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★登場人物  

潮際洋子（ひろこ） 28 歳主婦。１児の母。ミッション系高校卒業。(大串弘美) 

前田佳恵 洋子の高校時代の親友。(西崎真奈) 

藤原智巳      〃(大橋めぐみ) 

潮際真之 洋子の夫(大串明弘) 

潮際真帆 洋子の娘。５歳。(西崎真奈) 

土木作業員 （岡崎道成） 

車内アナウンス (飯島勅) 

ホテルフロント (小川政弘) 

ショールーム案内係 (飯島勅) 

ホテル清掃夫 (飯島勅) 

ナレーター (大串弘美) 

 

<前編> 

洋子（留守電音） ｢はい、潮際です。ただいま留守にしております。発信音の後にお名前と

ご用件をお話しください。」（ピー音） 

佳恵（電話フィルター音）｢もしもし、佳恵です。いよいよ約束の３月 10 日が明日に迫りました。桜

ヶ丘駅改札口、午後１時集合、忘れないでねー。じゃ、あしたねー。」（ピ

ー音） 

<タイトル>和田知子作 ドラマ｢青いペンダント」その前編 

ナレーション わたしは潮際洋子。あれは今からちょうど１０年前、高校３年の時だった。

卒業を前にして、親友の前田佳恵、藤原智巳とわたしの３人は、学校の

すぐ裏にあった公園に１つのタイムカプセルを埋めた。 

それぞれ全く別々の大学に進学する予定になっていたわたしたちは、10

年後の同じ日に、ここに来て一緒にカプセルを開けようと約束したのだ。 

真帆 ｢ママー。眠れなーい。」 

洋子 ｢真帆、まだ起きてたの? いつも一緒に寝てるテディーベアはどうした
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の?」 

