
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

新聞奨学生ものがたり 

~今はなき和田さんへのレクイエム~ 
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-プロローグ- 
今から私がここに書き記すお話は、もうかれこれ 20～30年以上も前の事になってし

まう。私が地元（福島）の高校を卒業して、初めて東京に上京してきた頃（1985年 3

月）からの話である。 

私の生い立ちから書き始めると、とてつもなく長い話になってしまうのだが、簡単に

触れておくと、私の家はいわゆる超貧乏一家であった。父は地元で自営業を営む生真

面目人間で、私にはとても優しい人であった。いうまでもなく”尊敬”できる人物で

あった。 

しかしながら、今でいうところの”３K商売”だから、いつも薄汚れたドロまみれの

仕事だったし、肉体労働の最たる職業で、客にはペコペコの底辺そのものだった。 

そんな商売をして貧乏している父は、親戚中（特に母方の方の親戚筋）から軽視され

ていたし、それでも頭を下げて親戚中の人から商売を手伝ってもらっていたりもした。 

父は、当時では珍しい高等教育を受けた人で、山本五十六を寵愛していたり、骨董品

に目がなく”日本刀”とか”槍”なんかを集めるコレクター（唯一の趣味だった）。

しかも盆栽も大好き人間(笑) 

若くして足の神経痛に悩まされていたり（バイクで転倒して怪我したのが原因らし

い）、40代で糖尿病を患い、食事療法では相当苦労していた。お腹が空いても満足に

食事がとれない事で、仕事中もよくイライラしていたりもした。 

それでも子煩悩な父は、幼い私を地元の銭湯にバイクで毎回連れていってくれたり、

仕事ついでに家族みんなでいろいろな場所へ連れていってくれたりもした。その頃の

思い出は今なお忘れる事はできないし、大切な記憶でもある。 

 

そんな貧乏な家に生まれながらも、わたしは幼稚園から高校までの 12年間、無事に

過ごせてこれたのだから両親には感謝しかない。母はといえば、私を生んでから病弱

な体となり、よく色々なところで癲癇（てんかん）を起こして倒れ、救急車で運ばれ

ることが数えきれないほどあった。父の仕事を手伝っていたこともあって、よく仕事

先でも癲癇を起こして倒れたりしていたので、得意先では有名な存在でもあった。 

 

私が東京へ上京している最中、出かけた帰り道でいつもの癲癇に襲われ意識を失い、

高台から土手伝いに側溝へ落ちて溺死してしまった。都会暮らしの方には想像できな

いかもしれないが、田舎は田園地帯がほとんどで、田んぼの脇には水を引くための側
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溝がいくつもあったりした（いまでもそうだろうが）。 

昼間の時間帯であったのだが、運悪く目撃者もおらず、遺体が見つかるまで暫く時間

がかかってしまった。母の遺体は捜索中の母の兄が発見した。私が 20歳の時である。

この時、母はまだ 40代前半だったと記憶している。何とも不運な事故であったのだ

が、これもまた運命というものなのだろうか。当時の私は、訳もわからず只管泣くば

かりだった。 

 

高校卒業を真近にして、私は進路に悩んでいた。当時は大学へ進学する者も少なく、

地元で就職する者が大半であった。私は自分が生まれ育った自然（故郷）が大好きで

あったが、親戚との付き合いとか、しがらみとかがとても煩わしいと思えていたのと、

すぐに就職して社会に出る勇気が持てずにいた。当時は、学校帰りよく書店に立ち寄

り”蛍雪時代（進学雑誌）”とかを読み漁り、都会での華やかなキャンパスライフに

夢を膨らませていたのを今でも覚えている。 

結局のところ、私の心の中では”大学進学”という選択肢が既に決定していた。しか

し先出の通り超貧乏な家庭であったため、到底大学へ通える学費や生活費など親に頼

めるはずもなく、どうしたものかと途方に暮れていた。 

 

