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         童子の影 

                                                               

                              畠山 拓 

 

 東北、花巻の生まれの私でなくとも、宮澤賢治の物語の愛読者は多い。 

「風の又三郎」も有名である。私は強風に煽られたりすると「青い胡桃も吹き

とはせ、すっぱいカリンも吹きとばせ。どっどど どどうど・・・」と心に歌

が浮かんで来たりする。 

 私は山間の前田小学校という小学校に通っていた。校庭に二宮尊徳の像があ

った。小学校と中学校は同じ級友だ。小学と中学とも、ひとクラスである。私

は子供の頃、信じられないほど虚弱だった。ほとんど通学が出来なかった。 

 教室は子供達十八人だった。十八個の机の一つはたいていも空いていた。 

私の母は元教師だったので、家にいても私の学習は遅れることはなかった。学

校の試験はいつも全問正解で一番だった。私はベッドで本を読ばかり読んでい

たから、当然である。 

 母に付き添われて時々、学校に通った。雪道を母に背負われたことを覚えて

いる。子供の足で、通学は小一時間程かかる。母は虚弱な子供の私を気遣って、

なにかと面倒を見る。母の世話やきは先生の前や、学級仲間の前では恥ずかし

かった。 

 自分でも何故虚弱なのか分からない。もしかすると、母が魔法をかけている

のではないかと疑う事があった。私は少しも虚弱な気はしなかった。母は体に

差しさわりがあるという、色々なことを禁じた。 

「風の又太三郎」の舞台も前田小学校と同じく、谷川の岸の小さな学校だ。小

さな小学校の教室に少年が現われたのは九月一日である。物語は九月一日から

九月十日までの間に語られている。 

＜＜というわけは、そのしんとした朝の教室のなかにどこから来たのか、まる

で顔も知らないおかしな赤い髪の子供がひとり、いちばん前の机にちゃんとす

わっていたのです。そしてその机といったらまったくこの泣いた子の自分の机

だったのです＞＞「風の又太三郎、新潮文庫」 

 小学校の教室は私の席はたいてい空いている。体調がよくなると学校に行く。

級友の誰もが、私を待っていた。私はそう思っていたし、皆から愛されている

と感じていた。級友の中には男の子を泣かすような勝気な女の子がいて、私に

ちょっかいを出す。 

 教室にとてもかわいい女の子がいた。開拓村の子供というので、軽く見られ

ている風だった。意地悪な女の子は私に向かって叫ぶ。「何何子は拓が好きなん



だと」何何子は真っ赤になって、意地悪な女の子の口を塞ぐのだった。私は聞

こえない風に知らん顔をする。何何子が可哀想で仕方ない。意地悪な子も私を

好きなのだと感じる。 

 私は体操の時間以外は学校でも悲しくなかった。 

 父が盛岡大学の教授で、盛岡に単身赴任していた。母も父と一緒にいたかっ

たと思うが、長男の嫁は一家の働き手でもある。歳老いた祖父母では、農業は

維持できない。 

 私は気管支炎がひどくなり、盛岡の赤十字病院に入院した。花巻の寒村に住

んでいる子供の私には盛岡は大都市であった。病院も巨大な建物だった。 

 私は巨大な病院に入院することになった。悲しかったし、恐ろしかった。巨

大な建物の中でどんな生活が始まるのか、強い興味もあった。 

＜＜変なこどもはやはりきょろきょろこっちを見るだけ、きちんと腰掛けてい

ます。 

 そのとき風がどうと吹いて来て教室のガラス戸はみんながたがた鳴り、学校

のうしろの山の萱や栗の木はみんな変に青じろくなってゆれ、教室のなかのこ

どもはなんだかにやっとわらってすこしうごいたようでした。 

 すると嘉助がすぐ叫びました。 

「ああわかった。あいつは風の又三郎だぞ。」＞＞「風の又三郎」 

