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＜速報＞ パラ代表の唐沢剣也、陸上５０００ｍで世界新

覚醒剤を注射され、もう⼈間じゃないのかって
［⼥性刑務所２］

快感根付いたら、落ちるのは早かった…30代受刑者・覚醒剤
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 ⼥性受刑者が⼊る刑務所を訪れ、受刑者をインタビューした。なぜそこに⼊ったのか。今、何を考
えているのか。今回は、30代と20代の２⼈の話をご紹介したい。（編集委員・猪熊律⼦）

 刑務所は３度⽬です。１度⽬と２度⽬は20代の
時。３度とも覚醒剤取締法違反です。

 覚醒剤を知ったのは20歳を過ぎた頃。10代の終わ
りに⼦供を産み、⼦育て中、友達から久しぶりにカラ
オケに⾏こうと誘われて。⺟も、たまには息抜きして
きたらと⾔うので出かけたら、待ち合わせの場所に男
性がいた。不審に思って友達に電話すると、⼤丈夫だ
から来てと⾔われ、⾞で連れて⾏かれた先がホテルで
した。

 部屋には友達と友達の彼がいて、注射器もあった。
怖くて、嫌だと⾔っても帰してくれない。１回やった
ら帰してあげるという⾔葉を信じて注射されたら、⾃
分でもびっくりするほど⼼臓がバクバクして、過呼吸
みたいになって倒れちゃって。みんなも驚いて急いで
そこを出た。マンションの⼀室に運ばれ、たぶん、ま
た打たれて。そのあたりの記憶は定かではないんで
す。

 「覚醒剤やめますか、それとも⼈間やめますか」とい
うコピーがありましたが、⾃分はもう⼈間じゃなくなっ
ちゃったのかなって。そう思いながら、ぼろぼろの状態
で逃げ帰りました。

置き忘れの６万円⼊り財布、県職員が５万

ランキング 記事 動画 写真

「覚醒剤を知らなければ良かったともちろん
思うけど、過去は変えられない。こういう思
いをしないと気づけないこともいっぱいあっ
たのかなとも思う」（２０２０年１１⽉、札
幌市の札幌刑務⽀所で）＝池⾕美帆撮影
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今をどう過ごすか、試されている…20代受刑者・過失運転致傷
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<ゲーム>巨⼈の戦いを予想する
⼈気のイニングキングはこちら︕

Ｎｅｗ⾨ 旬のニュース「種明かし」

あなたのきょうの運勢は︖夢⾊☆占い

就活⽣の強い味⽅〜読売新聞

いますぐ読める明治から令和の記事
新聞データベース ヨミダスパーソナル

新着プレゼント
【毎週⽇曜⽇はマルシェの⽇】 「フレッシュベジ加
⼯ 信州地粉おやきセット」（計１６個） を５⼈に

【５⽉１６⽇分】⽇曜版「クロスワード」正解者にク
オカードプレゼント

【５⽉１６⽇分】⽇曜版「数独」正解者にクオカード
プレゼント

【毎週⼟曜⽇はお⽶の⽇】「⼭形県産はえぬき」（２
キロ）を４⼈に

【⾦曜⽇は抗菌・除菌】エリエール「除菌できるアル
コールタオル ウィルス除去⽤」３個セットを５⼈に

新着クーポン

PR 夢の⽔素社会実現へ、夢を邪魔する厄介者
⼩さくて⼤きな壁に挑む
PR リモートワークやオンライン授業はこれか
らも続くのか︖

 親は⼼配したけど、なぜか話せなかった。⼼配かけた
くなかったし、こっちも⽢かったと思うので。あの時、
親に話せていたらまた違ったんですけど。あれで世界が

全く変わってしまいました。

 ⾼校⽣の頃、私、少年鑑別所に⼊ったことがあるんです。⼥⼦⾼⽣⽬当ての犯罪の⼿伝いです。み
んなしていたから私もつい。クスリを誘った友達は鑑別所で知り合った⼦です。いい⼦だし、まさか
覚醒剤をしているとは思いませんでした。

 ホテルでの⼀件の後、普通の⽣活に戻ったある⽇、⺟と⼤げんかし、ヤケになってその友達に連絡
してしまった。うちは、はたから⾒れば良い家庭と思われていましたが、⺟との関係はいつもピリピ
リしていた。「わかってもらえない」という抑圧された感情が、常に⾃分の中にはあったのだと思
う。注射されると体が楽になり、その快感が体に根付いてしまった。そこからストーンと落ちるの
は、本当に早かったですね。

 その友達のことはすごく恨みました。でも、主⼈と別れた後、別の男性との間に次の⼦供が⽣まれ
た時、なぜか過去のすべてを受け⼊れられる気持ちになった。この⼦が⽣まれてくれて良かったな
と。

 ⺟との関係もまともになった気がします。いろんな経験をして、⾃分では意識せず、消化できない
感情があるのがわかりました。

 今回、いろいろあって３度⽬の⼊所となってしまったんですけど、⾃分がいかに狭い考え⽅をして
⽣きてきたかに気づいた。⾃分で⾃分を勝⼿に苦しめて、その抑圧が怒りとなって爆発し、周囲も苦
しめていた。いけないのは⾃分。それに気づきました、はい。両親を⼤切にしたいし、⾃分が変われ
ば覚醒剤をやめることが必然的についてくる。そんな気持ちになっています。

 刑務所に⼊るのは初めてです。罪名は過失運転致傷
です。

 運転が好きで、キャバクラの裏⽅スタッフとして⼥
の⼦の送迎をしていました。早くお店に戻らなければ
と、夜間で⾞も⼈も少なかったのでスピードを上げ、
信号を無視してアッと思った時には罪を犯していまし
た。⾃転⾞がいたんです。

