映画の小箱

時を経 ても失われることのない、
幼 い日々の輝 きが
胸によみがえる

『Dearフ レンズ』

ユ ウェン リー =写真

たことを実行した のだ︒
クリシーの呼びかけに︑故郷 Ｌ戻 ってきた
︑
オドネ ル︶
のは︑医者 のロバータ ︵ロージー・
︑そし
デミ・
ムーア︶
作家 にな ったサ マンサ ︵
グリ フイス︶だ︒
て女優 のティナ ︵
メラ ニー・

がするも のだ︒人はどんなささ いなことにで

な のだろう︒不田坐峨と︑子供 の時間と いう の
は︑とて つもなくヽ
と 込であ ったかのような気

購入したも のな のだ︒

十 二歳 の子供 のときに協力してお金をためて

マシンのように︒ ツリー ・ハウ スは︑四人が

ったときに︑たちまち︑ 二十五年前 の 一九七
〇年 の夏 の︑十 二歳 の子供時代 にトリ ップし
てしまう︒ ｋリー ・ハウ スが︑まるでタイム

四人は久々の一
再会 二 戸惑うが︑本 の上に作ら
れた小さな家︑ピ ンクのツリー ・ハウスに入

もゆ ったりと時間が流れていた︑冒険だ った

やらアメリカの新興住宅地らし い︒美し い木
造 の白やスカィブルーの家がどこまでも並ぶ︒

仲良し四人が︑自転車 で美し いパステル ・
きに︑ い っそう子供時代 の自分自身が愛くる
しく思え︑ いとおしさが増す のだろう︒
﹃
Ｄ ｅａｒ フレンズ﹄は︑四人 の女 の子が
大人 にな ってそれぞれの道を歩んだ後 に︑再

色水 の入 った風船を投げ つける︒男 の子たち

自転車 で飛び出すと︑やはり自転車 に乗 っ
た いたずら っ子 の男 の子たちが︑彼女たちに

物語は始まる︒四人が住んで いる町は︑どう

カラーの家 々から飛び出してくるところから

び故郷イ ンディアナ州シ ェルビーの小さな町
で再会する物語 である︒
出産を控えたクリシー ︵
リタ ︒
ウィルソン︶

しかし三度と戻らぬ時があると分か ったと

時を取り一
戻した いと思う のかもしれな い︒

思 っていたのが︑大人 になると︑時間が次々
と過去 にな ってしまう のだと︑気が つくから

知るからな のかもしれな い︒そして子供 のと
きには︑す べてに時間が満ちあふれていたと

とによ って失 ったも のがたくさんあることを

大人 にな って初めて︑大人 になるこ

う︒それは︑子供 の頃 には夢見たこ
と︑初めて体験したこと︑驚 いたこ
かに享受していたのに︑
とすべてを︑
菫豆

は︑小さな頃︑仲がよか った二人 の仲間を呼
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子供 の頃 の時代に旅をしてみた い
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と思う のは︑誰しも考えることだろ
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び寄せた︒クリシーは︑子供 の頃︑四人で誓
った ﹁
誰かが呼んだら︑故郷 に帰る﹂と言 っ

人生はいつも
輝いている

にと っては︑四人組 の女 の子が︑格好 のから
２理十な のだ︒
か︐
四人 の女 の子たちは︑ いつも 一緒だ︒四人
の目標は︑ 一緒 に遊 ぶツリー ・ハウスを貯金
して購入することだ︒そんな彼女たちが︑ お
墓 で霊を呼ぶ儀式を始めた︒昔︑町で同じ歳
に事故 で死んだ男 の子を呼び寄せようと いう
のだ︒だが霊 はこなか った︒しかし彼女たち
は︑男 の子がなぜ死んだのか︑調 べようとす
る︒事故 の記事を探しに︑自転車 に乗 って︑
隣町 の図書館 へとでかける︒
初めて経験する仲間との大冒険だ︒四人は
途中 の湖で泳 いだ︒ロバータは湖 に飛び込み︑
溺れたふりをしてみんなを慌 てさせる︒ジ ョ
︑
ークだと分 か ったときに︑クリシーは ロバ

会 って︑もら った煙草を吸 ってみた︒
図書館までのちょ っとした旅だ ったが︑彼
女たちには初めての出来事ばかりだ︒
そんな冒険を四人はしたが︑彼女たちはそ
れぞれにいろ いろなことに出会う︒
サ マンサは︑両親が離婚することを知 って
十年
悲嘆 にくれる︒慰めた のはティー ニー︒﹁
︒
後 には人 口の半分は離婚する ってよ﹂
ティー ニーは︑サ マンサに 一生 の親友 の誓 い
をして︑ブ レスレットの半分を彼女 に渡した︒
ロバータは いたずら っ子 の男 の子とキスを
した︒男 の子は彼女が好きだ ったのだ︒彼女
も彼が気 にな っていた︒初めてのキスの後︑
このことを兄弟 に言 った
照れた ロバータは ﹁
らぶ っとばすわよ﹂と︑彼 に言 った︒
そんなひと夏 の事件が彼女たち四人 の忘れ
られな い思 い出を織 りな
し︑ 一生 のきず なとな る
この四人 の女 の子 の思

のであ る︒

『Dearフ レンズ』

︒
ータを思 いきりぶ った︒真剣 に心配した のだ
その宣剣 ぶりに︑みんなは︑ おとなし いクリ
シーを見直した︒その後 いたずら っ子たちが
湖で裸 で泳 いでいるのをみ つけ︑洋服を取り

い出 と︑七〇年代 のカラ
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フルな色を基調 にした フ
ア ッシ ョンと音楽 が︑ と
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上げ て︑四人は いたずら の復讐を果たした︒
図書館 で ロバータは自分 の母親が事故 で死
んだときの記事を見 つけて︑泣 いた︒
図書館 の帰路︑四人はベトナム帰り の男 に

ても素 敵だ︒
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