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 自叙伝： 母と私の空白の 30年 

 藤井貴司 

  

プロローグ  

  自分は人とは違うという感覚に押しつぶされそうになるこ

とがある。それは暗闇の中の孤独というより、広場の中の孤独に

似ている。楽しそうにしている人はたくさんいるけれど、その中に

知り合いはいないし、話をする相手もいない。その中でただ時間

が過ぎていく。無為に過ごすことの切なさが、私を支配している。

私は幼い頃から、「自分は違う」という思いがあった。 

  

 孤独感というのは、自分だけのものではないことは分かっ

ている。誰もが多かれ少なかれ、孤独を味わったことがあるはず

だ。中には自傷行為に走ったり、犯罪に手を染める人もいるが、

幸いなことに私はそこまで至ったことがない。私がだらしなく生き

てきただけなのかもしれない。 

  

  昨今、さまざまな事情で親が子供を手放すケースが多く



 自叙伝： 母と私の空白の 30年 

 

2 

なっている。施設にいる子どもたちの苦労に比べれば、私の経験

など微々たるものかもしれない。 これまで自分の過去を言葉に

したくなかったが、50 歳を過ぎ、折り返し地点を過ぎた今、自分

の歩んできた道を振り返ってみたいと思う。そうすることで、何か

自分自身に気づくことができるのではないかと思ったからだ。 

  

 私は 3歳まで滋賀県大津市で、父、母、兄、姉と暮らしてい

た。ある日、母と母の愛人が私を連れて逃亡生活を送り、3 年後

には岡山県の倉敷にいた。そして、倉敷で小学校に入学して 2カ

月ほど経った頃、突然父と祖母に見つかり、私だけが小学校1年

生の時に大津に連れ戻された。私は突然母から引き離されたの

である。 

  

 幼い私は 3 歳までの大津の記憶がなく、大津の家族との

私生活、転校後の生活、すべてが 6 歳の私には大きなストレスに

なった。 

  

 それ以来、母なき子の生活を余儀なくされ、両親のいる友
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人を羨ましく思いながら学校時代を過ごしていた。高校を卒業し、

就職したのち、36 歳の時にあることがきっかけで、30 年ぶりに

母親と再会を果たした。生きている間はもう母に会えないとあきら

めていた私にとって、この経験は人生の宝物になった。 

  

  

1    私の家族  

  

 父の両親は、戦前日本領だった台湾に移り住み、そこで比

較的豊かな生活を送っていた。父は台湾で生まれた。「産めよ殖

やせよ」の時代だったが、父は一人っ子だった。敗戦後、両親とと

もに祖父の故郷である九州に戻ることになったが、すぐに滋賀県

大津市にたどり着き、そこで生活を始めることになった。台湾から

日本に引き揚げる際、台湾で築いた財産のほとんどを残してきた

ため、日本での生活はゼロからのスタートだった。食べ物がない

ような辛い時期もあったそうだ。 

  

 私（藤井貴司）は、終戦から 15年後の 1960年、滋賀県
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大津市で生まれた。兄（清）の話によると、私は大津市富士見台

の滋賀病院というところで生まれたそうだ。7 月の暑い土曜日の

午後、兄は学校帰りに病室に寄って、生まれたばかりの私を見た

という。 

  

 私が生まれる 3 年前に祖父（藤井逸夫）が亡くなり、家族

は祖母（かおり）、両親（照芳、富美子）、9 歳上の兄（清）、7 歳

上の姉（恵子）の 5 人だった。私は年の離れた末っ子だった。祖

母は私たちとは別の家に住んでいたので、私が生まれたときは、

両親と子ども 3人の計 5人家族だった。しかし、私にはその 5人

の「家族」の記憶がない。まったく記憶がないのだ。だから、当時

の事実やエピソードは、ある程度大人になってから知ったものだ。 

  

2    蒸発中の幼少期  

  

 物心がついた 3 歳の頃には、家庭は崩壊し、環境は一変

していた。私がたどれる一番古い記憶は、次のようなものだ。 
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 私は母と一緒にいた。母の側には愛人の目片助男がいた。

母は私が3歳の時に、私と愛人を連れて藤井家を失踪した。つま

り、父の前から「消えた」のである。残された家族は、父と 12 歳

の清、9 歳の恵子。祖母は父一家と同居し、彼らの面倒を見てい

た。 

  

 母の恋人は、もともと大津市石山地区でかしわ屋（鶏肉店）

を営んでいた男性だった。母は、マザコンで甲斐性なしの父に嫌

気がさす一方で、創価学会活動を通じて知り合った活動的な彼

に親しみを覚え、やがて家を出て行った。出て行く時の情景は何

となく覚えている。母と一緒に東海道線の列車に乗り、西へ向か

った。一方、かしわ屋の彼はバイクで国道を西に走っていた。中国

地方のどこかの駅で出会った 3 人は、知り合いを頼って、新しい

生活を始めた。そうして始まった逃亡生活は、私が初めて「家族」

になった時の記憶である。 

  

 その時、私の父は目片助夫だった。私はそのように刷り込

まれた。二人の共同作業で、私の記憶を操作していたのだ。私は
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彼のことをいつの間にか「おとうちゃん」と呼んでいた。日が経つ

につれ、本来の父親の記憶は消え、兄弟がいることすらすっかり

忘れていた。 

  

 逃亡生活は困難を極めた。かろうじて夜露をしのげる小屋

のような住まいに住んでいた。しかし、その住まいは永住できるも

のではなかった。広島の呉や四国の徳島へも行った。急な引っ越

しも何度かあった。家財道具もなく、気軽な夜逃げのようなものだ

ったと記憶している。 

  

 おとうちゃんはもともとかしわ屋だったから、包丁一本で生

きていけた。彼のバイクに乗って、田舎の鶏小屋を何軒も回った

のを覚えている。舗装されていない、砂埃と煙の立ち込めるガタ

ガタ道で、お尻がひどく痛くなったのを覚えている。鶏の購入の交

渉をしていたのだろう。また、自分でカットして、ビニール袋に入れ

た鶏肉をバイクで配達するのに同行したことも覚えている。 

  

 蒸発期間は、他の幼い子どもたちが経験するものとは全く
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違っていた。普通なら友達と遊んだり、おもちゃをもらったりして遊

ぶところだが、そんな記憶はない。貧しかったので、幼い頃から日

陰の生活を余儀なくされ、逃亡の最中で長期間住む場所もなか

ったからだ。友達と遊ぶ経験もあまりなく、人とコミュニケーション

をとるのが極端に苦手だったことが、その後の人生に影を落とし

ている。 

  

 私は家に母親があまりいなかった。母親が働いていたのか、

何だったのかわからない。ほとんど家に一人きりになっていた。仕

方なく、近所に一人で出かけることもよくあった。同じ年頃の子は

幼稚園や保育園に行くのが普通だから、街で誰かに会うというこ

ともない。毎日、ふらふらと歩きながら、それが続いていた。でも、

周りに比べるものがないから、自分が不幸なのか特別なのか、知

る由もなかった。 

  

 夜、母も「おとうちゃん」も帰ってこないことがある。二人は

創価学会の会合に出かけていて、私はいつも家にいることになる。

母が作ってくれた夕食を一人で食べていたのを覚えている。ある
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時、親の予想以上におかずを食べたので、「おとうちゃん」に「ど

うして残しておかないのか」と叱られたことがある。私はといえば、

空腹を満たすために食べただけだった。それでも満腹にはほど遠

かった。 

  

 各地を転々とし、最終的に岡山県倉敷市の水島地区に落

ち着くことになった。木造 2階建てのアパートの 2階の一室であ

る。風呂はなく、1 階に共同トイレがあるだけだった。便所にはトイ

レットペーパーがなかったので、古新聞をくしゃくしゃに丸めてこ

すり合わせて使っていた。 

  

 ある日、私に弟ができた。抱っこしたのを覚えている。母と

「おとうちゃん」の子供だった。母はまだ実の父と離婚していなか

ったので、戸籍上はまだ父の子だったと思う。実際には、当時は逃

亡中だったので、母がちゃんと役所に出生届を出していたかどう

かはわからない。 

  

 ある日、水島地区の会社の運動場の片隅で、サッカーの
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練習をしている選手たちをぼんやりと眺めていた。すると、一人の

選手が私に気づき、「ほら、食べなさい」とあんぱんを差し出して

くれた。なぜ、私が空腹だとわかったのだろう？ 私はお腹が空い

ていたのだ。その時、私はあんぱんを食べながら、今までで一番

幸せな気持ちになった。 

  

  

3     小学校入学の春 

  

 生まれてから 6 年目の春、私はいよいよ小学校に通うこと

になった。倉敷市立第五福田小学校が、私の入学した小学校で

ある。母はあまり私のことを気にかけてはくれなかった。入学式の

朝、母は家にいなかった。用事で出かけたのだろう。朝、身支度を

するのに戸惑った。制服は買ってあったものの、袖を通すのはその

日初めてだった。ズボンのベルトもないので、「おとうちゃん」の商

売道具である前垂れの紐を使った。おとうちゃんは仕事もあるの

で、私一人で入学式に行った。学校はどこにあるのか知らない。

方角しか教えてもらえなかった。恐かった。入学式がどんなもの
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かもわからずに、ただただ学校へ行ったのだ。 

  

 学校に着くと、なんだか人が多くて賑やかな感じだった。し

かし、なぜこんなに人がいるのか、何をしているのかわからなかっ

た。ただただ茫然としていた。しばらくすると、他の子どもたちは親

に連れられて教室や講堂のほうに移動して行ったが、私は取り残

されたままだった。 

  

 やっと、何人かの先生が私に気づいてくれた。 

  

   先生：「あなたは何組ですか？」 

   私：「 わからない。 」 

   先生：「お父さんとお母さんはどこですか？」 

   私: 「来てません。 」 

   先生：「あなたの名前は何ですか？」 

   私：「僕の名前はめかたたかしです。」 

  

 そこで先生たちは、壁に貼られた紙の一覧表から「めかた
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たかし」の名を探した。しかし、あるはずがなかった。私の名前は、

戸籍上は「ふじいたかし」なのだ。先生方は、おそらく何もご存じ

なかったのだろう。逃亡中、私は目片の子供として育てられ、「め

かたたかし」として生きてきた。だから、すぐに「めかたたかし」と

名乗ったのだが、先生方は困惑した様子だった。何人かの先生

に本人確認をしてもらった。そのあと、その日の入学式に出席で

きたのかは記憶にない。それが、私の小学校生活の始まりだった。 

  

