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千曲川 のスケ ッチ
●●●●冒頭部分
序序序序

島崎藤村

敬愛す る吉村さ ん―― 樹樹樹樹さ ん―― 私私私私はははは今今今今、、、、ついでにかえ て君君君君 にににに宛宛宛宛 てててて
たたたた 一文を この書書書書 のはじめに記記記記す に つけ ても、、、、や はり呼呼呼呼びびびび慣慣慣慣れたよう に
君君君君 のののの親親親親 し い名名名名をををを呼呼呼呼びた い。。。。私私私私はははは多年心掛け て君君君君 にににに呈呈呈呈 した いと思思思思 ってい
たそ の山上生活 のののの記念をををを漸漸漸漸 くくくく今纏 めることが できた。。。。
樹樹樹樹さ ん、、、、君君君君とととと私私私私と の縁故もももも深深深深くくくく久久久久 し い。。。。私私私私 はははは君君君君 のののの生生生生れな い前前前前 から君君君君
のののの家家家家 にまだ少年 のののの身身身身 をををを託託託託して、、、、君君君君がががが生生生生れ てから は幼幼幼幼 いいいい時時時時 のののの君君君君をををを抱抱抱抱きききき、、、、
君君君君をわが背背背背 にににに乗乗乗乗せて歩歩歩歩きま した。。。。君君君君がががが 日本橋久松町 のののの小学校 へへへへ通通通通われ
るるるる頃頃頃頃はははは、、、、私私私私はははは白金 のののの明治学院 へへへへ通通通通 った。。。。君君君君とととと私私私私と は殆殆殆殆んど兄弟 のよう
にして成長 して来来来来たたたた。。。。私私私私がががが木曽 のののの姉姉姉姉 のののの家家家家 にににに 一夏をををを送送送送 った時時時時 には君君君君をも
伴伴伴伴 った。。。。そ の時時時時がたしか君君君君 にににに取取取取 って の初旅 であ ったと覚覚覚覚え ている。。。。私私私私
はははは信州 のののの小諸 でででで家家家家 をををを持持持持 つよう に成成成成 ってから、、、、二夏 ほどあ の山山山山 のののの上上上上 でででで妻妻妻妻
とととと共共共共にににに君君君君をををを迎迎迎迎えた。。。。そ の時時時時 のののの君君君君 はははは早早早早やややや中学をををを卒卒卒卒え ようとす るほど のののの立立立立
派派派派なななな青年 であ った。。。。君君君君 はははは 一夏 はお父父父父さ んを伴伴伴伴 って来来来来られ、、、、 一夏 はははは君独
り で来来来来られた。。。。この書書書書 のののの中中中中 にあ る小諸城址 のののの付近、、、、中棚温泉、、、、浅間 一
帯帯帯帯 のののの傾斜 のののの地地地地なぞ は君君君君 のののの記憶 にも親親親親 し いも のがあろうと思思思思うううう。。。。私私私私はははは序序序序
のかわりと してこれを君君君君 にににに宛宛宛宛 てるば かりでなく、、、、この書書書書 のののの全部をををを君君君君 にににに

