
雪山に魅せられて一一「山男の歌」と共に一一

私は福附県の宗像で生まれ育った。この

宗像は玄海灘にfMしており、冬はンベリア

大陸から吹き渡ってくる強い北風の影響を

受け、位、いのほか寒さの厳しい i地柄とい

える。

夏ーのむし暑さを凌ぐために、家は風通し

のいい造りとなっている。冬はきしたる暖

房もなかったから家の中に居ても寒さは身

に応えた。特にわが家は立て付けが悪〈耐

えがたい寒さだった。

雪は降ってもほとんど積もることがな

かった。ちらちらと降る雪が冷たい北風lこ

舞うような時がとりわけ寒かったように忠
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そんな雪が 3年に一度くらいすこし積も

るようなことがあると、ゃれ大雪だと言っ

て人ぴとは軒l早くから騒いでいた。そんな

大雪も 3Hもすれば跡かたもないほどに消

えていた。

丘陵地帯で近くに高い山がなかったから

私は雪を冠った111や、やまなみと呼ばれる

ような山脈も見たことはなかった。

H中戦争の頃小学校に通っていた。戦争

がi放しさを増すにつれ、小学校て。もいわゆ

る大雪が降ったりすると、学校をあげて軍

事教練ばりの雪'1'行ljJ:と称するものや雪合

戦が実施された。全校行事が実地きれない

場合には、若くて気令いの入った担任に

よって、裸足の雪中マラソンに駆り立てら

れた。
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札幌市 問中敏明

おまけに衣服は粗末、 {Jj-下・手袋・マフ

ラー・オーノミーなどの兼用も禁止されてい

たから、夜、だけでなく多くの子供たちに

とって、冬は;尽くて冷たく嫌いな季節に

なっていたのではあるまいか。

昼休み時間校庭に出ても、子供たちはl何

千を服のポケットに入れたまま、身をすく

め校舎の板慨に寄りかかって日向ぼっこで

I援をとっていた。

旧市11の中学に入ったl時も太平洋戦争のさ

中だった。しかし、 '1'苧では小学校のよう

に子供たちを戦争へと煽り立てるような先

生は府られなかった。勉強やしつけは厳し

くても寛谷で包谷力に白む先生ばかりてい、

私は中学に通うのが楽しかった。

そうした先生方の中に、生徒の日If もが i，~

愛の念を持って接していたi見学の先生が居

られた。私は幸運にも、 4'f1こなってこの

先生に教えて頂くことになった。

{主藤春夫が紀の凶の南陸1(J包な明るく美し

い内然を語い上:げた「望郷五}J歌」という

詩が教科書に出ていた。

伊勢の大学を山ておられたこのう¥Aは、

学生時代の体験に基ついて、この詩人の故

郷紀の国(和歌11J) の自然の美しさや人び

との素朴さを、熱っぽく教室の少年たちに

日百られた。

先生は日頃、学校の教師の職こそ天職だ

と思う、とりわけお前たちのような生意気

腐りの中学生(五年制で男子ばかり)の教
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TTがやり叩斐もあって楽しい、とも話して