真帆 ｢そこー。」 

洋子 ｢あらやだ。旅行バッグの下に。ごめんごめん。はい。大丈夫? 一人で

寝られる?」 

真帆 ｢テディーちゃんいるから、もう平気。お休みー。」 

洋子 ｢お休み。」 

ナレーション 早いものであれから 10 年。わたしは家政学系の短大を卒業し、ダイビン

グサークルを通じて知り合った夫の真之と結婚。5歳になる娘真帆と3人

家族で、忙しいけれど幸せな日々を送っていた。 

そして翌日、約束の 3 月 10 日がやってきた。 

洋子 ｢じゃ行ってくるわね。パパ、後よろしく。寝る前は戸締まり確かめてね。

ガスの元栓も必ず毎晩確認してね。それから…」 

真之 ｢分かってるよ。もう後は心配しなくていいから楽しんでおいで。」 

洋子 ｢真帆、ちゃんとパパの言うこと聞いてね。プリンはご飯をちゃんと食べて

からでないとダメよ。それとテレビゲームはご飯の後はやっちゃダメよ。

分かった?」 

真之 ｢もうほら、早く行かないとバスも新幹線も逃すぞ。後はおれがやっとくか

ら。」 

真帆 ｢ママ。テディーちゃん貸したげる。はい。」 

洋子 ｢真帆。あなた、テディーちゃんがいないと眠れないんでしょ? いいわ

よ。」 

真帆 ｢大丈夫。ママがお泊まりしても眠れるように、はい。」 

洋子 ｢……ありがと、真帆。じゃママ、テディーちゃん連れてくね。」 

真之・真帆 ｢行ってらっしゃーい。」 

洋子 ｢行ってきまーす。」 

ナレーション ｢わたしたちが卒業した高校は、ミッション系の女子校で、横浜郊 

（電車走行音バックに）外にあった。今は、結婚や仕事の都合でそれぞれ違う土地に住んでいる

わたしたちは、１か月も前から打ち合わせて、10 年ぶりの再会を機に、

高校の近くのホテルに 1 泊して、旧交を温めることにしていた。 

車内アナウンス （電車停止音）｢桜ヶ丘、終点桜ヶ丘に到着です。どなたさまもお忘れ物

のないよう…」 

佳恵・智巳 （口々に）｢あー、来た来た!」｢キャー、洋子!」 

洋子 ｢あー、佳恵、智巳! キャー、元気だった? よかったぁ、無事来られて。も

う何か駅の雰囲気変わっちゃったし。ちゃんと会えるか心配だったよ。」 

佳恵 ｢もう。洋子は相変わらず心配性なんだから。」 

智巳 ｢あ、でもごめん。わたし、実は電車 2 回乗り間違えて、横浜駅で 20 分ぐ

らいウロウロしたかも。」 

佳恵 ｢そう言えば智巳ってすっごく方向音痴だったよねー。購買にパン買いに

行って、しばらく戻ってこなかったことなかったっけ?」 

洋子 ｢あったあった。それも 3 回も。」 
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智巳 ｢だってあれ、分かりにくい所にあったんだもん。」 

