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震災の地をさまよい歩いて救出された犬との出会い。 

実は、その出会いからたいへんな日々が始まった……。 

イラストレーター、絵本作家としても人気を集めるブラ

ザートムさんの、震災から始まった１匹の犬との本当の

お話。 

その独特な絵と語り口を、じっくりとお楽しみください。 

 
 
 
 

◆ happiness islandから来た犬 第一回 

（アレ！創刊号 掲載） 

 

◆ happiness islandから来た犬 第二回 

（アレ！十月号 掲載） 

 
 
 
 

ご感想・ご意見は dokugo@allez.jpにお寄せください。 

 
本誌に掲載されている作品、イラストレーション、写真等の無断複製、転載、及び改

ざん、改変を禁じます。 

mailto:dokugo@allez.jp


 



この頃 空を見上げる事が多くなった トムです 

みなさんは どうですか？ 

空 見上げませんか？ 

 

いやな雲は出ていないか？ 

おかしな色の 空じゃないか？ 

見た事のない 夕焼けじゃないか？ 

夕焼けの色は 大丈夫か？ 

 

三月十一日以降 空を見る回数が増えてませんか？ 

 

タレント 歌手 お笑いスタタン役者 

いろんな事やってますので 旅も多いです 

 

東京を離れ 大阪方面に向かうと 

震災の事は どんどん薄れていきますね 

浜松あたりでは もう ゼロ 

そこから西は 全く遠い昔の話みたいです 



 

これからが 大変なんでしょうね 

 

 

さて 我が家に犬がやってきました 

震災から十九日後 

原発からの避難から 十四日後 

 

場所は 葛尾村 

 

顔の白い 大型犬がやってきました 

 

 

三月二十八日 

「被災地の犬を 預かってほしい」と 友達からメール 

 

詳しく聞いてみると 

被災地まで行き 犬を保護している団体があり 



そこの収容量も限界 なんとか手助けを 

という ＳＯＳ 

 

「おいおい 犬や猫どころじゃねーだろ 

人間様が こんなに大変な時に」 

と思いつつも 二日後の三月三十日 

収容施設のある 神奈川へ向かいます 

 

 

到着して ビックリ 三百匹の犬や猫 

生きているもの 死んでいるもの 倒れているもの 

ワンワンキャンキャン ワンワンキャンキャン 

 

入り口にある段ボールに 

ボランティアの方が入れているのは 

 

死んだ犬 

そこにドッグフードと 花 



 

「ご苦労様です」 

それしか出ない言葉 

 

でも 

「おいおい 犬や猫どころじゃねーだろ 

人間様が こんなに大変な時に」 

と思いつつも 施設の中へ 

 

 

僕より ちょっと前に着いていた 犬好きカップル有り 

積み重ねられた ゲージの中を覗いています 

 

「こっちの方が 可愛くない？」 

「いやいや それ汚いだろ こっちがいいよ」 

 

選んでいるのは ミニチュアプードル 

 



一匹でも 預かってくれれば それはいいことなんだろうな 

たとえそれが 

夜中の六本木 アイビスホテル向かいの ペットショップ前 

「ねー この犬 パパー この犬買ってー」状態に 

酷似していたとしても 

 

一匹でも預かってくれるなら 団体側も喜んでくれるはずで

す 

 

 

「帰ってくれー」 

後ろから声がかかりました 

声の主は この団体の 代表者 

 

体格のいい 僕よりは一回り以上年下かな 

で これがなかなか いい男 

 

 



「ここは ペットショップじゃ無いんだ 

被災犬の 避難所なんだ 

あんた達みたいな人に 大事な犬は 預けられないな 

帰ってくれ」 

 

 

かっこいい!! 

 

 

「おいおい 犬や猫どころじゃねーだろ 

人間様が 大変な時期に」 

 

 

 

かっこいい!! 

 

 

カップルを帰した後 代表は僕の方に振り向き 



「被災犬を預かるというのはとても難しい事なんです 

軽い気持ちじゃ 預かれるもんじゃないんです 

わかってくれますよね トムさん」 

 

 

ヤバイ 僕の素性が知れている 

 

 

「も 勿論 そ そうだよね」 

 

「犬や猫どころじゃねーだろ 

人間様が 大事な時期に と思われますが 

犬や猫が心配でならない飼主さん 

沢山居るんですよ 

わかってくれますよね トムさん」 

 

「わわわ わかってるよ」 

 



「可愛い犬には 預かり主さんも きっと現れるでしょう 

でもね 今必要なのは 弱っている犬なんです」 

 

「そ そうだ その通りだ」 

 

「トムさんなら わかってくれると思いました 

良かった 

さて どの犬を 預かってもらえますか？」 

 

「なんだっていいよ なんだっていい 任せなさい」 

 

 

「じゃー・・・・ あの犬を」 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



グエッエーーーーーあれですか？ 

よりにもよって あれですか？ 

他に いっぱい居るのに 

グワッエーーーーーあれーーですかーー？ 

 

 