 盛岡赤十字病院の入院棟には小児病棟という建物があって、子供たちだけが

入院していた。中庭を挟んで、向こうの建物は大人の病人が入院しているらし

かった。 

 病室によって違っていたのだろうが、私のベッドのある病室には重病者はい

なかった。数人の男の子たちだった。何人だったかは思い出せない。ベッドは

六個だったか。 

私は上も下も女ばかりだったから、男の友達に敏感だった。男友達が出来る

と 夢中になった。片時も離したくない気持ちになるのだ。 

 学校にいけなかった私には叶わない事だった。病院では事情は違った。私は

二十四時間数人の男の子の病人と同じ病室に閉じ込められているのだった。 

 同室の少年の一人と仲良くなった。私より一歳年上だった。一歳、年上なだ

けだけれど、少年は随分大人びて見えた。少年の名前は朝霞一郎（アサカ・イ

チロウ）という。 

中学の頃、私はペンネームを考えた時、朝霞一郎の名前が浮かんだ。ペンネー

ムを麻河次郎とした。 

 私が愛した朝霞一郎は病気が悪化して、別の病室に移されてしまった。私は

二度と朝霞少年に会うことが出来なかった。泣いたと思うが、泣いた事は思い

出せない。 



＜＜すぐみんなは手をあげました。その高田とよばれた子も勢いよく手をあげ

ましたので、ちょっと先生はわらいましたが、すぐ、 

「わかりましたね、ではよし。」と言いましたので、みんなは火の消えたように

一ぺんに手をおろしました。 

 ところが嘉助がすぐ、 

「先生。」といってまた手をあげました。 

「はい。」先生は嘉助を指さしました。 

「高田さん名はなんて言うべな。」 

「高田三郎(さぶろう)さんです。」 

「わあ、うまい、そりゃ、やっぱり又三郎だな。」嘉助はまるで手をたたいて机

の中で踊るようにしましたので、大きなほうの子どもらはどっと笑いましたが、

下の子どもらは何かこわいというふうにしいんとして三郎のほうを見ていたの

です。＞＞「風の又三郎」 

 私のベッドは病室のドアの近くだった。朝霞一郎は窓際のベッドに横になっ

ていた。眠っているわけではない。 

 病室を見回しながら、私はしばらく身をおかなければならない、環境を受け

入れようとしていた。壁の一面はオンドルが設備されている。此処で自分は囚

人になるのだな、と私は考えた。 

私は「物語」を読むのが好きだった。冒険物語が好きで、無実の罪を着せられ

た主人公が牢に閉じ込められる物語をむさぼり読んだ。病室は牢獄なのだ。私

は想像に心が躍った。 

 窓際にふんぞり返って横になっている子供は牢名主だ。私は新入りの罪人と

いう事になる。牢名主達から虐められる新入生なのか。いや、違う。新入りの

囚人は豪胆な人間で、重い罪を背負っている。今に、牢の中で一目を置かれる

ようになる。 

 私はしばらくすると、物語に飽きた。白衣の看守が何もかも命令するので、

本当に息苦しくなってしまう。若いのに母などよりきつく、猛々しく、慌しか

った。 

 朝霞一郎と口を利いたのは、しばらくしてからだ。お互い相手の存在を意識

していた。意識していても、話す糸口がなかった。 

 注意して観察していると、一郎は何か大切なものを持っているらしかった。

何かは分からなかった。掌に隠して、時々寝そべりながら、胸のところで眺め

ている。満足そうな笑みさえ浮かべている。 

 罪人、朝霞一郎が盗み、隠し通した国の宝物を、密かに牢内に持ち込み、一

人楽しんでいる。私は想像に少し満足した。 

 突然、一郎が私に近づいてきた。 



「見でか。見せてやるべ」 

 手の中に在る物を私に差し出した。 

 朝霞一郎が飽きずに眺めていたのは琥珀だった。飴色の透明な石。私は琥珀

を知っていた。岩手県の久地地方で良くとれる。朝霞一郎の持っていた琥珀は

普通の琥珀ではなかった。 

琥珀は古代の樹木の樹脂が地中に溜まり、固まって出来たものだと言う。稀に、