そんな折、通っていた高校に、東京から一人の紳士がやってきた。この方こそ、後に

上京してお世話になることとなる人物なのだが、東京の立川市でＡ新聞販売店を営ん

でいた所長さんで、Ａ新聞本社でもそれなりに肩書きのある偉い方だったようだ。イ

ニシャルをとってＳ所長と呼ばせて頂く。 

都会の洗礼された、ビシッとスーツに身をまとったこの紳士「Ｓ所長」が、こんなド

田舎の高校に一体何しに来たかと不思議に思えていたものだ。 

今ではご存知の方も少ないと思うのだが、自分が経営する新聞販売店で「新聞奨学生」

として働いてくれる新卒者を募るために、説明会で講演する目的でいらっしゃったの

だった。 

田舎には、私のような貧乏学生が山ほどいる。いずれも純真素朴な田舎者ばかり。当

時、奨学生を募るには、地方という都市は絶好のターゲットだったに違いない。 

「新聞奨学生」とは、ごく簡単に説明すると、都内にある新聞販売店で、新聞配達や

集金業務をしながら、予備校や大学へ通うというものだ。新聞販売店で働く代わりに、

予備校や大学の入学金や授業料を新聞本社が奨学金として出してくれるという制度。 

もちろん、入学金や授業料とは別に、毎月販売店からは給料がもらえる。販売店で指

定した場所であれば家賃もタダ。食事も希望すれば格安で朝食または夕食、その両方

と選択して食事もとれた。当時私がお世話になった販売店では賄いさんもいて、料理
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も作って食べさせてくれた。 

 

もはや私には選択肢が残されていなかった。Ｓ所長の話を聞いて「よし、これなら親

に迷惑をかけず、お金も出してもらわずとも予備校へ通い、そのまま大学へも進学で

きるぞ」と意気揚々となった。何も考えず、迷わずこの「新聞奨学生制度」を利用し

て、まずは予備校へ行き、大学進学を目指すこととなる。 
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-第１章- 
生き馬の目を抜く都会 

 

（１）故郷との離別、いざ東京へ 

 

地元高校の卒業式は３月１５日。それから間もなくの３月２１日、当日は朝から雨だ

った。我が家は病弱の母を一人残し、父・兄との３人で、布団やら何やらの荷物を積

んで車で上京。やってきたのは東京都立川市というところ。A 新聞販売店がある街だ。 

当時の立川は、南口にまだ映画館があった地方都市。街中を少し離れれば長閑な田園

風景があったり、大きな川（多摩川）があったりと、さほど自分の田舎と遜色ない風

景が観れたりもした。 

父と二人で店に入ると S 所長が出迎えてくれた。３人で少し話をしてから、早速荷物

を当時店舗の隣に建っていた社員寮（と言ってもボロアパートだが）へ運ぶ。 

ここは社員寮だから家賃がかからない。自分で希望すれば違う場所へ住まいを借りて

住む事も可能ではあった（その場合、店が家賃の半分を負担してくれていた）。 

しかし、最初の１年間は社員寮に住む事を条件とされていて、２年目以降引っ越しが 

できることになるのだ。 

 

ほどなくして父と兄は帰り、私は一人６畳一間の畳の上に座って、窓から雨が降りし

きる外を眺めていた。 

「明日からどんな日々が待ち受けているのだろう…」 

天候のせいもあったかもしれないが、そんなブルーな気持ちでその日を過ごした記憶

がある。 

 

（２）丸山さんとの出会い 

 

一週間ほど販売店での雑務をすることになる。その間にぞくぞくと全国からわたしの

ような新聞奨学生が A 販売店に集まってくるのだ。つまりは”同期生” 

大阪から一人、富山から二人、静岡から一人、東京東村山市から一人。女子も二人い
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たが、顏以外はまったく記憶がなくなっている(笑) 

