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夫と同居あの世で…樹⽊希林の語る半⽣「上出来でした」

 今年の カンヌ国際映画祭 で最⾼賞パルムドールを獲得した「万引き家族」（ 是枝裕
和 監督）の全国公開が８⽇から始まりました。カンヌでは俳優たちの演技が⾼い評価を
受けていたようです。 安藤サクラ さんや リリー・フランキー さんら、芸達者の出演者
たちをとりまとめる“祖⺟”の役で出演しているのがベテラン俳優の 樹⽊希林 さんです。
樹⽊さんがその半⽣を縦横に語った連載「語る ⼈⽣の贈りもの」（全１４回）をまとめ
てお届けします。

樹⽊希林さん＝東京都中央区築地、村上健撮影

「少々焦げてもいいですから」

 がんと付き合って、もう１３年になります。これまでに３０カ所を治療してきました。
でも、⼝だけは達者だから、何だか元気そうに⾒えるらしくて、「死ぬ死ぬ詐欺」なんて
⾔われてますけどね。

 《２００５年、 乳がん で右乳房全摘出⼿術。１３年の ⽇本アカデミー賞 授賞式で、
全⾝がんであることを公表した》

  乳がん の時はね、胸にしこりがあったので、病院で先⽣に「がんですよね」と聞いた
ら「いや、違うでしょ」と答えるの。「きっと、がんですよ」と粘るとね、「じゃあ調べ
てみましょう」と。検査後に先⽣が「やっぱりがんでした。よく分かったねえ」と感⼼す
るのよ。私の場合、がんの告知まで、間の抜けた感じになっちゃうのよね。

 その後、体のあちこちに 転移 したので、最近は年１回、⿅児島の病院へ 放射線治療
を受けに⾏ってました。１⽇たった１０分の照射。でも１カ⽉かかるのよ。⼈⽣を⾒つめ
直す良い機会になったけれど、飽きてくるでしょ。「先⽣、１週間で仕上げてもらえませ
んか。少々焦げてもいいですから」って⾔ったんだけど。

 でも、闘病しているという気持ちは全然なかったわね。 抗がん剤 治療で苦しむ患者さ
んを何⼈も⾒ました。でも、私の治療法だと、 ⽣活の質 が全く落ちなかった。だから、
とても満⾜しています。
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驚き！⼟地活⽤、賃貸経営
役⽴つ読本3冊 無料プレゼント！
⼊居率95%の賃貸経営＜住友林業＞

編集⻑が通勤靴選びを指南
10/3 限定55名イベント招待
ビジネスシューズ選びの常識とは？

朝⽇新聞⽂化・芸能取材班

希林さんが語った⼈⽣
樹⽊希林さんが⽣前、⼈⽣を振り
返り、語った⾔葉とは。

ツーリズムEXPOジャパン

今年も、9/22(⼟)、9/23(⽇)に東京ビッグサ
イトにて ツーリズムEXPOジャパン開催

広告

エコー×アエラスタイルマガジンの
ＳＰイベントがエコー銀座店で開催！

電気通信⼤学、⻑野県⽴⼤学ほか
13⼤学を徹底取材！国公⽴⼤学特集

晩ごはんに⾷べたい！各地の⾷材レシピ
さらに⾷卓彩るギフトが１千⼈に当たる

定年後が楽しい⼈、居⼼地が悪い⼈
藤原和博の「正解のない⼈⽣相談」
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 病気になったことでメリットもあるんですよ。賞を取っても、ねたまれない。少々⼝が
滑っても、おとがめなし。ケンカをする体⼒がなくなって、随分腰が低くなったし。そう
⾔うと「ウソだろ」って突っ込まれるけど、若い頃はこんなもんじゃなかった。本当に偉
そうだったんですよ。

テレビをやめて「映画だけを」

 がんになったのを契機に、テレビの仕事をやめ、映画だけをやらせてもらうことにしま
した。テレビはサイクルが早くて疲れるのよ。セリフをどんどん吐き出すだけで、まとも
に演技する暇がない。そういうのは散々やってきたから、オシマイにしよう、と。

 《⼀⾵変わった役柄でテレビの⼈気者だった樹⽊さん。映画に重⼼を移すや、出演作が
内外で評価され、⾃⾝も演技賞を取りまくる。昭和の怪優は平成の名優になった》

 たまたま恵まれただけよ。仕事は、出演依頼が来た順番とギャラで選んでいるんだか
ら。私、ずっとテレビだったでしょ、どの監督に才能があるのかも知らなかった。そもそ
も映画には良い印象を持ってなかったの。８歳の時、親に連れられて最初に⾒たのが「ど
っこい⽣きてる」でね。

 《 今井正 監督による１９５１年の社会派映画。労働者の困窮を シリア スに描く》

 映画館は混んでいて、床に新聞紙を敷いて⾒たけど、⼦供にはちっとも分からなかっ
た。その後は「笛吹童⼦」みたいな分かりやすい時代劇ばかり⾒てました。とにかく⾯倒
くさい映画が嫌いでした。