 その後、母が学校に呼び出された。母は、「めかたたかし」

として扱ってほしいという要望を先生に伝えた。こうして、私の「め

かたたかし」としての小学校生活が始まった。 

  

 逃亡生活で、子どもの頃の訓練はすっかり失われていた。

他の子たちができることが、私には難しかった。じゃんけん、かくれ

んぼ、鬼ごっこ、数を数えること、すべてが未熟で、3 歳児レベルと

いっても過言ではなかったろう。何もかもが不器用で、自分から

動くことができず、人の後ろについていくだけだった。 

  



 自叙伝： 母と私の空白の 30年 

 

12 

 教科書やクレヨンの匂いを嗅ぐと、入学して一番最初につ

まずいた時のことを苦々しく思い出す。 

  

 とにかく、私の小学校生活は倉敷で始まった。同級生との

集団生活は初めてだった。みんな毎朝楽しそうに登校して、教室

や校庭で話したり遊んだりしていた。私はそれをただ隅っこから

見ているだけだ。また、授業中に先生が指示を出すと、周りの子

の行動を見て真似をするので、いつも一歩遅れている。そんな自

分が嫌でたまらないの だが、要領が悪いからできない。この「遅

れている感」が、私にとって大きな足かせになっている。心の底か

ら、子どもらしく自然に振る舞える他の子どもたちが羨ましかった。 

  

 先にも述べたように、母は私を連れて愛人と夜逃げをした。

兄と姉は大津の家に残して。なぜ、母は私を連れて行ったの だろ

う。私がいない方が、母は楽に逃亡生活を送れたに違いない。私

がまだ幼かったので、一人にしておくことができなかったのかも

知れない。でも、母は私を愛していたのだろうか。少なくとも小学

校に入学してすぐに感じたのは、劣等感と孤独感だった。ずっとつ
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きまとっていたのは、他の友達とうまく付き合えない、自分自身の

とても不器用な性格だった。 

  

  

4    突然、実父のもとへ帰ることに  

  

 入学から 2 カ月ほど経った 6 月のある日、大事件が起き

た。父はついに私たちの居場所を突き止め、小学校に押し掛けて

きたのだ。 

  

 教室にいたら、担任の先生に呼ばれた。 

  

 「目片くん、ちょっと来て 。」 

  

 先生は私を校長室へ連れて行った。校長室では、見知らぬ

二人がソファで私を待っていた。その時、先生が「お父さんとおば

あちゃんがお出迎えです」みたいな紹介をしたと思うの だが、私

は先生が何を言っているのか分からなかった。後でだんだん分か
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ってきたのだが、細い中年男性が私の父で、その隣の老人が父

の母、つまり私の祖母だったのだ。 

  

 私は 3 歳までの記憶をすべて失っていた。失踪前の家族

のことも何も覚えていない。私にとって目片は「おとうちゃん」なの

だ。校長先生から「目の前のこの人がお父さん、この人がおばあ

ちゃん」と言われても、私はただ聞いているだけで、何のことかさ

っぱりわからなかった。理解も納得もできなかった。 

  

 校長室のソファーに 5 人が向かい合って座っていた。校長

先生、先生、父、祖母、そして私。大人たちは何か議論をしていた。

話し合いが終わると、祖母は私を滋賀県大津市の父の家に連れ

帰った。 

  

     大津って何？ 

     家に帰るってどういうこと？ 

  

 その意味がわからず、周りの大人たちの判断にどうしよう
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もなく従うしかなかった。倉敷市での学校生活は、その日突然に

終わりを告げた。祖母と私は学校を出て、最寄り駅の水島まで歩

いた。一方、父は同行せず、一人で目方のアパートに行き、私を

大津に連れ帰る話をしたのだろう。 

  

 その日まで、私の家族は、母と私、母の恋人である「おとう

ちゃん」、そしてその間に生まれた赤ん坊の 4人であった。不完全

な家族ではあったが、それなりに絆のある共同体であった。だか

ら、私は誰とも最後の言葉を交わすことなく、いきなり離ればなれ

になってしまった。何も抵抗できないうちに、親たちの身勝手な行

動によって、無理やり別世界に放り出されたのだ。 

  

 そして、倉敷の小学校での生活にも慣れてきた頃、友だち

と別れることになり、別れの挨拶もしないまま、別れてしまったの

だ。 

  

  

5     大津に戻る 
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 祖母と私を乗せた国鉄電車は、水島駅から倉敷駅を経由

して大津市の石山駅に向かった。途中、ある駅でお弁当とお茶を

買って、電車の中で食べた。祖母は私に何か話しかけようとした

が、最後まで何を言っているのか分からなかった。その時、私は倉

敷をこのまま去るということが想像できなかった。授業の途中で

帰るようなものだし、知らないおばあちゃんと一緒に旅をするよう

なものだ。世の中には理解できないことがある、子供心にそう思っ

ていた。 

  

 電車は大津市の石山駅に到着。バスの待合所から帝産バ

スの東レ循環線に乗った。焼野口というバス停で降り、名神高速

道路のガードをくぐり、緩やかな坂を上って膳所焼野町（現若葉

台）の自宅へ。 

  

 祖母は、「もうすぐたかしちゃんの家だよ」と言った。  

 私は、小さな声で「うん」と、曖昧な返事をした。  
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 ようやく小さな古い家に着いた。祖母は横開きのレール式

の戸を開け、私を家の中に入れた。  

  

 「もうすぐお兄ちゃんやお姉ちゃんも学校から帰ってくるよ」  

 「お茶飲むか？ 牛乳？ それとも水がいいかい？」  

  

 おばあちゃんはいろいろなことを言ってくれるが、この家が

自分にとってどういう意味を持つのか、基本的に理解していない

ので、大雑把な答えしか出来ない。私に質問する力があれば、わ

からないことはなくなっていたのだが、私は極端に引っ込み思案

な子供だった。畳に座って、このボロ屋に不釣り合いな障子の上

の壁に貼ってある「功徳無量」という額をぼんやり眺めていた。も

ちろん、その時の私はその文字を読解することはできなかった。 

  

 その後、祖母に連れられて近所に挨拶に行った。祖母は

「タカシが帰ってきたよ」と、大家の大平さんやお向かいの保口さ

んに嬉しそうに紹介していた。今思えば、この家の末っ子は失踪し

て、結局見つかって無事に帰ってきたの だが、私は失踪して人
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一倍苦労したことを知らなかったので、「大変だったね」などと言

われても、生活の大変さを計りかねて苦笑いするしかなかったの

である。 

  

  夕方になると、まず兄が高校から、次に姉が中学から帰っ

て来た。 

  

 姉は、「覚えてるか、お姉ちゃんやで。これからここが貴司

の家やで」と言った。 

  

 姉のことは覚えていなかったが、姉の説明でようやく今日

からここに住むのだと理解した。 

  

 私を見た兄は、私を抱き上げ、天井近くまで持ち上げてく

れた。私はとても歓迎された気持ちになった。思わず、「高いなあ！」

と言ってしまった。 

  

 昨日までの自分の人生と、これから始まる人生。その間に
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整合性はなく、自分の意思で選択できるものではないので、心の

準備もできていない。人生とは、大災害や戦争、事件でもない限

り、ある程度予測可能であり、変化に備える行為も含まれる。突

然自分の身に降りかかったこの出来事は、小学校 1 年生の私に

とって大きな試練となった。 

  

 父、高校 1 年の兄、中学 2 年の妹、そして祖母。この 4 人

に私を加えた 5人家族である。とにかく、新しい一日が始まろうと

していた。 

  

  

6     膳所小学校への転校 

  

 さて、明日から小学校に行くことになった。小学校 1 年生

の 1学期の途中だった。 

  

 倉敷から持ち帰った教科書やノート、お道具箱の中の文房

具のひとつひとつに「めかたたかし」の名が記されているのだ。 
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 姉は「これはあかんわ。全部ふじいに変えんと」と言った。 

  

 明日から「めかた」から元の苗字の「ふじい」に改名しな

ければならない。なぜ、名前を変えなければならないのだろう？僕

には、何か責任があるのだろうか。この事実を直視し、考える力が

私にはない。 

  

 姉は鉛筆の柄の「めかた」の字を小刀で削り、油性ペンで

一本一本「ふじい」と書き直してくれた。 

  

 私も、教科書やノートに書かれた名前を消して書き換えた。 

  

 翌日、祖母と一緒に大津市立膳所小学校に向かった。片

道 4 キロの比較的長い距離である。子どもが歩くと 1 時間以上

かかる。家は丘の中腹にあり、小学校は琵琶湖畔の平野にある。

途中、何度も左折、右折を繰り返しながら学校へ。 

  



 自叙伝： 母と私の空白の 30年 

 

21 

 学校に着くと、まず校長先生に挨拶をして、1 年生の教室

に案内された。クラスメートに紹介され、一番前の席に座らされた。 

  

 突然の転校で、教科書もお道具箱の中の文房具もみんな

と違う。学習のスピードも少し速く、初日からついていくのに必死

だった。 

  

 膳所小学校の一日目が終わり、起立してお辞儀をした後、

帰る時が来た。祖母は先に帰っていたので、私は来た道を戻るこ

とになった。下駄箱で靴に履き替えて、人の流れにそって校門ま

で行ったの だが、そこからはどっちに行けばいいのかわからない。

さっきは、おばあちゃんの後をついていっただけなので、道を覚え

るところまでいっていなかったのだ。私は半泣きで教室に戻った。

幸いなことに、先生はまだ教室にいた。 

  

 先生は言った。「誰か、藤井くんの家の近くなら、一緒に帰

ってあげてください。 あ、文沢くんも同じ方向だから一緒に帰って

あげて。」 
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 文沢君： 「はい、先生。 ふじい君、一緒に帰ろう。」 

  

 文沢くんがまだ教室にいたおかげで、無事に帰宅すること

ができた。とにかく、膳所の街並みを見るのも歩くのも初めてだっ

たので、方向も距離もわからないままだった。あの時、彼がいなか

ったら、きっと多くの大人を巻き込んだ大騒動になっていたことだ

ろう。 

  