樹脂の滴りの中に昆虫が溺れ落ちる。昆虫が閉じ込められた琥珀が出来上がる。

普通の琥珀より珍しく貴重価値が高い。 

 朝霞一郎が持っていた琥珀は玉虫に似た虫が入っていた。 

＜＜その時風がざあっと吹いて来て土手の草はざわざわ波になり、運動場のま

ん中でさあっと塵(ちり)があがり、それが玄関の前まで行くと、きりきりとま

わって小さなつむじ風になって、黄いろな塵は瓶(びん)をさかさまにしたよう

な形になって屋根より高くのぼりました。 

 すると嘉助が突然高く言いました。 

「そうだ。やっぱりあいづ又三郎だぞ。あいづ何かするときっと風吹いてくる

ぞ。」 

「うん。」一郎はどうだかわからないと思いながらもだまってそっちを見ていま

した。三郎はそんなことにはかまわず土手のほうへやはりすたすた歩いて行き

ます。＞＞ 「風の又三郎」 

「欲しんば、やる」 

 朝霞一郎の言葉を私は信じられなかった。琥珀は大変高価なものだと私には

わかっていた。 

「なして、くれるの」 

私は半信半疑で聞いた。朝霞一郎は私より一歳年上なだけだが、声が大人びて

いた。顔も黒く逞しく、いかつい。 

「友達になりてい」 

「なれるさ。皆ともだちだべ」 

＜＜三郎は両手で本をちゃんと机の上へもって、言われたところを息もつかず

じっと読んでいました。けれども雑記帳へは字を一つも書き抜いていませんで

した。それはほんとうに知らない字が一つもないのか、たった一本の鉛筆を佐

太郎にやってしまったためか、どっちともわかりませんでした。＞＞ 「風の

又三郎」 

大人になって、私は仕事上であるカメラマンと知り合いになった。石井という

カメラマンは通信社に所属していた事もあり、戦場カメラマンだった時期もあ

る。魅力的な人だった。石井さんは父親の勤めの事情で小さい頃から転校を繰

り返している。寡黙ではにかみ屋の石井さんは転校先の教室で直ぐに友達を作



るコツを語ってくれた事がある。「贈り物をする。消しゴムとか、鉛筆とか、一

寸したものを」 

＜＜ふと嘉助は目をひらきました。灰いろの霧が速く速く飛んでいます。 

 そして馬がすぐ目の前にのっそりと立っていたのです。その目は嘉助を恐れ

て横のほうを向いていました。 

 嘉助ははね上がって馬の名札を押えました。そのうしろから三郎がまるで色

のなくなったくちびるをきっと結んでこっちへ出てきました。 

 嘉助はぶるぶるふるえました。 

「おうい。」霧の中から一郎のにいさんの声がしました。雷もごろごろ鳴ってい

ます。 

「おおい、嘉助。いるが。嘉助。」一郎の声もしました。嘉助はよろこんでとび

あがりました。 

「おおい。いる、いる。一郎。おおい。」 

 一郎のにいさんと一郎が、とつぜん目の前に立ちました。嘉助はにわかに泣

き出しました。 

「捜したぞ。あぶながったぞ。すっかりぬれだな。どう。」一郎のにいさんはな

れた手つきで馬の首を抱いて、もってきたくつわをすばやく馬のくちにはめま

した。＞＞「風の又三郎」 

物語の中で子供がうっかり柵の中から馬を逃がしてしまい。自然の野山を追い

掛け回す事が書かれている。美しい文章だ。私の故郷の風景がありありと浮か

ぶ。草の臭い。雨上がりの光。風の肌触り。 

私は午年の所為か、子供のころから馬が好きだった。祖父が農業を営んでいた。

藁葺きの馬小屋には栗毛の馬が居た。勿論、足の太い農馬だ。 

時には祖父にせがんで、馬の背に抱き上げてもらった。馬の背は高く、高揚し

た私はもう大人になった気がした。 

「ひとりで、乗る」 

「あぶねぇから駄目だ」祖父はくつわを離そうとはしなかった。馬はゆっくり

と歩き出す。私の体はたちまち嵐の中に放り込まれる。大きくかしぎ、今にも

馬の背中から落ちそうになる。 

「おら、は大将だ」 

「大将は泣くもんで、ねぇじゃ」 

 近所の河原で馬の「種付け」行われる。私はそれを見た記憶がある。雄の馬

が 

