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まらない授業 につい ての 断想
近藤 和哉
「
先生、 この授業つ まらな くないです か ?」 一 こ

気持 ちにはそこそ こ近 い ように思 うけれ ど、彼女 の

れ は、私 が言 われ た台詞 で はな くて、数年前 のJ̲

言葉 に対す る答 えになってい ない ような気がす る。

Phone(ち よっと前 のVOdafone、い まの ソフ トバ ン
ク ・モバ イル)の CMで 、黒澤優 (故黒澤明監督 の

その 日の講義ので きによつて も答 えは違 って くるだ

孫)が 言 い放 った台詞 です。舞台は、明るい 日差 し

はなさそ うだ し ・・。結局、変数が多す ぎて一概 に

が差 し込 む とある高校 の静かな教室。中年 をやや過
ぎた埃 つぽい風来 の男性教 師が、チ ヨー クを手 に、

は言 えない なあとい う辺 りで考 えるのを止めて しま

黒板 に向かつてい る。教師の視線 の先 にも、意識の

くに当た って、あのCM類 似 の状況 で 自分が言われ

中 にも生徒 の姿 はな く、彼 の声 は、彼 自身にさえ見

た ら、 とい う仮定 の下 で改 めて考 えてみた ところ、

放 されたかの ように虚ろに響 く。生徒達 の意識 の中

「あ りが とう。」 と言 うのがいちばん相応 しい答 えな

に教師の姿 は もはやな く、その耳 に教師の声 は届 か

のかな と、ふ と思い至 りま した。彼女 の台詞 のポイ

ない。その とき、窓際 の席 に座 っていた長 い黒髪 の
美 しい女子生徒がす つと立 ち上が り、 まっす ぐな視

ン トは、「
先生、 この授業つ まらないです。
」 ではな
かったことなので しょう。彼女 は、箪笥 の裏 の ビー

線 を無防備 な教 師の背 中に突 き刺 し、冒頭の台詞 を

玉の ように、教師 自身にさえその存在 を忘れ られて

吐 く。振 り向 いた教師の顔 に、 は じめて表情 が刻 ま
れる。恐怖 だ。・ ・・と、下手 な説明で申 し訳 あ り

い た彼 の魂 に共鳴 し、励 ましてい たのか も知れ ませ

ませんが (さらには、言
コ陪違 い もあるか も知れ ませ

窒息 させ ようとしてい た言 い訳 の数 々に向け られて

んが)、だいたいこの ような内容 です。CM制 作者 の

い たのか も知 れ ませ ん。 あの台詞 を言 われたあ と、

意図は、生徒側 の 世代の人たちに、あの女子生徒の
イメー ジとJ̲PhOneのイメー ジ とを重 ね合わせ て も

教師は泣 いたのか も知れない なあ、などと勝 手 な空

らって、商品 を買 って もらお う とい うものだったの

なって きました。最初 は、 自分 はあんなこと言 われ

で しょうが、すでにauの長期契約割引 プラ ンに絡め

たことがな くて よかった、 と思 っていたはず なので

取 られていた私 には、その ような効果 は生 じず、代

すが。

わ りに、い ろいろと考 えさせ られたわけで した。
このCMを 初 めて見 た ときの印象 は、彼女 は素敵
だな、 とい う単純 なもので したが (制作者 の民 には
まったわけです )、次 には、 自分が 自分 の教室 で 同
じこ とを言 われ た らど うだ ろ う、 と考 え ま した。
「です よね 〜。失礼 しま した 〜」 と答 えれば多少 は
受けそ うだけれ ど、あ とで 自己嫌悪 の大津波 に襲わ
れそうな気がする。「う―ん、そ うですか。がんばっ
てはいるんです け ど ・・。
」 とい う答 えは、 自分 の

ろ うし、誰 に言 われたか とい うの も答 え と無関係 で

つた ような気がす るのですが、今回、 この原稿 を書

ん。彼女 の怒 りは、教師の魂 に覆 い被 さり、 これを

想 を巡 らせてい ると、彼 の ことがなんだか羨 ましく
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