 その後、文沢くんと一緒に学校に行くことが多くなった。文

沢君には、多分先生が手配してくれたのだと思うが、見知らぬ学

校に来て、慣れない私をうまく誘導して助けてくれて、本当に感謝

している。彼のおかげで、私はずいぶん助けられた。 

  

 今、文沢くんと連絡が取れない。先日の小学校の同窓会

で、まだ連絡先がわからないと言われた。会ってぜひお礼を言い

たい。 
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7    苦労した低学年時代  

  

 学校生活には徐々に慣れてきたものの、生い立ちや家庭

環境の激変も重なり、自分の考えを自然に話したり、行動したり

することが苦手な少年だった。 

  

 非常に恥ずかしかったのは、授業中におしっこを漏らしたこ

とだ。今思えば、休み時間にトイレに行っていれば避けられたこと

ではあるが、それすらできない意志薄弱な子供であった。周りの

子がトイレに行けばついていくし、そうでなければついていかない。

おそらくその時の私は、頭も体もおかしくなっていて、自律神経が

コントロールできていなかったのだと思う。下半身がずぶ濡れに

なっている私を見て、先生も制御不能と思ったのだろう、その日は

祖母が学校に呼び出されたのだ。祖母は家から着替えの下着と

パンツを持って飛んできた。 

  

 学校からは時々宿題が出されたり、家から何か持ってくる
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ように指示されたりするが、私自身の頼りなさに加え、家族とのコ

ミュニケーション不足もあり、学校での出来事や学校の話を家の

人に伝えるという作業はほとんどできなかった。だから、必然的に

忘れ物も多くなった。学校の要求にはほとんど応えられていなか

ったと思う。 

  

 私は、家庭内で自分が会話の中心になることはほとんど

無かった。家族の会話は、私の頭の上を通り過ぎていった。また、

祖母は私の学習障害について直接は触れず、中学生の姉に対し

て「タカシの勉強を見てあげて」と指示する程度だった。 

  

 妹は、自分のことで精一杯の年頃であったにもかかわらず、

私に尽くしてくれたほうだと思う。高校生の兄は、蝶やセミの採集

などの課外活動には付き合ってくれたが、私が学校で直面して

いる解決すべきことについては口を出さなかった。家族は誰も私

の学校での問題に関心を示さなかった。それは、私が自己主張

ができず、内気な性格であることも一因だった。 
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 また、私が見る限り、兄と妹はお互いの悪口を言い合い、

いつも対立しているように見えた。この二人がもっと仲良くなれば、

家の中も少しは良くなるのにといつも思っていた。 

  

 私の父は教育に無関心である。というか、家族全員に対し

て無関心なようだった。私と母が家からいなくなり、やっとの思い

で私を連れ戻したにもかかわらず、私を含む 3 人の子供たちの

保護者としてきちんと面倒を見ているなんて、お世辞にもいいと

は言えなかった。父はまだ母に未練があったのだと思うが、祖母

は母を執拗に批判していた。この関係が、母が家を出た理由の

ひとつではないかと、子供心に感じていた。 

  

 父に連れられて、京都の動物園に行ったことがある。父と

一緒に出かけたのはその時だけだった。あまりにも非日常的な出

来事だったので、逆に気味が悪かったのを覚えている。 

  

 祖母は、この家の衣食住のほとんどを担っていた。父にとっ

て、祖母は頭の上がらない母親であり続けた。それを日常的に見
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ていた子どもたちは、誰も父を尊敬していないようだった。 

  

  

8     夢のような出来事 

  

 人見知りで存在感のない小学生だったが、風邪で熱が出

たとき以外は一日も休まずに学校に通った。そんな中、忘れられ

ない出来事があった。 

  

 私のクラスに、私とは正反対の性格の、とても明るくて活発

な女の子がいた。彼女は下校中の私に突然歩み寄り、頬にキス

をして立ち去った。一瞬の出来事で、何が起こったのかわからな

かった。今でも時々思い出しては、あれは何だったのだろうと思う

ことがある。どうして、内気で消極的で不器用な私が、彼女のキ

スの相手に選ばれたのだろう。その後、彼女に特別な恋愛感情を

抱くことはなかったが、彼女は同じ中学、高校に通った大切な友

人の一人である。でも、それ以来、あの事件のことは一度も話して

いない。 
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 しかし、運命は無情である。彼女は数年前に亡くなった。こ

の「出来事」を含め、いろいろな思い出を彼女と話したかったの

だが、本当に悲しいことである。 

  

  

9     作文の時間の苦悩 

  

 小学校の国語の授業中のこと。先生は、みんなに「母の日」

について作文を書くように言った。 

  

 母への感謝の気持ちを伝える作文だったが、私には母が

いない。小学校 1 年生のある日を境に、母は私の人生から突然

姿を消した。母は私に何を書いてほしいのだろう。私は何も書け

ず、固まってしまった。 

  

  そんな私の様子に気づいた先生が、「じゃあ、おばあちゃ

んのことを書いてもいいよ」と言った。 
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 みんながスラスラと鉛筆を動かしているのが見える。しかし、

私だけが祖母の事を書くなんて気にもなれなかった。 

  

 鉛筆が進まなかった。途中で諦めて、原稿用紙を裏返しに

して、うつむいてしまった。結局、一文字も書けないまま時間切れ

になってしまった。 

  

 何が辛かったかというと、このときが一番辛かった。罪悪感

に押しつぶされそうだった。母を失ったことに納得していなかった

ので、母や祖母と素直に向き合い、感謝の言葉を述べるところま

で気持ちを整理することが出来なかったのである。何も文字にす

ることができなかった。 

  

  別の授業時間では、尊敬する人について書くように言わ

れた。適当にエジソンとか誰かのことを書いたと思う。 

  

 後日、みんなの書いた文章が教室に張り出された。見ると、



 自叙伝： 母と私の空白の 30年 

 

29 

多くの友達がお父さんやお母さんのことを書いていた。それは私

にとって衝撃的だった。 

  

 私にとって尊敬という概念は、過去の有名人や偉人に対し

て抱く感情であり、自分の親に対する尊敬はあり得ないと思って

いたのだ。世の中には親を敬うということがあるということに、本

当に驚いた。この作文の機会は、自分が父親に対して尊敬の念

を抱いていないことを改めて認識した瞬間だった。 

  

10    大人しいということ  

  

 私は、周りの大人たちからいつも「おとなしい」と言われて

いた。これは、私にとってつらい評価だった。私は、他の子どもたち

と同じように、自由に自分の意見を言い、はしゃぎたかったのだ。

幼い頃、他の子供たちと同じ環境にいなかったことで、私は特別

な状況に置かれることになった。 

  

 学校から届く成績表には、いつも「おとなしすぎる」「元気
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のない生徒」と書かれていて、それを見るたびに傷ついたものだ。

他の子たちのようにしゃべりたい、騒ぎたい。でも、言葉が出てこ

ないし、飛び跳ねたい気持ちにもならない。 

  

 時には「真面目だ」という評価ももらった。ただ、自分として

はほかの子のように元気にはしゃげないだけだ。真面目に見えた

かも知れないが、それは単に外見的にそう映ったからに過ぎない。  

  

  

11    走ることだけは負けない  

  

  そんな私でも、唯一誇れることがあった。それは、走るのが

速かったことだ。毎年運動会では、選抜チームでクラス対抗リレ

ーが行われる。私は 6 年間ずっと選手に選ばれていた。走ること

以外は全くダメで、運動神経もない私だったが、クラスで一番走

るのが速かった。 

  

 少年時代はほとんどのことに劣等感を抱いていたが、そう
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いうことが得意だったことが少しは救いになっていると思う。 

  

 友達から「走るの速いね」と言われると、とても誇らしく、気

持ちが軽くなった。普段、人から褒められることがほとんどない私

にとって、とても貴重な体験だった。ただ、実際にはもっと速く走れ

る人は世界中にたくさんいるので、もちろん狭い世界での優越感

でしかなかったのだが。 

  

  

12     初めてのアルバイト 

  

 私が小学校 4 年生のとき、兄が自転車で牛乳を配達して

いた。それを見て、自分もやってみたいと思った。それまでお小遣

いをもらったことがなかったので、お小遣い稼ぎにいいなと思った。

たまたま同級生に新聞配達の息子さんがいたので相談したら、

お父さんと連絡を取ってくれた。おかげで毎朝、学校に行く前に

新聞配達をするようになった。 
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 薄暗い中で起きて、配達された新聞の重い束を小脇に抱

えて歩くのは、正直しんどかった。始めたとたんに後悔した。とても

大変な仕事である。小学生の私には新聞の束はかなり重いし、

家ごとに玄関の造りも違えば、新聞を置く場所も違うし、勢いよく

吠える犬がいる家もある。そして何より、雨の日に新聞を濡らさな

いようにするのが大変だった。でも、今思えば貴重な体験だったと

思う。 

  

  

13     片親であるということ 

  

 毎年、学校からクラスの生徒のリストが配布さていた。今で

こそ個人情報は厳しく管理され、そのような名簿は配布されなく

なったが、当時はそのような制限もなく、とてもおおらかなもので

あった。住所、電話番号、両親の名前、さらには職業や会社名ま

で、全員が記載されたリストであった。 

  

 一覧表の私の母の欄だけが空欄になっていた。当時は、片
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親というのは珍しいことだった。母は死んだのではなく、どこかで

生きているのに、なぜ私だけがいないのだろう。そう思うと、その表

を見るたびに本当に暗澹たる気持ちになった。 

  

 6 年生の道徳の授業で、先生は暗に私のことを話題にし

た。 

  

 「一般的に、親のいない子はもっと意志が強く、努力するは

ずなのに、なぜかうちのクラスの子は怠けている気がする。」 

  

 それが話の大まかな流れだ。名前を出さなかったとしても、

先生が私のことを話しているのは誰でも分かることだろう。 

  

 先生は激励のつもりだったのだろうが、その時の私はとて

も傷ついていた。 

  

 今のような状況になりたくなかったし、親からピンポン玉の

ように 2 つの家を行ったり来たりすることを強要されたわけだ。こ
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の状況を知らない先生には、きっと私の複雑な心境が理解でき

なかったの だろう。 

  

  

14     父の再婚 

  

 父は私が小学校 3年生の時に裁判の和解を経て、母と正

式に離婚をした。その後、しばらくは相手もいなかったの だが、

私が中学生になる直前に、祖母の姉から紹介された女性と出会

い、再婚した。 

  