腕ほどもある巨大なものを雌の馬に後ろから埋め込んでいた。私は馬が立ち上

がるのを始めて眺めた。近所の人間は祭りの時の顔をして何か言い合って笑っ

ていた。 



 私の家の馬も子供を産んだ。濡れた子馬が必死に立ち上がる事が出来た時、

私はやっぱり泣いた。涙の理由は解らなかったが、泣いた。 

 馬も泣くことがあるという。私は馬の涙は見たことがない。 

 子馬は少し大きくなると売られていった。母馬は異常を察して、猛り立って

いる。子馬が連れ去られると、母馬は狭い馬小屋の中を走り回った。気が触れ

たのではないかと思うくらいだ。普段の目とは違う。眼の中に緑の火が燃え上

がっているのだ。 

＜＜ はるかな西の碧(あお)い野原は、今泣きやんだようにまぶしく笑い、向

こうの栗(くり)の木は青い後光を放ちました。 

 みんなはもう疲れて一郎をさきに野原をおりました。わき水のところで三郎

はやっぱりだまって、きっと口を結んだままみんなに別れて、じぶんだけおと

うさんの小屋のほうへ帰って行きました。 

 帰りながら嘉助が言いました。 

「あいづやっぱり風の神だぞ。風の神の子っ子だぞ。あそごさ二人して巣食っ

てるんだぞ。」 

「そだないよ。」一郎が高く言いました。＞＞ ｢風の又三郎｣ 

子供時代の子供同士の出会いは、大抵大人の事情によるものだ。田舎の 小さな

教室に父親の仕事の関係で転校してきた、髪の赤い少年と数人の子供達との短

い期間の交流が描かれている。 

子供達は転校生を遠くの町からやってきた子供と考えていると同時に自分達を

取り囲んでいる自然の異界に棲むものとして感じているのだ。風の神の子。物

語の中で「金山堀の子」という言葉にぶつかる。懐かしい。岩手には金山があ

った。私は祖父が金鉱を探して居るのだと聞いていた。脳卒中で倒れた祖父の

枕もとに付き添っていた時、祖父の夢を聞いた。 

切り立った山の岩の上にカモシカの影を見た記憶もある。幼い記憶は、何処ま

でが本当なのか解らない。 

物語には沢山の遊びが出てくる。川での水泳。山葡萄採り。栗拾い。魚採り。 

鬼ごっこ。馬と遊ぶ。 転校生を子供達は戸惑いながらも、遊びを通じて受け

入れてゆく。 

＜＜けれども木の向こう側に三郎のねずみいろのひじも見えていたしたし、く

つくつ笑う声もしましたから、耕助はもうすっかりおこってしまいました。 

「わあい又三郎、まだひとさ水掛げだな。」 

「風が吹いたんだい。」 

 みんなはどっと笑いました。 

「わあい又三郎、うなそごで木ゆすったけあなあ。」 

 みんなはどっとまた笑いました。 



 すると耕助はうらめしそうにしばらくだまって三郎の顔を見ながら、 

「うあい又三郎、汝(うな)などあ世界になくてもいいなあ。」 

 すると三郎はずるそうに笑いました。 

「やあ耕助君、失敬したねえ。」 

 耕助は何かもっと別のことを言おうと思いましたが、あんまりおこってしま

って考え出すことができませんでしたのでまた同じように叫びました。 

「うあい、うあいだ、又三郎、うなみだいな風(かぜ)など世界じゅうになくて

もいいなあ、うわあい。」 

「失敬したよ、だってあんまりきみもぼくへ意地悪をするもんだから。」三郎は

少し目をパチパチさせて気の毒そうに言いました。＞＞ 「風の又三郎」 

 煙草畑で何気なく煙草の葉を取ってしまった、三郎を専売局に捕まってしま

うぞ、と脅して、からかった耕介に三郎が仕返しをする場面である。思わず笑

ってしまうほど面白い。  

物語の中には「笑いが溢れている」子供達は何かといえば争いもするが、緊張

はいつも笑いで癒される。 

私も歳をとり長年勤めた仕事も定年になり、那須の山奥に引っ越した。栃木県

那須郡那須町湯本字つむじ平・・・。 

山の気候なので、天候の変化は激しい事は解って居るつもりだった。時々、強

風が吹き荒れ、近所の松ノ木が無残に圧し折られたりする。一年も経たぬうち

