
TRUE COLORS FILM FESTIVAL 2021
短編作品「FEELING THROUGH」スクリプト

テリークはアフリカン・アメリカンの10代後半の少年。グレーのパーカーのフードを被り、その上か
らダウンジャケットを着ている。下はジーパンにスニーカー。彼は車や人が行き交う騒がしい

ニューヨークの街角にあるファストフード店の店先に立っている。

テリークはジャケットのポケットから携帯電話を出し入れし、そわそわした様子で周囲を見回す。

テリークの携帯電話にメッセージの着信がある。テリークとコーリーのやりとりが画面に表示され

る。

テリークのメッセージ「今夜 行ってもいい？」
コーリーの返信「また？あとで連絡する」

テリークは地下鉄駅の改札前で何かを待っているようなそぶり。ちょうど改札から出てきた人に話

しかける。

テリーク／「カード貸して」

その人はテリークを無視して行ってしまう。

テリークは中国語の看板や、店のシャッターや壁が落書だらけになっている薄暗い通りを小走り

で駆けていく。立ち止まって、息を整え、フードを被りなおす。 角を曲がると理髪店の店先に2人
の友人が待っていた。アジア系のジェイアールはジーパンにスニーカー、紺色のジャケット。ヒス

パニック系のクレイはドレッドヘアでタバコを吸っている。

クレイ／「おい、どこにいたんだ？」

ジェイアール／「どこにいたんだよ？」

3人の少年たちはネオンの明るいゲームセンターで盛り上がる。

薄暗い道端。

3人は輪になって立ち、膝でリズムを取っている。
クレイがラップを歌う。

クレイ／「カネをくれたら見せてやるぜ。俺の友 テリーク、俺の友 ジェイアール、俺たちが…」
少年たちはテイクアウトのヌードルを道端で食べている。

ジェイアール／「飲み干すんだろ」

クレイ／「1杯50セントだからな。おかしいだろ、だって…」
テリークがヌードルをかきこむ。

テリーク／「来いよ、ジェイアール」

クレイがふざけてジェイアールに軽くパンチする。テリークはそれを見て２人の間に飛び込んでい

く。クレイとテリークがジャブの打ち合い。だんだんとテリークが真剣になってくる。ジェイアールは

その様子を見てテリークをなだめる。

ジェイアール／「落ち着け、落ち着け」

テリークは悔しげにクレイに言う。

テリーク／「またやるか？」

ジェイアール／「そうキレるなよ、遊んでただけだろ」

テリーク／「キレてない」



少年たちは落書きだらけの階段に腰をおろす。何も話さない。クレイがテリークに身振りでタバコ

をすすめる。テリークは首を振って受け取らない。

ジェイアールの携帯電話が鳴る。携帯を見て、顔をしかめる。

ジェイアール／「またかよ」

クレイ／「誰だ？」

ジェイアール／「お袋」

ジェイアールが電話に出る。

ジェイアール／「ああ、分かってるよ。じゃあな」

テリークはコーリーから再びメッセージを受け取る。

「コーリー：今夜はダメだ」

テリークが不安そうな表情になる。

ジェイアール／「帰らないと。お袋がうるさくて」

クレイ／「俺も。もう不在着信が5件」
ジェイアールがテリークに言う。

ジェイアール／「もう行くよ」

テリーク／「俺も帰る」

3人の少年たちは軽くハイタッチをしながら別れの挨拶をする。
クレイ／「気をつけろ　寄り道するなよ」

テリークは歩き出す。ちらりと振り返って、友人たちが去っていくのを寂しそうに見送る。

テリークは１人で道端の車止めに腰掛けている。後ろにはレンガ造りの建物。テリークは携帯電

話で友人のローダにメッセージを送る。

「テリーク：ローダへ。元気？家に行きたいんだけど」

英語でHow you been girl! Cool if I roll thruとタイプ。 ”you”を”u”に、”Cool”を”Kool”に直してから
送信。