  その女性は、山口県岩国市の米軍基地に勤務する明るく

華やかな女性であった。 

  

 母以外の人間が家にいることは、決して喜ばしいことでは

なかったが、どうするかは父が決めることなので、私は成り行きに

任せていた。 
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 結構積極的に話しかけてくれたし、お小遣いもくれたりした

ので、まんざらでもなかったのだが、1 ヶ月ほどで彼女は我が家

から姿を消した。貧しく窮屈な我が家の環境に彼女が合わなか

ったのだろう。短い期間だったが、家に母親がいる環境を経験で

きた貴重な時間だった。 

  

  

15     中学時代 

  

 私が通っていたのは、大津市立粟津中学校。当時は、不良

というとなんとなくカッコいい感じだったが、私は不良ではなく、人

見知りで消極的な性格のため、授業では完全に影を潜めていた。 

  

 学業成績は良くなかったのだが、高校卒業後のビジョンを

持っていなかったので、高校には行かず、就職するつもりだった。

また、家計が厳しいことも知っていたので、親に負担をかけたくな

いという気持ちもあった。 

  



 自叙伝： 母と私の空白の 30年 

 

36 

 でも、祖母が「高校には行きなさい」と言ってくれた。あの

一言がなかったら、高校には行けなかったと思うし、その後の人

生もまったく違ったものになっていたと思う。今思えば、祖母のあ

の一言は大きかったと思う。 

  

 私は小学生の頃に勉強でつまずき、基礎学力に問題があ

った。しかも、それを挽回するための勉強がきちんとできていなか

った。定期テスト前にいくら勉強しても、それだけでは良い成績は

取れなかった。 

  

  

 この地域には、滋賀県でトップの進学校である膳所高校と、

それに続く石山高校があった。私は心の中で、石山高校に行きた

いと思っていた。 

  

 ある日、私が所属していた陸上競技部の顧問である松本

先生がこう言った。 
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  「藤井、お前はどこの高校をねらってるねん？」と訊かれ

たので、私は、 

  

  「石山です。」と答えた。すると先生は、 

  

  「あほか、お前は。無理に決まってるやろ。」 

  

 強い口調で言った。 「無理に決まってるやろ」 彼のこの

言葉は私に重くのしかかった。私には言い返す言葉がなかった。

それが現実だった。はっきり言ってくれた彼に感謝した。そして、一

つランクを下げて、新設・2年目の県立東大津高校に狙いを定め

た。 

  

 しかし、東大津高校は皮肉にも県内一の激戦校だった。も

し落ちたら、滑り止めにした私立の比叡山高校に行くしかない。

学費のことを考えると、私立に行くことで親に迷惑をかけたくなか

った。入試が終わってからは、祈るような気持ちで発表の日を待

った。 
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 幸い、私は東大津高校に合格して入学できたの だが、友

人の何人かは入学できなかったので、私は残念だった。 

  

  

16    高校時代 新たな自分  

  

 高校になると、周りの生徒が大人しくなって落ち着いてきた

ので、大人しくて内向的だった私の性格も目立たなくなった。まだ

不器用ではあったが、ようやく自分の存在するフィールドが見えて

きたのである。 

  

 高校を卒業したら就職すると決めていたので、高校が最後

の学生生活だ。 

  

 ならば、高校時代に悔いのないようなことをやっておこうと

考えた。 
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 以前の自分からすると、かなりポジティブに考えることがで

きるようになった。 

  

 私が挑戦したのは、生徒会役員への立候補だった。私なり

の目標は、1 年目に副会長、2 年目に会長になることだった。生

徒会には、会長 1名、副会長 2名、書記 1名、会計 1名の 5つ

の役職がある。立候補できるのは 1年生と 2年生だけである。 

  

 しかし、1 年目の選挙では、副社長に立候補したものの、

落選して最下位に沈んでしまったのです。2 年目は、どうしても勝

ちたかった。書記に立候補して当選した。当初の予定とは違った

が、何とか生徒会執行部の一員になった。新しい高校なので、前

例が少なく、運営は手探り状態だった。また、私が選出された後も、

ほとんど会議に出てこない、非協力的なメンバーもいて、運営は

なかなか大変だった。 

  

 でも、生徒会活動を通して、物事を企画・運営することを学

ぶ機会があって、本当によかったと思う。小学校の頃の元気のな
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い私しか知らない先生方は、きっと私の変わりように驚かれたこ

とだろう。この頃から、自分の道を切り開くことの大切さを感じる

ようになった。 

  

 また、高校時代にはアルバイトをしていた。その仕事とは、

琵琶湖の湖畔にあった「紅葉パラダイス」という総合エンターテ

インメント施設の床掃除である。この仕事は、中学時代からの知

り合いで、高校 1 年の時に同級生になった山本健一君から紹介

された。会場内のステージでは、毎日芸人さんたちが芸を披露し

ていた。時々、管理人のふりをして楽屋に忍び込んだりもした。ア

ン・ルイスにサインをもらったのが一番の思い出だ。 

  

 このアルバイトを紹介してくれた山本君は、もういない。30

代半ばで病気で亡くなった。高校生の頃、私はよく彼と喧嘩をし

た。口喧嘩ではなく、殴り合いの喧嘩。仲が悪かったわけではなく、

お互いに遊んでいたのだ。その時の痛みは、今となっては懐かし

く思い出される。 
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17    高校時代の陸上競技部  

  

 私の高校は創立 2年目ということもあり、入学当時は運動

部が 1 つしかなく、上級生の活動も鈍く、ほとんど休眠状態だっ

た。 

  

 滋賀大学附属中学校出身で、中学時代から部活で知り

合った宇部君と私は、放課後に入部し、同好会からクラブに格上

げするよう顧問に積極的に働きかけた。ほどなくして新入部員が

入部し、正式に部活動がスタートした。 

  

 1 年生の時の滋賀県大会では、1,500 メートル障害と

1,600 メートルリレーで優勝することが出来た。もらった賞状は、

卒業の日まで校長室の外の廊下に飾られていた。東大津高校が

初めて獲得した賞状が私たちのものだった。皆の目に触れるとこ

ろに賞状が飾られているのは不思議な感じだったが、タイムはそ

れほど良くなかったので、嬉しいというより恥ずかしいという気持



 自叙伝： 母と私の空白の 30年 

 

42 

ちの方が強かった。 

  

 陸上専門のコーチがいたわけではないので、自分たちの

中学時代の経験や知識をつなぎ合わせて、思いつくままにメニュ

ーをこなしていった。残念ながら、1 年目は他の高校と互角に戦

えたのものの、2年目からは思うように成績が伸びなかった。中に

は、部員同士でキャッチボールをするような恥ずかしい光景も見

られた。情熱が足りないと感じ、一時は退部を考えたこともあった。

そういう意味では、不完全燃焼の部活だった。 

  

 3 年生で部活を引退した後も、卒業直前まで後輩の指導

に当たった。それが自分に必要なことだと思ったからだ。陸上競

技のトレーニングはハードで、なかなか自分を追い込むことがで

きない。後輩にドリルで刺激を与えたり、励ましたり、一生懸命に

やっていたけれど、彼らがどう感じていたかは分からない。 

  

  

18    卒業後の進路  
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 私の高校では大学進学を希望する人が大多数だったが、

私は就職組という少数派であった。高校卒業後の進路について、

具体的な夢はなかった。教員室で、高校に送られてくる求人票の

リストに目を通し、どれに応募しようかと考えていた。 

  

  そんな私に、担任の中本先生が言った。 

  

 「藤井君、関西電力の事務職に応募してみないか？」 

  

 内心、こんな大きな仕事を受けていいのだろうかと不安だ

った。自分の実力でこんな大企業に就職できるのか不安だった

が、挑戦することにした。 

  

 大津市におの浜にある関西電力滋賀支店で受験した。会

場の雰囲気はピリピリしていた。競争率は 3倍くらいだったので、

正直無理だろうと思っていた。 
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 その後、幸運にも合格通知を受け取ることが出来た。その

時は、進路が決まったという安堵感と嬉しさと同時に、実社会で

やっていけるのかという不安の方が大きかった。 

  

  ある時、英語の伊藤先生から 

  

 「就職先が決まって良かったね。」と言われ、  

  

 私は咄嗟に、 「先生、私、いつかは脱サラします。」と生意

気な言葉で返した。 

  

 すると先生は、 「脱サラなんて簡単に出来ひんよ。大抵失

敗するんやで。」 と言った。 

  

 「それなら、いつか脱サラしてみるのも面白いかもしれない」

と心の中でつぶやいた。まったく根拠のない自信である。 

  

 そして、卒業の日を迎えた。4月 1日の入社式の日まで、1
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ヶ月半あった。 

  

  

19    衝動的な家出  

  

 18 歳の春。会社に入るまで何もすることがなかったので、

大学に行く友人もアルバイトをしている会社へ行くことにした。 

  

 石山駅の裏手にNECのブラウン管工場がある。リフトにぶ

ら下がり、工場に搬入・搬出されるブラウン管をラックから取り出

して、別工程に投入する作業だった。働いているうちに、将来会社

に勤めれば嫌でも毎日働かなければならないのだから、今無理

にアルバイトをする必要はない、と思うようになった。中途半端な

気持ちでアルバイトを始めてしまったことを後悔した。 

  

 高校生でも会社員でもない私は、モラトリアムのような宙

ぶらりんな時間を過ごすことになった。学校生活というタガが外

れて、何をすればいいのか、どう過ごせばいいのか、わからなくな
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ってしまったのである。 

  

 結局、NEC のバイトは 3 日で辞めた。4 日目の朝、同じよ

うに家を出たが、目的地も決めずに朝 8 時の東海道本線の上り

電車に乗った。野洲行きの普通列車である。野洲から次の上り電

車に乗り、大垣へ。これを繰り返して、12 時間かけて東京にたど

り着いた。 

  

 父にも祖母にも内緒で家を出たので、家出のようなものだ

った。また、これからどうすればいいのか、どこに泊まればいいの

か、まったくわからない状態だった。 

  

 6 歳の時に生き別れた母が、関東の小田原にいると父か

ら聞いていた。私は見えない力に吸い寄せられるように、母の住

む町の方向へ向かって行った。 

  

 しかし、私は母の正確な住所を知らないので、そこに行って

も会えるという保証は全くない。それどころか、会いたい、一目見
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たい、という具体的な動機もない。母に会った時、何と言えばいい