  ⽂学座 に⼊った頃、 杉村春⼦ さんの付き⼈で、松⽵⼤船撮影所にお供したことがあ
ってね。 ⼩津安⼆郎 監督の「秋⼑⿂の味」でした。杉村さんは中華そば屋の年増の娘役
でした。ハンケチを四つに折って泣く場⾯を撮ってたんだけど、何度やっても⼩津さんは
「もう１回」「はい、もう１回」と、ＯＫを出さないの。

 ⼩津組の現場は常にしんと静まりかえってました。緊張感が⾼まるのが伝わってきたけ
ど、私には、なぜＮＧなのかが全く理解出来なかった。そもそも、前の演技と次の演技の
どこが違うのかさえ分からない。おなかもすいてくるし、「早く終わらないかな」という
のが顔に出てたわね。

 その後、⼩津さんは亡くなり、「秋⼑⿂の味」が最後の作品になりました。だから今考
えると貴重な経験なんだけど、その時はただ「映画って嫌だなあ」と思ってました。

朝⽇新聞将棋取材班

アクセスランキング もっと⾒る

埋め込む Twitterで表⽰

 @asahi_bunkaさんのツイート

2時間

砂の伊達政宗公、宮城の海岸に登場「被災地に
⾜運んで」 t.asahi.com/tu2e

 

将棋叡王戦、藤井七段が本戦進出 逆転勝ちで
勢いにのる t.asahi.com/tucv

朝⽇新聞⽂化・芸能取材班
@asahi_bunka

砂の伊達政宗公、宮城の海岸に登場「被…
 東松島市宮⼾の⽉浜海岸に１６⽇、砂…
asahi.com

朝⽇新聞⽂化・芸能取材班
@asahi_bunka

埋め込む Twitterで表⽰

 @asahi_shogiさんのツイート

 朝⽇新聞将棋取材班さんがリツイートし
ました

情報解禁
 9⽉24⽇9:55〜10:25#メ〜テレ にて放送

 『名古屋発！イマドキ将棋事情』
  

杉本七段・インパルスの板倉さんと地元名古屋
でロケをしてきました！

  
じっくり聞きたい貴重なお話からクスッとしち
ゃうエピソードまで

 杉本先⽣にグイグイ質問させていただいてます

 観るべし観るべし

鎌⽥菜⽉
@nacky_k829

※Twitterのサービスが混み合っている時など、ツ
イートが表⽰されない場合もあります。

読まれています 昨⽇のトップ５
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⾸がすわった頃、両親とともに。働き者の⺟と芸術家肌の⽗。「男が働いている家庭を⾒たことがないの」

「あの⼦が⼥優？ まさかね」

 私の雑司⾕⼩学校時代を知っている⼈たちは「あの⼦が⼥優？ まさかね」と、さぞ驚
いたことと思います。だって、多くの⼈は私の声も聞いたことがないんですよ。いつも懐
⼿をして、ほとんど⼝を利かない⼦だったんです。

 《樹⽊さんは東京・ 雑司が⾕ で育った。⽗は琵琶奏者。⺟は 居酒屋 を切り盛りし
て、⼀家の⽣活を⽀えていた》

 学校では、みんながいるところから、少し隙間を空けて⽴っている⼦でした。端っこか
ら、周囲の⼈間をよく⾒ていました。親は何も⾔わなかった。放任主義ではなく、忙しく
て⼦供にかまっていられなかっただけ。おかげで、気兼ねせずに過ごせました。

 私は何だかモサーッとしていて、運動会でもいつもビリでした。だから６年⽣の⽔泳⼤
会ではクロールや平泳ぎじゃなく、「歩き競争」というのに出たの。そんな種⽬に出る上
級⽣は私だけ。あとは⼩さな低学年の⼦たちでした。

 そんなわけでタッタタッタと歩いていたら、あっという間にゴールして１等賞になっち
ゃった。そしたら、賞品がね、他の種⽬と同じなのよ。周りの６年⽣が「なんだ、こい
つ。ずるい」と不平を⾔ってるのが聞こえました。たぶんこの時、他⼈と⽐較しても意味
がない、ということを覚えたんだと思う。それは今も続いています。

 中学で私⽴の 千代⽥ ⼥学園に進みました。この頃から普通に⼝を利くようになって、
いつのまにかケンカっ早くて⽣意気な⼈間になっていたんですよ。黙っている間に、たっ
ぷりためこんでいたのかもしれませんね。進路を決める時期に⽗親が「お前のような⼦は
結婚してもすぐケンカして別れてしまうだろう」と⾔って「薬科⼤に⾏け」と勧めたんで
す。「薬屋の⼀軒なら俺が出してやる」と。親はやっぱりよく⾒てるわ（笑）。

 その頃までは、⼥優になる気なんか全くなかったわね。まあ、数学の成績がひどかった
から、薬科⼤を受けても落ちていたとは思うけど、私はある理由で⼤学を受験することが
出来なくなったんです。