に車庫のシャッターが風に破壊された。慌てて強度の高いものと取り替えた。

とんだ出費である。 

物語の中で、三郎と、三郎を風の神の子と感じている耕介が「風の功罪」に 

ついて言い争うところがある。 

＜＜けれども耕助のいかりはなかなか解けませんでした。そして三度同じこと

をくりかえしたのです。 

「うわい又三郎、風などあ世界じゅうになくてもいいな、うわい。」 

 すると三郎は少しおもしろくなったようでまたくつくつ笑いだしてたずねま

した。 

「風が世界じゅうになくってもいいってどういうんだい。いいと箇条をたてて

いってごらん。そら。」三郎は先生みたいな顔つきをして指を一本だしました。 

 耕助は試験のようだし、つまらないことになったと思ってたいへんくやしか

ったのですが、しかたなくしばらく考えてから言いました。 

「汝(うな)など悪戯(わるさ)ばりさな、傘(かさ)ぶっこわしたり。」 

「それからそれから。」三郎はおもしろそうに一足進んで言いました。 

「それがら木折ったり転覆したりさな。」 

「それから、それからどうだい。」 



「家もぶっこわさな。」 

「それから。それから、あとはどうだい。」 

「あかしも消さな。」 

「それからあとは？ それからあとは？ どうだい。」 

「シャップもとばさな。」 

「それから？ それからあとは？ あとはどうだい。」 

「笠(かさ)もとばさな。」 

「それからそれから。」 

「それがら、ラ、ラ、電信ばしらも倒さな。」 

「それから？ それから？ それから？」 

「それがら屋根もとばさな。」 

「アアハハハ、屋根は家のうちだい。どうだいまだあるかい。それから、それ

から？」 

「それだがら、ララ、それだからランプも消さな。」 

「アアハハハハ、ランプはあかしのうちだい。けれどそれだけかい。え、おい。

それから？ それからそれから。」 

 耕助はつまってしまいました。たいていもう言ってしまったのですから、い

くら考えてももうできませんでした。 

 三郎はいよいよおもしろそうに指を一本立てながら、 

「それから？ それから？ ええ？ それから？」と言うのでした。 

 耕助は顔を赤くしてしばらく考えてからやっと答えました。 

「風車もぶっこわさな。」 

 すると三郎はこんどこそはまるで飛び上がって笑ってしまいました。みんな

も笑いました。笑って笑って笑いました。 

 三郎はやっと笑うのをやめて言いました。 

「そらごらん、とうとう風車などを言っちゃったろう。風車なら風を悪く思っ

ちゃいないんだよ。もちろん時々こわすこともあるけれども回してやる時のほ

うがずっと多いんだ。風車ならちっとも風を悪く思っていないんだ。それに第

一お前のさっきからの数えようはあんまりおかしいや。ララ、ララ、ばかり言

ったんだろう。おしまいにとうとう風車なんか数えちゃった。ああおかしい。」 

 三郎はまた涙の出るほど笑いました。 

 耕助もさっきからあんまり困ったためにおこっていたのもだんだん忘れて来

ました。そしてつい三郎といっしょに笑い出してしまったのです。すると三郎

もすっかりきげんを直して、 

「耕助君、いたずらをして済まなかったよ。」と言いました。 

「さあそれであ行ぐべな。」と一郎は言いながら三郎にぶどうを五ふさばかりく



れました。＞＞「風の又三郎」 

＜＜すると一郎は木の上でまるで声をひくくしてみんなに叫びました。 

「おお、発破(はっぱ)だぞ。知らないふりしてろ。石とりやめで早ぐみんな下

流(しも)ささがれ。」そこでみんなは、なるべくそっちを見ないふりをしながら、

いっしょに砥石(といし)をひろったり、鶺鴒(せきれい)を追ったりして、発破

のことなぞ、すこしも気がつかないふりをしていました。 

 すると向こうの淵(ふち)の岸では、下流の坑夫をしていた庄助(しょうすけ)

が、しばらくあちこち見まわしてから、いきなりあぐらをかいて砂利(じゃり)

