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　このあいだの小田先生のお話ですが、東京で息
子さんと断絶して、遠方のホームホスピスかあさ
んの家にひとりでいらした男性の聞き書きをした
ときに、最後に「すまなかったなあ」と言いたい
んだろうなあと思ったけど、言わなかった。だけ
ど、それを聞き書きに書いたんですって。あと
で、本人に読んで確認するんですが、「すまなかっ
たなあ」と読んだら「うんうん」とうなずいたか
ら、やはり言わなかったけど言いたかったことな
んだ、と思ったんですって。亡くなってから息子
さんにそれをプレゼントした、ということです。

　だから、聞き書きって、ただテープ起こしをし
たり、ＤＶＤで作ったりということのほかに、そ
こに人が入ることでもうちょっと面白いものにな
るという、そういうことをいま体験しています。
聞き書きではいろんな方の人生が見えてきます

　（ＤＶＤを見ながら）これは、お産婆さんですが、
こうやって音を聞いたのよとか、亡くなった子供
もいたとか、必死だったとか若いころのいろんな
思いを話しています。小さな山の村なんで、親子
二代にわたって私が取り上げたのよ、と言う話も
でています。こちらはブラジルの移民の男性です。
親子が離れ離れになってとか、話しながら涙が止
まらなくなって、いままで胸の内に抑えていたも
のを吐き出したという場面がでてきます。

「聞き書きの楽しみ」
田村　美和子さん

      （東大和傾聴・聞き書き隊代表）

２０２０年２月
第６９号

みたか・みんなの広場運営協議会
三鷹市下連雀 4-5-19

http://minnannohiroba.web.fc2.com/
　　  事務局　080-1362-5359

三鷹市民の集いの場

　私は以前包括で働いていたのですが、早期退職
をしたあとなにかできないかな、と考えていた時
にこれを見て、こんな活動があるんだと始めて
知ったんですね。東大和では、傾聴ボランティア
のグループもなかったのですが、私たちは小田豊
二さんに聞き書きのやり方を学んで、いま活動し
ています。

　秋山先生の講演会で聞き書きのＤＶＤを見たこ
とがきっかけです。（ＤＶＤを見ながら）この方は、
秋山正子さんのお母さんですね。秋田にお住まい
で旦那様と娘さんのお二人をガンで亡くされたん
です。旦那様を看取った時は、告知をしないで看
取ったそうですが、お嬢さんの時には告知をして ,
お母さまが秋田からいらして、残りの人生の在宅
生活を支えていました。でも、お母さまが具合が
悪くなって秋田へ帰ることになった時、病床の娘
さんに「頑張ってしっかりと逝きなさい。」とお
別れをして、秋田へ帰ったそうです。秋山先生は、
自分のお母さんがどういう思いだったのかなあ、
お母さんの気持ちを聞きたいなあ、と聞き書きボ
ランテイアを頼んだのかもしれません。
　
　聞き書きのやり方もいろいろあって、聞き書き
甲子園とか自分史みたいにその方の人生を全部聞
くこともありますが、活動していくうちに “ 自分
史とは違うんだなあ ” ということをいま思ってい
ます。このあいだ、小田先生を東大和にお呼びし
ての講座が終わったばかりで、まだ興奮さめやら
ぬ状態ですが、最初はテープを起してその人の話
し言葉で書く、方言があれば方言を使って書くと
いうことをやってきたんですけど、聞き書きは「言
いたかったけど言えなかったこと」も書く、とい
うことがわかって、面白いなあと思いました。

１２月１６日　みたか・みんなの広場
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　北海道のお父さまが夏休みに東京に遊びに来る
から話を聞いてほしい、という依頼がきたことが
あります。お母さまが認知症で迷子になってし
まって、行方不明のまんま亡くなったことになっ
てしまった、それをお父様がどういう気持ちでい
るか話を聞きたい、でも父と娘が向き合ってもな
かなかできないので、ということでした。実際は、
お嬢さまも隣にいてくださったので、いっしょに
お話を聞いたんですけど。
　学校の先生を長くしていた方で、結婚したとき
の出会いの話とか、徘徊されて迷子になってとか、
いろいろな話を聞いて、結構分厚いものになりま
したが、すごく喜んでいただいきました。その時
は三人でやったんですが、私たちが「たいへん、
たいへん、原稿が書けない、どうしよう。」とい
う声が漏れ聞こえていたようで、冊子は手作りで、
当時は大きなホチキスも持ってなかったことも伝
わっていて、できたものをお届けした時に「これ
でホチキスを買ってください。」とお礼をいただ
きました（笑）。

　親戚に配りたいから２０冊作ってください、と
か言う話もありますし、この間の方は、私たちが
たいへんだということを感じていて、作ってくれ
とおっしゃんなかった。あとから聞いたら、ご自
分でほぐしてコピーして、３部お造りになって、
息子さんや兄弟に配ったそうです。増刷してくれ
と言えなかったんだなあ、でも喜んで下さったん
だなあ、というのが一番うれしいことです。ほん
とに作業はたいへんなんですけど、喜んでくださ
るのが一番ご褒美です。やってよかったかなあ、
というところです。