指さされたその先に 

一頭だけゲージから出され 鎖につながれた 

顔の白い 何犬だかわからない 傷だらけの 

ヨダレをダラダラたらし お腹の具合さえ悪い犬が 

こっちを見て うなってます 

 

 

「アハハハハー あれですか・・・ アハハハハー」 

 

「あの犬を 頼みます」 

 

 



「アハハハハー あれですか・・・ アハハハハー」 

 

「トムさんなら わかってくれると思った」 

 

 

「アハハハハー あれですか・・・ アハハハハー」 

 

 

近寄ると とんでもない声で吠え 飛びかかろうとする 

 

 

 

「アハハハハー これですか・・・ アハハハハー」 

 

 

 

 

後ろに積まれたゲージの中から 



車の中に 野生の臭いが広がる 

 

飼い犬では無く 野生の動物臭 

 

 

ハンドルを切るたびに 

ググググとうなる 

ゴゴゴゴと下る 

 

 

バックミラーに 

可愛さのかけらもない 顔の白い大型犬が映っている 

 

 

とんでもない事しちゃったかも 

僕は いい人間でも無いし 

優しい人間なんかじゃない 

 



それに 腹を下した ヨダレダラダラの犬は 嫌いなんだ 

 

何犬だかわからない 傷だらけの犬は 好きじゃないんだ 

 

僕は 犬が 嫌いかもしれないんだ 

  



 

 

 

 

 

 

 

 



大型犬は 一番嫌いかもしれないんだ 

 

 

 

うなり声とエンジン音をミックスさせながら 

東京は世田谷区駒沢へと向かう 

 

 

あーーあーー三月三十日が 

とんでもない記念日になった 

 

 

 

そうだ まずは 

 

医者に連れていかないと・・・・ 

〈続く〉 



 



 

 

皆さんは 放射能について どれくらい知ってますか？ 

 

僕は まったく知りませんでした 

 

震災があって 原発が白い煙を吐き 

近隣の人たちが 避難をしている 逃げ出している 

チェルノブイリ  

スリーマイル島 

 

原発 

  



 

 

 

 



危険 内部被曝 外部被曝 壊滅的 シーベルト 

 

今年の三月まで 放射能について考えた事も無い僕は  

パニックです 

 

ラジオから聞こえる言葉が 

不安の渦の中で こちらを見て せせら笑います 

 

パニックの原因 

顔の白い 何犬だかわからない 

傷だらけで ヨダレをダラダラたらした犬は 

バックミラーを見て 唸ってます 

 

僕は 間違いをおこしていないか 

味わった事の無い 不安と一緒に 

神奈川から 東名高速を 東京へと向かいます 

 

「連れてきちゃったけど 大丈夫なんだろうか？」 



「放射能 って 大丈夫なんだろうか？」 

 

 

我が家に到着し 名前も知らない犬を 車から降ろしたいの

ですが 

 

ウーーーーッ グゥェーーーーーっ 

僕の不安を見透かすように 唸っています 

 

手を出すと 噛み付きそうです 

 

「連れてきちゃったけど 大丈夫なんだろうか？」 

「放射能 って 大丈夫なんだろうか？」 

「この犬の面倒を 見られるんだろうか？」 

 

敵意を剥き出しの犬を 引きずりながら 

風呂場までの遠い道のり 

 



 

水をかけて シャンプーかけて 

服が濡れちゃいけないから 素っ裸になって 

強引に洗い出します 

 

「放射能って 大丈夫なんだろうか？」 

「素っ裸で洗ってる僕は 大丈夫なんだろうか？」 

「ちんこの先から 放射能は 入って来ないんだろうか？」 

 

色んな思いも一緒に犬に振りかけて 

ゴシゴシ ゴシゴシ洗います 

 

指先に 沢山のカサブタが当たります 

 

「大変だったんだなー おまえ」 

 

頭も体も足も おかしな考えも 全部洗い流します 

 



 

犬は 濡れて 少しだけ 小さく見えました 

もう 唸ってもいません  

 

「大変だったんだなー おまえ」 

怖がってたのは 犬じゃなくて 僕 

吠えてたのは 犬じゃなくて 僕 

唸っていたのは 僕  

泣き出してたのは きっと 僕 

 

 

風呂上がりの 犬を連れて 獣医の元へ行かなくちゃ 

 

被災犬 って言ったら 他の飼い主さん 引くだろうな 

だって 誰もが 放射能について 何も知らない 三月下旬 

獣医だって 診察してくれないかも知れない 

 

被災犬の話は 獣医だけに伝えます 



 

獣医は ニコッとすると 

犬を抱えて 診察台にのせます 

 

それだけで じゅうぶんでした 

不安は 全部消えていました 

 

 

沢山のカサブタを見ながら 

獣医も「大変だったんだなー おまえ」と声をかけます 

 

診察が終わり 獣医は  

「栄養の状況は あまり良くありません 

でも 大丈夫でしょう 

ただ」 

 

「ただ な なんですか？」 

 



「フィラリアにかかってます」 

 

「フィ フィラリア？」 

 

 

東京に住んでいたら とんと聞かない病名 

「フィラリアですか・・・」 

 