ソーシャルランキング もっと⾒る
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2

3

Facebook Twitter 記者ページ

注⽬コンテンツ ご案内

初⼼者のための⻑期投資講座「投資」とは？

福島の防護服着た像、解体始まる 撤去
費⽤は１９０万円

拾った拳銃、おもちゃかと 警官に渡す
と「あ、これや」

「⽣まれる」「忘年会が…」 離婚へ向
かう怒りの始まり

防護服着た像、福島市が撤去へ 「賛否
分かれ設置困難」

週の労働⽇数が選べます ヤマト運輸、
週３勤務も可能に

⾸相「将棋はいいのか」 7008

レイプ告発伊藤詩織さんは今 2200

樹⽊希林さんの「命」の⾔葉 1467

【＆BAZAAR】

⼿軽においしく⾃宅で焼き⿃
家飲みがもっとリッチに

【＆TRAVEL】

“世界⼀美しい海岸”の素顔
世界遺産「アマルフィ海岸」

【＆M】

欧州キャンプ⾞⽂化に触れる
キャラバンサロン現地報告

【＆ｗ】

尾畠春夫さんの装いと⽣き⽅
上間常正＠モード

好書好⽇

「ばばばあちゃん」は私かも
絵本作家さとうわきこ⾃作語る

WEBRONZA

⾞両の原価低減に挑むトヨタ
今⽇の編集⻑おすすめ記事

アエラスタイルマガジン

期間限定の巨⼤チョコお化け
ハロウィンスイーツ盛り沢⼭！

T JAPAN

コレクションは持ち主を語る
トリー・バーチのアートピース

GLOBE＋

「英語ははっきり」本当？
プロに学ぶ「英語とつきあう」

sippo

北国の雪の上で⽣きる猫
厳しい⾃然に耐えるたくましさ

フェイスブック はてなブックマーク
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原点、実は北海道の⼣張

 私の役者の原点は実は北海道の⼣張なんです。⽗親の琵琶の仲間が⼣張で鉄道員をして
いてね、⽗が遊びに⾏くというので、私もくっついていったの。それが⼤学受験の直前で
した。炭鉱のボタ⼭に雪が積もっていて、地元の⼦が板に乗って滑り降りていた。私もマ
ネして滑ったら、⾜をポキッと折っちゃった。

 受験はもちろん、卒業式も出られませんでした。同級⽣が希望に燃えて新しい道に踏み
出そうとしている時に、私だけ、家でずっとチンとしていなければならなかった。親から
⼩遣いはもらえるんだけど、何の⽬標もないというのはものすごい疎外感でした。

 毎⽇通える場所はないかなと探していると、新聞に「新劇の３劇団が研究⽣募集」とい
う記事が出ていました。芝居と⾔えば学芸会くらいしか経験はなかったけれど、まず ⽂
学座 を受けに⾏きました。美男美⼥が⼤勢来ていて、これは落ちるな、と思っていた
ら、なぜか通ったんです。

 《新劇３劇団とは、 ⽂学座 と 俳優座 、⺠芸を指す。樹⽊さんは、 ⽂学座 付属演劇研
究所の１期⽣だ。同期には 橋⽖功 さん、⼩川真由美さん、 寺⽥農 さんらがいた》

 私ね、器量に関してどんなこと⾔われても「あ、さいですか」ってな感じで全然平気な
のよ。⾃分では普通だと思ってます。でもそんなに厚かましくないのでね、⼥優として通
⽤する器量じゃないことは分かってました。ただ、新劇なら不細⼯でも⼤丈夫、という⾵
評もあったの（笑）。

 後で⼤先輩の ⻑岡輝⼦ さんから「あんたは⽿がいいから合格したのよ。相⼿のセリフ
をよく聞いている」と⾔われました。その時は意味を理解していなかったけど、今ならよ
く分かります。⼝を利かなかった⼩学⽣時代、周りをよく⾒て、よく聞いていたのが⽣き
たんだと思います。

 でも、役者になりたくて⼊ったんじゃないから、あの頃は⾮常に⽣意気だった。「ずっ
と芝居を続けるつもりなんかないわよ」という態度を取っていました。 杉村春⼦ さんに
も盾突いていたんですよ。

AO⼊試 受験⽣の個性や学ぶ意欲で合否を判定

駒場東邦、桜蔭ほか名⾨校の校⻑インタビュー

ＭＢＡ、夢じゃない 社会⼈⼤学院

9/15は世界リンパ腫デー 正しい理解のために

マーケティングの事例とノウハウが満載！

伝えたい声の⽂化 さだまさしさん対談

朝⽇新聞デジタル会員ならこんなにお得！

独⽴を意識したら 朝デジ会員なら簡単登録！

中⼩企業の経営者が語る、⼤切にしていること

「新しい挑戦！」スプツニ⼦！さん

新たな⼤学⼊試に挑むすべての親⼦に

同志社⼤学ほか、関⻄の⼤学の今が分かる！
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１９７４年、３１歳の時に朝⽇新聞の「シラケの季節」という記事に登場。「今のわた
し、⾶んでるのよ。シラケじゃなくて、⾶んでる」と語っている

「ああ、私って⼝が悪くて…」

 《樹⽊さんが ⽂学座 の研究⽣になったのが１９６１年。劇団創⽴２５年⽬の年だっ
た》

  三島由紀夫 さんや⽮代静⼀さんら錚々（そうそう）たる講師陣がいました。俳優には
杉村春⼦ さんや 芥川⽐呂志 さんたちがウワーッといてね。創⽴２５年のパーティーで
「これが芸能界なんだ」と感⼼しました。

