神代（くましろ）修さん。
神代さんは「ザ・シンフォニーホールは日本一の音響を誇る施設。最高の場で非日常を
楽しんでもらえれば」と話している。
対象は障害がある人とその介助者で、入場無料だが事前連絡が必要。連絡、問い合わせ
は実行委員会（ｈｅａｒｔｆｕｌ＠ｍｌ．ｏｓａｋａ－ｋｙｏｉｋｕ．ａｃ．ｊｐ）
。

字幕メガネで聴覚障害者も楽しめる

大阪など導入へ

毎日新聞 2017 年 8 月 25 日

着用すると字幕が見られるメガネ型機器

聴覚障害者にも邦画を楽しんでもらおうと、映画館を経営す
る業者などの団体「全国興行生活衛生同業組合連合会」（全興
連）が９月に東京、大阪など４都府県の映画館で初めて、スク
リーンに字幕が浮かんでいるように見えるメガネ型機器を導
入する。大手映画配給会社も協力し、このシステムに対応でき
る作品を増やす方針で、機器があれば全国の映画館で同様の体
験ができるようになる。
映画のバリアフリー上映を目指すＮＰＯ法人「メディア・ア
クセス・サポートセンター（ＭＡＳＣ）
」
（東京都）は、作品の
上映と同時進行で情報端末に字幕を表示できる無料アプリ「Ｕ
ＤＣａｓｔ」
（ユーディーキャスト）を開発。映像を鑑賞できる市販のメガネ型機器にアプ
リをダウンロードして着用すれば、スクリーン上に字幕が浮かんで見えるシステムを考案
した。
ＭＡＳＣによると、２０１５年１２月から１年間に公開された全邦画６１０作品のうち、
字幕付きは１３％の８１作品。いずれもスクリーンにセリフを表示するため、健常者の観
客には「画面に集中できない」と言われる恐れがあり、公開期間のうち、数回だけしか上
映されないことが多かった。
昨年４月の障害者差別解消法の施行を受け、全興連は障害者の映画鑑賞の機会を広げよ
うと対策を検討。システムの普及を目指し、９月上旬から約２カ月間の予定で東京、神奈
川、愛知、大阪の４カ所の劇場に機器各１０台ほどを置き聴覚障害者に無料で貸し出す。
利用者にはアンケートで感想を聞き、システムの改良を目指す。
普及には課題もある。機器は、インターネットを経由して動画配信サービスなどを使え
ば自宅や屋外でも３Ｄ映像を楽しめる、エプソンの「モベリオ」
。ＭＡＳＣによると「モベ

リオ導入には１台１０万円ほどかかるが、福祉目的の製品ではないため、購入費への公的
助成が得られにくい」という。米国では同様の機器の普及が進み、少なくとも６０００カ
所のスクリーンで無料で借りられるという。全興連の下村忠男事務局長は「障害者が健常
者と同じように映画を楽しめる環境を整えたい。こうした機器があると知ってもらうのが
第一歩」と語る。また、ＭＡＳＣの川野浩二事務局長は「このシステムを発展させれば、
外国語字幕の表示もでき、外国人も映画館で邦画を楽しめるようになる。全ての人が同時
に映画を楽しめる可能性を広げたい」と話している。問い合わせはＭＡＳＣ（０３・５９
３７・２２３０）
。
【村瀬優子】

