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社会新報の地方記者になつて初めて東京のデスクから発注された仕事が高橋真理

子さんの「このひと」欄だつた .字 数「660字 」と書かれた発注書とともに送られてきた

掲載他紙のコピー2枚 は、いず れも1ベ ージ大の特集記事だつた。字数が少ないから取

材に手間がかからないかと言うと、たぷん逆だ。それに先行 2紙 を読んで高橋さんの

多彩な経歴を知り、片手間で済む仕事ではないと覚悟した。また発注書の原稿の締め

切り欄に期 日の記載がな <、「原稿が上がり次第」とあつた。じつ<り 準備して、取材の

的を絞ろうと決めた。                      (小 林広 )

オーロラの研究をしたい

高橋さんが進学先を決めたのは高校 3年 の担任教師から物理の面白さを教えられ

たころ、写真家・星野道夫さんとオーロラの研究者・赤祖父俊一さんの対談記事を読

み、北海道大学に地球物理学科があることを知つたときだつた。「北大に行つてオー□

ラの研究をしたい。他には絶対いかない」と言い続け、その度に先生を困らせた .

ボ ート部に所属し、9月 の国体が終わつて受験勉強を始めたが、模試の含格率の判

定は Eか D。 直前まで判定は変わらなかったが、先生に説得され、しぶしぶ 受けた 3校

には落ち、念願の北大にだけ含格。後輩たちに「受験は気力である」という言葉を残

し、意気揚 々と北海道に向かつたと1冊 目の著書『人はなぜ 星を見上げるのか 一星

と人をつ なぐ仕事』(2016年 、新 日本出版社 )に はある .

膏ミ

■F
大学2年 の書体み、高橋さんはあこがれの地・アラスカに渡り、星野さんとも対面す

る。オーロラが現れるのを待ちながら、星野さんは「今ぐらいの時期に、漠然といいな

と思うことを大切にした方がいいよ」と語る.21歳 のとき親友を大山の噴人という突
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発 事 故で失 い、考 え続 けた末 の結論 は「好 きな ことをや

つて いこう」。その想 いでアラスカの 自然 や 人 と真摯 に

向き含う。星 野 さんの言葉 には説 得 力 が あった。

づv=l突黙の詳報
大学ではサイクリングクラプに加わり、「北海道を全

部 まわろう」という決 意 を実現 して い <.ア ラスカヘの  ↑大学 2年 の春休み、高橋

旅 も終 え、人 生で 最 も大事 な ことは 自然 や 人 との「出逢  真理子さんはあこがれの地

い 」だ と知 る。心 動 かされ るもの に従 い、一つ で も多<  アラスカで星野道夫さんと
山 △ ニ

体験を重ねる人生を送ろうと思う。だが、一方で自分の 宣下三 __ ____
将来も考えなければならず 、名古屋大学の大学院に進   (高僑真理子さん提供)

学し、オーロラの研究を続ける道を選ぶ が、それは自分が思い描いたものをあきらめ

る初めての経験だつたと振り返る。

博士課程 3年 目の 1996年 は高橋さんにとって苦難と飛躍の年だった。大学院で 5年

間、研究生活を送つたが、本当に自分が取り組みたいテ ーマを見出すことができず 、

苦しんでいたとき、星野さんの突然の訃報が追い打ちをかける。

約 1カ 月、暗闇から抜け出せず 、再度のアラスカ行きを思い立つ。そのとき、読み直し

た星野さんの本 (『 アークテイック・オデッセイー選かなる極北の記憶』新潮社 )に 、自分

の問題に気づかせて<れ る問いかけがあつた。

「科学の知はなぜ か私たちと世界のつながりを語っては<れ ない」

「私たちは、人間の存在を宇宙の中で位置づけるため、神話の力を必要としている

のかもしれない」

▲ ´ ロ

,T颯=='出の拠りどころに

高橋さんが「オーロラの中をどれだけの電流が流れているか計算することが、私の

人生にとってどれだけ大事なのだろう」と思ったとき、直感があつた。科学の知見をた

だ説明するのではな <、 科学を物語ることができたとき、深い納得が得られるのでは

ないか。

「私たちと世界とのつながり」を科学で人に語る仕事 。思い及んだのは科学館とい

う就職先で、全国の 50館 以上に手紙を出し、新しい科学館ができる出梨県に「拾って

もらつた」と自書に書 <。 当時、プラネタリウムは未知の世界だつたが、その後、星野さ

んに導かれるように人から人へと出逢いを重ね、映像や 音響と組み含わせ、星と人を

つなぐプラネタリウムの「語り」は、多<の人々の心の拠りどころとなつてい <。
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還骨を菩提寺ではな <、 遠方の永代供養塔に収めるつもりだと知ったとき、独りで黙々