　初めての聞き書きのとき、私の母のお友達でご
近所だった方に、こういう研修を受けたので、「白
羽の矢があたりました」と語り手のお願いに行き
ました。留岡幸助という、教科書に出てきて、家
庭学校をつくって映画で見るような人がご両親の
仲人さんだった S さんです。お話を聞いて、作っ
たことがうれしくて、舞い上がって本にしてお届
けしたんですが、何日かしたら、赤字が一杯入っ
て帰ってきたんです。ガッカリしました。学校の
先生でしたから（ワッハッハ！！）。

　本当は、製本する前にお見せしてチェックしな
ければいけなかったんですね。研修でも教わった
んですが、読み直したらニュアンスが違うとか、
本当はそうじゃなかったとかあるので気をつけな
くてはいけないし、聞く側の思い込みもありま
す。でも、その方が、「冊子にしてくれることは
うれしいけど、話を聞いてくれることが一番うれ
しい、息子は忙しくて話をする時間がないので。」
と言っていただいたことは、いまでもはっきりと
覚えています。そのあとに、薄い冊子をもう一度
作った時は「あまり厚いのはくたびれるので、こ
れくらいでいいのよ。」と喜んでくれました。今
度は製本する前に見ていただいたら、一か所だけ
赤がはいりました（ワッハッハ！！）。今年の６
月に 100 歳で亡くなったんですが、次男さんに
お見せしたら、「孫にもみせたいので、５冊作っ
てください。」次に長男さんと会った時は「でき
たら、10 冊作って下さい。」と。

　実は、ほかの方ですが、20 冊作ってほしいと
言われたんです。そのとき、「ごめんなさい。紙
もないし、仕事もあるし。」と断ってしまったん
です。ほかの仲間に話したら、「私は 30 冊作っ
たわよ。」と言われて、ご家族がせっかくほしい
と言っているのに、私なんてことをしたんだろう
とすごく引っかかっていたんです。
　そのあと、10 冊と言われた時は、喜んですぐ
作ってお送りしました。その時は、玄関先で聞い
た話をまとめたんですが、「こんなに素敵にまと
めてくれてありがとう。今度は、私と夫の赤い糸
でつながった話があるから、それを書いて。」と
言われたんですが、その時も断っちゃったんです

（ワッハッハ！）。「またこんどね。」と言って何年
か経って、こんどこそ、と思ったらもう亡くなっ
ていて、それがまた残念で。その話を息子さんに
したら、姪とか甥に配りたいのでまた作ってくだ
さい。」ということでした。

　聞き書きをするためには、何回かお会いして気
心が知れて、お話を伺って、テープ起こしをしな
がら、ここを書こう、ここはやめようと考えなが
らの作業なので、結構大変なんです。私は１年に
一回くらいしかできないです。
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　小田豊二さんは著名人の聞き書きをしています
が、井上ひさしさんのところで、お会いするとき
はその方のことをよく調べてから、はじめまし
て、といいなさい、と学んだそうです。私たちも、
ケアマネさんとか社協さんから依頼を受けるとき
は、どういう方かある程度聞いてから行くんです
けど、こういうことがありました。
　
　ご本人はお嬢さんと暮らしている、ということ
は聞いていました。毎回聞いたことを書いて読み
合わせをするんですが、私が読むと「そうそう、
なんで知ってるの？」（わっはっは！）。私たちが
読んでいるとまた思い出して話が膨らむんです。
記憶が掘りこされるんですね。
　長女さんが東京の大学に行きたいということ
で、そのために仕事を懸けもって、頑張って、長
女さんを東京の大学に行かせて、長女は図書館長
になって誇りだったと。その話が結構多かったん
です。

　冊子ができて、娘さんはきっとは喜んでくれる
だろうなと思ってお届けしたのですが、娘さん
は「それは姉です。私も大学に行きたかったけ
ど、行けませんでした。」と言われたんです。も
し、次女さんと住んでいることを事前に聞いてい
れば、聞き書きの時に、話を振っていまの生活に
ついて話を聞いたんですが、長女さんと思い込ん
でいて。大失敗です。
　これは本当に苦い体験でした。つらかったです。
いつもはお届けした日は達成感で、るんるんなん
ですが、この時は雨が降っていたし、しょんぼり
と帰ってきました。ご本人も体調をくずして入院
していましたし。
　ケアマネさんにもお詫びとグチを言いました。
ご本人はもちろん、ご家族にも喜んでいただこう
と思いながら書いているんですが、まさか違う方
だったとは、です。

　これは、嬉しかったことです。この方はアルコー
ル依存症の方で、２回目の離婚のときに、娘は僕
の方についてきたけど、娘が大きくなってやはり
お母さんの方へ行って、いまは子どもたちがどこ
にいるかも知らないと、いう方でした。