のか分からない。もう遅い。私は春から就職する。母を必要とする

時期は過ぎてしまったのだ。 

  

 私を乗せた電車が静岡県の焼津駅に着くと、二人の女子

高生が乗り込んできた。一人は石田さん、もう一人は匂坂さんと

いう名前だった。彼女たちとは、車中でしばらく話をした。聞くとこ

ろによると、彼女たちは東京に行き、石田さんのお兄さんのアパ

ートに泊まるのだという。お兄さんは八王子の帝京大学の学生で

ある。 

  

 なんと、その日は彼の部屋に泊めてもらうことになった。幸

い、みなさんが親切にしてくださったので、こんなハプニング的な

出会いも実現した。若さゆえの行動であった。翌日は、彼女たちと

渋谷のパルコに行き、買い物をした。そんなことを繰り返している

うちに、結局、石田さんのお兄さんのアパートに数日泊まることに

なった。 
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 高校生活から会社生活への移行期、私は誰も知らない世

界を自分なりに楽しんでいた。将来のことを考えると、不安でいっ

ぱいになる。山手線で向かいに座っていた美女が話す東京弁に

耳を傾けながら、目を閉じた。 

  

 会社勤めを始めたら、もうそんな悠長なことは言っていられ

ない。しばらく心を休めた。学生時代は、自分に足りないものにこ

だわってずっと苦しんでいた。4 月からは社会人となり、そんな感

傷とは決別して、大人として脱皮する。この衝動的な家出は、私の

甘い人生観の投影であった。家族は当然心配していた。社会人

になったら真面目に働きたいから、最後の無茶をしたかったのだ。 

  

  

20    入社三日目の惨事  

  

 1979 年 4 月 1 日は、入社式の日だった。会場は約

1,000 人の新入社員で埋め尽くされた。小林正一郎社長の

「『勤勉・努力・友情』によって社会に役立つ人間になれ」という
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式辞に、私は心を動かされた。 

  

 大阪の関西電力学園での入社式を終え、大津の滋賀支

店に戻った私は、さらに配属先の大津営業所に向かった。同じ事

務所には、私を含め、男子 3名、女子 2名の新入社員がいた。緊

張した雰囲気の中、まず所長から挨拶を受け、各課の責任者か

ら営業所での仕事の概要について説明を受けた。 

  

 それは、3 日目の夜のことだった。連日の慣れない生活で

すっかり疲れ果てた私は、夜 8 時半、電気を消した自室のベッド

で眠っていた。突然、姉の悲鳴が聞こえた。 

  

 「たかしーっ、火事やー」 

  

 私は飛び起き、声のする方へ歩いていった。玄関に一番近

い部屋の角から炎と煙が上がっている。咄嗟に消防署に連絡し

ようと思ったが、電線が焼けて停電になり、家の中が急に暗くなっ

た。足元も、指先も、何も見えない。手探りで電話機を探し、119
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番をかけた。何とかダイヤル 1 を見つけて 2 回回したが、ダイヤ

ル 9 を回すときは、はやる気持ちを抑えて、1、2、3、4、5、7、8、9

と穴の数を数えて回した。電話はまだ使えた。 

  

  「はい、消防です」という言葉が早いか、私の「火事です」

の叫びが早いか。  

  

   「場所はどこですか」  

  

   「若葉台七の三十三、藤井です。火事です、早く来てくだ

さい」  

  

  

 あわてて、消防車を呼んだ。火元は風呂場だったようだ。当

時は、隣の保口さんと風呂を共有していた。薪を燃やして沸かし

たお湯を入れる五右衛門風呂である。お互いに火事にならない

ように気をつけていたの だが、その日はなぜか建物に火が回っ

てしまったようだ。お風呂からの失火は一般的にあり得ることだが、
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私たちにとってはあり得ない状況だった。火はどんどん燃えて、部

屋を燃やしてしまった。 

  

 部屋から持ち出せるのは、スーツとネクタイ、そしてハンガ

ーにかかったシャツだけだった。私は服を持って裏庭に走り、イチ

ジクの木の枝に掛けた。明日から仕事に行けないと思ったのだろ

うが、私としては良い判断だった。これらの服は、社会の先輩であ

る姉が京都の新京極で買ってくれたもので、ほぼ給料 1 カ月分

の値段である。 

  

 やがて消防車がやってきて、燃えている家に大量の水をか

け始めた。近所の人たちがボランティアでバケツリレーをして、我

が家に水をかけてくれた。野次馬も遠くで一升瓶を持って火事を

眺めているのが見えた。この火事で家の半分が焼け、家全体が

使えなくなるほど大量の水を浴びた。 

  

 我が家は火事で焼け出され、途方に暮れていた。一晩、大

家さんのところに泊めてもらった。そんな状態では、会社にも行け
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ない。翌日、会社に電話して事情を話した。会社は 3 日間の休み

をくれた。 

  

 火事が起きたタイミングは、高校を卒業した直後で、みん

なそれぞれの道で新しい人生を歩み始めたところだった。お互い

の進路がバラバラになってしまったため、気軽に声をかけられる

人が周りにいなかった。職場にもまだ知り合いがいない。今のよう

にインターネットで友人と連絡を取り合える時代ではないので、

私の窮状を知ることができる人はほとんどおらず、とても落胆し、

寂しく思っていた。当時は兄が東京に住んでいたので、4 人での

生活だった。必然的に自らを奮い立たせることになった。 

  

 幸いなことに、住居の世話をしてくれる隣人がいた。正直、

大人 4 人が住むには狭い場所だったが、本当に助かった。将来

はどうなるかわからないが、とりあえずはそこに住むことになった。 

  

 数日後、赤十字から大きな布団と毛布の荷物が届いた。こ

のような善意や社会貢献活動は本当にありがたかった。 
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21    火災のあと  

  

 再び焼けた家に入ると、天井が大きく開いていて、青空が

輝いていた。柱や壁が焼けた臭いがした。畳は消防団の水しぶき

でびしょびしょになり、床は泥まみれになっていた。変貌した我が

家を見て、私たちは唖然とした。 

  

 その後しばらくは、火事で焼けた家財道具の整理に追わ

れた。 

  

 社会人として前に進んでいくはずのタイミングでの火災は、

私の出鼻をくじくようなものだった。 

  

  

22    会社生活、始動  
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 火災発生後、4 日目にして初めて新入社員の生活に戻っ

た。無我夢中で先輩社員の講義を聞き、それを見て学ぶことで、

次第に関西電力社員としての自覚と責任感を持つようになった。

家庭で起きたことでも、社会では誰にも通用しない。大人の社会

で通用する人間への階段を上るために、先輩方は時に優しく、時

に厳しくご指導くださった。 

  

 私は事務職として採用されたものの、何度か現場での研

修も受けた。作業服を着て、ヘルメットをかぶって、電柱に登った

りもした。やってみると、見ているだけとは違う大変さを理解するこ

とができた。また、高校時代からしばらく運動をしていなかったの

で、体がなまりすぎていたことにも気付かされた。 

  

 私が最初に配属されたのは、大津営業所の庶務課だった。

人事、労務、福利厚生、用地などの仕事があったが、私が配属さ

れたのは資材部門であった。資材部門の主な仕事は、営業所で

配電工事に使う電柱や変圧器、電力メーターなどの搬入・搬出

を管理することです。私はそうした配電用の資材を扱うだけなの
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で、どちらかというと地味な仕事だった。資材の入出庫には、マー

クシート伝票を使用する。伝票にはコード番号が書かれているの

で、すべての品目のコード番号を覚えておく必要がある。覚えて

いないと、その都度コード表を確認しなければならず、時間がか

かる。アイテムは 200 個ほどあった。ある日、先輩社員の久保さ

んが私に言った。 

  

   「これ、明日までに憶えて来い。テストするから」 

  

 と宿題を出された。  

  

 学校のテストなら 80 点あれば合格だが、会社ではミスが

許されない。必ず 100 点満点の答えを出さないといけない。そう

やって、会社で一つひとつ鍛えられてきたのだと思う。 

  

  

23    家を買うという決断  
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 火災後、半年間仮設住宅に住んでいた姉は、私に相談し、

中古住宅を購入することにした。近江八幡で、値段は 900 万円

ほどだった。家には買うほどのお金はなかった。山口県岩国市に

住んでいた祖母の姉が、火事のお見舞いと称して、我が家にお

金を送ってくれたのだ。それを頭金にして、約 700 万円のローン

を組んだ。ローンの元金は姉が、月々の返済は私が担当した。妹

はもうすぐ結婚して家を出ていく。必然的に、家のことは私が担当

することになる。当時、私は 19 歳。月給の半分近くを家のローン

返済に充てていた。 

  

 父は家を買うことに反対だった。でも、私と姉はあえて家を

買うことにした。父に任せると、親戚からもらったお金が有効に使

われず、いつの間にか無くなってしまうのではないかと思ったから

だ。しかし、結局、父は私たちの強い意志を汲んでくれて、4 人で

大津から近江八幡に引っ越した。私も姉も職場から遠く離れなけ

ればならなかったの だが、大津ではなかなか安い物件が見つ

からなかったので、やむを得ない選択だったの だと思っている。 
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24    チャンスは生かす  

  

 私は 4 年間、大津の営業所に勤務していた。営業所は、お

客様に一番近いところで仕事をする場所だ。一般の方が「関電」

のイメージに一番近いところかも。私は入社以来、先輩社員と同

じように営業所や支店という出先機関で長年働き、定年を迎える

のだろうと想像していた。 

  

 でも、関西電力はどちらかというと、やりたいと思えばやれ

る、面白い職場だった。 

  

 私が最初にチャレンジしたのは、国公立大学への受験だっ

た。希望して関西電力の社内選考に合格すれば受験でき、合格

すれば休学して大学生になれるというものだった。入社 2年目か

ら 4 年目までの高卒社員はこの制度にチャレンジできるの だが、

私は高校時代から学力が足りなかったので、当初はチャレンジを

諦めていた。いよいよ 4 年目、最終年になったとき、このチャンス
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を逃すのはもったいないと思いので、挑戦してみようと思い、社内

選考に応募した。すると、幸いにも、採用さ れたの だ。それから

は、会社でも受験生としても、一生懸命に頑張った。月に一度、大

阪の塾に泊まり込んで合宿をした。 

  