私は普通の私立大学進学を目指す予備校、当時高円寺駅前に存立していた「中央ゼミ

ナール」（今は廃校、現在跡地には確か居酒屋が入っていると思う）に通う事が決ま

っていたのだが、富山から来た一人を除いて、他全員が「立川美術学院」（予備校）

へ通う生徒たちばかりであった。立美は美術大学へ進学する学生が集まる予備校とし

ては有名な学校。多摩美、武蔵美、国立美大へ進学する浪人生が結構集結している予

備校だった。 

大阪からやってきた S 君（通称テツ）は面白いやつだった。とにかく美大を目指すよ

うな若者は、どこか少し世間からズレていて発想がぶっ飛んでいる者が多かった。 

わたしも彼の影響で、人生最初で最後のパーマをかけることになる。未成年のくせに

タバコをふかしていて、田舎者の超マジメなわたしとって彼はヤンキーそのもの(笑) 

しかしどこか憎めないキャラで、その軽快な関西弁も面白さを一層助長していた。 

ある程度奨学生が集まった段階で、わたしと富山からやってきたやつとテツの３人は

研修へ出かけることとなる。 

当時、最初に新聞奨学生は全員（集められるエリアが関東圏全体だったのか、それと

も東京都内だけだったのか、どれくらいだったかはわからなかったが）集められて２

泊３日の研修に参加するカリキュラムが組まれていた。集団生活になれるための訓練

の場なのだったのだろうと思う。あっと言う間の３日間だった。その時の集合写真が

残っているが、研修でやった内容はさっぱり覚えていない(笑) 

 

研修から帰ってきた翌日から、早速店の業務に入る。当時私が勤務していた販売店は

立川市の南口エリアを配達区域としていたが、全部で２２のブロック（区域）に分け

られていた。つまり１区から２２区までの２２人の配達員がいたという事だ。 

そして更にブロックで分けられる。１区から５区までで１ブロック、６区から８区ま

でで１ブロック…といった感じ。わたしが受け持つ事になったのは２２区。 

当時の２２区とは羽衣町を配達する区域だったが、羽衣ブロック（１９区から２２区）

の班長は「丸山さん」という方だった。当時年齢は４０代だったと記憶している。 

基本的には、その時点でエリアを担当している配達員から配達順路を教わるのだが、

２２区の前任は新田さんという浪人生だった。新田さんはハンサムだったが、どこと

なく暗い印象の方だったのを覚えている。努力して１年で慶応義塾大学に合格した方

だった。 

他には確か明治大学にも合格していたと聞いた覚えがある。とにかく努力家の秀才だ。

その新田さんが販売店を去る前に、参考になればと赤本やら何やらを私にくれたのだ

が、早稲田とか、慶応とか、明治とか…とにかく凄い（わたしの中では）大学ばかり
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の参考書で、私的にはぜんぜん参考にできないものばかりだった(笑) 

新田さんが卒業していった後は、私一人で２２区の配達、集金をメインに管理するこ

とになる。正直自分にできるかどうか、不安で仕方なかった。 

 

ある日の朝の配達で、台風による影響でどしゃぶりの大雨が降った。そんな中で配達

するだけでも大変なのに、こともあろうか、配達１件目で自転車をひっくり返してし

まい、雨に濡れる道路に新聞をぶちまけてしまった。もう半べそ状態で、泣きそうに

なるのを必死に耐えて、ぶちまけた新聞を拾い集めていると、遠くからゆっくりゆっ

くりと自転車を漕いでくる人影が…丸山さんだ！ 

「おぉ～溝井ぃ～。派手にぶちまけたか～ヒャッ、ヒャッ」と笑って一緒に濡れた新

聞紙を拾い集めてくれた。何とも明るい。良く言えばであるが、悪く言えば「能天気」

な人柄。それが丸山さんだ。 

とにかくいつも明るくて、ひょうきんで、優しい方だった。どんな時でも凹んだ僕を

励ましてくれた。仕事でも勉強でも… 

兄のような存在でもあり、父親のような存在でもあった。だからわたしは、どんなに

辛い時でもがんばってこれたように思う。 

しばしば丸山さん家にも遊びに行った。明るい奥さん、丸山さんにそっくりな顔の娘

さんと息子さんの４人家族。すてきな家族だった。もし将来わたしも家族を持つこと

ができたら、こんな家族になれたらいいなぁ～と憧れるような家族そのものだった。 

 