と墓守を続けてきた義弟が不憫になつた。年末に体調を崩し、年明けに入院。代わつて細

々した支払いや買い物を賄うための現金のほか、預金通帳と E口 鑑まで私に託したのは、姉

の魂胆に薄々気づいているからだと思った。通帳の金額は治療費を払い、それなりの戒名

をもらって葬式を済ませるのに十分だつた。

2月 に入り病状が悪化、個室に移り画会が許された。励ましに頷<の がやつとだつた

が、その夜は違つた。酸素吸入マスクを外し「心残りがある」と言う。「心配するな。思い通

りにはさせない」と応えると「違う。・"優 しくしてやって<れ」と言う。意外だった。死を自

覚した義弟の「心残り」は、残される肉親の行<末 だつた。★★★★☆博

(小 林 広 )

嗅F曇 病気や障害の重さより 生きている真実 美惑

長<病 院で生活し、病気と闘う子どもたちのために高橋真理子さんが病室でプラネタ
:ジ ウムを投影するようになつたのは、出梨県立科学館で働き始め、やがて星を見ることや

宇宙を知ることが人を勇気づけ、気持ちを落ち着かせることに気づいたからだつた。2冊

目の署書『星空を届けたい 出張プラネタリウム、はじめました !』 (ほ るぶ出版 )に「その

理由がわからない.こ の疑間には何か1つ の答えがあるわけではなさそうで、それをずつ

と考えてきた」と書く。

満天の星空、地上を飛び出し地球が見えた時…、子どもたちの反応は予想以上だつ

た。自閉症気昧で躇閣を怖がる支援学校の中学生は見終わった後、しきりに目をこする。

教師は怖かつたのかと思ったが、違つた。彼は宇宙の果てから地球に戻るシーンでポロポ

□涙を流してしヽたのだ。高校生<らいの男の子はいっさい、しゃべらないが、投影が進むに

つれて瞳が輝き、同じシーンで大きな地球を見た時、「地球だ」という彼の声が聞こえる

ような表情になったと振り返る。

広大な宇自の果てから戻り、再び自分たちが薯らす地球を眺めたとき、子どもたちは何

を感じるのだろうか。病気や障害の菫さより、いま、この地球で自分が呼吸し、生きている

という真実を、視覚的に実感できたからではないか。

わが子と一緒にプラネタリウムを体験した母親たちの感想は、直戴だつた。24時 間看護

の10年 間を振り返り、毎日がもう限界だと思つていた母親は「夜は死との瀬戸際のいやな

B寺 間ではな <、 美ししヽ星空の下にいる」「臆しヽ病院で一人、吸引し続けた日々が宇宙の中

のひとかけらだつた」なんて。

一人でよ<星を見上げ、いつも意しくなるとしヽう母親は「3日 みんなで見た星は違つ

た。一人ひとり生きるため :こ 頑張っている子どもたち、一緒に頑張る親、しヽつも支えてく

れる看護師さんたちと見た、ひろ一い世界 .ど んなことがあっても頑張れる」。子どもたち
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や家族と医療・福祉スタッフらがそろつて同じ星空を見上げると、「みんながフラット|こ な

り」、お亘しヽを思 bヽ 遣り、支え、支えられるという垣根もな<な る。

」Fミ 高度辱療の赤ちゃんと母親を 美しい星空が支える

高橋

もな

3冊 目の『すべての

人に星空を 「病院がプ

ラネタリウム」の風景』

(新 日本出版社 )に は、

赤ちゃん一人ひとりが

多<の チュープ やモニ

ターにつ なが れた新生

児集中治療室 (NICU)
で投影したときの様子

も摘かれている。「感染

に細心の注意を払うべ

き場所」「おそら<院内

では多<の 議論」があ

つただろうと想像する

さんは「加えて、生後ま

い赤ちゃんにプラネタリ

新生児集中治療室の天丼に投影された星空 (高 橋真理子さん提供 )