居られた。

小学の大先輩であり尊敬するこの先生の

お話を伺ってからは、自分も中学の教自rliと

なり、いずれは商問的な明るさに溢れた和

歌山か高知か、あるいは宮崎あたりで勤め

たいものだと、ひそかに心に決めるように

なっていった。

中学を卒業すると志にそって、戦後疎開

先から復帰したばかりの広島高師に進学、

学生寮に寄宿し、よき学生時代を人投に認

可1することになった。

しかし、その認歌もつかの間、不況の波

が押し寄せ家の収入が激減したところに、

両親が亡くなり家からの仕送りが絶えてし

まったのである o

広島ではアルバイトも見つからず、帰郷

して窮地を打開することにした。農繁期毎

に伯母の家の仕事を請負っては、何がしか

の報酬を得、~'1:資が出来ると急、ぎ広島に

戻った。

農繁期がやってくると帰郷し、仕事の反

切りがつくと再ひ余波へ。こんなことを何度

も繰り返していると、郷里にあっても落ち清

かず、寮にあっても〈反らぐことはなかった。

だが、ともすれば気のめいりがちな私を、

慰め元気っーけてくれたのが、入苦言と同時に

先輩が教えてくれた、山岳部の「山男の歌」

であった。

人皆花に酔う 11寺も

残雪iaiいて山に入り

i!誌を流十山男

雪ii干の水に春を知)，る
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故郷の野i互にあっても、広島の焼跡、に

あっても、この「山男の歌」は私の傍を片

l埼も離れることはなく、私にとって11住ーの

心の友であった。独り nずさみ、心て司kっ

た。

この，111男の歌」がきっかけとなり、私

はこれまで未知の世界でしかなかった山へ

の憧れをいつか抱くようになり、やがて広

島111昔会にも入会した。だが不安定な生活

ゆえに会の活動に参加できたのは、大峯山

(1，040 111)主主111の一度だけだった。

卒業を前にした最後の冬休み、私は帰郷

せず寮で過こすことにした。すでに大半の

同級生は就職が内定し、訟もがI晴ればれと

した笑顔でそれぞれの故郷に帰って行っ

た。

しかし、私には就職どころか、まだ卒業

のめども立っていなかった。実は 1年で必

修となっていた教溌 21¥1伎を選択と思い速

いし受験をしていなかったのである。休み

I白前初めて未修q!}-の警告がザ'生認で掲示き

れ、 ;(;L，は慌てたが、担当の先生はすでに遠

く帰郷して居られ、私はなすすべもなく長

いその冬休み明けをじっと待つしかなかっ

た。

そうした落ち清かない冬休ではあったが、

私は在寮の仲間 3人と、もうこんな機会は

ご度とはあるまいと、広島の街の東北の)j

速くに守Jむ呉裟々山に登ることにした。

深山紅葉に片時雨

テント濡らして暮れてゆく

心無き身の111!lJ 

もののあわれを知lる頃苧
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皆で r.ll!男の歌」をIf財Hしながら登って

行った。大峰!l1より大分低いIIIではあった

が、!lJ1頁からの眺望は壮大で、北側には初

めて観る中同山脈のやまなみがあった。

来てなく i主なるやまなみを片〈のf皮ブJから

r'iの彼1jへと、静かに fl分のllJl.を転じて

いったとき、私は思わずはっとし、「これ

だ IJ と心の'1'で叫んだ。やまなみのはる

か西の彼方、私の視線の果てにただ φ つ小

さな白い雪山があって、折から灰色の雲間

を漏れた冬の薄防に、ほんの一瞬きらりと

輝いたのであった。

「よし/ 雪山のある北の悶へ行こう Jと

私はllll座に決心していた。就職はもちろん

卒業きえも危ぶまれる段階で、夜、は内分の

生きてゆくべき未来の世界を瞬時lこ受It容

れてしまったのである。自分でも信じられ

ない出米事だ、った。

幼少の頃から故里の冬の寒きを朕いっつ

けていた私が、中学生のI時、佐藤春夫の詩

f望郷五月歌Jと出逢い、漢学の先生の感化

を受けて以米5年間、南|司的な土地への憧

れを変わりなく抱きつづけていたはずなの

に、 瞬にして自分の生きてゆく世界を寒

い北の雪国へと変えてしまったものはいっ

たい何だったのだろうか?

私はそのl侍の高ぶった心の中を仲間の日If.