東京パラ準備加速 人気、施設整備に課題

佐賀新聞 2017 年 08 月 25 日

２０２０年の東京五輪・パラリンピックに向けて工事が進む有
明アリーナの建設予定地（手前）。右奥は豊洲市場＝２４日午
後、東京都江東区（共同通信社ヘリから）

２０２０年東京パラリンピックの開幕まで２５日
であと３年。１９６４年に続き史上初めて同一都市で
２度目の大会を迎える。近年、五輪との両輪として捉
えられ注目を集めるが、競技の人気や各種施設のバリ
アフリー化など課題は多い。スポーツ庁の鈴木大地長
官は２４日、「われわれも一丸となって協力したい」
と語り、国を挙げての準備が加速する。
企業による支援の動きが広がる中、ボッチャやゴー
ルボールといったなじみの薄い競技では体験会を行うなどＰＲ活動は盛んになった。ただ
パラ競技全体として、鈴木長官は「観戦したことがある人は少ない」とみており、人気の
面ではいまひとつだ。
７月にロンドンで行われたパラ陸上の世界選手権では１日平均２万人以上の集客を達成。
１２年ロンドン・パラリンピックのレガシー（遺産）として、障害者スポーツの地位確立
を印象づけた。一方で６月に東京都内で行われたパラ陸上の日本選手権の観客数は２日合
計で２９００人にとどまった。過去３度パラリンピックに出場した陸上の山本篤選手（ス
ズキ浜松ＡＣ）は危機感を抱き「どうすれば観客を呼べるか、知恵を出す必要がある」と
呼び掛ける。
東京大会で実施される２２競技の種目は９月４日の国際パラリンピック委員会（ＩＰＣ）
理事会で決まる予定。日本は昨年のリオデジャネイロ大会で金メダルゼロに終わった結果
を踏まえ、競技団体や選手が巻き返しを図る。【共同】
■暑さ対策も重要に
２０２０年東京パラリンピックでは暑さ対策も大きな課題だ。地面に近い車いすの体感
温度は高く、発汗や体温調節が難しい症状がある選手もいる。同時期に国内で開催されて
いる大会では給水所に大量の氷を用意し、木陰で待機してもらうなどの工夫をしている。
８月下旬の北海道マラソンと合同開催している「はまなす車いすマラソン」は、北海道
マラソンより早い午前８時半にスタートする。選手には直射日光に当たらないよう近くの
公園の木陰で待機してもらい、スタート地点での整列時間も短縮する。
選手はドリンクボトルを携帯して走るが、大量の氷を用意する給水所で頭や背中から冷
水をかけて体を冷やす。実行委員会の担当者は「体温調節がうまくいかない人もいるし、
アスファルトの照り返しも強い」と熱中症対策の重要性を強調する。
さらに一般アスリートと違うのは、低い姿勢に伴う体感温度だ。晴天時は地面に近いほ
ど気温が高くなり、東京都心では１５０センチと５０センチの高さでは３度程度違うとの
データもある。
日本パラ陸上競技連盟によると、自律神経の障害で発汗しにくい場合、送風機などで皮

膚の温度を下げる。腕や脚を切断している人も汗をかく表面積が減少しているため体温が
上がりやすく、注意が必要という。
【共同】

施設入所の知的障害少年を殴った疑い

３６歳元職員逮捕

大阪・守口
産經新聞 2017 年８月 25 日
グループホームに入所していた知的障害の少年（１８）を殴るなどして負傷させたとし
て、大阪府警守口署は２５日、傷害の疑いで、この施設の元職員、下地翼容疑者（３６）
＝同府枚方市朝日丘町＝を逮捕した。容疑を認めているという。
逮捕容疑は７月２０日深夜から２１日朝にかけて、当時勤務していた同府守口市佐太中
町のグループホームで、入居者で知的障害を持つ少年の顔を殴るなどして軽傷を負わせた
としている。
同署によると、入居者はグループホームで寝泊まりしているが、当時施設内にいたのは
少年と下地容疑者の２人だけだったという。下地容疑者は事件後に退職した。

知的障害者施設殺傷 施設の再建案を家族に説明
NHK ニュース 2017 年 8 月 25 日
去年、殺傷事件が起きた相模原市の知的障害者施設の再建をめぐって、神奈川県は２５
日、入所者の家族らに対し、小規模な施設に分散して整備するとした案に沿って進めたい
と説明しました。
去年７月、入所者など４６人が殺傷された相模原市の知的障害者施設、「津久井やまゆり
園」について、神奈川県は２４日、元の場所で施設を建て替えるとともに、多くの入所者
が一時的に移転している横浜市にも新たな施設を整備し、それぞれを小規模化したうえで、
分散するとした再建案を決めました。
これを受けて、神奈川県は２５日、横浜市で入所者の家族らを対象に説明会を開き、お
よそ５０人が出席しました。
はじめに、県の担当者がそれぞれの施設の定員は、入所者の意向を確認して決めたうえ
で、平成３３年度中に希望する全員が新しい施設に入ることができるよう、建設を進める
などと説明しました。
これに対し、家族からは「元の場所に戻りたいが、どの時点で定員がわかるのか」とい
う意見が出され、県の担当者は「不安にならないよう積極的に情報提供する」と答えてい
ました。
説明会のあと、息子が入所しているという８２歳の男性は、「なぜ施設を分散するのか、
よくわかりません。私も高齢になり息子がどこに入れるのか心配です」と話していました。
県は２７日も説明会を開くことにしています。

