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新 しい年も、迷いながらも語りつづ けたい
西 村 敦 子 (東 京 都 世 田谷 区 )

50年 前、大学 に進む時、選択肢 は決 ま っていた。 中学 の担任 の影響 で、子 どもに本 を手渡す仕
事 につ きたか つたか らである。そ して在学 中に、物語 を耳か ら届 けるス トー リー テ リングに遭 つた。
しか し、そ の 出会 いの根 は もつ と遥 か昔 にあ つた ことに思い至 ったのは、卒業時、留学 して児童図
分 の力不足 で)、 結婚 して次 か ら次へ と日本 の人 口増カロに貢献 してい
た頃である。 3歳 になるかな らない長男 にねだ られ、
『 エル マー のぼ うけん』を読んで い た時 、ふ い

書館員 になろ うとの夢破れ

(自

に <樫 村治子 >と い う名 を思 い 出 した。小学校 に入 る前 か ら、私 は NHKの ラジオ番組「私 の本棚」
で樫村 さん の朗読 をいつ も楽 しみに していた。 中身 はわか らな くとも、た んたん と読む 中 にも強 く
心に響 く声 の調子 で物語 の情景 が浮かんできた。大 き くな つた らああい う人 にな りたい と思 つたの
である。
長 い前置 きにな つたが、何 が言 いたいか と言 えば、物語 を耳か ら届 ける手段 は、 さきの朗読 、読
み きかせ 、伝承 の語 り、素話 (ス トー リー テ リング)、 ひ とり語 り等 々 と多種多様 であ り、それ らが
適材適所 に行 われ、語 り手がプ ロであれ素人 であれ、物語が聴 き手 の胸 に素直 に届 けば感動 が生ま
れ るので ある。そ して私は素話 を選 んだ。 しか し困 つた ことに、 この 頃、おはな しを聴 いて私 の心
が反応 しない ことが多 いので ある

(自

分 の語 りは棚 に上げ)。

どうい うことだ ろ う。

子 どもの想像力 を豊かに引き出す には、肉声 で物語 をま つす ぐ飾 り気 な く語 ることは ス トー リー
テ リングの神髄だ と思 う。 しか し、語 りは生身 の人間 が伝 えるもの。 10人 10色 の妙味 があつて こ
そである。 また 、語 る人 の人 口が増 え、聴 き手 も子 どもか ら大人 と広が ってい るが、何 よ りもそ こ
そ こ語れ るよ うにな つた語 り手が陥 って はな らないのが 、 自分 の語 りに馴れ合 いになる ことではな
い だろ うか。決 しておはな しに慣れ てはい けないのだ と思 う。す るつ と語れ た時、聴 き手 に届 くま
えに、 シ ャボン玉 にな つて飛 んで行 って しま う。 いつ も初 めての時 の よ うに、真剣 に聴 き手 に向か
って心 を込 めて語 らねば

(自

戒 を込 めて)と 思 うのだが。

2年 に 1度 の全 日本語 りの祭 りを楽 しみに してい る。 そ こで、形 こそ様 々であ つて も、ひ とつ で
も多 く、心 ときめ くおはな しを聴 きた い と願 つてい る。
私 は伝承 の語 りで育 つてい ないので憧れ るが、初 めて感動 した ス トー リー テ リングが若 き松 岡享
子 さん語 る レアンダー だ つたので、創作物 を語 る ことに惹 かれ る。幼 い 頃 よ り心 に引 つかかつてい
た 「赤 い蝋燭 と人魚」 を憶 え始 めた。や つかい な文体 である。迷 い なが らも、そ の文体 を何 とか 自
分 の ものに して著者 の思 い を伝 え られ るよ う、真摯 に語 りたい。語 りたいか ら、聴 いてほ しいか ら。