に才lち明けることもなく黙々と山を Fって

行った。

卒業式で卒業証書と「北海道に赴任を命

ず」という文部省砕令を同H与に受領できた

私は、わが身の好迷を思い運命のや11に感謝

した。

卒業式に続いてIUJ校式があり、午後には
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別離の会も開かれた。日Ij離の会ではうf仕方

も学生たちも、校歌や学生歌に次いで'!II 

男の歌」を歌い別れを惜しんだ。

私はすでに資生たちが帰省してしまった

寮に 10日余り残留し、 3月も半ば過ぎに

やっと郷里に戻った。

駅から家へ向かう i茸で、 1)(勤明けの兄と

一緒になり、初めて北海道行きが決まった

ことを知らせた。もうその時にはすでに旅

立ちの日程は決めていたのである。できる

だけ早〈北海道に着いてと考えていたか

ら、 3日後には兄たちに別れを背げた。

途中、もう 一度広島の終で 2日過ごし、

住み償れた街lこ別れを惜しんだ。その後、

友人・先殺を訪ねて人ー阪・奈良に立ち寄っ

て東京に向かった。東京でも中学l時代の友

人を頼って 1泊、友人は私のために 2日間

都内を案内してくれた。

夜の上野駅で、かねて約束していた学友

のY君と一緒になり青森へと向かった。 y

君も北海道の118.振に赴任するので途中まで

行を共にしようと約束していたのである。

当H守急行というものがなく鈍行の列車

だったから、上野から青森までほぼー昼夜

かかった。

翌日の夜、青森を出発した連絡船では、

私は限が冴えていつまでも 11民れなかった。

隣の席の Y設は乗船直後からずっと眠り

つづけていた。函館までずいぶん長い夜

た守ったように思う。

船酔いを避けるために、私は幾度も夜の

甲板に出て身を切るような寒J.. ¥Iこ身をl刺し

た。海はH音くてや'1も見えなかった。

東の空が僅かに白みはじめた頃、 Y"I'1;も
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甲板にトーがって来たので、 2人並んでじっ

と船の行く手を視つめていた。

やがて、まだ夜の明けきらぬ1jijjの光;の中

に、北海道の|培地がぼんやりと姿を見せは

じめた。空はどんより E曇っていた。陸地

では雪が降っているのだろうか?、眼を凝

らしていると次第に陸地の風崇は明瞭きを

増し、ついに深ぷかと雪を冠った山々が姿

を現わした。

その途端、突然耐のIIRから大粒の涙が溢

れ出した。私はその涙を拭おうともせず、

いよいよ明瞭さを増してゆく雪山を視つめ

たまま、わけもなく「米てよかった」と思っ

た。

これから自分の生きてゆく世界となるは

ずの、この北の大地がどのような所である

のかも知るはずもない段階で、あの渡島半

島の白い雪の山々をf，!，てそう思ったのであ

る。

芳三さと緊張で震えながらいつまでも立っ

ていた。

震えの止まらぬまま下船、つづいて早朝l

i主i館出発の札脱行きの列車に Y君と共に

乗り込んだ。

115 

列車のi並行に伴なって信、外の景色は輝き

を増してきた。どうやら空は晴れ波ってゆ

くらしかった。

}ンネルを抜けて大沼に近づくと駒ヶ岳

が姿を現した。秀麗な山手字、その駒の背の

あたりを朝防に輝かせている。白銀の輝き

である。こんなに白い、こんなに潔らかな

雪山があったのかと、感動しながら仰ぎ観

飽きることがなかった。

列車は駒ヶ岳の山麓を同り込むように、

速度を上げながら下って行き、史に噴火湾

沿いに北へ北へとjjI;んで行しやがて小さ

な駅に停車した。そこが夜、の赴任する町i

だった。

私は Y君と再会を約して別れホ』ムに

降りた。依然緊張で震えながら、たった今

列車てぬやって米た方角を振り返ると、先ほ

どまでとはすっかり姿を変えてしまった駒

ケ昔が、純白の雪の衣を早春の明るい陽光

に締かせながら、高〈大きく袋えていた。

弓葉もなく暫く観 tげていたその時、はる

かなやまなみの果てに観たあの日のあの小

さな白い雪山の輝きが、ふっと頭の中をよ

ぎっていった。
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