宛宛宛宛 てて書書書書 いた。。。。山山山山 のののの上上上上 にににに住住住住 んだ時時時時 のののの私私私私からまだ中学 のののの制服をををを着着着着け てい
たたたた頃頃頃頃 のののの君君君君 へへへへ。。。。これが私私私私には 一番自然な こと で、、、、またたあ の当時 のののの生活
のののの 一番 いい記念 にな るような心地がす る。。。。
「「「「 も っと自分をををを新鮮 にににに、、、、 そして簡素 にす ること はな いか」」」」
これは私私私私がががが都会 のののの空気 のののの中中中中 から脱脱脱脱けけけけ出出出出 して、、、、あ の山国 へへへへ行行行行 った時時時時 のののの
心心心心 であ った。。。。私私私私はははは信州 のののの百姓 のののの中中中中 へへへへ行行行行 って種種種種 々々々々な ことを学学学学 んだ。。。。田舎
教師 と して の私私私私 はははは小諸義塾 でででで町町町町 のののの商 人やややや 旧士族や それ から 百姓 のののの子子子子
弟弟弟弟 をををを教教教教え る のが勤勤勤勤 めであ ったけれども、、、、一方 から言言言言えば私私私私はははは学校 のののの小小小小
使使使使 からも生徒 のののの父兄からも学学学学 んだ。。。。到頭七年 のののの長長長長 いいいい月 日をあ の山山山山 のののの上上上上
でででで送送送送 った。。。。私私私私 のののの心心心心 はははは詩詩詩詩 から小説 のののの形式をををを択択択択ぶよう に成成成成 った。。。。この書書書書 のののの
主主主主な る土台 とととと成成成成 ったも のは三四年間ば かり地方 にににに黙黙黙黙 して いた時時時時 のののの印印印印
象象象象 であ る。。。。
樹樹樹樹さ ん、、、、君君君君 のお父父父父さ んももはや いな い人人人人だ し、、、、私私私私 のののの妻妻妻妻 も いな い。。。。私私私私
がががが山山山山 から 下下下下り て来来来来 てから今 日ま で の月 日はははは君君君君やややや 私私私私 のののの生生生生活活活活 のさ まを変変変変
えた。。。。しかし七年間 のののの小諸生活はははは私私私私 にににに取取取取 って 一生忘 れること のできな
いも のだ。。。。今今今今 でも私私私私 はははは千曲川 のののの川上 から川下ま でを生生生生 々々々々とととと眼眼眼眼 のののの前前前前 にににに見見見見
ることが できる。。。。あ の浅間 のののの麓麓麓麓 のののの岩 石 のののの多多多多 いいいい傾斜 のと ころに身身身身 をををを置置置置くくくく
ような気気気気がす る。。。。あ の土土土土 のにお いを嗅嗅嗅嗅 ぐような気気気気がす る。。。。私私私私が つぎ つ
、「「「「 緑葉集」
、それから 「「「「 藤村集」」」」とととと 「「「「 家家家家」」」」
ぎ に公公公公けにした 「「「「 破戒」
のののの 一部、、、、最近 のののの短篇なぞ、、、、私私私私 のののの書書書書 いたも のをよく読読読読 んでいてくれる君君君君

はははは何程私があ の山山山山 のののの上上上上 から深深深深 いいいい感 化をををを受受受受 けた かを知知知知ら るる であ ろう
とととと思思思思うううう。。。。このスケ ッチ の中中中中 でででで知友神津猛君がががが住住住住むむむむ山村 のののの付近をををを君君君君 にににに紹紹紹紹
介介介介 しな か った のは遺憾 であ る。。。。私私私私はこれま で特特特特 にににに若若若若 いいいい読者 のために書書書書
いた こともな か ったが、、、、この書書書書 は いくら かそんな つもりで著著著著 した。。。。寂寂寂寂
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しく地方 にににに住住住住むむむむ人達 のためにも、、、、この書書書書が いくら か の慰慰慰慰 めに成成成成らばな
ぞとも思思思思うううう。。。。

●●●●そ の 一一一一
学生 のののの家家家家

地久節 には、、、、私私私私 はははは二三 のののの同僚とととと 一緒 にににに、、、、御牧 ヶヶヶヶ原原原原 のののの方方方方 へへへへ山遊びに出出出出
掛掛掛掛けた。。。。松林 のののの間間間間なぞを猟師 のよう に歩歩歩歩 いて、、、、小松 のののの多多多多 いいいい岡岡岡岡 のののの上上上上 では
大分蕨をををを採採採採 った。。。。それから鴇窪 と いう村村村村 へへへへ引返して、、、、田舎 のののの中中中中 のののの田舎
と でも言言言言う べきと ころ で半 日をををを送送送送 った。。。。
私私私私はははは今今今今、、、、小諸 のののの城址 にににに近近近近 いいいいと ころ の学校 でででで、、、、君君君君 のののの同年位なななな学生をををを教教教教
え ている。。。。君君君君 はこう いう山山山山 のののの上上上上 への春春春春が いかに待待待待たれ て、、、、そして いか
にににに短短短短 いも のであ ると思思思思うううう。。。。四月 のののの二十 日頃 にならなければ、、、、花花花花がががが咲咲咲咲かかかか
な い。。。。梅梅梅梅もももも桜桜桜桜もももも李李李李もももも殆殆殆殆んど同時 にににに開開開開くくくく。。。。城址 のののの懐古園 には二十五日にににに
祭祭祭祭があ るが、、、、そ の頃頃頃頃がががが花花花花 のののの盛盛盛盛 りだ。。。。す ると、、、、毎年きまり のよう に風雨

