「私の反抗期」
だ いぶ 前 のこ とで すが 、テ スト も そろ そろ 近づ いてい たので 、部屋 の片づけ もせず に、ま るで
ごみ箱のような部屋で、勉強していました。しばらくすると母が部屋に入ってきて、
「この子は手
に負えん。
」と半分投げ出したような口調で、
「あ んた 、よ う こん な汚 い部 屋で 勉強 で きる なあ 。女の 子やね んからち ょっと は掃除 くらい しい
よ。
」
と 怒 りま した 。
「女の子やねんから」ということばに少々いら立ちを感じながらも、私は自分の周
り を見 回し まし た。 ベッ ド の上 はメ チャ クチ ャ、 その 周りに は紙くず が散乱 、ぬい ぐるみ やバレ
ー雑 誌は そ こい ら中 に投 げ出 して あ る… …い ちい ち書い ていた ら原稿 用紙が足 りなく なって しま
いそ うで す。 二週 間 も掃 除を しな いと 、こ んな に も汚くな るのか と驚い た半面 、ちょっ とさぼ り
すぎたかな、と反省もありました。けれど、掃除するのはしんどいし……。そこで「テスト勉強」
のことをだしにして、母に掃除してもらうことを思いつきました。私は、
「今テスト勉強をしよるから、掃除しといてな。
」
と、わざと「テスト勉強」のところを強調しました。すると母は 、「はいはい、わかりました 。」
というような顔で、
「その代わり、頑張ってしいよ。
」
と言いました。でも、私はその声を聞き流して隣の部屋へ行きました。
「やった、これで二十分は
遊べる。
」とばかりにテレビの方へ走りました。
「お母さんありがとう。
」なんて、これっぽちも思
いま せん でし た。 最 初は 、掃 除が 終わ るま で 、と 自分に 言い聞か せて見 ていた けれど 、テレビ の
誘 惑 に負 けて しま い、 結局 は、 テ スト 勉強 そっ ちの けでお 昼まで テレビに くぎづ けにな ってし ま
いました。
そ の夜 のこ とで す。 時間 割を 合 わそ うか と、 階段 を上が って自 分の部屋 へ行き ました 。宿題 を
かば んの 中へ 入 れよ うと 思い 、数 学プ リ ント を探 しまし た。で も……な いので す。私 は慌て ふた
めい て、 教科 書の 間や ノ ート の間 に挟 まっ てな いか など調 べまし た。で もありま せん。 私は泣 き
た い気 持ち に なり まし た。 その とき 、 母が 掃除 をし ていたと きの様 子がち らっと うかび上 がりま
した。
「お母さん、私の数学プリントどこへやったんよ。
」
いきなり、突っかかるように聞きました。
「ほんなん知らんで。
」
母はさすがに困惑した顔で答えました。
「うそばっかりよ。お母さんが掃除したときにどっかへやったんだあ。
」
どっと涙があふれてきました。なぜ、こんときに泣くのか、自分でもよくわかりません。
「人のせいにする前に、はよ自分で探しなさい。
」
母 は、 最 初は あき れた よう な顔 をし て いま した が、静 かにこ う言っ て部屋を 出てい きまし た。
私 はあ のと きち ゃん と 片づ けた んや から と例 の ように 反省心 もなく 、叱られ たこと に腹を 立てて
ふて く され てい まし た。 涙が とめ ど なく 流れ 、泣 いてし まうと 気持ち がかわ り、ふと 、プリ ント
のことと、そのとき私のしたこととが頭をよぎりました。
「あれ、あそこに……。
」
私 は一 瞬ど きん と しま した 。そ して 、慌 て てプ リント を探しに かかり ました 。まず は机の上 か
ら と、 いら なく なっ たプ リ ント を整 理し はじ めた とこ ろ、新し いプリ ントが 出てき ました。 もし
や……と思って慌てて開いてみると、紛れもなく数学のプリントでした。
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体中 がカ ー ッと 熱く なっ て、 汗が 流 れて きま した 。母に 対して 「あん だけ文 句言うと いて『 自分
の思い過ごしでした』なんて言えらんわ……どうしよう。
」と思いました。わざとプリントを探す
まねをしていると、母が、
「まあ、これでも食べり。
」
と、メロンを持ってきてくれました。私は思わず、
「あっ、メロン！」と言いそうになりました。
でも 、そ う簡 単 には 手は 出せ ませ ん。 し かし 、だ んだん と時間 がたつに つれて 、たか がプリ ント
一枚 のこ とで 泣い てま で 言い 争っ て、 結局 は、 自分 が悪い のに母 のせい にしてし まった 、そん な
自分が恥ずかしく思えてきました。
母 がい ない のを 確か め て、 メロ ンを 口に 入れ て みました 。口の 中に甘 い香り がひろが ります 。
ふっ ふ っふ っと 笑い がこ み上 げて き ます 。今 まで 、母に 突っか かるば かりで 、人の迷 惑なん か少
しも 考え なか った 私 でも 、ど んな に周 りに 迷 惑を かけて きたか、 なんと なくわ かった 気がしま し
た。
「メロンおいしかったわ。……さっきのプリントな、机の上にあってん。
」
母も、
「ほんま？あんたはおっちょこちょいやからな。
」
とにっこりしてくれました。
さ っき ま でな んだ かぎ こち なか った の に、 うま く母の ムード に巻き 込まれて 、自然 に打ち 解け
る こと がで きた ので す 。こ のと き私 は、 腹が 立 つとす ぐ人に 八つ当 たりして 、最後 には自 分でも
訳がわからず泣いてしまう自分を恥ずかしく思いました。
きっ と母 は、 自分 は 何も して いな いの に自 分 のせい にされ て、腹 の中が煮 えくり 返るぐ らい怒
っていると思います。やっぱり母にはかないません。母のほうが一枚も二枚も上手だと思います。
こ の反 抗期 は、 み んな 一度 は通 り抜 けな け れば ならな いトンネ ルなの です。 だから 、トンネ ル
の 中で 事故 を起 こさ ない よ うに 安全 運転 で出 口ま で行 きたい と思って います 。トン ネルの向 こう
側には、きっとすばらしい未来が私を待っていてくれていると信じているからです。
（『第㊱回小・中学生作文コンクール作文優秀作品集』きょうせいより）
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