あの三 週間

そし て、 驚い たこ とに 、い つの 間に かひろ 子さ ん 、こず えさ ん、 みえ 子

さん もよ し子 さん の仲間 に 入っ ている ので す。
私は 、毎 日一 人ぼ っち でし た。

「よ し子 さん 。今 日はよ し 子さ んとは 話さ ない こと に決 めた から 。ひ ろ子
さん もこ ずえ さん もみえ 子さ ん もいっ しょ よ 。」

こん なこ とが 一週 間続 きま した 。い つの間 にか 男 子も気 づき 始め たよ う

きな かっ たのだ と先 生に 話し たそ うで す。

かっ たの だけど 、ま た、 自分 が無 視さ れる ので はな いかと 心 配にな って で

よし 子さ んは 、私 を無 視し ていた こと を先 生に 話し 、本 当は 仲直 りし た

した 。

先生 は、 私の 話を 聞く と、 さっそ くよ し子 さん たち を呼 んで 話を 聞き ま

と私 を強 引に先 生 のとこ ろへ 連れ てい きま した 。

「先 生に 話そう 。」

みず えさ んは 、私 の話 を聞 くと

てい るこ とを話 し ました 。

りの クラ スにい る 幼なじ みの みず えさ んに 、ク ラス の女 の子 から無 視さ れ

らっ たり しまし た 。そし て、 とう とう がま んし きれ なく なっ た私は 、と な

私は 、ク ラス にい るこ とも つらく な ってき て、 時々 保健 室で 休ま せて も

に無 視さ れて いる ことは 話し ませ んで した 。こう して 三週 間が 過ぎ まし た 。

母が 、様 子が おか しい と何 度が話 し かけて きま した が、 クラ スの 女の 子

して 起き られ ない のです 。

私は 学校 へ行 くの がだ んだ んい やに なって きま した 。朝 にな ると 頭痛 が

こう して もう 一週 間が 過ぎ まし た。

の子 もい ませ んで した。

で、 私の 方を 見て ひそひ そ話 し たりし てい ます 。か ばっ てく れる よう な男

「だ って 、よ し子 さんは 勝手 だ もの。 何で も自 分で 決め て、 それ をい やが
ると 、す ごい 顔で にらん だり す るでし ょ 。」
横にいたひろ子さんがこう言うとよし子さんはうつむいてしまいまし
た。
昨日 まで 、仲良 くし てい たよ し子 さん のし おれ た顔を 見て 、私は 少し「か
わい そう だな 。」と思 いま した 。
でも 、何 でも 勝手 に決 めて 、時に は 仲間外 れだ って する よし 子さ んに 反
省し ても らう には これし かな いと 思っ たの です 。
そこ で、 一日 だけ 仲間 外れ にする こ とにし て、 よし 子さ んに 反省 して も
らお うと 決めて い たので す。
その 日一 日、 よし 子さ んは 元気が あ りませ んで した 。い つも なら 、休 み
時間 には 外へ飛 び 出して 行く のに ずっ と教 室に 一人 でい まし た。
次の 日の 朝、 私た ちは 無視 をした 理 由をよ し子 さん に話 して あや まり ま
した 。で も、よ し 子さん はだ まっ たま まで した 。
そし て、 次の 日か ら私 への 無視が 始ま った ので す。
「み どり さん、 はる えさ ん、 みち 子さ ん、 遊ぼ う 。」
よし 子さ んは 、休 み時 間に なると こう やっ て遊 び仲 間を 呼び 集め ます 。
でも 、決 して私 の名 前は 呼び ませ ん。 仲間 を集 める と、 さっ さと遊 びに 出
かけ てし まうの です 。
今ま での 私な ら

それ から 、学 級会 があ って 、よし 子さ んと 私を 無視 して いた 女の 子た ち

が私 にあ やまっ てく れま した 。ま た、 放課 後に 残っ て先生 や 、よし 子さ ん

「私 も入 れて 。」
とよ し子 さんに 言う ので すが 、先 日の こと があ って 、なか な か言い 出せ ま

たち と何 度も話 しま した 。

になり ま す。

でも 、無 視さ れ続 けたあ の 三週間 のこ とを 思い 出す と今 でも 暗い 気持 ち

こう して 、私 たち の仲は ま た元に もど りま した 。

せん 。
こん なこ とが 続い ている う ちに、 だん だん 私は 一人 ぼっ ちに なっ てい き
ました 。 よし子 さん が、 私を 無視 しよ うと 女の 子た ちに言 っ ている らし い
のです 。