東京パラリンピック開幕まで３年 選手強化が課題に
NHK ニュース 2017 年 8 月 25 日
２０２０年東京パラリンピックの開幕
まで２５日でちょうど３年です。ＪＰＣ
＝日本パラリンピック委員会は、東京大
会の目標として、金メダルランキングで
７位に入ることと、すべての会場を満員
にすることを掲げていて、選手強化を加
速させるとともに、障害者スポーツへの
理解を深め、関心を高めていくことが課
題となっています。

東京パラリンピックは３年後の２０２０年にオリンピックに続いて、８月２５日から９
月６日まで開かれます。ＪＰＣは金メダル数のランキングで７位以内という目標を掲げて
いますが、ロンドン大会では２１個、リオデジャネイロ大会では１７個を獲得した国が７
位となっているため、リオデジャネイロ大会で金メダルなしに終わった日本としては高い
目標です。
このためＪＰＣでは、東京大会での金メダル獲得を目指す選手強化のため、特別強化委
員会を設置しましたが、現状では練習場所の確保や、就職先の紹介などの競技環境を整え
るための基本的なサポートから必要な状況です。
ＪＰＣは今後、国内の主催大会に海外の強豪選手を招へいしたり、選手の海外への遠征
を支援したりして、トップ選手のさらなる強化を目指すほか、日本体育協会などと協力し
て、選手発掘の取り組みも行って、競技力の底上げも加速させることにしています。
また、すべての会場を満員にするという目標に向けて、ＪＰＣでは子どもたちにパラリ
ンピック競技への理解を深めてもらおうという取り組みも進めています。
ことし４月には、パラリンピックの価値や競技の多様さを学べる教材を、全国の２万３
０００校の小学校に配りました。授業などで活用してもらうことで障害者スポーツへの関
心を高めてもらい、競技を実際に見てもらうことにつなげたいとしています。
ＪＰＣの高橋秀文副委員長は「パラリンピックへの理解は以前よりも進んでいるが、よ
うやくついた火を大きくして東京だけでなく、特に地方に広げていきたい。あと３年間全
力で走り抜けたい」と話していました。
鈴木長官「すそ野の拡大が必要」
スポーツ庁の鈴木大地長官は「パラリンピックという名称の認知度は高まってきたが、
競技を実際に観戦したことのある方はもっと少ない。まだまだオリンピックとパラリンピ
ックでの扱いが少し違うのかなと思う」と話しました。
そのうえで、鈴木長官は「パラリンピアンが多くの観客で埋まった会場で試合をするた
めには、まだまだ、すそ野の拡大が必要だ。競技を体験できる機会を増やし、特別支援学
校でもさらにパラリンピック競技が行われるよう、幅広く障害者スポーツの振興を図って
いきたい」と話しました。

