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武蔵野

●●●●冒頭部分

国木 田独歩

「「「「
武蔵野 のののの俤俤俤俤 はははは今今今今わず かに入間郡にににに残残残残れり」」」」とととと自分 はははは文政年間 にで
小手指原久
きた地図 でででで見見見見た ことがあ る。。。。そしてそ の地図 にににに入間郡 「「「「
米 川 はははは古戦 場な り太 平 記 元広 三年 五月十 一日源平 小手指 原 に て戦戦戦戦
う こと 一日がうち に三十余 たび 日暮 れ は平家 三里退き て久米 川 にににに
陣陣陣陣 をををを取取取取 るるるる明明明明れれれればばばば 源 氏久米 川 のののの陣陣陣陣 へへへへ押 寄 せると載載載載 せた るは こ のあ た
りな るべし」」」」とととと書書書書き こんであ る のを読読読読 んだ ことがあ る。。。。自分 はははは武蔵
野野野野 のののの跡跡跡跡 のわず かに残残残残 って いる処処処処と は定定定定 め てこ の古戦 場あ た り では
あ るま いかと思思思思 って、、、、 一度行 ってみる つもりでいてまだ行行行行 かな いが
実際 はははは今今今今もや はりそ のとおりであろう かと危危危危ぶん でいる。。。。ともかく、、、、
画画画画やややや 歌歌歌歌 でば かり想像 し て いる武蔵 野を そ の俤俤俤俤ば かり でも見見見見た いも
のとは自分ば かり の願願願願 いではあ るま い。。。。それ ほど の武蔵野がががが今今今今 はは
た していかが であ るか、、、、自分 はははは詳詳詳詳わ しく この問問問問 にににに答答答答え て自分をををを満 足
さ せた いと の望望望望 みを起起起起 こした こと はじ つに 一年前 のののの事事事事 であ って、、、、今今今今
はますます この望望望望 みが大大大大きくな ってきた。。。。
さ てこの望望望望 みが はたして自分 のののの力力力力 でででで達達達達 せら るるであろう か。。。。自分
はできな いとは いわぬ。。。。容易 でな いと信信信信 じている、、、、それだけ自分 はははは
今今今今 のののの武蔵野にににに趣味をををを感感感感 じて いる。。。。たぶ ん同感 のののの人人人人もすくな からぬ こ

とと思思思思うううう。。。。
それ で今今今今、、、、す こしく端緒 を ここに開開開開 いて、、、、秋秋秋秋から冬冬冬冬 へかけ て の自自自自
分分分分 のののの見見見見 てててて感感感感 じたと ころを書書書書 いて自 分 のののの望望望望 み の 一少部分をををを果果果果 した い。。。。

●●●●中途部分 （
五五五五」」」」より））））
「
武蔵野にににに散歩す る人人人人はははは、、、、道道道道 にににに迷迷迷迷う ことを苦苦苦苦 にしてはならな い。。。。どどどど
のののの路路路路 でも足足足足 のののの向向向向く ほう へゆけば かならず そ こに見見見見るべく、、、、聞聞聞聞く べくくくく、、、、
感感感感ず べき獲物があ る。。。。武蔵野 のののの美美美美 はただそ の縦横 にににに通通通通ず る数千条 のののの
路路路路 をををを当当当当もなく歩歩歩歩 く こと によ って始始始始 め て獲獲獲獲られ る。。。。春春春春、、、、夏夏夏夏、、、、秋秋秋秋、、、、冬冬冬冬、、、、
朝朝朝朝、、、、昼昼昼昼、、、、夕夕夕夕、、、、夜夜夜夜、、、、月月月月にも、、、、雪雪雪雪 にも、、、、風風風風にも、、、、霧霧霧霧 にも、、、、霜霜霜霜 にも、、、、雨雨雨雨にににに
もももも、、、、時雨にも、、、、ただ この路路路路をぶらぶら歩歩歩歩 いて思思思思 い つき しだ いに右右右右 しししし
左左左左すれば随処 にににに我我我我らを満 足さす るも のがあ る。。。。 これが じ つにまた、、、、
武蔵野第 一のののの特色だろうと自分 はしみじみ感感感感 じて いる。。。。武蔵野をををを除除除除
いて日本 にこのような処処処処がど こにあ るか。。。。北海道 のののの原野にはむろん
のこと、、、、奈須野にもな い、、、、そ のほかど こにあ るか。。。。林林林林とととと野野野野とがかく
もよく入入入入りりりり乱乱乱乱れ て、、、、生活とととと自然とが このよう に密接 している処処処処がど
こにあ るか。。。。じ つに武蔵野にかかる特殊 のののの路路路路 のあ る のはこのゆえ で
あ る。。。。
されば君君君君もし、、、、 一一一一のののの小径をををを往往往往きききき、、、、たちまち三条 にににに分分分分 かるる処処処処 にににに出出出出
たなら困困困困るに及及及及ばな い、、、、君君君君 のののの杖杖杖杖をををを立立立立 ててそ の倒倒倒倒 れた ほう に往往往往きたま