ナレーション 10 年前がたちまち戻ってきた。佳恵は高校を卒業後、念願のイギリスに

留学。聡明で語学に堪能だった彼女は、今は貿易会社でばりばり働い

ている。智巳はやっと入った一流大学を中退、その後転々と職を変えた

末、やはり好きだった絵の道に進むべく、心機一転、美大を目指して猛

勉強中だ。 

（ＭＥブリッジ軽快に） 

 わたしたちは、まずホテルを探し当てて、腰を落ち着けた。そして、ひとし

きり昔話や近況報告に花を咲かせた後、いよいよ目指す高校に行って

みることにした。 

ホテルフロント ｢夕食のお時間は 6 時から 8 時半、２階のレストランでございます。遅れ

ないようにお戻りくださいませ。それでは行ってらっしゃいませ。」 

（街の騒音） 

佳恵 ｢でもほんと、ここも変わったよねー。昔、あんな所にホテルなんかなかっ

たもんね。」 

洋子 ｢ここの道だって１車線だったんだよ。いっつも渋滞してたから結局広げ

たんだね。」 

智巳 ｢ほんと、変わったよ。だって昔ここの角にコンビニあったじゃん。」 

佳恵 ｢ちょっと智巳―。それは道路を渡った反対側でしょ。」 

洋子 ｢もしかして斜め後ろに見えてるあれのこと?」 

智巳 ｢……そうかも…」 

洋子・佳恵 （口々に）｢あーあ」｢疲れるー。」 

智巳 ｢ねえねえ、何かちょっと道違ってない?」 

佳恵 ｢もういい加減にしてよ。この花屋さんの所でいつも右に曲がってたでし

ょ?」 

智巳 ｢でも、景色違うよ。ホントに違うってば。」 

洋子 ｢あ! ホントだ。佳恵、公園がないよ!」 

佳恵・智巳 ｢あーーー!」 

ナレーション ｢大変なことになった。花屋を曲がったそこは、ちょうど学校の裏門に通じ

る道で、裏門の向かい側には、木や花がたくさん植わった公園が、10 年

前には確かにあったのだ。わたしたちはそこの一番大きな桜の木の下

に、カプセルを埋めたのである。ところが、事もあろうにその公園は跡形

もなく、代わりに 13 階建てのマンションがそびえていた。 

佳恵 ｢こんなことって、あり?」 

洋子 ｢まさか公園がつぶされるなんて」 

ナレーション わたしたちはマンションのショーウィンドーの前に立ち、信じられない面

持ちで上を見上げていた。 

ショールーム案内係 ｢ああ お客様、どうぞ、ただいまモデルルーム見学フリーとなっておりま

す。」 
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智巳 ｢見てく? せっかく来たんだし。」 

佳恵・洋子 ｢そうね…」 

ショールーム案内係 ｢9 階からですと、桜ヶ丘駅方面が一望できるすばらしい眺めになってお

ります。」 

ナレーション 9 階のバルコニーから見るその町の景色は、かつて母校の屋上から見

て、わたしの心にずっと残っていた景色とはまるで違っていた。ただ一つ、

昔と変わらないのは、すぐ目の前の母校と、その屋上に掲げられている

聖書の一節だった。 

洋子（モノローグ） ｢何事でも、自分にしてもらいたいことは、ほかの人にもそのようにしなさ

い…。」         （マタイ 7：12） 

佳恵 ｢あーー! 見て 2 人とも! 桜の木あるよ、ほら、あそこ!」 

洋子・智巳 ｢えー どこどこ? ホントだ、あったー!」 

ナレーション 驚いたことに、はるか下の方、マンションの駐車場の隅に、大きな桜の

木が植わっていた。特徴のある太い幹のコブとあの枝振りは、わたした

ちがカプセルを埋めたあの桜の木に間違いなかった。 

わたしたちはいったんホテルに戻り食事を済ませると、日も落ちて人影

が少なくなるのを待って、再びマンションへと向かった。 

佳恵 ｢そうそう。この大きなコブの真下から 50 センチ。よし! ここよ。」 

智巳 ｢わくわくするね。」 

洋子 ｢あれから 10 年。ついにわたしたちの歴史の扉を開ける時が来たの

ね。」 

佳恵 ｢じゃ、行くわよ。｣ 

洋子・智巳 「うん」 

佳恵 「せーの!」（２人、口々に）「せーの!」（土をスコップで掘り起こす音） 

ナレーション 用意してきた折り畳みのスコップを取り出すと、わたしたち 3 人は黙々と

木の根元を掘り始めた。10 年前もわたしたちはこうして土を掘り起こし、

たくさんの思い出とまだ見ぬ未来への期待を１つのタイムカプセルに込

めたのだった。 

20 分はたったろうか。もうかなり掘り返した黒い土の下から、そろそろカ

プセルが姿を現すかと、わたしたちの胸はドキドキ高鳴った。 

佳恵 ｢え! ちょっと、何これ?」 

智巳 ｢はぁ? 何? ちょっと洋子、ライトこっちに向けてくれる?」 

洋子 ｢うん、こうかな?」 

3 人 ｢あーー!」 

ナレーション カプセルは、わたしたちのタイムカプセルは確かに出てきた。だが、プラ

スチックでできたその箱は、無数の傷跡と、恐らくはひび割れた所を繕っ

たと思われるビニールテープが張ってあり、封印も所々はがれて、だれ

かが一度開けたことは明らかだった。 

智巳 ｢こんなことって…」 

洋子 ｢ひどい。わたしたちの大切な箱が…」 
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佳恵 ｢はぁ… しょうがないか。多分マンションの工事でたまたま見つけた現