【月刊パラリンピック】東京大会、開幕まで３年 日本「金」２２個目標
産經新聞 2017 年８月 25 日
ゴールを狙う日本代表の天摩由貴
アリーナ（納冨康撮影）

＝６日、千葉市・千葉ポート

夏季パラリンピックの２０２０年東京大会は２５日に
開幕まで３年となる。４年に１度、夏季五輪終了後に開
催される障害者スポーツ最大の祭典は、新採用のバドミ
ントン、テコンドーを加えた全２２競技が行われる。広
域開催となる東京五輪とは異なり、自転車を除いた２１
競技を首都圏で実施する予定。日本パラリンピック委員
会は史上最多となる金メダル２２個、ランキング７位の
目標を掲げており、選手たちも実力を磨く日々を送っている。
パラリンピックは１９６０年ローマ大会が第１回で、６４年には東京で第２回が行われ
た。同一都市で２度開催されるのは史上初。ハード面では競技会場や宿泊施設、輸送面で
のバリアフリー化が急務で、大会を契機に障害のある人が暮らしやすい「共生社会」の実
現も目指す。大会は東京五輪が２０年８月９日に閉幕した後、２５日に新国立競技場で開
会式を実施し、９月６日まで開催される。
ゴールボール女子 天摩由貴 リオの雪辱、全員で頂点へ
１２年ロンドン大会で、日本パラリンピック団体球技史上初の金メダルを獲得しながら、

昨年のリオ大会ではメダルなしに終わったゴールボール女子。雪辱を期す東京大会に向け、
今年の代表キャプテンには競技歴３年半の天摩由貴が選ばれた。陸上短距離代表としてロ
ンドン大会で挫折を味わった２７歳にとっても「東京」は再挑戦の場。仲間とともに今度
こそ頂点を目指す。
「やりたいことはまずやってみなさい」。それが両親の教えだった。視野が狭くなる進行
性の病を持って生まれたが、何かを制限されることはなかった。幼少期は、健常者に交じ
って水泳やサッカーに親しんだ。
中学卒業後、地元・青森を離れ都内の盲学校へ進学。陸上部に入ると頭角を現し、日大
在学中にロンドン大会の１００メートルと２００メートルに出場した。しかし、いずれも
予選敗退。
「実際に走ってみたら世界は速かった」
。自分には世界で勝負できる実力はない、
と痛感させられた。
陸上から離れ１年半ほど過ぎたころ、非常勤講師として働いていた母校でゴールボール
部の顧問から声を掛けられた。
「特にやることもないなら、ゴールボールやってみない？」
。
新たな挑戦の始まりだった。
長く個人競技をしていた分、最初はチームを意識して行動することに戸惑った。団体競
技にようやく溶け込めたのは約１年後。そのころには陸上で培った瞬発力を買われ、日本
代表に名を連ねるようになっていた。
前回大会女王として挑んだリオデジャネイロ大会。だが、メダル争いにも関われずに５
位。悔しさだけが残った。あれから１年。「あっという間でした。３年もあっという間に過
ぎるんでしょうね」
目下の課題は、チームの連携力を高めること。
「体格やパワーで劣る私たちは１人で点を
取ることは難しい。
（控えも含め）６人で点を取る、守るという日本の戦い方を磨いて最高
の状態で東京を迎えたい」
。一人では届かなかった頂点も、仲間と一緒ならつかめる気がし
ている。
（川峯千尋）
■ゴールボール アイシェード（目隠し）を着用した１チーム３人のプレーヤー同士が、
コート内で鈴入りボール（１・２５キロ）を転がすように投球し合って味方のゴール（高
さ１・３メートル×幅９メートル）を防御しながら相手ゴールにボールを入れることによ
って得点し、一定時間（１２分ハーフ）内の得点の多少により勝敗を決める。同点の場合
は、３分ハーフのゴールデンゴール方式（どちらかが得点した時点で終了）で延長戦を行
う。
バドミントン女子 鈴木亜弥子「持ってないメダル取りたい」
新競技のバドミントンは日本の金メダルが期待される有力競技の一つだ。世界バドミン
トン連盟（ＢＷＦ）のランキングには日本勢が上位に名を連ねる。最も期待がかかるのが
女子シングルスで上肢に障害があるＳＵ５クラスの鈴木亜弥子（七十七銀行）。６月に世界
１位に浮上した。
２００９年の世界選手権、１０年のアジア選手権を制し一度は引退した。
「それ以上の格
の大会はなかったし、当時は競技では食べていけなかった」と振り返る。東京大会の実施
競技に決まったことから、現役復帰を決断。１５年秋から本格的な練習を再開し、復帰後
は国際大会を３度制すなどブランクを感じさせない強さを見せている。
出生時に障害を負い、右腕は肩の高さまでしか上がらない。それでも小学校３年から健
常者に交じってプレーし、埼玉・越谷南高３年時には全日本ジュニア選手権のダブルスで
２位に入った実績もある。パラバドミントンの存在を知り、大会に初出場したのは大学３
年の時だった。現在は七十七銀行で健常者の選手とともに技を磨く。３０歳のサウスポー
は「持ってないのはパラリンピックのメダルだけ。絶対に取りたい」－。