がや って来来来来 てててて、、、、 一時 にす べて の花花花花をををを浚浚浚浚 って行行行行 って了了了了うううう。。。。私達 のののの教室 はははは
八重桜 のののの樹樹樹樹 でででで囲繞され ていて、、、、三週間ば かり前前前前 には、、、、ち ょうど花束 のののの
よう に密集 したや つが教室 のののの窓窓窓窓 にににに近近近近くくくく咲咲咲咲きききき乱乱乱乱れた。。。。休休休休 み の時間 にににに出出出出 てててて
見見見見ると、、、、濃濃濃濃 いいいい花花花花 のののの影影影影がががが私達 のののの顔顔顔顔 にま で映映映映 った。。。。学生等 はそ の下下下下をををを遊遊遊遊びびびび
回回回回 って戯戯戯戯れた。。。。ことに小学校 から来来来来た て の若若若若 いいいい生徒とととと来来来来たら、、、、あ っち
のののの樹樹樹樹 にににに隠隠隠隠れたり、、、、 こ っち の枝枝枝枝 に つかま ったり、、、、まるで小鳥 のよう に。。。。
どうだろう、、、、それがもはやす っかり初夏 のののの光景 にににに変変変変 って了了了了 った。。。。 一週
間前、、、、私私私私はははは昼昼昼昼 のののの弁当をををを食食食食 った後後後後、、、、四五人 のののの学生とととと 一緒 にににに懐古園 へへへへ行行行行 っっっっ
てててて見見見見たたたた。。。。荒廃 した、、、、高高高高 いいいい石垣 のののの間間間間 はははは、、、、新緑 でででで埋埋埋埋れ ていた。。。。
私私私私 のののの教教教教え て いる生徒 はははは小諸 町 のののの青年ば かり ではな い。。。。平原、、、、小原、、、、
山浦、、、、大久保、、、、西原、、、、滋野、、、、そ の他小諸付近にににに散在す る村落 から、、、、 一一一一
里里里里もももも 二里もあ ると ころを歩歩歩歩 いて通通通通 って来来来来 るるるる。。。。こう いう学生 はははは多多多多 くくくく農家
のののの青年だだだだ。。。。学校 のののの日課がががが済済済済 むと、、、、彼等 はははは各自 のののの家路をををを指指指指 して、、、、松林 のののの
間間間間をををを通通通通りりりり鉄道 のののの線路 にににに添添添添 いいいい、、、、あ る いは千曲川 のののの岸岸岸岸 にににに随随随随 いて、、、、蛙蛙蛙蛙 のののの声声声声なななな
どを聞聞聞聞きながら帰帰帰帰 って行行行行くくくく。。。。山浦、、、、大久保 はははは対岸 にあ る村村村村 々々々々だだだだ。。。。牛蒡、、、、
人参など のいい野菜をををを出出出出すすすす土地だだだだ。。。。滋野はははは北佐久 のののの領分 でなく、、、、小県
のののの傾斜 にあ る農村 でででで、、、、 そ の付近 のののの村村村村 々々々々から通通通通 って来来来来 るるるる学生もももも多多多多 いいいい。。。。
ここでは男女がががが烈烈烈烈 しく労働す る。。。。君君君君 のよう に都会 でででで学学学学 んで いる人人人人はははは、、、、
養 蚕休 みなどと いう ことを知知知知 るま い。。。。外国 のののの田舎 にも、、、、小麦 のののの産地なななな
ど では、、、、学校 にににに収穫休 みと いうも のがあ るとか。。。。何何何何 か の本本本本 でそんな こ