場の人が、処分もできないから仕方なくここに埋め直してくれたんでしょ。

とにかく、持ってこ。じゃ智巳、そっち持って。」 

ナレーション こうしてわたしたちは無残な姿のカプセルを持って、ホテルへ戻った。何

だか、あのころのわたしたちの夢までボロボロにたたき壊されたような気

がして、ショックだった。 

佳恵 ｢あ、懐かしいセリーヌ・ジャクソンのカセットとポスター。そうだ、あの時

はやってたよね。あ、これ、だれが入れたの?」 

智巳 ｢あ、わたしのだ、それ。」 

洋子 ｢やだ智巳、漫画なんか入れてたの?」 

智巳 ｢これさ、限定発売かなんかだったのよ。でも 10 年もたっちゃえば、何だ

かどうでもよくなっちゃうものね。」 

佳恵 ｢わたしはもうこれで全部かな。」 

洋子 ｢わたしも、もう全部出てきたと思うよ。」 

智巳 ｢わたしも。よかった、なくなったのはないみたい。」 

佳恵 ｢えー。じゃあ、これ、だれの?」 

ナレーション そう言って佳恵が箱の一番下から取り出した物を見て、わたしと智巳は

思わず声を上げた。 

洋子・智巳 ｢な、何これ!」 

ナレーション それは、どう見ても本物にしか見えない、美しい光を放つ大きなブルー

の宝石の付いたペンダントだった。 

（前編 終わり） 
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<後編> 

佳恵 ｢あ、懐かしいセリーヌ・ジャクソンのカセットとポスター。そうだ、あの時

はやってたよね。あ、これ、だれが入れたの?」 

智巳 ｢あ、わたしのだ、それ。」 

洋子 ｢やだ智巳、漫画なんか入れてたの?」 

佳恵 ｢わたしはもうこれで全部かな。」 

洋子 ｢わたしも、もう全部出てきたと思うよ。」 

智巳 ｢わたしも。よかった、なくなったのはないみたい。」 

佳恵 ｢えー。じゃあ、これ、だれの?」 

ナレーション そう言って佳恵が箱の一番下から取り出した物を見て、わたしと智巳は

思わず声を上げた。 

洋子・智巳 ｢な、何これ!」 

<タイトル>和田知子作 ドラマ｢青いペンダント」その後編 

ナレーション わたし、潮際洋子。10 年前の高校３年の時、親友の前田佳恵、藤原智

巳と 3 人で、母校のそばにあった公園の桜の木の下にタイムカプセルを

埋めたわたしは、約束どおり 10 年後の今日、3 人でそれを掘り起こしに

来たのだった。やっと見つけたカプセルを開けてみると、だれのものでも

ない物が一つだけ混ざっていた。それは、大きなブルーの宝石の付いた

ペンダントだった。 

智巳 ｢どうする、これ?｣ 

洋子 ｢どうするったって…。やっぱり警察に届けるのが筋でしょ。」 

佳恵 ｢あ、ちょっと待って。下のほうに何か手紙らしいのがある。」 

ナレーション そう言って佳恵が 1 枚の紙切れを取り出した。それは、メモ用紙に書か

れた、お世辞にもうまいとは言えない字で書かれた手紙だったが、わた

しははやる好奇心を抑えつつ読み上げた。 

洋子（土木作業員かぶる） ｢えっと…。『これを読む人は、きっと驚かれると思います。実はマン

ション建設工事で公園を掘り起こしていて、このタイムカプセルを見つけ

たのですが、まさかと思っていたので、かなり傷つけてしまいました。ま

ずそのことをお許しください。そしてすぐそばの土の下から、このペンダ

ントも見つけたのです。泥まみれで、土の中で少なくとも数か月、あるい

は数年はたっていたろうと思います。しかしこちらのほうは、地表からす

ぐの所で見つかったので、カプセルのように意図的に埋めたものとは思

われず、だれかが落としたものが、地中に埋まったのでしょう。警察に届

けようかとも思ったのですが、そんなわけで、落とした人ももうあきらめて

いるでしょうし、考えた末に、カプセルを傷つけたおわびに、この中に入

れようと勝手に決めました。どうするかは、このカプセルの持ち主の方に

お任せします。また、もし何人かの方で埋められたのなら、ご相談の上、

一番必要としている方がお使いください。では。1997 年 10 月 8 日。』」 

智巳 ｢へえー。こんなことってあるんだぁ。3 年前に見つかったのね。ちゃんと

磨いて入れてくれたんだ。」 
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ナレーション 智巳の言うとおり、そのペンダントは、泥の中に埋もれていたとはとても