【主張】東京パラまで３年 社会全体で成功に導こう
産経新聞 2017 年 8 月 25 日
２０２０年東京パラリンピックは、８月２５日に開幕する。
「パラリンピック」の名称は、

１９６４年の東京大会で生まれた。２度目の開催は東京が初めてだ。
車いすテニスの上地結衣（右）＝パリ（共同）

３年後、各競技会場を満員の観衆で埋め、アスリート
を迎える。
名付け親ともいえる東京が世界に向けて発信
できる、最上のおもてなしだろう。
そのためにも、
昨夏のリオデジャネイロ大会で初の金
メダルなしに終わった日本選手団の奮起を促したい。競
技環境を整えるなど、社会の後押しも必要だ。大会成功
のカギは、この２点に尽きる。
日本パラリンピック委員会（ＪＰＣ）は東京大会の目
標に、史上最多の金メダル２２個を掲げる。文部科学省の来年度予算の概算要求では、ス
ポーツ庁が担う２０年五輪・パラリンピックに向けた「競技力向上事業」が１００億円を
超える見通しだ。
パラ競技は全般的に選手層が薄い半面、適性競技を見いだすことにより短期間で強化の
成果が出やすい。陸上女子走り幅跳びで０４年アテネから３大会連続出場の谷（旧姓・佐
藤）真海はパラトライアスロンに転向し、東京大会を目指している。パラ選手の可能性を
体現する最良の模範だろう。扉は多くの競技者に開かれている。
パラ競技の認知度を高め、埋もれた才能の発掘や適した競技への転向を進めるなど、各
競技団体は知恵を絞ってほしい。トップ選手の活躍は障害者の社会参加につながり、多様
性のある社会を目指す大会理念にもかなう。
２０年大会の招致を機に、多くの企業でパラ選手の雇用が進んだ。ＪＰＣが日本オリン
ピック委員会（ＪＯＣ）と共同で取り組む就職支援事業も実績を挙げている。生活の足場
に不安を抱えるパラ選手を社会が支える余地は大きい。
リオ大会の放映などを通じ、パラ競技の魅力を多くの人が知った。車いすテニスを筆頭
格に、トップ選手が繰り広げるプレーは有料観戦にも十分に堪えられる。
「お金を払って見る」文化を、２０年大会に向けて根付かせることも各競技団体の課題
だ。
バリアフリー化を軸にした街づくりは、２０年大会のみならず「２０２５年問題」など
を抱えた高齢化社会への備えにもなる。パラリンピックの開催準備はわれわれの暮らしに
直結するという理解を、社会全体で共有したい。

社説 東京パラリンピック 心のバリアフリーが課題
毎日新聞 2017 年 8 月 25 日
誰もが暮らしやすいバリアフリー社会をどう築いていけばいいのか。
２０２０年８月２５日に開幕する東京パラリンピックまであと３年になった。開催に向
けて、公共施設や交通機関でハード面の整備は一定程度進んでいる。
だが一方で、障害のある人や高齢者と接した時に、どう手を貸せばいいのか戸惑う人も
少なくない。障害者用のトイレや駐車スペース、交通機関の優先席が適正に使用されてい
ないケースも目立つ。
いわゆる「心のバリアフリー」をさらに推進していくことが大きな課題だろう。
東京都は昨年、現状を把握する目的で、１２００人を対象にアンケートした。
それによると、路上や交通機関で障害者や高齢者が困っているのを見かけた時に、
「積極
的に声をかけ、手助けをする」と答えた人は全体の２割にとどまった。
内訳を見ると、家族に障害者や介護が必要な高齢者がいたり、子育ての経験があったり
する人の割合が高かった。年代別では１９歳以下で「手助けをする」人が１割程度だった。
また「しばらく様子を見る」「何もしない」と答えた人にその理由を聞いたところ、「ど
うしていいか分からない」という人が４割で最も多かった。
心の壁を取り払うのは、ハード面の整備よりも難しい。ではこうした状況をどう変えて