  

 高校卒業後、あまり時間が経っていない時にチャレンジし

ておけばよかったと思った。4 年経つと、高校で学んだことは日常

生活でほぼ初期化されていた。 

  

 共通一次試験も受け、最終的に高知大学を受験すること

に決めた。伊丹から飛行機で高知に着いた。飛行機は初めての

経験だった。その日は、はりまや橋と桂浜を散策した。翌日、試験

の成績が良かったのか悪かったのか、自分でもよくわからなかっ

た。 

  

 結果は不合格だった。大学生活で何かを期待していただ

けに、悔しい思いをした。しかし、ここまでやってきて、突破口を開
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いたという思いがあった。その時に感じたのは、「挑戦しないと経

験できないことがある」ということだった。これからも挑戦する価

値のあることがあれば、ひるむことなく挑戦していこうと心の中で

決めた。 

  

  

25    海外に目を向ける  

  

 4 年間の営業所勤務の後、滋賀支店の経理課で支店全

体の損益予算の編成・管理を担当した。次に挑戦したのは海外

研修制度だ。関西電力には、入社 5 年目以降に 3 週間のアメリ

カ留学の機会が与えられるという制度があった。毎年、2 万人以

上の社員の中から 7 人程度が選ばれ、派遣されるという仕組み

だ。 

  

 全社的な選考の前に、滋賀支店で選考会が行われる。そ

こでまず 1 名が選ばれるのだが、英語の筆記試験と面接に合格

しなければならない。英語のテストは、高校卒業後、趣味で英語
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を勉強していた程度の私にはそれほど難しくなく、合格できた。そ

の後、支店幹部との面接があった。これも運良く合格し、まずは支

店代表になることができた。 

  

 そこまで来たからには、最終選考に残りたいという思いが

一層強くなった。会社全体では、各支店などから十数名の最終

選考者が出ていた。ここで、その半分が不合格になる。会社への

貢献度や将来の可能性が評価されると思うと、「落とされても仕

方がない」と少し弱気になってしまった。期待と不安が入り混じっ

たまま、人事部の幹部との面接に臨んだ。 

  

 そして、無事にアメリカ行きの切符を手に入れることが出

来た。実際に行くまでの半年間、会社から 7 人に英会話特訓の

授業があった。もう、楽しくて楽しくて。気持ちは高まるばかりだっ

た。 

  

 アメリカでの 3 週間は、アメリカの企業文化に触れ、先進

的な技術を目の当たりにすることができた。本当に目が覚めるよ
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うな体験で、多くのことを学んだ。最も印象に残っているのは、ゼ

ネラルモーターズを訪問したことだ。当時、世界最大の自動車会

社であったゼネラルモーターズの最先端技術や、その技術がど

のように生産ラインに活かされているかを目の当たりにすること

ができた。この経験は私に大きな影響を与え、常に改善し、その

分野でベストを尽くすことの重要性を理解することができるよう

になった。 

  

 企業訪問だけでなく、アメリカの文化や生活も体験するこ

とができた。野球観戦や観光地巡り、ショッピングも楽しんだ。3

週間はあっという間で、一生忘れられない体験になった。本当に

夢が叶い、このような機会を与えてくださった関西電力に感謝し

ている。 

  

  

26    肝を冷やした事件 

  

 アメリカ研修の 3つ目の訪問地は、サンディエゴである。ケ
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ーブルテレビの会社を訪問した後、夕方到着して Travelodge

に宿泊した。2 階建てのシンプルな建物で、外と中を仕切るドア

は 1 つだけ。私は、もう一人のグループメンバーと部屋をシェアし

た。 

  

 そして翌朝。先に目が覚め、身支度を整えようと思ったの 

だが、ベッドの横に置いていたセカンドバッグが見当たらない。ま

さかと思い、しばらく探していると、相手が気づいて起き上がった。 

  

   「どうしたの」  

  

   「いや、カバンがないんだけど」  

  

 彼も自分のセカンドバッグもなくなっていることに気がつい

た。私はドアに近づいた。なんと、ドアの鍵は開いていて、数センチ

開いていた。私たちが寝ている間に、泥棒が侵入したのだ。それ

ぞれのバッグには、現金やカメラなど、すべてのものが入っていた。

どうするんだ？目の前が真っ暗になった。でも、パスポートと航空
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券だけは、スーツのポケットに入っていたので無事だった。果たし

て、私は旅を続けることができるのだろうか。研修旅行はまだ始ま

ったばかりだ。 

  

 私は地元の警察を呼んだ。しばらくすると、白バイに乗った

2 人の警察官がやってきた。私たちは十分な説明をした。しかし、

「見つからない」と言われた。海外で犯罪に巻き込まれたのだか

ら、こんなものだろうと思ったが、やはり納得がいかない。結局、他

のメンバーがありがたいことにお金を出してくれたので、最低限

のお金を確保することができた。そのおかげで、最後まで研修旅

行を続けることができた。しかし、旅行中、不安なことはずっと続

いた。 

  

 夜中に部屋に侵入され、物を盗まれてラッキーだったのは、

その時、私たちが起きていなかったことだ。もし、私たちの誰かが

不審な人影に気づき、声を上げていたら、命が狙われていたかも

しれないの だ。今でも思い出すと寒気がする。 
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27    海外と交わる仕事がしたい  

  

 夢のような海外研修の体験から帰国すると、そこには仕事

という現実が待っていた。 

  

 海外研修の経験から、国際的な仕事をすることで会社に

貢献したいと考えるようになった。毎年会社に提出する身上申告

書には、「国際的な仕事をしたい」と書いた。本社では、財務、燃

料、企画部門に海外との接点が少なからずある。しかし、そうした

仕事は国立大学出身の社員が中心で、私のような高卒の人間

には到底考えられないことだったが、私は無謀にも希望を表明し

つづけた。そんな行動から、未来が開けていったの だ。 

  

 きっかけは、偶然に訪れた。1984 年、武村知事の提案で

「世界湖沼環境会議」が滋賀県で開催され、その準備段階で通

訳ボランティアが募集された。地元で大規模に開催される国際

会議ということで、英語ができなくても参加することの重要性を
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感じ、応募した。通訳ボランティアとして参加した当日、たまたま

産経新聞の記者から会場付近での通訳を依頼さ れた。その新

聞社は私が通訳している姿を写真に撮り、それが記事となり、会

社にも知られることになった。これをきっかけに本社に登用され、

地方都市である滋賀を離れ、本社のある大阪で働くことになった。 

  

 私は 28歳の時、本社の経理部に異動になった。入社当時

は、ずっと地方の営業所にいるものだと思っていたので、この異

動には驚いた。経理部での最初の 2 年間は、小切手を発行する

という地味な仕事だった。金額は数億円。小さなミスが大きな損

失につながる、非常にデリケートな仕事だった。 

  

 その後、財務部で海外資金調達の仕事を任された。私に

とってこの仕事は、会社員生活の中で最も華やかで印象深いも

のだった。関西電力は毎年大きな設備投資を行うが、その資金調

達を担当するのが経理部（現経理室）財務課である。私の職場

である財務課の外資は、会社が必要とする資金を海外から調達

する役割を担っていた。関西電力では、海外からの資金調達は



 自叙伝： 母と私の空白の 30年 

 

66 

主に海外債券の発行によって行われている。海外債券とは、米ド

ルやスイスフランなどの外貨で発行される社債のことだ。日本で

発行される円建ての国内債に対して、海外債と呼ばれる。関西電

力では、一度に発行する社債の額が 500 億円程度で、当時は

年 2回程度発行していた。 

  

 上司の武田健はこの分野のエキスパートで、この特殊な仕

事について一から教えてくれた。私と同じ仕事をする人は、全国

でも数人しかいない。ほとんどの仕事は日本の証券会社や銀行

がやっているが、彼らに任せるとおいしいところを全部持っていか

れる危険性がある。外債を発行する企業（発行体）も、ブローカ

ーなどの言いなりになるのではなく、マーケットから情報を得て、

理論武装する必要がある。そのため、私は毎日、Financial 

Times や Wall Street Journal などの英字新聞や、Reuters

や Bloomberg などのオンライン情報に目を通し、直接情報を得

るようにした。また、欧米の証券会社も重要な情報源であった。 

  

 また、発行市場の状況を逐一経理部の役員に伝えなけれ
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ばならないので、毎日役員室に通っていた。幹部と直接情報や意

見を交わすことで、視野が広がり、本当に貴重な体験ができたと

思う。 

  

 海外市場で社債を発行する場合、関係者との間で英文契

約書を作成することになる。契約書の作成に際しては、主幹事証

券会社、専門の弁護士、会計士などの協力を得て、全体のマネジ

メントを行う。外国債券の場合は、通貨が外国建てであるため、

国内外の取引銀行と通貨スワップ契約を締結し、日本円に交換

する。この一連の業務を一手に引き受けていたのが私だった。銀

行や証券会社との駆け引きもあるので、やっているほうは息が詰

まるほどだった。できるだけ低い金利で資金を得ることが顧客の

利益となるため、非常にやりがいのある仕事だった。 

  

 また、外債の買い手は海外の投資家であるため、海外の

人たちに KEPCO をよく知ってもらう必要がある。そのため、在任

中は毎年、役員とともに海外へ出張し、会社説明会を開催してき

た。アジアでは、香港、シンガポール、シドニーを訪問した。ヨーロ
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ッパでは、ロンドン、パリ、ルクセンブルクを訪問した。各地のホテ

ルでミーティングを行い、私はスライドを使いながら英語でプレゼ

ンテーションを行った。こうした一連の IR 活動を IR（Investor 

Relations）と呼ぶが、当社は IR という言葉が定着する前から

積極的に取り組んできた数少ない企業の一つである。 

  

 毎日残業をしながら、この仕事をこなしていた。このままず

っと続けばいいのに、と思うほど楽しくて刺激的な仕事だった。も

ちろん、そんなことはあり得ないことは分かっている。楽しめば楽し

むほど、その先に待っている落胆が恐ろしくなってくるものだ。 

  

  

28    母との再会 あの日から三十年  

  

 36 歳の時である。監督官庁である大蔵省（現財務省）国

際金融局に外債発行の報告をしに行った際、直帰せずに神奈川

県平塚市に立ち寄った。 
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 当時、父から「母は平塚に住んでいる」と聞いていたので、