とを読読読読 んだ ことがあ った。。。。私達 のののの養 蚕休 みは、、、、それに似似似似たようなも の
だろう。。。。多忙 し い時季がががが来来来来 ると、、、、学生 でも家家家家 のののの手伝 いを しなければ成成成成
らな い。。。。彼等 はまた、、、、少年 のののの時時時時 からそう いう労働 のののの手助け によく慣慣慣慣らららら
され ている。。。。
ＳＳＳＳと いう学生 はははは小原村 から通通通通 って来来来来 るるるる。。。。あ る日日日日、、、、私私私私はははは ＳＳＳＳのののの家家家家をををを訪訪訪訪ねねねね
ることを約束 した。。。。私私私私はははは小原 のような村村村村がががが好好好好きだ。。。。そ こには生生生生 々々々々とし
たたたた樹蔭がががが多多多多 いから。。。。それに、、、、小諸 からそ の村村村村 へへへへ通通通通うううう畑畑畑畑 のののの間間間間 のののの平平平平 かな道道道道
もももも好好好好きだ。。。。
私私私私はははは盛盛盛盛 んな青麦 のののの香香香香をををを嗅嗅嗅嗅ぎながら出掛け て行行行行 った。。。。右右右右 にも左左左左 にも麦麦麦麦
畑畑畑畑があ る。。。。風風風風がががが来来来来 ると、、、、緑緑緑緑 のののの波波波波 のよう に動揺す る。。。。そ の間間間間 には、、、、麦麦麦麦 のののの
穂穂穂穂 のののの白白白白くくくく光光光光 る のが見見見見え る。。。。こう いう 田舎道 をををを歩歩歩歩 いて行行行行きながら、、、、深深深深 いいいい
谷底 のののの方方方方 でででで起起起起 るるるる蛙蛙蛙蛙 のののの声声声声をををを聞聞聞聞くと、、、、妙妙妙妙 にににに私私私私はははは圧圧圧圧 し つけられるような心持
にな る。。。。可怖 し い繁殖 のののの声声声声。。。。知知知知らな い不思議なななな生物 のののの世界 はははは、、、、活気づづづづ
いた感覚をををを通通通通 して、、、、時時時時 々々々々私達 のののの心心心心 へへへへ伝伝伝伝わ って来来来来 るるるる。。。。
近頃 ＳＳＳＳのののの家家家家 では牛乳屋をををを始始始始 めた。。。。かなり大大大大きな百姓 でででで父父父父もももも兄兄兄兄もももも土地
では人望があ る。。。。こう いう 田舎 へへへへ来来来来 ると七人やややや 八人 のののの家族をををを見見見見ること
はははは別別別別にめずら しくな い。。。。十人、、、、十五人 のののの大大大大きな家族さえあ る。Ｓのののの家家家家
では年寄 から子供ま で、、、、田舎 風にににに慇懃なななな家族 のののの人達がががが私私私私 のののの心心心心をををを惹惹惹惹 いた。。。。
君君君君 はははは農家 をををを訪訪訪訪れた ことがあ るか。。。。入 口のののの庭庭庭庭がががが広広広広くくくく取取取取 ってあ って、、、、台台台台
所所所所 のののの側側側側 から直直直直 にににに裏 口 へへへへ通通通通りりりり抜抜抜抜けられる。。。。家家家家 のののの建物 のののの前前前前 にににに、、、、幾坪か の土土土土

間間間間 のあ ることも、、、、農家 のののの特色だだだだ。。。。この家家家家 のののの土間 はははは葡萄棚などに続続続続 いて、、、、
そ の横横横横 にににに牛小屋がががが作作作作 ってあ る。。。。 三頭ば かり の乳牛がががが飼飼飼飼われ ている。。。。
ＳＳＳＳのののの兄兄兄兄はははは大大大大きな バケ ツを提提提提げ て、、、、牛小屋 のののの方方方方 から でてきた。。。。戸戸戸戸 口口口口のののの
と ころには、Ｓがががが母母母母とととと 二人 でででで腰腰腰腰をををを曲曲曲曲 めて、、、、新鮮なななな牛乳をビ ン詰詰詰詰 にす る
仕度を した。。。。暫時、、、、私私私私はははは立立立立 って眺眺眺眺 めていた。。。。
やが て私私私私 はははは牛小屋 のののの前前前前 でででで、Ｓのののの兄兄兄兄から種種種種 々々々々なななな話話話話をををを聞聞聞聞 いた。。。。牛牛牛牛 のののの性質
によ って温順 しく乳乳乳乳をををを搾搾搾搾ら せる のもあれば、、、、それを惜惜惜惜む のもあ る。。。。アアアア
バ レるや つ、、、、沈着 いたや つ、、、、いろ いろあ る。。。。牛牛牛牛 はまた、、、、非常 にににに鋭敏なななな
耳耳耳耳をををを持持持持 つも ので、、、、足音 でででで主人をををを判別す る。。。。こんな話話話話がががが出出出出たたたた後後後後 でででで私私私私 はこ
う いう乳牛をををを休養さ せる為為為為 にににに西西西西 のののの入入入入 のののの牧 場なぞが設設設設け てあ る ことを
聞聞聞聞 いた。。。。
晩晩晩晩 のののの乳乳乳乳をををを配達す る用意が できた。 Ｓのののの兄兄兄兄はははは小諸をををを指指指指 して出掛けた。。。。