思えないほど、美しく青い光を放っていた。 

洋子 ｢どうする? いくら手紙にこう書いてあっても、やっぱりわたしたちのもの

じゃないもんね｡それに、結構値打ちもんみたいだし。」 

佳恵 ｢そうね。これはわたしたちのものじゃなく、言ってみればわたしのもの

よ。｣ 

洋子・智巳 ｢はぁ!?」 

佳恵 ｢わたしが一番最初に見つけたのよ。これはわたしがもらうわ。｣ 

洋子 ｢ちょっと、佳恵。何言ってるの?｣ 

智巳 ｢そうよ。何で佳恵のものになるのよ。わたしだって権利はあるわ。この

重いカプセルを、わたし一人でここまで抱えて持ってきたのよ。だからそ

れはわたしがもらうべきよ。｣ 

洋子 ｢ちょっと、智巳まで!｣ 

佳恵 ｢こういうものは第 1 発見者に権利があるのよ。｣ 

智巳 ｢たまたま箱をのぞいただけじゃない。だれがそれを持ってきたと思って

んのよ!｣ 

佳恵 ｢うるさいわね。とにかくわたしのだってば。｣ 

智巳 ｢何言ってんの! わたしのよ!｣ 

洋子 ｢ちょっと 2 人とも、落ち着いてよ。｣ 

智巳 ｢洋子、あんたはどっちだと思う?｣ 

佳恵 ｢わたしに決まってるでしょ!｣ 

智巳 ｢わたしよ! ね、洋子?｣ 

洋子 ｢いいえ、どっちのものでもないわ。それはわたしがもらうべきよ。｣ 

佳恵・智巳 ｢洋子!!｣ 

洋子 ｢もともと、タイムカプセルを埋めようと言ったのはわたしよ。わたしがい

なかったら、このペンダントもないんだから。｣ 

佳恵 ｢何言ってんのよ。そんなの 10 年も前の話。あんたはなくてもいいでしょ。

だんなもいて、そこそこ安定した生活してんだから。あんたには必要な

い!｣ 

洋子 ｢おあいにく様。子供の教育費があるのよ。自分一人のために生きてる

んじゃないんだから!｣ 

智巳 ｢ふざけたこと言わないでよ。こっちは明日あさっての生活だってどうなる

か分からないのよ。ここに来る旅費だって、食べたいものや買いたいも

のを我慢してやっと捻出したんだから。｣ 

佳恵 ｢それは智巳がやりたいことをやってるからでしょ。働こうと思えば働ける

じゃない。わたしにはね、病気の母がいるのよ。奨学金だってまだ残って

るんだから。｣ 

智巳 ｢とにかく! だれが何と言ってもこれはわたしのよ!!｣ 

ナレーション そう言ったかと思うと、智巳はやおらペンダントをつかみ、ドアを開けて

走り出した。 
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洋子 ｢ちょっと智巳、どこへ行くのよ!｣ 

佳恵 ｢ははは、相変わらずね、あの人。あっちは厨房があって行き止まりよ。｣ 

智巳 (遠くで)｢キャー～!｣(SE ガラガラガッシャーン) 

ナレーション 厨房にだれもいなかったのは幸いだった。ふと時計を見ると、もう夜中の

1 時を過ぎている。どっと疲れと眠気が襲ってきたこともあって、ペンダン

トの所有権争いはひとまず明日に延期。わたしたち 3 人はお互い無言の

まま床に就いた。 

 (小鳥のさえずり) 

佳恵 ｢だから何度言ったら分かるのよ! どう考えたってわたしに権利があると

言ってるでしょ!｣ 

智巳 ｢だからそれがこじつけだと言ってるのよ!｣ 

洋子 ｢こじつけなのは智巳じゃない! ペンダントからは、悪いけどあんたが最

も遠いわ。｣ 

ナレーション 戦闘再開である。欲に目がくらんだ女の争いは、“恥も外聞もない”とは

よく言ったのもだ。 

智巳 ｢何よ! 2 人とも、宝石の価値なんか知らないくせに。｣ 

佳恵 ｢あんた、何言ってるの! わたしは今までの取り引きで、何度も本物、そ

れも一流品を見てきたのよ。｣ 

智巳 ｢わたしはね、お金じゃなくて美的価値の話をしてるのよ。あ～もうイヤー

ね、お金のことしか頭にない人は。｣ 

洋子 ｢大体、あんたたち 2 人にはどっち道似合わないわよ。ほら、“宝の持ち

腐れって”言うの?｣ 

佳恵・智巳 ｢何ですって!?｣ 

洋子 ｢ほうら、わたしが着けると似合うでしょ。わたしが元“ミス桜ヶ丘”なのを

忘れたの? 美しい物は美しい人に所有されるべきなのよ。｣ 

佳恵 ｢言っちゃ悪いけど… 産前と産後で体型に大きな変化があったこと、お

気づきになられました?｣ 

智巳 (大声で思いっきり笑う) 