 当然私なんか⽬にも留めてもらえない。それなのに⽣意気だったんです。「芝居って⾯
⽩くない」と思ってた。先輩の芝居は下⼿だし、演出家の⾔うことは納得いかない。よく
演劇論になるんだけど、それが意外に他愛（たわい）ないのよ。「あんた、気に⼊らない
わ」とか割と感情論になってね。

 そんな中で「ああ、私って⼝が悪くて、ケンカっ早いんだな」と気づきました。研究⽣
だった私が杉村さんと同じ芝居に出演したことがあってね、その時、杉村さんにまで意⾒
してるんだからね。

 ある場⾯で、舞台上に残った乳⺟⾞を誰が⽚付けるか、という話になりました。私は
「杉村さんが押して戻ってくればいいんじゃないですか」と⾔っちゃったんです。「あな
た！１０年早いわよ」と叱られました。実際、１０年も２０年も早かったと思います。こ
んなだから、テレビで 森繁久彌 さんと共演した時も、名優の演技に最初から衝撃を受け
たわけではありませんでした。

 《森繁さん演じる明治⽣まれの祖⽗を中⼼にしたホームドラマ「七⼈の孫」。６４年１
〜７⽉に放送され、続編も作られた。樹⽊さんは主⼈公⼀家のお⼿伝いさん役だった》

 私は途中から出演したんです。「お⼿伝いさんがいないと不便だから、誰か来てよ」っ
ていう感じで呼ばれてね。請われて出演したわけでも何でもない。若い頃はＣＭでも何で
もやっていましたから。

 毎⽇、森繁さんと顔を合わせているとね、あの⼈の⼈間を⾒る⽬がすごい、というのが
分かってきたんです。森繁さんに出会わなかったら今の私はなかったでしょうね。

「⽇常ってそういうものでしょ」

 先⽇、 中村敦夫 さんに会った時にね、「⽊枯し紋次郎」に、私が宿屋の⼥中役で出た
時の話をしてくれたんです。私は忘れていたけど、中村さんが⾔うには、私がご飯を盛り
ながら、あくびをしたんだそうです。「変わった演技をするな」と感じたんだって。

 その話を聞いて「なかなかうまい芝居をしてたのね」と思ったわけ。そういうことを平
気で⾔うから、みんなにあきれられるんだけどね。⽩塗りの⼆枚⽬の芝居じゃないんだか
ら、⼈間なら、飯を盛りながらでも、眠けりゃ、あくびをすることもある。⽇常ってそう
いうものでしょ。

 ⽇常の何でもないことを描くのがホームドラマなのよ。普段から⼈間を観察して芝居に
⽣かす。そのことを私は 森繁久彌 さんから学びました。いろいろな⼈を⾒てるとね、い
ろいろと意外な動きをするじゃない？ それをね、私の⾁体を通して表現するのが⾯⽩く
なってきちゃった。

 森繁さんがそういう芝居をするから、私もね、「じゃあこんな芝居で返そう」となるで
しょ。すると、森繁さんが「ちょっと、あーた、それ、やりましょう」と乗ってくれる。
森繁さんとの掛け合いが⼈気になって、出演シーンがどんどん増えていきました。

 ただね、シーンが増えてもギャラは変わらないのよ。なのに撮影が夜中までかかったり
する。もうくたびれちゃって。続編が決まった時、森繁さんが「あの⼦が出るなら」と⾔
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って下さったのに「私、出ません」と断ったのよ。

 そうしたら、ＴＢＳの局⻑が菓⼦折りを持って ⽂学座 に⾶んできた。「続編もどうか
お願いします」と頭を下げてね。前作は、１本のギャラが５千円。税⾦と ⽂学座 に４割
持っていかれて、私の⼿取りは３千円。⽉４本とすると１万２千円よね。私の知る⼤卒初
任給が１万２千円だった。「労働時間を考えると、割に合わない」と思ったの。

 局⻑は「分かりました。では出演料を１００％アップします」と⾔いました。ちなみに
森繁さんは５０％アップ。すぐ私は出演を承諾しました。

「若い頃は芸能界が嫌いだったけど、今は好きになりました。だって⼈⽣の縮図なんだも
の」＝東京都中央区築地、村上健撮影

ギャラ１００％アップ

 「七⼈の孫」の続編で、私のギャラは１００％アップの１本１万円に。主演の 森繁久
彌 さんは５０％アップ。単純に喜んだ私も頭が悪いわねえ。森繁さんは前作が１本８０
万円だったのよ。だから続編は１２０万円。落ち込んだわ。作品の中⾝は忘れてもギャラ
のことは覚えているものね。

 ただ、これは森繁さんがいかにすごい⼈だったかという証しね。映画界のスターをテレ
ビにお迎えしたわけだから当然の額ですよ。その作品にたまたま出演することになって、
私はとても幸運でした。

 《「七⼈の孫」の“森繁学校”には、樹⽊さん以外に、駆け出しの才⼈が、あと２⼈い
た。演出家の 久世光彦 （くぜてるひこ）さんと 脚本家 の 向⽥邦⼦ さん。この３⼈は、
１９７０年代に⼊り、銭湯が舞台の「時間ですよ」と⽯屋が舞台の「寺内貫太郎⼀家」
で、ホームドラマの先頭⾛者となった》