ウムなんてなんの意味があるの ? と」….だが、スタッフの信頼厚い師長は「高度医療

は、自然という概念の上に立つていないと危ういものになってしまう」と著え、「自然」を

感じることが、高度医療で命をつなぐ赤ちゃんと母親たちには必要だという直感を持つて

いた。

後日、CLS(チ ャイルドライフスベシヤリスト)か ら送られてきたメールには、母親が涙を

流しながら教えて<れた感想が書き込まれていた。

「この子が生まれた日は、NICUに入ることになつた日で、とても星なんて見る余裕は

ありませんでした。その日の星を見る機会を頂いて、この子が生まれた日の星空がこんな

に美しかつたと知れて、生まれてきた意味があったんだと感じました。私にとつて、大きな

気づきでした」

美しい星空や広大な宇宙が母と子に教えるのは「生き死に」にかかわることだった。な

ぜなのか。

」
「

ミ『死の先に意跡があるなんて」驚く貫性医療保育主

高橋さんは 2016年 、「心魂プ ロジェクト」という団体と行ったコラボイベントで、生命の

中に死が プログラムされた経緯を伝えた。それは 15億 年前、真核生初の誕生でオスとメス

という性ができ、環境に適応できる子孫を残すことが可能 になって、古い個体 は消えた方

が、より効率的に進化できるからだった。

膨張する宇宙の中で星も誕生と死を繰り返す。陪黒星雲で星は生まれ、や がて燃料で

ある水素が尽きて死を迎える。超新星爆発が起きると星の内部 にあつた軽い元素だけで

なく、重しヽ元素も生まれて宇宙空間に飛ぴ散り、地球上のあらゆる生論につ ながつた。

『生命 |よ 死としヽう手段を選んがことで新ししヽものを生み 出すことに成功した」という高

橋さんの言葉に、医療保育土の女性は「死の先に意味があるな んて」と驚 <。 死の床で肉

親の行<末 を案じた義弟の「心残り」も、残された者を導 <星となつた。 (つ づ <)
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小学5年 Φ時、初めて姉が入所する施設を誘ねた。目|1練 場のような所で進んでしヽるよ

うに言われ、師の居室に一人で行った母が戻るのを待つた。籟を持て余すころ母の声 iが

し、急しヽで F電 を出る。下り坂鍛先にバス停があり、艦らの該栗子屋に立ち寄るのが楽しみ

だった。

ふと選∽様子がおかしし`ことに気づき、振り向くと母は両眼に涙を選め、□を0が鰺て

疇ま鶴してしヽた。あ命とき、母の苦しみを想像できなかつたが、しヽまなら中攣卒業後、自立す

るため大勢の障害児と共同生活を強いられた婦が「―緒に家 |こ 帰つたしヽ」とせがんだか

らだと倉かる。それを振り切って竃懇れた母は、不憫さを抑えきれなかった。

自分の意思と関係な <、 まとわ惨つくよう鍾手元に残った写真がある。長露の独と並び

立つ姉はひさしの長しヽ帽子を被り、水筒を下げる。購れやかな遠足の朝、二人だけの写真

を撮つた勢は母だった。

高鶴真理子さんの『すべて的人に星空を』翁中に登場する『きょうだしヽ翼よ、病気や障害

を持つ子の兄弟姉妹を指す。「彼らにも支援が必要聾としヽう一師に推され、ネットを繰る

と、同じ境遇の女性が「将来、世議を記されるプレッシャーに苦しんできた」とある。高機さ

んはそんなカゲ釣奪在も見逃さなかった。☆☆☆☆☆☆

(小林 広 )