丸山さんの存在は、わたしにとってかけがえのない存在だった。20 年以上経ったい

までも、その想いは変わらない。もし丸山さんがいなかったら、わたしはとうに新聞

奨学生をやめていただろう。 

だが、そんな丸山さんも今はいない… 

はっきりと覚えていないのだが、独立して店を持ってから僅か数年で「ガン」に侵さ

れて亡くなられてしまった。わたしがまだ 20 代の頃だ。 

せっかく念願のマイホームを持ち、自分の店を持てて、さぁ～これから！と言う時だ

っただけに、奥さんの悲しみはいかばかりだったか…。 

わたしも辛くて、なかなか丸山家に足を運べなくなってしまい、すっかり疎遠になっ

てしまったが、娘や息子さんは今でも元気にしているだろうか… 

いまでは立派な社会人になっていることだろう。たぶん新聞販売店関係の仕事だけは

していないと思うが…。 
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-第２章- 
同期の桜 

 

（１）”同期”という仲間 

関西ではパーマを”あてる”と表現するらしい。わたしの田舎ではパーマは”かける”と

言う。テツに勧められて生まれて初めて美容院なる場所へ行く。どうもテツはわたし

のストレートな黒髪が気に入らない、田舎臭くてダサいと思ってようだ。 

今の美容院はどうなのかわからないが、当時の美容院と言えば、丸い太鼓みたいな筒

を頭の上に被せられて長い時間耐え忍ばなければならなかった。あれは辛い…(笑) 

できあがり、鏡をみて大爆笑してしまった。まるで似合っていない。あんな辛い想い

をしてこれかよ～って感想。 

タバコもテツから教わった。テツのタバコを吸う姿がカッコよくて、マネしたかった。

当時はまだ１８歳だから、本当はタバコは吸っちゃいけなかったのだが、家族から離

れ、田舎から離れたわたしは自由人。何をやっても咎められる事はない。 

しかし、タバコを初めて吸った感想は、とにかくむせた！こんなの、何がいいの？っ

て思ったものだ。これ吸い続けたら絶対死ぬな！って本気で思ったものだ。 

 

富山から来た同期。顏は覚えているが、名前が出てこない。年をとったものだ(笑) 

こやつはわたしに似ているものがあった。田舎者丸出しの人間だった。富山弁を恥ず

かしげもなく出し、髪はボサボサ、分厚いメガネをかけていたが、頭は決して良くは

ない。富山弁も面白かったが、その生活習慣も面白かった。とにかく「え～っ！」と

いうような事をやったり、言ったりするのだ。わたしも他人のことを言えたものでは

なかったが、とにかく貧乏くさかった。やはり田舎者はダサい。そう考えるとテツは 

やはり都会人。テツがこれまで付き合ってきた女の話を、富山の彼と二人で深夜まで

延々と聞き入ったものだった。田舎者には刺激が強すぎる内容のものばかり…興味が

尽きることはなかった。 

（２）同郷の後輩・藤原 

 

 



 

自叙伝・新聞奨学生ものがたり 

 

Copyright (C) 2016 自叙伝・新聞奨学生ものがたり. All Rights Reserved. 

- 11 - 

 

 

 



 

自叙伝・新聞奨学生ものがたり 

 

Copyright (C) 2016 自叙伝・新聞奨学生ものがたり. All Rights Reserved. 

- 12 - 

-第３章- 
サブタイトル 

 

（１）見出し 
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