 「時間ですよ」は、久世さんと向⽥さんがぺーぺーの次くらいでスタッフに⼊っていま
した。銭湯の従業員として 堺正章 と私、川⼝晶（のちに 浅⽥美代⼦ ）が配役されまし
た。久世さんが「七⼈の孫」で⾒たような変わった芝居をやりたくて、３⼈を半ば強引に
推したんだと思うんです。

http://www.asahi.com/topics/word/%E6%96%87%E5%AD%A6%E5%BA%A7.html
http://www.asahi.com/topics/word/%E6%96%87%E5%AD%A6%E5%BA%A7.html
https://digital.asahi.com/articles/photo/AS20180430002687.html
http://www.asahi.com/topics/word/%E6%A3%AE%E7%B9%81%E4%B9%85%E5%BC%A5.html
http://www.asahi.com/topics/word/%E4%B9%85%E4%B8%96%E5%85%89%E5%BD%A6.html
http://www.asahi.com/topics/word/%E8%84%9A%E6%9C%AC%E5%AE%B6.html
http://www.asahi.com/topics/word/%E5%90%91%E7%94%B0%E9%82%A6%E5%AD%90.html
http://www.asahi.com/topics/word/%E5%A0%BA%E6%AD%A3%E7%AB%A0.html
http://www.asahi.com/topics/word/%E6%B5%85%E7%94%B0%E7%BE%8E%E4%BB%A3%E5%AD%90.html


2018/9/19 夫と同居あの世で…樹⽊希林の語る半⽣「上出来でした」：朝⽇新聞デジタル

https://digital.asahi.com/articles/ASL4X4285L4XULZU001.html 7/16

  森光⼦ さんらメインの芝居はオーソドックスだけど、ＣＭの前になると、久世さんが
「ここは３⼈のコントで」って⾔うんです。それでＣＭ明けまで視聴者を引っ張った。で
も、ただのコントじゃないの。前後のつながりを考えながら、ドラマに沿って作ってい
く。そこで、台本を読む訓練を⾃然に積めましたね。

 「今からギャグをやりますよ」という雰囲気を出すと、⾒る⽅は笑えないことを、久世
さんから教わりました。茶碗（ちゃわん）によそったご飯を、中⾝だけポーンと投げ、別
の⼈がそれを茶碗で受けるギャグがあったでしょ。久世さんはその時に「投げようとして
投げるな」と⾔うの。銭湯の従業員は何か別のことをしながら慌ただしくご飯を⾷べてい
る。そういう気持ちと結びついてこそのギャグなんだ、と。

「寺内貫太郎⼀家」のきんバアさん。左は主演の⼩林亜星さん、右は伴淳三郎さん。写真提供：ＴＢＳ

「久世さんの要求、いつもすごい」

 《１９７４年開始のドラマ「寺内貫太郎⼀家」で、３１歳の樹⽊さんは貫太郎（ ⼩林
亜星 ）の⺟、きんを演じる。実年齢より４０歳上の役だった》

 バアさんなら動かなくて楽だろう、と⾃分で決めたんだけど、全然違ってたわね。毎
回、激しいアクションがあった。⺟屋と離れの間を渡すハネ橋が上がっていることに気づ
かずに、下へ落っこちるという場⾯があるんだけど、 久世光彦 さんが「橋があるつもり
で、しばらく空中を泳いでくれ」と⾔うんです。マンガによくあるでしょ、あれよ。

 久世さんの要求はいつもすごいのよ。「上⼿に転ぼうとするな。痛いくらい本気で転
べ」とよく⾔ってました。気持ちのうえでウソがないかということを常に考えながら演じ
てくれ、という意味なの。それで、孫役の ⻄城秀樹 君なんか⾻折しちゃって、次の場⾯
はギプスしてた（笑）。

 私は髪を脱⾊し、声⾊を変えて、形はバアさんっぽくしました。でも、バアさんを演じ
たつもりはないの。気持ちは３１歳の私のまんまなのよ。欲は深いし、ジュリーを⾒ると
「ウルル」っとなる。気持ちにウソがない、っていうのはそういうことです。型で演じて
いないから⾯⽩いのね。

 《きんの部屋には⼈気絶頂だったジュリーこと 沢⽥研⼆ さんのポスターが貼ってあっ
て、その前で樹⽊さんが「ジュリイィィ！」と⾝もだえするのが毎回のお約束だった》

 あれ、台本にないんです。久世さんからは「ただやるんじゃなく、こみあげてくるよう
にやってくれ」と⾔われました。「分かりました」と。

 《「ジュリイィィ！」と⾔う前に、じいっとポスターを⾒つめる。このタメこそが⾯⽩
さの源泉だ》
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 あのシーンだけ⾒ても、実は⼤して⾯⽩くないのよ。前後の物語と密接に結びついてい
るから笑える。だから、毎回少しずつ違うのよ。うれしい時と悲しい時で変えているし
ね。「今⽇はまだ１回もやってないから、そろそろやっとくか」って感じの、おざなりな
「ジュリイィィ！」もあったりしたわね。