載rミ
『生きる実感を得るための何かができる』

病床鍮天丼 饉塁室を投影す儀『病院が プラネタ :プ ウム」が、高橋さんめラィフヮーク
|:こ

なつたのは、共感できる人たると出逢しれを重ね、星を見上げることは [生 き死 |こ 要こ関わ

ることごと雉響、F本 懺翁星空を見られな しヽ人たち :こ こそ、プラネタ :ジ ゥム :志 薦味が ある

轟で :ま ないか」と気づ しヽたなうだった。

そ母箋~渉
:J:I:|[11壼 .共 麗森『墨野選夫」を=― 〒―■二島彎蔓美さそ {現・基買三寺大

彗繁授 :こ 質:書 さい・,「 :轟 li母 世界 :こ i凛 墨野這資■せ許蟹■ .、 墨拳 芋馨こしヽう機禽ざきっ

こ曇要 1と 言 1・ :■ ■ 二重
=■

通こそれがこう :∴ 争■■■ _圭 蒔i==t手 饗番をっtが、、Jプ

ラ手 J:」 F二 意、主語こ長態琶得る趣轟轟通なきてきるこ思 ti審参なす :こ なつ駐 .

墨藩さ島か猿 意、「ヶア」の走鉾 :こ 轟然季 フー
=が必要なこと、基毎:こ「ケアする人のヶ

ア」としヽ惨綴念藩=轟 辱こと違教えられた書

20‐環4年 1尾 なら「病院が プラネタ :メ ウム」を難譲ると、誕生 義の星空を鰺壁轟、自彎の星座
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にまつわる轟番を難絲た颯子び、生きる量味を取り錠してしヽくり

晶彊さん iな「詩援、そのま譲島聰ひと時が、その人や機轟まこ大きく彬孟してしヽくことがあ

写』と打ち魂 :す る。

載Ftt tう
一度、社会とつながるきつかけに

蛹轟さん―は iよ うÅ壊藪馨菫彗釉害を持っ長霧の3mの誕生轟ゃ後、『ぉ姉ぅゃんがぁ

よつとでも楽し晰轟 :ぷ もヽ経な」と、長期覆量の子どもと憲族のたけの議設「ちみしのよ」

(棄 歌ン整醒谷区)で震か範難イ

ヘン 江`参難。そ孔ぜ
`犠

妻を一変
｀
| .オ させ 藉鍾颯になった。

長露憲t夕 が轟盤諷 :こ なる :凛

ずで、xさ な轟震め葵母さ島t特
鼓なt夕を楽しみ :こ してtit.と
ころが実然0轟 天事で難ひつ書

塵こな警てしま群、七クのこみ、

小さな諄 :こ 式さな瞳書の理るこ

こだねかるも短露 |こ 顧曇事が書 :す

なくな唾
'、
tダ 恐、為む参導饉理六

醸しヽにな争た。

大きなプラスタ :´′ウムⅢ一ム曇

議で霧穐られたときも籍を躍轟

ながら答えたが、星つもど の種共 鋼代表の場都港一基んから構けて、おひ つじ座り金毛

の躍鷺め議を鑽き、『轟なつ り座のキミに |よ そ錨な力が あるんがよ聾:ょ 動まされる。その

後、二人で寝転がっで 圏をほり、観をかぞ えて見な濾天の星窒、「嬢鶴、チども、種分離嚢

のことも、とても鸞轟なしヽ存在 |こ 轟えて」、大きなわだ がまり]一 っ、瀧えて幹く蝙闘だっ

た。

その後、襄難さん一啄は本物の星菱見 |こ 行こうと轟纂菫つ。楽しみ を持でば、実現でき

なしLと き意懇い。そ為な処避徒を変え、そ靱簑 :よ 母と嬢でごプノ発表会へ、花大大会、隠

:こ 鶴1憲 長を

8年 m、 海宅医療ゃ療斃⑪体轟sを 整ぇること |こ 懸死 だったぉ母さんまま『気がっ しヽたも私

なら宏族はRmと 鑽費鏃外、どこ鍾も行くところが なくなってむ、た。Fす べでの人 :こ 星空

を書まままつたく次元醗運惨支鐙で、私たち憲級はもう一度、自分のヵで社会とつながって

も`場くェ率∫わギーをももった」と振り返る。

障害児のいる象藪o魃 轟が変われまざ_、「きょうだ藝」た基が彎撃来な望鵞覺<力 鍾なる。

事愛の購鐘亀轟しヽガ轟錘≧鐘移鮭彗。

《轟わり)

藤霧さ島一家轟「彎轟」を受えたプラネタ :」 幸ニドーム

i高 構翼電子さ島握供 }
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