　サトイモ畑で仕事をしたというのでこんな下手
な写真を使ったり、カキの話をするので、近くの
柿の木の写真を撮って、見てもらおうと思って病
院へ行ったら、状態が急に悪くなっていて。
　枕元で読んだら、「ウー、ウー。ありがとう。」
と小さな声で答えてくれました。二人で泣きなが
ら読んで、サイドテーブルの引き出しに入れて失
礼しました。
　ご本人はその翌日に亡くなったようですが、弟
さんから、「自分が知らなかった兄の生活を知る
ことができました。献体をするので遺体は戻らな
いけど、この本は実家の仏壇に置かせていただき
ます。ありがとうございました。」と言う電話が
あったときは、ああ、これを書いて本当によかっ
た、と思いました。

　聞き書きでは、読み合わせをするのがすごく楽
しい時間です。認知症の方だと、読み合わせから
記憶が深まって、書き足し、書き足しで話がだん
だん膨らんでくる、これが醍醐味です。歴史的な
事実も結構出てくるんです。80 歳になる方です
が、戦争が終わったとき、田舎の実家に GHQ が
ジープでやってきて、蔵をまわって、槍とか兜と
か刀を取られたところを、押し入れから見ていた
という体験を話してくれたんです。日奈久温泉の
旅館が親戚だったんですが、戦争が終わっても傷
病兵、足のない人や手のない人が遊んでくれたこ
とを子供心に楽しい思い出として覚えている。そ
の方たちも自分と同じくらいの子どもがいたのか
もしれないなあ、と。80 代、90 代の方の話に出
てくる歴史的なことも調べて冊子に加えることも
学びました。

　10 年くらいやっていますが、今回講習を受け
て、新しいノウハウを随分習いました。ノートの
上半分に起こして、下半分に地名とか歴史的なこ
となんかのわからないことを調べて書くとか。わ
からないことを知らないまま適当に書くと、ご本
人があとで読んだ時に違うことがわかった時に、
うれしくないでしょ、ご本人が最初の読者で、ご
本人に一番喜んでもらいたいから、とも習いまし
た。今日は、ありがとうございました。



聞き書きをやりませんか

12月にリレートークでお招きした田村さん
のお話をお読みになって、いかがでしたか？
聞き書きは単に「聞いて書く」ということでは
なく、人と人との交流であり、信頼の構築であ
ることが、よくお分かりになったと思います。
興味のある方は、ぜひご連絡ください。

三鷹・聞き書きの会（仮）準備会

連絡先 なりきよ 080-1362-5359

みたか・みんなの広場は、市民
のみなさんの集いの場です。

みたか・みんなの広場
三鷹市下連雀4-5-19 みたかの家内
連絡先 080-1362-5359 なりきよ

テーマ 参加費用・場所 主催・問い合わせ

2月1日 (土)

2月2日 (日)

2月6日 (木)

2月8日 (土)

2月15日 (土)

三鷹ﾉﾙﾃﾞｨｯｸｳｫｰｸ友の会 なりきよ
☎080-1362-5359

マッサージ教室 （外反母趾対策）
主催者までお問い合わせくだ

さい。
篠山(しのやま）

080ｰ4895-0014

日本シニアジョブクラブ なりきよ
☎080-1362-5359

鉄ちゃん、集合！　私は乗り鉄、あなたは、撮り鉄？
中学生以下100円、大人３00円（毎月第１土曜日）

みたか・みんなの広場 鈴木
☎080-1022-2281

みたかオレンジカフェ１（昼どき）（毎月第1水曜日）
認知症、高齢者介護なんでも相談・茶菓代100円

みたか・認知症家族支援の会
石村  ☎080-6627-3551

みたか・みんなの広場　なりきよ
☎080-1362-5359

三鷹の高齢者お役立ちハンドブック出版記念講演会
「市民が創る地域包括ケアシステム」於三鷹市民協働センター

香川　卓見さん（大沢地域包括支援センター長）

みたか・みんなの広場　なりきよ
☎080-1362-5359

包丁研ぎ教室（定年後男性歓迎）
自宅の包丁と砥石があればお持ちください。参加費300円。

ノルディックウォーキング
参加無料/レンタルポール有料

日本シニアジョブクラブ なりきよ
☎080-1362-5359

中　　村
080-650７-1959

お休み

パソコン個人指導：やりたいことを、実力に合わせて
日程等ご相談

タロット教室、初級  3,000円/90分
（毎月第３土曜日、前日までに予約）

ミスティ・ローザ
 ☎080-1362-5359（なりきよ）

開催日時

足もみ健康法(リフレクソロジー) ～感じよう！あなたの身体～
30分  2000円 ～ (予約優先)（毎月第1木曜日）

般若心経カフェ：「仏教百話」（増谷 文雄）を読みます。
（毎月第２土曜日500円）13:30～15:00

10:00～17:00

ご相談

毎週土曜日
10:00～12:00

毎週火曜日

ご相談

13:30～15:00

14:00～16:00

13:30～15:00