いくか。
例えば、障害者、高齢者、社会人、学生らでグループを作り、都内の観光地などを回り
ながら手話や点字を学べるツアーを主催するＮＰＯ法人がある。
障害者とどう向き合うかを学ぶ研修を社員に受けさせる企業も増えている。
今の子供たちに、こうした経験をさせていくことも大切だ。
特別支援学校や盲学校の子供たちとブラインドサッカーなどのスポーツを通じて交流を
している小中学校もある。
ただ交流の機会が年に１回程度しかないことも多いため、回数を増やしたい。
最終的には、働く場や学びの場で誰もが分け隔てなくともに過ごせる社会にすることが
理想だろう。

「幼な子われらに生まれ」男を追い詰める女性目線

大阪日日新聞 2017 年 8 月 25 日

（Ｃ）２０１７「幼な子われらに生まれ」製作委員会

重松清の同名原作を荒井晴彦が脚色し、三島有紀子
が監督した文芸ヒューマンドラマ。元日活の故神代辰
巳監督と、その脚本を多く書いた荒井晴彦のファンだ
ったという三島監督が、「しあわせのパン」（２０１２
年）の後、荒井に企画の相談を持ちかけて、重松原作
を勧められすでにできていた荒井脚本を読んで映画化
を決めたという経緯がある。
三島監督は「ぶどうのなみだ」「繕い裁つ人」
「少女」
などで、女性の主人公がその境遇、家庭環境の中でどう生きるかをシビアに描きながら、
ある種のファンタジーをそこに込めた作品作りが特徴だった。女性監督ならではの優しい
まなざしが光っていたというべきだろう。
「幼な子－」はこれまでと同じように家族を単位としたドラマだが、主人公の夫婦に２
人の子どもがおり、父親の田中信（浅野忠信）＝写真右＝にとって妻の奈苗（田中麗奈）
＝同左＝とは再婚同士で、子どもたちは彼女の前夫であった沢田（宮藤官九郎）の子であ
る。血のつながらない小学生の娘２人と暮らし、自分の子である娘は前妻の友佳（寺島し
のぶ）が別の男性と再婚し別々に暮らしている。
やがて奈苗が妊娠。出産を待ちながら、血のつながらない子どもたちと一緒に暮らすこ
とに少しの不安を覚える中で、何かと反抗的だった長女の薫（南沙良）が「本当の父親に
会わせて」と言い出すから信の落ち込みは少なくない。その父親の沢田は奈苗のかつての
ＤＶ夫だっただけでなく「今更娘に会いたくない」という勝手な男で、信にとっては両ふ
さがりである。
一方で信は会社に出れば窓際に追いつめられて窮屈で、会社と家庭の往復だけでやすら
ぐ瞬間もない。彼はここから脱出することができるのか。それが映画の三島監督のやるべ
きことで、信と一緒にそれぞれの人物を「やりたい」方向に動かしてみる。ただ一人、自
由人である沢田が一番健康的に見えるとしたら、家族の人間たちの度量は
狭いといわねばならない。
一度だけ、信はみんなに「勝手にしろ！」と言葉を荒らげる。一度壊れ
て、それが元に戻ることはあるのか。三島監督の女性目線は決して優しく
はなく、主人公の信を追い詰めているが、そこからしか話は続いていかな
いというのも事実。ファンタジーはその先にあるだろうか。
ファントム・フィルム配給。シネマート心斎橋、テアトル梅田で上映中。
月刊情報誌「太陽の子」、隔月本人新聞「青空新聞」、社内誌「つなぐちゃんベクトル」、ネット情報「たまにブログ」も
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