東京出張の帰りに、母の暮らしぶりを見てみようと思ったの だ。

平塚駅に着くと、駅前のビジネスホテルに宿泊した。すぐには行く

勇気がなかった。一晩寝て、落ち着いてから行こうと思った。どん

なところに住んでいるのだろう、6 歳以来会っていない母に今会

ったら、母だと確認できるのだろうか。直接会って話ができるだろ

うか。朝からベッドであれこれ考えていた。 

  

 翌朝、シャワーを浴び、父から聞いた住所を頼りに、湘南海

岸まで歩いた。10分ほど歩くと、母が住んでいそうな住所に着い

た。それらしき家はあったが、表札がないので確かではない。ドア

をノックして、「失礼します」なんて言っても、家から人が出てきた

ら、何て言っていいか分からない。通りの反対側には、日曜大工

の店があった。もしかしたら、母がそこで買い物をしているかもし

れない。母に似た人はいないかと、店内を歩き回った。70 歳くら

いの母に似た客は店内にはいなかった。私は店内を何度も何度

も歩き回った。無駄な努力だった。私は再び道を渡り、家のほうへ

歩いていった。 
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 家の入り口に近づいたり、遠くから家全体を眺めたりして

いると、突然、家のドアが開いた。 

  

     「貴司かい？」 

  

 母は私を見るなりこう言った。 

  

  「はい」 と返事した。 

  

  

  「そうだろ。すぐわかったよ。どうぞ中へ入って。」  

  「お邪魔します。」  

  

 母に促され、家の中に入る。そして、お茶を飲みながら 2時

間くらい話をした。 

  

 母とは 30 年会っていないが、それなりに歳をとっているの
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で、あまり違和感はない。ただ、6 歳から 36 歳という 30 年の成

長の差があるだけに、母から見た私の姿は相当なものだったこと

だろう。 

  

 私は母を責めるつもりはなかったのだが、母は私にあのよ

うな経験をさせたことを何度も何度も謝った。そして、「父との関

係がうまくいっていなかったから、家出をすることにした」というよ

うなことも言っていた。私は父の遺伝子を受け継いでいるので、

母に申し訳ない気持ちでいっぱいだった。うまく言えないが、父と

の結婚生活は母にとって地獄のような苦しみだったのだろう。 

  

 祖父の死後、藤井家は悪化の一途をたどり、私が生まれた

時には終わりを迎えていたように思う。祖父は大津の自宅で書道

教室を開いていたほどの腕前だったと聞いている。私が子どもの

頃、書道教室に通っていた多くの大人たちと一緒に写っている集

合写真を見て、「こんなすごい人が家族にいたのか」と感心した

ものだ。しかし、父は祖父の偉大さを全く受け継いでいないようだ。

母を失望させた父に、私はあまり共感していない。夫婦の仲は当
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事者でないとわからないところがあるので、どちらかの味方にな

るのはフェアではないけれども、父の存在意義は、「こうあっては

いけない」という私の反面教師であることだと思う。 

  

  「貴司のことを忘れた日は一日もないよ」  

  

 と彼女は言った。彼女は私の気持ちを考えて言ってくれた

の だろうが、正直なところ、私は彼女の言葉に疑問を感じていた。

母親である彼女が私と別れるのは辛かっただろうが、辛いことを

意識し続けるのは人間としてあり得ない。つらいときに考えないよ

うにするのは人間の知恵だと思う。でも、それは無感動であること

とは違う。だから、たとえ母に忘れられた日があったとしても、私は

決して母を恨んだりしない。 

  

 そして、3 人兄弟のうち、私だけがまだ母と再会していない

ことを聞かされた。兄と姉は、それぞれ何度か母に会っている。私

だけが取り残されたというのは、とても悲しいことだった。 
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 奥の部屋から一人の老人が出てきた。この人は、かつて私

の「おとうちゃん」だった目片助男さんだ。今の仕事は、引っ越し

をした人の不用品を回収することだそうだ。仕事中に怪我をした

ため、自宅で療養中だという。目片さんは言った。 

  

  「貴司さんには苦労させたなあ。御免やで」  

  

 と言ってくれた。私は言葉にならず、ただ畳に頭が付くくら

い下げ、「いいえ」と言うのがやっとだった。 私からすれば、目片

さんは母を救ってくれた恩人かも知れないのだ。  

  

 すると、奥から2人の息子が出てきた。私が母と別れた時、

母に男の子が生まれた。今では 30 を過ぎている。その後、もう一

人男の子が生まれ、合わせて二人の息子ができた。下の弟は 20

代後半。母は二人を一生懸命に育てたのだろうと思った。同じ母

親から生まれた私にとっては兄弟だが、血縁だけでは絆は生まれ

ない。私にはそういう関係の人がいる、ただそれだけでしかない。 
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 そろそろ出発の時間である。少し興奮していたので、直接

会ったときに、過去のことを詳しく聞いたり、話を確認したりするこ

とができなかった。平塚駅に向かうとき、母が駅までついてきて、

別れを告げた。駅に続く歩道を手をつないで歩いた。30 年前、6

歳の時のことが頭をよぎった。私は母のすべてが好きだった。手

のひらのシワやカサつきさえも。 

  

 私の運命は、大人の事情で大きく変わった。そのため、人と

は違うさまざまな経験や感情を味わった。30 年ぶりの母との再

会で、過去の出来事をすべて受け入れ、過去を恨むのではなく、

過去が自分を育て、発展させてくれたことに感謝することにした。 

  

  高校で生徒会に立候補したのも、会社で海外研修にチャ

レンジしたのも、仕事の上で自分のやりたいことを謳歌できてい

るのも、遠く離れた母に「ぼく、頑張ってるやろ」と伝えたかったの

かも知れない。いや、きっとそうだと思う。母を意識したつもりはな

いけれど、深層心理にはそういう思いが潜んでいる気がする。  
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 平塚駅に到着して、母と別れた。笑顔で手を振ってお別れ

をした。 

  

 私が次に平塚駅に来たのは、それから 10年ほど経った頃。

母の葬儀の時だった。 

  

 母がまだこの世にいるうちに、もう一度会うことができて本

当によかったと思う。東京出張の帰りに平塚に寄ったことが、結

果的にとても素晴らしい決断につながった。 

  

  

29    一度めの結婚  

  

 私は 28歳の時に結婚した。結婚相手は、同じ高校の 2年

後輩の女性だった。私が 21 歳の時に高校の同窓会で初めて会

った。何度もデートを重ねるうちに親しくなり、途中疎遠になったも

のの、再び付き合うようになり、出会ってから 7 年目に結婚した。

ほどなくして女の子が生まれ、その 3 年後に男の子が生まれた。
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しかし、結婚 13年目、私が 42歳の時に破綻してしまった。自分

の親が離婚していたので、こんな失敗は繰り返さないと思ったが、

人生は実に皮肉なものである。 

  

  

30    起業家へのチャレンジ  

  

 財務部門で外債発行セクションを担当していたときは、本

当にやりがいを感じ、自分は恵まれていると思ったものだ。しかし、

それはいつまでも続かなかった。財務課に 7年間在籍した後、同

じ本社の予算課に移った。会社の損益予算を作成し、管理する

仕事である。経営陣との距離が近く、面白い仕事だったが、職場

の雰囲気に馴染めなかった。チームワークを良くしようといろいろ

工夫したの だが、かえって疎外感を感じるようになった。 

  

 ちょうどインターネットが普及し始めた頃で、会社のビジネ

スよりもインターネットのアプリケーションや技術に興味を持つよ

うになった。やがて、自分で会社を興すことを計画し始めた。自分
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でインターネットサービスプロバイダの会社を立ち上げ、経営した

いと思った。 

  

 そのためには、お金が必要だった。また、そのためには、綿

密な事業計画を立てて、出資してくれる人を集めなければならな

い。私は、毎日関西電力に勤めながら、休みの日に起業の準備を

進めた。そして、海外から 2700 万円を出資してくれる人が現れ

た。また、技術的な知識のある人を雇うようにオファーを出し、主

なインターネットプロバイダーと技術的な交渉も行った。そして、あ

る程度準備が整った状況で、会社に辞表も提出した。 

  

 問題は、家族がいて、新居を買ったばかりで、住宅ローンも

抱えていたので、事業が失敗したときに立ち直れるかどうかとい

うことだった。事業が失敗したら、雇っている人たちにも迷惑がか

かる。自信は半々。自分でも、成功の可能性がはっきり見えない

のだ。毎日毎日、寝る間も惜しんで考えたが、結局、事業をあきら

めることにした。投資家からの入金も、最後の最後でストップをか

けた。 
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 私はすでに会社に辞表を提出していた。図らずも、上司の

ところに戻り、「取り消してください」とお願いすることになった。そ

して、なんとか今まで通り会社に残ることができた。この件では、

本当に周りの皆さんにご迷惑をお掛けした。自分の先見の明の

なさを悔やんだが、一度決めたことを取り消す勇気の大切さも学

んだ。当時はインターネットがバブルで、多くの人が成功した時代

だった。しかし、起業して撤退する人もたくさんいた。自分がどの

部類に入るかは分からないが、この起業の準備をしながら、人生

最大の夢を見ていたことは間違いないだろう。 

  

  

31    会社でネット事業に携わる  

  

 自分の事業を断念したことが心残りではあったが、その後

もインターネットに関わる仕事をしたいという思いは変わらなかっ

た。会社には「インターネットに関わる仕事がしたい」と言い続け

ていた。 
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 夢が叶ったのは、次に配属された事業開発部門の「インタ

ーネットソリューション」という部署だった。そこでは、関西電力の

経営資源を使って、何でもいいから出来そうなビジネスを企画し

なさいと言われた。私は、ヤフーなどのような関西のポータルサイ

トを作ることを自分に課し、会社から承認を得た。個人的に Web

サイトを運営していたこともあり、ノウハウはあった。自分でいろい

ろなコンテンツプロバイダーを回って企画を練り、徐々にアウトラ

インをつくっていった。会社からは、「関西電力だけで起業するの

ではなく、他の会社と資本提携をしてほしい」と言われた。私とし

ては、関西電力の中にアイデアが豊富で技術力の高い人がいる

ことは知っていたので、それを活用すればなんとかなると思ってい

たし、将来的に他社を入れることが良いことだとは思っていなか

った。 

  