擦り切れた紙コップを持って、ホームレスの男性が近づいてくる。グレーの毛糸の帽子に白いフ

リース、その上によれた茶色のジャケットを着ている。

ホームレス／「すみません　お金を…」
テリーク／「持ってません」

ホームレス／「少しでいいから」

テリーク／「持ってない」

ホームレスはがっかりした様子で、足を引きずりながらゆっくりと去っていく。テリークはホームレ

スが去っていくのを見つめる。ホームレスは街角に佇む男性に近づいて行く。男性は白杖を持

ち、紙を掲げている。紙に書かれた文字はテリークからは遠くて読めない。

ホームレスは白杖の男性の目の前で紙コップを振りながら話しかける。

ホームレス／「すみません。お金をください」

白杖の男性は何も答えない。ホームレスは諦めて去っていく。

テリークは興味引かれ、白杖の男性にゆっくりと近付いていく。テリークはフードを脱ぎ、白杖の

男性の紙に目をやると、こう書いてある。

【私は盲ろう者です。道を渡るのを手伝ってくれる人は、手や肩に触れて知らせてください。】



盲ろう者は50代、短い白髪頭。グレーのジャケットにベージュのチノパン姿。親しみやすそうな様
子で立っている。テリークは戸惑い、あたりを見回す。テリークはアーティーに話しかけてみる。