ええええ。。。。あ る いはそ の路路路路がががが君君君君をををを小小小小さな林林林林 にににに導導導導くくくく。。。。林林林林 のののの中中中中ご ろに到到到到 ってま
たたたた 二二二二 つに分分分分 かれたら、、、、そ の小小小小な る路路路路をををを選選選選ん でみたまえ。。。。あ る いはそ
のののの路路路路がががが君君君君をををを妙妙妙妙なななな処処処処 にににに導導導導くくくく。。。。これは林林林林 のののの奥奥奥奥 のののの古古古古 いいいい墓地 でででで苔苔苔苔むす墓墓墓墓がががが四四四四
つつつつ五五五五 つつつつ並並並並 ん でそ の前前前前 にす こしば かり の空地があ って、、、、そ の横横横横 のほう
にににに女郎花など咲咲咲咲 いていることもあろう。。。。頭頭頭頭 のののの上上上上 のののの梢梢梢梢 でででで小鳥がががが鳴鳴鳴鳴 いて
いたら君君君君 のののの幸福 であ る。。。。すぐ引引引引き かえ して左左左左 のののの路路路路をををを進進進進 んでみたまえ。。。。
たちまち林林林林がががが尽尽尽尽き て君君君君 のののの前前前前 にににに見見見見わたし の広広広広 いいいい野野野野がががが開開開開ける。。。。足元から
す こしだらだら下下下下がりにな り萱萱萱萱がががが 一面にににに生生生生ええええ、、、、尾花 のののの末末末末がががが 日日日日にににに光光光光 っっっっ
て いる、、、、萱原 のののの先先先先きが畑畑畑畑 でででで、、、、畑畑畑畑 のののの先先先先 にににに背背背背 のののの低低低低 いいいい林林林林がががが 一叢繁 りりりり、、、、そ の
林林林林 のののの上上上上 にににに遠遠遠遠 いいいい杉杉杉杉 のののの小杜がががが見見見見ええええ、、、、地平線 のののの上上上上 にににに淡淡淡淡 々々々々し い雲雲雲雲がががが集集集集ま って
いて雲雲雲雲 のののの色色色色 にまが いそうな連 山がそ の間間間間 にす こしず つ見見見見え る。。。。十月
小春 のののの日日日日 のののの光光光光 のどかに照照照照りりりり、、、、小気味 よ い風風風風がそよそよと吹吹吹吹 くくくく。。。。も し
萱原 のほう へ下下下下り てゆくと、、、、今今今今ま で見見見見えた広広広広 いいいい景色が ことごとく隠隠隠隠
れ てしま って、、、、小小小小さな谷谷谷谷 のののの底底底底 にににに出出出出 るだろう。。。。思思思思 いがけなく細長 いいいい池池池池
がががが萱原とととと林林林林と の間間間間 にににに隠隠隠隠れ て いた のを発見す る。。。。水水水水 はははは清清清清くくくく澄澄澄澄んで、、、、大大大大
空空空空をををを横横横横ぎ る白雲 のののの断片をををを鮮鮮鮮鮮 かに映映映映 している。。。。水水水水 のほとりには枯芦がががが
す こしば かり生生生生え ている。。。。この池池池池 のほとり の径径径径を しばらくゆくとま
たたたた 二二二二 つに分分分分 かれる。。。。右右右右 にゆけば林林林林、、、、左左左左 にゆけば坂坂坂坂。。。。君君君君 はかならず坂坂坂坂
を のぼ るだろう。。。。とかく武蔵野をををを散歩す る のは高高高高 いいいい処高 いいいい処処処処とととと選選選選びびびび
たくな る のはなんとかして広広広広 いいいい眺望をををを求求求求 むるから で、、、、それ でそ の望望望望