 結局、博報堂と京阪神エルマガジン社という会社と協力す

ることになった。2001 年には、株式会社関西ドットコムを設立す

ることができた。 関西電力のニューヨーク支社が持っていた



 自叙伝： 母と私の空白の 30年 

 

80 

「kansai.com」というドメイン名を、私が働きかけて移管してもら

った。 

  

 企画の中心は私だったが、この会社の経営からは外され、

3 社それぞれの代表者が取締役会を構成した。ホームページの

コンテンツは、私が企画・制作したものではなく、外部に委託した

ものだった。単に場を提供するという姿勢で運営されており、私が

新会社に抱いていたイメージとは百八十度違っていた。そんなや

り方をしていたら、遅かれ早かれ行き詰まるだろうと考えていた。 

  

 私が計画を立て、その都度上司に説明しても、会社は親会

社の意向に沿ってしか動いてくれない。経営層で話し合われた

計画も、机上の空論で、自ら実現しようとしないので、一向に改

善される気配がない。資本金も 4億 5千万円あったのに、それを

生かすことができず、会社の体力は弱まるばかりだった。このよう

な経営は、泥舟を走らせているようなものだと感じた。 

  

 その頃、関西電力では早期退職者を大量に募集していた。
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経営合理化の波で社員数が大幅に減らされようとしていたのだ。

私は、次の仕事が見つかればすぐにでも退職しようと思っていた。

関西どっとコムの取引先で、京都市に本社を置く会社が採用を

検討するというので、関西電力を退職することにした。 

  

 退職金については、早期退職者は一般退職者のほぼ 2倍

を受け取っていた。私は約 2,000 万円の住宅ローンを抱えてい

たが、これを全額繰り上げ返済した。 

  

  

32    ネット企業で勤めたものの  

  

 2002 年の暮れ、私は京都のある会社に就職した。そこは

社長の意向が色濃く反映された、一風変わった小さな会社だっ

た。営業をしたり、企画をしたりと仕事を覚える日々だったが、い

つかは大きなプロジェクトで会社に貢献したいと思うようになって

いた。 
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 しかし、社内の雰囲気が少し変なことに気がついた。時々、

銀行の人が社長に会いに来るのだ。しかも、その頻度が増えてい

た。1 ヶ月目の給料は予定通り支払われたが、2 ヶ月目の給料は

予定通り支払われない。会社は資金不足である。結局、1週間遅

れで支払われたが、この状況は本当にまずい。そして 3 ヵ月目、

昨日 1 人、今日 1 人と社員が解雇された。そして、ついに私まで

が退職を余儀なくされた。これには本当に腹が立った。こんなこと

になるなら、なぜ私を雇おうと思ったのだろう。全く理解できない。 

  

 私は、人生の大きな岩につまずいたのである。インターネッ

トバブルが崩壊した時期である。再就職は簡単ではなかった。 

  

 突然の失業で、仕方なく公共職業安定所に通うようになっ

た。40 歳を過ぎると、事務職はほとんど見つからない。技術畑で

生きてきたわけではないので、今すぐ何かで働けるところはない。 

  

 関西電力を退職してから妻との関係がギクシャクし、さらに

次の会社で解雇され、再就職もままならない状況に直面し、さら
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に関係が悪化していった。. 

  

 関西電力を退職してから妻との関係がギクシャクし、さらに

次の会社で解雇され、再就職もままならない状況に直面し、さら

に関係が悪化していった。 

  

 一刻も早く就職して仕事を始めたいと思いつつも、現実は

何も変わっていなかった。ときどき企業の面接を受けに行くもの

の年齢の壁で採用されることはなく、起業も考えたが、自信を持

って始められるようなアイデアが浮かばず、途方に暮れる毎日だ

った。 

  

 以前は関西電力に誇りを持って働いていたが、職を失った

とき、とても惨めな気持ちになり、自分の選択を悔やんだ。今の私

の状況は、世界一最悪だ。過去に知り合った人たちには絶対に

知られたくない私生活である。 

  

 当時の私にとって唯一の安らぎは、部屋で一人、韓国ドラ
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マの DVD を見ることだった。現実から逃避し、物語に没頭するこ

とで心の平穏を保っていた。 

  

 インターネットで検索していると、大阪にある韓国語教室を

見つけた。韓国には行ったことがあったけれど、言葉は習ったこと

がなかったので、挑戦してみることにした。週に一度、電車で大阪

に通った。それが 3 カ月続きいた。他にやることがないので、ある

程度集中して勉強できた。 

  

  

33    兄の仕事を手伝う  

  

 私の兄は、神奈川県厚木市の郊外で中古自転車の回収・

修理業を営んでいた。兄に電話したところ、人手が足りないとい

うので、手伝うことにした。 

  

 大津のアパートを引き払い、厚木市に引っ越した。そして早

速、兄の仕事を手伝った。仕事内容は、放置自転車や未使用の
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自転車を回収し、再整備して商品化し、販売するというもの。しか

し、利益は少なく、ボランティアに近い仕事である。世の中のため

になる仕事ではあるが、それに付加価値をつけることは難しかっ

た。 

  

 ある日、インターネットで韓国の高麗大学で日本人学生を

対象にした 3 週間の韓国語講座があるという情報を見つけた。

私は兄の仕事を休んで参加することにした。 

  

 入学の日、面接があった。面接は、私の韓国語のレベルを

判断するためのものだった。私は中級クラスに入ることになった。

まだ、単語も文法も身についていない私の実力で中級クラスに

入れるか心配だった。授業は全て韓国語で行われる。 

  

 3 週間は大変だったが、「今わからなくてもいいから、韓国

語を教えるということがどういうことなのか観察して帰ろう」と思っ

ていた。日本に帰ったら韓国語学校を開こうと考えていた。当時

は韓流ブームで、映画、ドラマ、歌、料理など、さまざまな韓国文
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化が日本に浸透していた。また、韓国へ旅行する人も年々増えて

いた。少なくともこうした状況が続く限り、韓国語への関心は高ま

るだろうと考えていた。 

  

 3 週間の韓国語研修から帰国すると同時に、兄の仕事を

辞め、韓国語教室を始める準備を始めた。 

  

  

34    相模原で韓国語教室を開く  

  

 ビジネスを始めるにあたって最も重要なことのひとつは、ど

こに拠点を置くかということだ。ある程度の人口があり、ライバル

と競うことなく競争力を維持できることがビジネスにとって重要だ。

だから、都心ではなく、相模原市を選んだ。小田急線沿線には韓

国語の専門学校がないので、今行けば大丈夫という自信があっ

た。 

  

 しかし、私は韓国語が話せない。すなわち、初心者よりは知
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っているが、生徒の質問に答えられるほどの知識はない。だから、

韓国語を教えてくれる人を探すことも重要な課題だった。在日韓

国人留学生がよく利用するホームページで募集をかけると、すぐ

に返事が返ってきた。一人面接すると、口コミで新しい人が面接

に来るという好循環が生まれ、先生候補がどんどん集まってきた。 

  

 カリキュラムや授業料の支払いシステム、ホームページな

ど、開校に向けた準備に約 2 カ月を費やした。そしてついに

2004 年 12 月 14 日、神奈川県相模原市に「ハヌル韓国語学

院」が誕生した。 

  

  

 初日は 7 人でスタートした。 まともな利益を出すには、50

人の生徒が必要だ。最初は、赤字つづきだった。そして、半年後に

は資金が底をつく寸前までいった。昼間はハヌルで働き、夜はヤ

マトで荷物の仕分けのアルバイトをしてしのいだ。今思えば、寝る

時間もほとんどなかったはずなのに、よく生きてこられたと思う。 
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 開業して 1年経った頃には、ようやく生徒も増え、お金も順

調に回ってくるようになった。 

  

  

35    韓国語の学習書を書く  

  

 私は韓国語講座を行う傍ら、日本人の視点から韓国語を

学ぶ人のニーズに応える本を作ろうという計画を立てた。この仕

事を始めた当時、韓国語の書籍は数えるほどしかなかった。韓国

語ブームとはいえ、明らかに供給不足だったので、これはチャンス

だと思った。 

  

 韓国人の教師が授業をしている際に、私はその内容に耳

を傾け、大いに参考にした。私が韓国語の基礎を身に付けたの

はそのおかげだ。そして、日本人が韓国語を学習する際に苦労す

る点やつまずき易い点もわかってきた。それまでの韓国語の学習

書は韓国人か、既に韓国語をマスターした日本人が書いていた

が、私は自分自身も学習初心者で、疑問に思うことや、気付くこ
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とがたくさんある。そうした私の立場で残したメモを集めたものを

エクセルを使って整理していった。 

  

 そんなコレクションを原稿にまとめ、出版社に持ち込むこと

にした。本を出すにあたって、出版社選びは慎重に行った。出版

社にこだわって過去に出版された本を比較し、自分の好みに合う

ものを選んだ。私の場合、国際語学社から出版されている本がい

くつか気に入ったので、そこに絞った。そして、企画書と原稿の一

部を持って行った。本を書くのは初めてだし、本を読むのは好きだ

ったが、人生の中で読む側ではなく書く側になるとは、この仕事

を始めるまで想像もしていなかった。しかし、自分の経験をもとに、

今の自分ならではの立場で書いた企画書なら、きっと響くはずだ

と確信していた。 

  

 まず、編集長の小田実紀氏にお会いして、企画書をお見せ

した。それを見て、「もう少し待ってください」と言われた。緊張しな

がら出されたコーヒーを飲んで待っていると、社長の田村茂氏が

現れ、こう言った。 
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 「このような本は今までにないですね。面白いですね。是非

やってみましょう」 

  

 私は武者震いした。良い出会いとは、こういうことかと思っ

た。この会社を選んでよかったと思った。 

  

 何度もデザインや原稿の校正を繰り返し、出版にこぎつけ

た。半年後、私の本は大手書店で平積みで売られることとなった。

反応は上々で、この本は毎年コンスタントに売れ続けた。また、私

の本を読んだという人たちが、私の学院の門を叩いて入学してく

るようになった。この成功体験は、私に大きな自信を与えてくれた。

私は、大阪で 3 カ月、高麗大学で 3 週間、お金を払って韓国語

を勉強しただけだ。あとは、私が設立した学院の先生方の話を聞

いて学んだ。そのおかげで、大学の韓国語学科で勉強したことも、

韓国に住んだこともないのに、本を書くことができたのである。 