テリーク／「すみません…」
テリークは言ってから盲ろう者が聞こえないことに気づき、かわりに肩に触れる。

盲ろう者がテリークに手を伸ばす。テリークが戸惑う。

盲ろう者はリュックサックを下して、ノートと青いペンを取り出す。

アーティーがノートに書く。

盲ろう者／【Ｍ15のバスに乗りたい】
テリーク／「ああ、分かった」

テリークはおろおろと辺りを見回す。

テリーク／「近くだよ　ここを…」
テリークは盲ろう者がリュックを背負い直すのを手伝う。

テリーク／「近くだ。ここから…こっちに歩くといい」

テリークは盲ろう者の両腕をつかんでくるりと車道の方に向かせる。そして盲ろう者の背中を軽く

手で押して歩かせようとする。

すると、大きな白いトラックが2人の目の前を通り過ぎていく。テリークは戸惑ってきょろきょろす
る。

盲ろう者が右腕を差し出す。テリークはそれを見て考える。テリークは盲ろう者の腕を取り、自分

の左肩に載せる。盲ろう者をガイドしながら道を歩く。

テリークと盲ろう者はバス停に着く。汚い、閑散とした通り。バス停の後ろには工事現場の仮囲い

が広がり、そこにかけられた作業用の照明とバス停の周りだけが明るい。テリークは盲ろう者を

ベンチに座らせる。盲ろう者はリュックをおろし、自分の脇に置く。

テリークはローダからのメッセージを受け取る。

「ローダ：いつ来るの？もう遅いし…」
テリークは、ほっとしたように一息ついて、返信する

「テリーク：今、向かってる」

盲ろう者がノートをポンポンと叩き、テリークの注意をひく。ノートにはこう書いてある。

盲ろう者／【次のバスまで あと何分？】
テリークはバスの時刻表を見に行く。

テリークは両手を合わせてこすりながら戻っていく。どうやって話しかけたらいいか、一瞬ためら

う。迷った末、テリークは盲ろう者の手を指で軽くたたく。一回一回、数を数える。アーティーはそ

れにあわせてうなずく。テリークは10まで数えていく。
テリーク「１ ２ ３４ ５ ６ ７８ ９ 10」
盲ろう者は理解した様子で、うなずいて微笑む。

テリークは盲ろう者を置いていこうとする。

通りをはさんだ向かいのバス停にはベンチで居眠りしている男性。その前をバスが通り過ぎてい

くのを見て、テリークは盲ろう者の方を振り返る。

盲ろう者の目は閉じていて、穏やかな様子。テリークは義務感に駆られて戻る。テリークは盲ろう

者の手を取り、座っているベンチの隣の席に手を置く。テリークは自分のリュックをおろし、隣に座



る。テリークは盲ろう者の膝をポンポンと叩いて、隣にいることを知らせる。少しおいて、盲ろう者

が手を伸ばしテリークの膝をポンポンと叩き、微笑む。テリークもそれに応えて少し微笑む。2人
は隣り合って静かに座っている。

盲ろう者がペンを取り出して、ノートに何かを書き込む。そしてノートをテリークに見せる。

盲ろう者／【売店はこの辺にある？】

テリークは困った様子で前後に揺れて…少し躊躇してから盲ろう者の手を取る。テリークは人差
し指で手のひらに一文字ずつ書いていく。

テリーク／【我慢してくれない？】

盲ろう者はペンの頭を何度かノックしてノートに書く。

盲ろう者／【のどが渇いてるんだ】

テリークは疲れた様子で顔を上げた。

盲ろう者はテリークの肩に手を置いてガイドされながら歩く。白杖が道路工事の囲いに当たり、よ

ろける。

テリークは驚く。

テリーク／「ごめん！」

テリークは盲ろう者を支えて態勢を整える。盲ろう者は不服そうに首を振ってから腕を突き出して

合図する。テリークは自分の腕をまわして言う。

テリーク／「これでいい」

二人は歩き始める。テリークは先程より慎重に、盲ろう者を気遣う。

売店の中。テリークは冷たい飲み物コーナーの扉を開けて商品を取り出す。盲ろう者はレジの前

でじっと待っている。レジカウンターの中には30代くらいのヒスパニック系、紺色のシャツを着た男
性店員が気まずそうに盲ろう者を見つめている。テリークがレジに近付き、アイスティーの背の高

い缶をカウンターに置く。盲ろう者は財布を取り出して、テリークが中のお金を取り出せるように

開いて見せる。テリークは財布の中身を確認し、20ドルを取り出す。テリークは急に思い立って
キャンディバーを頼む。

テリーク／「これもお願い」

店員／「はい」

テリーク／「どうも」

テリークはお金を店員に渡す

店員／「３ドルです」

店員はテリークにおつりを渡す。

テリーク／「どうも」

テリークはお釣りを財布に戻す。

テリークは少し躊躇して、盲ろう者の財布から10ドル札を1枚抜き取りポケットに入れる。それから
盲ろう者に財布を返す。店員がそれに気づき、テリークを見つめる。テリークは睨み返す。

テリーク／「何だ？盲ろう者が珍しいか？」

店員は視線をそらし、カウンターの中で忙しそうにしはじめる。テリークはもう一度レジの方を振り

返り、ドアを開けて盲ろう者と腕を組んで去っていく。

暗い道を進むテリークと盲ろう者。

目の前を白地に青ラインのバスが走り去っていく。テリークは腕を離し、大声で叫びながらバスを

追いかける。

テリーク／「待ってくれよ！」



テリークは動揺した様子で、走り去るバスを見送る。

テリーク／「なんでこんなことに？」

テリークが振り返ると、盲ろう者はアイスティーの缶を取り出し、一口飲む。 満足げな表情。テ
リークは少し表情を和らげる。

テリークと盲ろう者はバス停に戻る。

ベンチに座って盲ろう者はアイスティーを飲み、テリークはキャンディバーを食べる。盲ろう者は缶

を地面に置き、リュックからグレーのニット帽を取り出して頭に被る。

盲ろう者はノートに手を伸ばして書く

盲ろう者／【129丁目で降りると運転手に伝えてもらえる？】
テリークは盲ろう者の手を取り、手のひらに書く。

テリーク／【いいよ】

盲ろう者はテリークの手を取って感触を確かめる。

盲ろう者／「若いね」

テリークはアーティーの声を聞いて驚く。

盲ろう者／【名前は？】

テリークが手のひらにスペルを書く。

テリーク／「T e r e e k　テリーク」
盲ろう者は興味津々の様子で首を傾ける。

盲ろう者／【会えてうれしいよ！】

テリークも少し表情をゆるめて続ける。

テリーク／【名前は？】

盲ろう者／【アーティー】

テリーク／【どうして夜遅く外に？】

アーティーは何度かペンの頭をノックし、書く。

アーティー／【デートさ】

テリークは少し驚いたような、楽しそうな顔になる。

アーティー／【君は？】

テリークはアーティーの手を取り、指で書こうとするが、少しためらう。テリークは眉をひそめてい

る。しばらくして、苦しそうな顔でゆっくりと書く。

テリーク／【同じだよ】

アーティーは少し間をおく。テリークのためらいに何か意味があると理解したように。

2人はベンチに腰掛けている。アーティーがノートをリュックに片付ける。テリークは両手を握り合
わせて少しそわそわしながら座っている。アーティーがリュックに入れてあった水のボトルを見つ