向⽥さんの脚本「才能ないなあ」

  向⽥邦⼦ さんの脚本ですか？ 「才能ないなあ」と思っていたわね（笑）。話がつま
らないし、前後のつじつまが全然合ってないんだもの。

 《樹⽊さんはテレビデビュー作「七⼈の孫」から「時間ですよ」「寺内貫太郎⼀家」ま
で、演出の 久世光彦 （くぜてるひこ）さんと２⼈で、向⽥さんの脚本に伴⾛してきた》

 向⽥さんは前週の出来上がりを⾒てから次の回の脚本を書き始めるんです。だから撮影
で私たちが加えた前週の要素を取り⼊れてくれたりして確かに⾯⽩い。でもね、私は「そ
んなことはいいから、きちんと早く書いてよ」と⾔ってました。普通に書いてくれたら、
あとは私たちで何とかするから、と。ほんと、意地の悪い役者だったわねえ。

 やっぱり久世さんは⾒事だったわね。シーンをつないでみて、つじつまの合わない部分
を⾒つけてね、久世さんと私たちで補っていきました。あの時は本当に⼤変だったけれ
ど、台本を俯瞰（ふかん）して⾒て、シーンを作っていくという貴重な訓練になりまし
た。

 向⽥さん、「貫太郎」の途中で、 乳がん の⼿術をされたんです。そこから⾃分を⾒つ
め直したんじゃないかしら。「貫太郎」みたいなポピュラーなドラマを書くのをやめ、
「冬の運動会」や「 阿修羅 のごとく」のような⽂学的な作⾵に変わった。そして作家と
して名を成しましたよね。

 《当時の樹⽊さんはピップエレキバンなどのＣＭでも 茶の間 の⼈気者になっていた》

 「美しい⼈はより美しく」っていうフジカラーのＣＭがありましたよね。このフレーズ
の続きは最初「美しくない⽅も美しく」だったんです。私、「それっておかしくないです
か」って聞いたの。だってそんなわけないじゃない？

 「それなりに写ります」にしてほしい、と。⽇本語としてきれいでしょ。「美しくな
い」という表現も美しくないと⾔って、「そうでない⽅はそれなりに」になりました。こ
んな発想が出来たのも「貫太郎⼀家」の時に鍛えられたおかげだと思います。
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事務所もなく、マネジャーも置かない。「⾃分でギャラの交渉をするのが楽しみなの」＝
東京都中央区築地、村上健撮影

じゃあ名前でも売りますか

 《樹⽊さんはデビューから１５年余り、悠⽊千帆（ちほ）という芸名で活動していた》

 ⽗親が考えてくれました。「⽣き⾺の⽬を抜く芸能界では勇気が必要だから、勇気凜々
（りんりん）の『悠⽊凜⼦』はどうだ」と。千帆は版画家の前川千帆（せんぱん）から。
彼の描く⼥性がプウッとした顔で、私に似てたの。きれいな名前だけど、私は全く愛着が
持てなかったわね。

  テレビ朝⽇ が１９７７年に社名変更した時にオークション番組を作ったんですけど、
私にも「何か売ってほしい」と⾔ってきた。でも、何も売るものがない。「じゃあ名前で
も売りますか」と答えました。プロデューサーが「どういうこと？」と聞くので「私にも
分かりません。でも、とにかく売ります」と。

 《「悠⽊千帆」は⼀般⼈が購⼊。以後、⾃らは「 樹⽊希林 」を名乗る》

 辞書を開いて適当に付けました。⾳が重なるのが好きでね、娘にも「也哉⼦（やや
こ）」と付けたくらいです。別に「ちゃちゃちゃりん」でも良かったんだけど、漢字が当
てられなかった。ドラマ「ムー」に出ている時でね、 久世光彦 （くぜてるひこ）さんに
「誰だか分からないから、買い戻してくれない？」と頼まれました。「みっともないでし
ょう」と突っぱねました。

 「じゃあ、⺟（ハハ）啓⼦という名前はどうだ」と久世さんから提案されてね。啓⼦は
私の本名。「年を取ったら、濁点を付けて、●（はは）（ババ）啓⼦にするんだ」と。
●（はは）啓⼦の⽅が⾯⽩かったかな。でも、もう変えないわよ。改名するのはくたびれ
るのよ。

 改名もそうだけど、私はとにかく先に⾛り出しちゃうんです。でも、突拍⼦もないこと
を思いつくのが私たちの仕事じゃないかしら。深刻になることもあるけど、「遊びをせん
とや⽣まれけむ」の⼼を忘れないようにしてる。芸能ごとに携わる⼈間ですから。
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 《樹⽊さんの場合、仕事はもちろんだが、結婚⽣活もまた突拍⼦もないものだった》

夫婦「出会いは普通」

 「時間ですよ」に 堺正章 が出演していたので、ザ・スパイダースの仲間だった かまや
つひろし さんが撮影現場に遊びに来たの。その時に⼀緒にいたのが内⽥だった。何だか
真⾯⽬そうな⼈だなと思ったのよ。出会いは普通よね。