の上へすわってしまいました。それからゆっくり腰からたばこ入れをとって、

きせるをくわえてぱくぱく煙をふきだしました。奇体だと思っていましたら、

また腹かけから何か出しました。 

「発破(はっぱ)だぞ、発破だぞ。」とみんな叫びました。＞＞ 「風の又三郎」 

 禁じられていることと私は思っていたが、川魚を確実に大量に捕獲するため

にダイナマイトを使用する。物語にも描かれている。ダイナマイト、すなわち

発破の使用のほかに、川に毒を流す方法もある。物語では山椒の粉を流すとあ

るが、効き目が無かったようでもある。 

 発破での川魚漁は私も知っている。谷川の奥で誰かがこっそりと、発破を水

中で爆発させる。爆発の衝撃で、水中の魚は気絶してしまうのだ。上流から流

されてきた、浅瀬の岩肌に陽光を浴びている川魚の白い腹を今でも覚えている。 

「石とり」という川遊びもあった。子供達は泳ぎが達者で、互いに競争し自慢

した。「石とり」もそのひとつで、水底に落とした目印の石を拾い上げる遊びだ。 

子供達は「ヤス」と呼ばれる三叉に分かれた槍で、魚を泳ぎながら追いまわし

た。病弱な私には出来ない遊びだったけれど、物語を読むと懐かしさが湧き上

がる。遠い夏の光が蘇る。 

＜＜すると三郎はさっきからよっぽどおこっていたと見えて、 

「ようし、見ていろよ。」と言いながら本気になって、ざぶんと水に飛び込んで、

一生けん命、そっちのほうへ泳いで行きました。 

 三郎の髪の毛が赤くてばしゃばしゃしているのに、あんまり長く水につかっ

てくちびるもすこし紫いろなので、子どもらはすっかりこわがってしまいまし

た。 

 第一、その粘土のところはせまくて、みんながはいれなかったのに、それに

たいへんつるつるすべる坂になっていましたから、下のほうの四五人などは上

の人につかまるようにして、やっと川へすべり落ちるのをふせいでいたのでし

た。一郎だけが、いちばん上で落ちついて、さあみんな、とかなんとか相談ら

しいことをはじめました。みんなもそこで頭をあつめて聞いています。三郎は

ぼちゃぼちゃ、もう近くまで行きました。 



 みんなはひそひそはなしています。すると三郎は、いきなり両手でみんなへ

水をかけ出しました。みんなが、ばたばた防いでいましたら、だんだん粘土が

すべって来て、なんだかすこうし下へずれたようになりました。 

 三郎はよろこんで、いよいよ水をはねとばしました。 

 すると、みんなはぼちゃんぼちゃんと一度にすべって落ちました。三郎はそ

れを片っぱしからつかまえました。一郎もつかまりました。嘉助がひとり、上

をまわって泳いで逃げましたら、三郎はすぐに追い付いて押えたほかに、腕を

つかんで四五へんぐるぐる引っぱりまわしました。嘉助は水を飲んだと見えて、

霧をふいてごぼごぼむせて、 

「おいらもうやめた。こんな鬼っこもうしない。」と言いました。小さな子ども

らはみんな砂利(じゃり)に上がってしまいました。 

 三郎はひとりさいかちの木の下に立ちました。 

 ところが、そのときはもうそらがいっぱいの黒い雲で、楊(やなぎ)も変に白

っぽくなり、山の草はしんしんとくらくなり、そこらはなんとも言われない恐

ろしい景色にかわっていました。 

 そのうちに、いきなり上の野原のあたりで、ごろごろごろと雷が鳴り出しま

した。と思うと、まるで山つなみのような音がして、一ぺんに夕立がやって来

ました。風までひゅうひゅう吹きだしました。 

 淵(ふち)の水には、大きなぶちぶちがたくさんできて、水だか石だかわから

なくなってしまいました。 

 みんなは河原から着物をかかえて、ねむの木の下へ逃げこみました。すると

三郎もなんだかはじめてこわくなったと見えて、さいかちの木の下からどぼん

と水へはいってみんなのほうへ泳ぎだしました。 

 すると、だれともなく、 

「雨はざっこざっこ雨三郎、 

 風はどっこどっこ又三郎。」と叫んだものがありました。 

 みんなもすぐ声をそろえて叫びました。 