 頭が真っ⽩になり、相⼿には申し訳ないんですけ
ど、誰か助けて、という感じでした。相⼿の⽅は、植
物状態と聞いています。⾼校を出て結婚して⼦供が少
し⼤きくなったので、働き始めてしばらくたった頃の

ことでした。

 刑期は１年６か⽉。禁錮刑ですが、他の受刑者に⾷事を配るなどの係をしています。

 刑務所は決まった時間に起きて服を着て出されたものを⾷べて何も考えずに過ごせる場所だと思っ
ていましたが、どう過ごすかを試されている場所だと感じるようになりました。

 社会で駄⽬だったからこっちに来たと思うんですけど、戻るための更⽣の場を与えられているのか
なと思います。

 被害者の家族の⽅には会いたくないと⾔われています。ここを出たら、障害者福祉の職場で働きた
い。私にできることがあるとすれば、それかなと思うようになりました。

1 円抜き取って交番に届け出…「後で渡そう
と思っていた」

2 リサイクル店で７７０円相当を万引きか…
ＮＨＫ旭川放送局副局⻑を逮捕

3 中国の不買運動 外国企業への卑劣な圧⼒
だ

4 公⽴中も少⼈数学級に・ＩＣＴ推進検討
を…教育再⽣実⾏会議が提⾔案

5 「俺はマスクしねえ」「天丼出せ」飲⾷店
に居座った男、店の業務を妨害

うどん茶屋 てんてこ
舞
うどん茶屋 てんてこ舞 お⾷

事代50円引き

お休み処 四国の旬
お休み処 四国の旬 嫁⼊りお

いりソフトのおいりトッピン

グ（通常50円）サービス

⼋ヶ岳⾼原の夜空は綺麗な星の海

開く

広告

(株)セラヴィリゾート泉郷

「刑務所に来て、夏は暑いんだなあとか、季
節をすごく感じるようになりました」と話す
受刑者（２０２０年１１⽉、栃⽊市の栃⽊刑
務所で）
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禁錮とは
 罪を犯した者を刑務所に⼊れて⾃由を奪う刑罰「⾃由刑」の⼀つ。懲役と違い、刑務作業は義
務づけられていないが、希望すれば作業に就ける。2020年版犯罪⽩書によると、20年３⽉31⽇現
在で、禁錮受刑者の80.2％が作業に就いていた。禁錮と懲役を⼀本化し、新たな⾃由刑を創設す
る案を含んだ要綱が、昨年、法制審議会（法相の諮問機関）から答申された。受刑者の特性に応
じ、作業や指導、教育を柔軟に組み合わせることで、再犯防⽌の実効性を⾼める狙いがあるとさ
れる。

あわせて読みたい

記者ルポ「⼥性刑務所」の全８回・番外編を⼀挙掲載

無断転載・複製を禁じます

トピックス

 読売IDのご登録でもっと便利に

⼀般会員登録はこちら（無料）

【随時更新】新型コロナ、今なに
をすべきか〜正しい情報で正しい
⾏動を

11:00 新型コロナ

記者ルポ「⼥性刑務所」の全８回
を⼀挙掲載
08:10

⼥性受刑者 クスリとの闘い…刑
務所の現場から［⼥性刑務所・番
外編］
08:09

⼥性受刑者と接して…村⽊厚⼦さ
んインタビュー［⼥性刑務所８］
08:08

PR 家庭でも準備を︕台⾵や豪⾬が来る前に〜政府広報
PR 【参加者募集中】「福島、その先の環境へ。」対話フォーラム5.23(⽇)13:00〜

 あと、待ってくれている夫と⼦供と普通に暮らしたい。私、両親がなく、児童養護施設で育ったん
ですが、⼀緒に育った家族みたいな友達が⼦供を連れて⾯会に来てくれます。今はアクリル板越しに
しか会えないけど、みんなを裏切らないよう、まじめにここでの仕事に励むつもりです。

（2021年1⽉28⽇読売新聞⼣刊＜東京本社版＞掲載）

注⽬記事

東急ハンズ ⼤みそかに幕
ニュース  

決勝は津⽥学園ＶＳ津商 春の⾼校野球
ニュース  

⼤社基地跡 売却惜しむ
ニュース  

⼥性受刑者 クスリとの闘い…刑務所の現場から［⼥性刑務所・番外編］
トピックス  

摂⾷障害の⼥性受刑者たち…⾷品盗み、過⾷の⽇々［⼥性刑務所５］
トピックス  

Recommended by Outbrain

ホテル雅叙園東京「百段階段」で新旧職⼈の超絶技巧に触れる (2021年05⽉11⽇)

エア・ドゥとソラシドエア、経営統合へ…共同持ち株会社の設⽴検討 (2021年05⽉13⽇)

Recommended by Outbrain(PR) 外部サイト

多くの⼈が知らない交通事故弁
護⼠のことを知ったら、驚くか
もしれません
Red Gobo

なぜ⾎圧は⾼くなる︖意外な原
因と知っておくべきリスクとは

エーザイ

新型ジャガーXFのデビューフ
ェアを5/15⼟〜16⽇に開催

ジャガー

フェアポート 2台⽤ TWタイプ
シャッター

エクスショップ

中野うどん学校琴平校
中野うどん学校琴平校 1760円

→ 1650円

皆⽣レクリエーショナ
ルカヌー協会
皆⽣レクリエーショナルカヌ

ー協会 6000円 → 5500円

とっとり花回廊
とっとり花回廊 画⾯提⽰で花

の種１袋プレゼント

トピックス 最新記事
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