 《１９７３年、樹⽊さんはロック歌⼿の 内⽥裕也 さんと結婚。現在に⾄っている》

 ただ、⼀緒に暮らしていたのは３カ⽉もない。それで⼗分よ。向こうもそう思っている
わね。４５年も別居してるんだから、離婚してもいいんだけど、私にとっては、ああいう
重しがいることで助かっている部分もあるのよ。私も、向こうがどんな⼥性と暮らしてい
ようが⽂句⾔わないから都合がいいんじゃないの。

 この年齢で⼀緒に住んでいたら ⽼⽼介護 でしょ。私は⾃分のことで精いっぱいだから
無理ね。「オイッ、⾞椅⼦」「オイッ、杖ッ」とか⾔われてもね。「どうぞご⾃分でおや
り下さい」って感じよね。まあ、私は、どんな穏やかな⼈と⼀緒になっても、やっていけ
ないと思うんだけどね。

 夫婦だからね、書類に判⼦をもらったりしなきゃいけないから、時々会うんですよ。そ
したらね、話がたまってるから、両⽅でしゃべっちゃうわけ。「俺に話させろ」「私に⾔
わせて」って。話がかみ合ってる間はいいけど、お互いカッとなる性格でしょ。せいぜい
２時間が限度だわね。

 死んだら私も内⽥家の墓に⼊ります。私が買った墓だからね。あの世では同居？ そう
ね。でも、⾻だから。しゃべることはないから。ムカッとはしないでしょう。お互い相⼿
が先に逝くと思ってるけど、娘は「出来ればお⽗さんが先の⽅がいい」と⾔ってるわね。
「どう付き合っていいか分からない」って。

 娘はね、おかげさまで、真っ当にものを考えられる⼦に育ちました。久世ドラマでよく
共演していた 由利徹 さんが「あんたと裕也の⼦だろ？ 何であんな⼦が出来たんだ」
と、よく不思議がっていました。でも、孫の代までは分からないわよ。内⽥によく似たの
が⼀⼈いるのよね（笑）。

愚痴を聞かせなかった⼦育て

 夫がいないから、⼦育て中は本当に忙しかった。すべて中腰でやってた気がします。と
りあえずご飯だけは⾷べさせたって感じ。あまり忙しいので、娘の前で愚痴を⾔ってる暇
もなかった。しつけも⼤してしてないけど、娘が常識のある⼈間になったのは愚痴を聞か
せなかったからかな。

 《娘の也哉⼦（ややこ）さんは１９歳で俳優の 本⽊雅弘 さんと結婚。おしどり夫婦で
知られる》

 娘から「結婚を前提に付き合ってほしいと⾔われた」と相談されたので「婿養⼦に来て
くれる⼈がありがたい」とだけ答えました。「それはＯＫ。でも学校はどうしよう」と聞
くから、「勉強なんて、いつでも出来るわよ。でも結婚は、してくれる⼈がいないと出来
ないのよ」と⾔いました。親とは全く違う夫婦になってよかったわね。

 《映画に軸⾜を移して初の作品「 東京タワー  オカンとボクと、時々、オトン」（２
００７年）で、樹⽊さんの若い頃を也哉⼦さんが演じた》

 撮影現場で、いかにスタッフが⺟親に⼿を焼いているかが分かったんじゃないかしら
（笑）。演技については⼝出ししませんでした。「台本読んで、感じたままやれば？」
と。⾃分とは資質が違うんだから、⼝を出すとかえって悪くなることもあるのよ。

 《この映画で、 ⽇本アカデミー賞 最優秀主演⼥優賞。以降、賞レースの常連となる》
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 ⼦供の時に他⼈と⽐較する無意味さを知ったので、受賞してもしなくても、何とも思わ
ない。ただし、芸能ごとなんだから、世間が賞を楽しんでいるなら「さいですか」と⾔っ
てありがたくいただこうと思うの。でも、トロフィーはかさばるからイヤね。

 ４年前に 旭⽇⼩綬章 をもらった時はどうしようかと思ったわね。そしたら内⽥がね、
「四の五の⾔わずに、おとなしくいただいとけ」と⾔ったの。「ロックンロール！」しか
⾔わない⼈かと思ったら、「四の五の⾔わず」だって。私って、いかにも四の五の⾔いそ
うじゃない？ よく分かってるなあと感⼼したわよ。

「万引き家族」の“家族”たち。左から安藤サクラ、⼦役の佐々⽊みゆ（上）、城桧史（下）、リリー・フランキー、松
岡茉優

幸せだったこの１年

 《今年、樹⽊さんが重要な役で出演する映画が３本公開される。「モリのいる場所」は
画家の熊⾕守⼀の物語だ》

 守⼀を演じた ⼭崎努 さんは ⽂学座 の先輩だけど、今回が初共演なんです。１９６１
年に私が⼊った時、⼭崎さんはキラキラキラーッと輝いてました。話をするどころか、そ
ばに寄れなかった。だから出演依頼があった時は「はい！やります」と即決でした。

 ⼭崎さんはいろいろ注⽂したり、怒ったりしてくれるのかと思っていたけど、若い沖⽥
（修⼀）監督の⾔うことを「あ、そうだね」と全部聞いていました。 ⽂学座 の⼤先輩の
杉村春⼦ さんも、監督に盾突くところを⾒たことがなかった。りっぱな役者はそうある
べきだと思うわね。私は⽣涯、⾒習えなかったけれど。