「雨はざっこざっこ雨三郎、 

 風はどっこどっこ又三郎。」 

 三郎はまるであわてて、何かに足をひっぱられるようにして淵(ふち)からと

びあがって、一目散にみんなのところに走って来て、がたがたふるえながら、 

「いま叫んだのはおまえらだちかい。」とききました。 

「そでない、そでない。」みんないっしょに叫びました。 

 ぺ吉がまた一人出て来て、 

「そでない。」と言いました。 

 三郎は気味悪そうに川のほうを見ていましたが、色のあせたくちびるを、い



つものようにきっとかんで、「なんだい。」と言いましたが、からだはやはりが

くがくふるえていました。 

 そしてみんなは、雨のはれ間を待って、めいめいのうちへ帰ったのです。＞

＞「風の又三郎」 

又三郎は無邪気である。村の子供達と良く遊ぶ。村の子供達がしない失敗、煙

草の葉を取るとかをする。子供達に直ぐ溶け込み、遊び、やんちゃで優しい。

だけれども、どこかが違う。又三郎自身意識していないが、又三郎は怒ると嵐

を呼ぶ。雨や風を巻き起こす。子供達は知っている。知っていて歌う。           

＜＜「一郎、いまお汁(しる)できるから少し待ってだらよ。何(な)してけさそ

ったに早く学校へ行がないやないがべ。」おかあさんは馬にやる（不詳）を煮る

かまどに木を入れながらききました。 

「うん。又三郎は飛んでったがもしれないもや。」 

「又三郎って何だてや。鳥こだてが。」 

「うん。又三郎っていうやづよ。」一郎は急いでごはんをしまうと、椀(わん)を

こちこち洗って、それから台所の釘(くぎ)にかけてある油合羽(あぶらがっぱ)

を着て、下駄(げた)はもってはだしで嘉助をさそいに行きました。＞＞ 「風

の又三郎」 

 一郎は何かを感じたのだ。 

＜＜「たいへん早いですね。あなたがた二人(ふたり)で教室の掃除(そうじ)を

しているのですか。」先生がききました。 

「先生お早うございます。」一郎が言いました。 

「先生お早うございます。」と嘉助も言いましたが、すぐ、 

「先生、又三郎きょう来るのすか。」とききました。 

 先生はちょっと考えて、 

「又三郎って高田さんですか。ええ、高田さんはきのうおとうさんといっしょ

にもうほかへ行きました。日曜なのでみなさんにご挨拶(あいさつ)するひまが

なかったのです。」 

「先生飛んで行ったのですか。」嘉助がききました。 

「いいえ、おとうさんが会社から電報で呼ばれたのです。おとうさんはもいち

どちょっとこっちへ戻られるそうですが、高田さんはやっぱり向こうの学校に

はいるのだそうです。向こうにはおかあさんもおられるのですから。」＞＞「風

の又三郎」 

子供達と転校生の別れはあっけなくやってくる。まるで、台風のようだ。私は

新潮文庫を閉じる。読み返してみると、涙が出るほど、とても懐かしい。 

誰の物語だったか忘れたし、何時読んだのかも覚えていない。もうひとつの物

語の場面を不意に思い出した。 



少年が景色を前にして感じている。少年のいる場所はテラスだったろう。少年

ではなく少女だったろうか。少年・少女は思うのだ。何十年か後に自分は、子

供だった頃のこの瞬間を思い出すだろう。懐かしく記憶をよみがえらせるだろ

う。 

少年・少女はすでに少年・少女では無いのだ。将来の大人の自分が現在という

過去を懐かしんでいる。少年・少女であると同時にすでに大人なのだ。 

今、新緑の山並みと、湧き上がる入道雲の空をホテルの窓から眺めている私は

何者だろう。朝霞一郎はどんな人生を歩んでいるだろう。病が癒えずに病院で

なくなってしまったのだろうか。何処で如何しているのだろう。私を思い出し

てくれる事があるだろうか。 

私は何をしてきたのだろう。私は何故、生きてきたのだろう。ホテルの食堂に

は誰も居ない。もういっぱいビールが欲しい。私は給仕の姿を探した。窓の樹

木の梢が揺れだしている。風が出てきた。 

                                 了 