みは容易 にににに達達達達 せられな い。。。。見下ろすような眺望 はけ っしてできな い。。。。
それは初初初初 めからあきらめたが いい。。。。
もし君君君君、、、、何何何何 か の必要 でででで道道道道 をををを尋尋尋尋ねたく思思思思わば、、、、畑畑畑畑 のののの真中 に いる農夫
にききたまえ。。。。農夫がががが四十以上 のののの人人人人であ ったら、、、、大声をあげ て尋尋尋尋ねねねね
てみたまえ、、、、驚驚驚驚 いてこちらを向向向向きききき、、、、大声 でででで教教教教え てくれるだろう。。。。もももも
しししし少女 であ ったら近近近近づ いて小声 でききたまえ。。。。も し若者 であ ったら、、、、
帽帽帽帽をををを取取取取 って慇懃 にににに問問問問 いたまえ。。。。鷹揚 にににに教教教教え てくれるだろう。。。。怒怒怒怒 って
はならな い、、、、 これが東京近在 のののの若者 のののの癖癖癖癖 であ るから。。。。
教教教教えられた道道道道 をゆくと、、、、道道道道 がまた 二二二二 つに分分分分 かれる。。。。教教教教え てくれたたたた
ほう の道道道道 はあ ま り に小小小小さ く てす こし変変変変 だ と思思思思 っても そ のと おり に
ゆきたまえ、、、、突然農家 のののの庭先 にににに出出出出 るだろう。。。。はた して変変変変だと驚驚驚驚 いて
は いけぬ。。。。そ の時農家 でででで尋尋尋尋ね てみたまえ、、、、門門門門をををを出出出出 るとすぐ往来 です
よと、、、、すげなく答答答答え るだろう。。。。農家 のののの門門門門をををを外外外外 にににに出出出出 てみると はたして
見覚えあ る往来、、、、な るほど これが近路だなと君君君君 はははは思思思思わず微笑をもら
すすすす、、、、 そ の時初 めて教教教教え てくれた道道道道 のありがたさが解解解解 るだろう。。。。
真 直 なななな路路路路 でででで両側 とも十分 にににに黄葉 した林林林林 がががが 四五丁もももも続続続続 くくくく処処処処 にににに出出出出 るるるる
ことがあ る。。。。 こ の路路路路 をををを独独独独 りりりり静静静静 かに歩歩歩歩 む こと のどんな に楽楽楽楽 しかろう。。。。
右側 のののの林林林林 のののの頂頂頂頂 はははは夕照鮮 かにかがや いているるるる。。。。おりおり落葉 のののの音音音音がががが聞聞聞聞
こえ るば かり、、、、あたりはしんと していかにも淋淋淋淋 し い。。。。前前前前 にも後後後後ろに
もももも人影見えず、、、、誰誰誰誰 にも遇遇遇遇わず。。。。も しそれが木葉落ち つくした ころな

らば、、、、路路路路 はははは落葉 にににに埋埋埋埋れ て、、、、 一足ご とにがさがさと音音音音がす る、、、、林林林林 はははは奥奥奥奥
ま で見見見見す かされ、、、、梢梢梢梢 のののの先先先先 はははは針針針針 のご とく細細細細 くくくく蒼空をををを指指指指 している。。。。な お
さら人人人人にににに遇遇遇遇わな い。。。。 いよ いよ淋淋淋淋 し い。。。。落葉をふむ自分 のののの足音ば かり
高高高高くくくく、、、、時時時時 にににに 一羽 のののの山鳩あわただ しく飛飛飛飛びびびび去去去去 るるるる羽音 にににに驚驚驚驚 かされるば か
りりりり。。。。
同同同同じじじじ路路路路をををを引引引引きかえ して帰帰帰帰 るは愚愚愚愚 であ る。。。。迷迷迷迷 ったと ころが今今今今 のののの武蔵
野野野野にすぎな い、、、、まさ かに行暮れ て困困困困ることもあ るま い。。。。帰帰帰帰りもや は
りりりりおよそ の方角をきめて、、、、べ つな路路路路をををを当当当当 てもなく歩歩歩歩くが妙妙妙妙。。。。そうす
ると思思思思わず落 日 のののの美観をう ることがあ る。。。。日日日日はははは富士 のののの背背背背にににに落落落落ち んと
していまだま ったく落落落落ちず、、、、富士 のののの中腹 にににに群群群群が る雲雲雲雲 はははは黄金色 にににに染染染染 まままま
って、、、、見見見見るがうち にさまざ ま の形形形形 にににに変変変変ず る。。。。連 山 のののの頂頂頂頂 はははは白銀 のののの鎖鎖鎖鎖 のののの
ような雪雪雪雪が しだ いに遠遠遠遠 くくくく北北北北 にににに走走走走 って、、、、終終終終 はははは暗憺たる雲雲雲雲 のうち に没没没没 しししし
てしまう。。。。
日日日日がががが落落落落ち る、、、、野野野野はははは風風風風がががが強強強強くくくく吹吹吹吹 くくくく、、、、林林林林 はははは鳴鳴鳴鳴 るるるる、、、、武蔵野はははは暮暮暮暮れんとす
るるるる、、、、寒寒寒寒さが身身身身 にににに沁沁沁沁むむむむ、、、、そ の時時時時 はははは路路路路を いそぎ たまえ、、、、顧顧顧顧みて思思思思わず新新新新
月月月月がががが枯林 のののの梢梢梢梢 のののの横横横横 にににに寒寒寒寒 いいいい光光光光をををを放放放放 っている のを見見見見るるるる。。。。風風風風がががが今今今今 にも梢梢梢梢 かかかか
らららら月月月月をををを吹吹吹吹きききき落落落落と しそう であ る。。。。突然 また野野野野にににに出出出出るるるる。。。。君君君君 はそ の時時時時、、、、

山山山山はははは暮暮暮暮れれれれ野野野野はははは黄昏 のののの薄薄薄薄 かな
のののの名句をををを思思思思 いだすだろう。。。。