 ⼭崎さんと向き合って芝居できる⽇が来るとは思ってもみませんでした。去年の暑い夏
のさなか、森のような庭のある家を舞台に、⾄福の時間を過ごすことが出来たわね。

 《樹⽊さんが演じるのは守⼀の妻秀⼦。ひょうひょうと⽣きているところが、樹⽊さん
本⼈をほうふつとさせる》

 いえ。私は底意地の悪い⼈間だけどね、秀⼦さんは性格が悪くないのよ。守⼀が ⽂化
勲章 を断る場⾯があるんだけど、私なら「受けたらどうですか、いくらかもらえるんで
しょ」と絶対⾔ってるわね。

 私は「モリのいる場所」がとっても好きだけど、唯⼀、⼤丈夫かなと⼼配なのは、映画
が破けていないこと。つまり、役者が⾃らの分をわきまえていて⾏儀がいいのよ。台本を
読み込み、収まるべきところに収まっている。映画ってね、「嫌だな、あの⼈」と皆が思
うような、ずうずうしい演技をする⼈が交じることで、思いがけない⾯⽩さが出ることが
あるのよ。

 《 是枝裕和 監督の「万引き家族」では“家族”に年⾦を当てにされる貧しい⽼⼈、⼤森
⽴嗣監督の「⽇⽇是好⽇」では、街で茶道を教える上品な⼥性を演じている》

 全くタイプの異なる３本の映画に出してもらってね、この１年はとても幸せでした。
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公開中の映画「モリのいる場所」では、あこがれの⼭崎努さんと、⻑年連れ添った以⼼伝⼼の夫婦を演じた

この⾝体は「借り物」

 《今年１⽉で樹⽊さんは７５歳になった》

 後期⾼齢者の仲間⼊りね。ここまで⼗分⽣かしてもらったなあ、って思います。私、⾃
分の⾝体は⾃分のものだと考えていました。とんでもない。この⾝体は借りものなんです
よね。最近、そう思うようになりました。借りものの⾝体の中に、こういう性格のものが
⼊っているんだ、と。

 ところが、若い頃からずっと、わがもの顔で使ってきましたからね。ぞんざいに扱いす
ぎました。今ごろになって「ごめんなさいね」と謝っても、もう遅いわね。

 「⼈間いつかは死ぬ」とよく⾔われます。これだけ⻑くがんと付き合っているとね、
「いつかは死ぬ」じゃなくて「いつでも死ぬ」という感覚なんです。でも、借りていたも
のをお返しするんだと考えると、すごく楽ですよね。

 ⼈から⾒ると、それを「覚悟」と⾔うのかもしれませんね。でも「覚悟」が決まってい
るということでもないの。だからといって、グラグラしているわけじゃない。現在まで、
それなりに⽣きてきたように、それなりに死んでいくんだなって感じでしょうか。

 夫の 内⽥裕也 もね、⼤変な思いもしたけれど、ああいう⼈とかかわったというのは、
偶然じゃないという気がしてきたの。ほとんど⼀緒にいなかったけどね。でも縁があった
んだろうなあ、と。だから内⽥には「⾯⽩かったわ」と伝えているの。

 ⽇本映画界にも、これを描きたいという意思をしっかり持った若い⼈が出てきました
ね。すごくいいんじゃない？ ⽇本って、東洋と⻄洋の思想をうまく料理出来るお国柄だ
から、すごい映画が出来ると思う。監督も役者も、もう少し層が厚くなってくると、とて
も楽しみだわね。私はもうお墓に⼊っているけどね。

 いまなら⾃信を持ってこう⾔えます。今⽇までの⼈⽣、上出来でございました。これに
て、おいとまいたします。（聞き⼿ 編集委員・⽯⾶徳樹）
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「⽢みがどっと押し寄せる。」幻の枝⾖ -くろさき茶⾖-

ブルックス ブラザーズ×アエラスタイルマガジンの夜

よくわからない保険の選び⽅ 編集部が気になる疑問5選

トップニュース 朝⽇新聞デジタルのトップページへ

物欲はほぼなくなった。「１０年ぶりにパスポートを更新したら、写真の顔は⽼けたの
に、着てる服が同じだったのよ」＝東京都中央区築地、村上健撮影

     ◇

 きき・きりん １９４３年東京⽣まれ。テレビドラマ「時間ですよ」「寺内貫太郎⼀
家」で⼈気を博す。映画「歩いても歩いても」「悪⼈」「わが⺟の記」「あん」などで⼥
優賞を多数受ける。今年「モリのいる場所」「万引き家族」「⽇⽇是好⽇」が公開。

関連ニュース

内⽥也哉⼦さん育児語る「⾕川俊太郎さんの⾔葉で楽に」

「万引き家族」カンヌ上映、是枝監督「拍⼿続きほっと」

こんな特集も

PR情報

マーケティングの事例とノウハウが満載！ 朝⽇新聞×ターゲットメディア

⼈⽣100年時代のお⾦について考えるイベント無料ご招待。⼩遊三師匠も登場

編集⻑の「⾒⽴て」。スーツの購⼊場所に百貨店をすすめる、２つの理由。 (アエラスタイルマガ
ジン)
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