また ひとつ不安がやってきました 

 

 

何となく重い気持ちと犬を引きずりながら 帰ってきました 

 

 

我が家に着いて 何時間経ったろう 

 

うろついていた犬が 座りました 

やっと 落ち着いたよう 



 



僕も やっと 落ち着きました 

 

名前も 犬種も 年もわからず 

たった一つ わかったのは フィラリア 

 

なんとかなる 

 

 

でも まさかその後  

眠れない夜が続くとは 思いもしませんでした 

〈続く〉 

 

続きは、ぜひ『アレ！11月号』でお楽しみください！ 

http://www.allez.jp/special


＜著者プロフィール＞ 

 

ブラザートム 

1956年生まれ。タレント。音楽家。コメディアン。 

1983年「Bubble Gum Brothers」結成。『Won't be wrong』(1992)

がミリオンセラーに。 

既作に『月から落ちたモモンガ』『小柳トムの吉田』。 

 
■ブラザートムオフィシャルブログ 
  http://ameblo.jp/fujisakuratarou/ 

 

■トムさんの会社 オフィシャルページ 
  http://www.tomsannokaisya.com/ 

 

 

http://ameblo.jp/fujisakuratarou/
http://www.tomsannokaisya.com/


＜ブラザートム ライブ活動情報＞ 
 

DA BUBBLE GUM BROTHERS LIVE 

2012/4/8（日） 六本木スィートベイジル STB139 

Open 17:00 Start 18:30  

￥6,500 

お問い合わせ：STB139 TEL:03-5474-0139 
 

 

REAL BLOOD Live! 

2012/4/15（日） 目黒ブルースアレィ 

Open 17:00 Start 18:30 

前売 ￥5,500(テーブル席) ￥4,500(立見) 

当日 各 ￥500up 

お問い合わせ：BLUES ALLEY JAPAN TEL:03-5496-4381 
 

 

ブラザートム ソロライブ 

晴れたら空に豆まいて 

2012/5/9（水） 

Open 18:30 Start 19:30 

前売 ￥3,000 当日 ￥3,500 （学割あり） 

お問い合わせ：晴れたら空に豆まいて TEL:03-5456-8880 

http://www.tomsannokaisya.com/wn02/REAL%E3%80%80BLOOD%E3%80%80LIVE


電子文藝総合誌『アレ！』について 

 

『アレ！』編集部  

プロデューサー 菊池夏樹  

 

『アレ！』は、フランス語でａｌｌｅｚ！。 

「さあ行こう！」というメッセージを込めて、読書を愛するあなたにお

届けする知的総合文藝誌です。「オリジナル作品を、まずデジタルで

読む」という新しい読書の形をお届けするために、掲載作品は厳選

された書き下ろしがメインです。 

『アレ！』を創刊して半年になりました。私の最初のブログには「お金

が尽きたらいつでも止める」と書きましたが、ふらふらしながらも何と

か続けようと思っています。 

この半年、多くの著名な作家の方々に書き下ろしの小説原稿をいた

だいてきました。各々が、興奮するような上質な小説でした。私が作

家に関係するパーティーに出席すると、作家の方々や各出版社の

編集者たちから『アレ！』のことが話題にされるようになってきました。

『アレ！』が業界に浸透してきたようです。 

これが思っていたタイミングです。逃すわけにはいきません。  

いまから９０年近く前、私の祖父・菊池寛は『月刊文藝春秋』を創刊

しました。この雑誌は、今では国民雑誌と呼ばれるような文藝総合



雑誌に成長しました。 

新しい『アレ！』では、文士たちにより、読者と同じ目線で政治や経

済、生活への不満や論調を語ってもらおうと思っています。もちろん

上質な小説も沢山掲載します。文壇ジャーナリズムです。『アレ！』

の翼をひろげるのです。確かに文壇とは古い響きもあります。ただ、

世にモノを言いたい文士たちは、沢山いると信じています。  

もう一つ、われわれがやらなければならない使命みたいなものがあ

ることに気づきました。紙媒体が衰えつつある今、出版社が儲け主

義に走らざるを得ない今、出版社が出来ない、新人作家が世に出

て行く後押しを『アレ！』はするのです。その中に、かならず『アレ！』

の読者にリンクするような新人作家はいるはずです。どうぞ、読者諸

氏には新しい作家たちを応援して頂きたいと思います。  

さて、この半年にむけて電子総合誌『アレ！』のスタートです。  
  



 

 

 

 

 

 

＜編集部プロデューサー 菊池夏樹について＞ 

 

昭和 21 年東京生まれ。 作家であり文藝春秋の創設者

である菊池寛を祖父とする。祖父の設立した文藝春秋に入

社し、文芸誌の編集者として活躍。 現在、高松市菊池寛

記念館名誉館長、公益社団法人日本文藝家協会会員、

『アレ！』の発行人、編集部プロデューサー。 

近著に『菊池寛急逝の夜』『菊池寛と大映』（以上、白水

社）『菊池寛のあそび心』（ぶんか社文庫）など。 
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