洋子 ｢何よ! あんたたち、わたしが幸せだからねたんでるんでしょ。｣ 

佳恵 ｢何それ? どういうこと?｣ 

 （ドアノックの音） 

ホテル清掃人 ｢あの～、すみません。もうチェックアウトのお時間が過ぎてますが。｣ 

3 人 ｢うるさい!｣ 

ナレーション わたしは、帰る予定時間が大分過ぎてしまったので、ともかく家に電話し

た。夫に、ペンダント争いで遅れたとは、さすがに言えなかった。 

洋子 ｢…うん、そんなわけなの。今夜中には帰るけど、8 時には真帆を寝かし

てね。え、何?｣ 

真之(電話音) (そばで真帆の泣き声)｢昨日もさ、その真帆のテディーベアがなかったも

んで、なかなか寝付かなくてさ。参ったよ。ほら真帆、ママと話すか?｣ 

真帆(電話音) ｢ママ～。いつ帰ってくるの?｣（ヒクヒクしゃくりあげ） 
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洋子 ｢真帆、大丈夫? ママ、今日中には必ず帰るから。パパの言うこと聞い

てね。｣ 

真帆(電話音) ｢ママ、旅行楽しい?｣ 

洋子 ｢え?｣ 

真帆(電話音) ｢ママ、旅行ずっと楽しみにしてたんだよね。だから真帆、頑張る…｣ 

洋子 ｢真帆…｣ 

真帆(電話音) ｢ママ、真帆のテディーちゃん、元気?｣ 

洋子 ｢え?｣ 

真帆(電話音) ｢テディーちゃん一緒にいるから、ママ寂しくないよね。｣ 

ナレーション そう言われて、わたしはふっと出発の朝のことを思い出した。 

 (回想) 

真帆 ｢ママ、テディーちゃん貸したげる。はい。｣ 

洋子 ｢でも真帆、テディーちゃんいないと眠れないんでしょ?｣ 

真帆 ｢大丈夫。ママ、はい!｣ 

ナレーション 旅行への期待と、思わぬペンダントのもめごとで、わたしは娘から預かっ

たテディーベアのことなどすっかり忘れていた。考えてみれば、娘を家に

残して旅行に出たのは今回が初めてだったかもしれない。彼女にしてみ

れば、それは大声で泣き出したい“大事件”だったのだ。でも幼いながら、

彼女は彼女なりにママが旅行でもよく眠れるように、自分の一番大切な

ものを預けてくれたのだ。そんなことにも気づかず、今の今まで醜い所

有権争いをしていたなんて…。 

洋子(モノローグ) ｢真帆、ごめんね…。｣ 

ナレーション その時、わたしはふと、マンションのバルコニーから久しぶりに見た、母

校の屋上の標語を思い出した。 

洋子 (つぶやくように)｢何事でも、自分にしてもらいたいことは、ほかの人にも

同じようにしなさい。｣ 

佳恵 ｢え? そうだ、うちの学校の標語だった。ええと、マタイの福音書７章 12

節？｣ 

智巳 ｢懐かしい…。あのころはよく読んだよね、聖書。｣ 

洋子 ｢わたしさ、やっぱり要らない、それ。佳恵か智巳か、どっちかが持って大

事にしなよ。｣ 

智巳 ｢洋子…。｣ 

佳恵 ｢わたしも、パス。智巳、いいよ、それ持ってきなよ。｣ 

智巳 ｢そんな、いいよ。何２人とも今更。２人が要らないんだったら、わたしも

要らない。｣ 

洋子 ｢何それ、みんな急にいい子になっちゃって。｣ 

佳恵 ｢もともと、わたしたちいい子だもん!｣ 

３人 (笑い) 

智巳 ｢あ～あ。わたしたち、昨日から一体何してたんだろ。｣ 

佳恵 ｢ほんとね。バッカみたい。どうしようか、これ?｣ 
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洋子 ｢何事でも、自分にしてもらいたいことは、(３人ハモる)ほかの人にもその

ようにしなさい。｣ 

佳恵 ｢だれか、これを必要とする人が、いるはずよ、きっと。｣ 

智巳 ｢うん、わたしもそう思う。｣ 

洋子 ｢じゃ、あしたから、その人探ししよ。そして、見つかったら、また３人で相

談しよ。｣ 

佳恵・智巳 ｢決まり～｣ 

ナレーション こうして、わたしたちの一風変わった再会旅行は終わった。家路を急ぐ

わたしの中で、夫と真帆の笑顔が、どんな宝石にも増して、輝いていた。 

<後編 終わり> 