ける。アーティーは信じられないという感じで頭を左右に振って、テリークに水のボトルを見せて

笑い出す。テリークも信じられないという表情でボトルを見る。2人は大笑いする。

バス停のベンチ。アーティーはテリークの肩に頭を乗せて眠っている。テリークはジャケットのポ

ケットからゆっくりと手を取り出し、もたれかかるアーティーが倒れないように優しく押し戻す。

テリークは上着のポケットから携帯電話を取り出し、ローダからのメールを読む。

「ローダ：遅いからもう寝るね」

テリークは左側にいるアーティーを見る。アーティーはまだ眠っている。テリークはメールを見返し

て、考えて...そして携帯電話の電源を切る。テリークはアーティーの方を向き、 動こうとして、や
める。慎重にアーティーの横に手を伸ばし、アーティーのリュックからノートを取り出す。それは小



さなスパイラルノートで、様々な角度、様々な色のインクで、あちこちにメッセージが書き込まれて

いる。

あるメッセージはこうだ。

【96丁目はどっち？】
テリークはページをめくる。

【出ていって。ドアは閉めて】

別のページにはこう書かれている。

【キスしてもいい？】

テリークはノートの内容に感動して、まだすやすやと眠っているアーティーに目をやる。テリークは

無防備に顔を上げ、正面のカメラを見つめる。カメラは耳に手を当て、目を閉じているテリークの

顔に迫る。

暗転

何かが地面をゴロゴロと転がっていく音

映像が戻る。

音に気づいたテリークが耳から手を離して目を開ける。彼はフレームから飛び出してバスを追い

かけ、バスが止まるまで側面を叩く。バスのドアが開き、テリークは運転手に声をかける。

テリーク／「ちょっとだけ待っててくれる？」

バスの中。アーティーは前方の席に座っている。アーティーがテリークにメトロカードを渡す。テ

リークは運転席に近づき、読み取り機にカードを通す。

テリーク／「盲ろう者です。129丁目で知らせてください。名前はアーティーです」
運転手は疲れた顔で目をこする。

テリーク／「すみません。129丁目で降ろして」
運転手／「ああ」

テリーク／「分かってるのか？」

運転手が今度はテリークの方を見る。

テリーク／「彼は家に帰りたいんだ」

運転手／「そいつは任せろ」

テリーク／「“アーティー”だ」
テリークは感情的になって目を潤ませる

運転手／「アーティーは俺に任せろ。ちゃんと129丁目で降ろす」
テリークは感情的になったのが恥ずかしくて、下を向く。

テリーク／「よろしく」

アーティーの元に戻ったテリークはアーティーの手を取り手のひらに書く。

テリーク／【大丈夫？】

アーティーは目を閉じて微笑み、頷く。

アーティーは立ち上がり、テリークの手を取ってテリークの手のひらに書く

アーティー【君も大丈夫だ】

アーティーの心のこもった仕草に、テリークは唖然とした表情で感動する。 アーティーはテリーク
を引き寄せて温かく抱きしめる。 テリークは目を潤ませながら、気持ちを込めて抱きしめ返す。



二人は離れる。アーティーはテリークの肩に手を置いて軽くポンと叩き、再び腰を下ろす。感じ

入った表情で、テリークはバスの後方にいる中年の黒人女性と視線を交わす。彼女はテリークを

称賛するように微笑む。

テリークは、バスを出ていく。アーティーは座ったまま穏やかに微笑んでいる。

バスを降りたテリーク。彼は長い間バスを見つめる。 目に涙を浮かべながら、バスに向かって右
手を挙げて、そして下におろす。その時、テリークはあることを思い出す。

テリークはアーティーと出会った場所に戻って行く。足早に歩き、立ち止まったところで、心配そう

に下を向く。テリークは先ほどのホームレスがかび臭い緑色の毛布をかぶり路上で眠っている様

子を見つめる。テリークは手を伸ばして、アーティーから盗んだ10ドル札をホームレスの紙コップ
に入れる。最後にホームレスを気遣うように見て、そして、その場を立ち去る。

テリークは、古びた街灯と中国語の看板が並ぶ、汚くてさびれた暗い通りを歩いていく。フードを

かぶり、両手をポケットに入れて、ゆっくりと遠くへ消えていく。

アルファベットの点字が画面に浮き上がり、点字が「FEELING THROUGH（フィーリング・ス
ルー）」という文字に変化していく。この文字の下に小さく点字が浮き上がり、「 A film by Doug
Roland（監督　ダグ・ローランド）」 という文字に変化して、やがて全ての文字が消える。

テリークの後ろ姿がだんだんと小さくなっていく。

　

暗転

クレジットロール

以上
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