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『泥流地帯』『続泥流地帯』とは

　テーマは“なぜ人は苦難に遭うのか”

　まじめに一所懸命に生きているのに、なぜこんなひどい目

に遭うのか。答えの出ないこの大きな問いに、三浦綾子は真

正面から取り組んだ。十勝岳爆発により、死者・行方不明者は

144 名にのぼり、村は壊滅状態となった。田畑は硫黄にまみれ

だれもが復興をあきらめかけた。先が見えない困難に、人は抗

うすべを失い、立ち尽くす。

　それでも流木や石を拾って新しい土を入れ、田畑を蘇らせよ

うとする拓一の姿があった。だれもが無駄だと言う中で、土を

信じ、村を守ろうとする拓一に、希望の光が差し込む。

　苦難の答えは、あれから 90 年を経た上富良野町に受け継が

れ、人々の中に息づいている。

　きめ細かい取材による精緻な描写

　この作品は三浦綾子の作家活動全盛期ともいえる第Ⅱ期に生

まれた。多くの文献にあたっただけではなく、現地を歩き回り、

当時を知る人々から聞き取りをおこなった。涙を流しながらの

取材であった。爆発のときの泥流の描写は防災の教材になるほ

どに正確であり、季節と自然の情景は、北海道で生まれ育った

三浦綾子ならではの表現で彩られ、深く澄んでいる。

　最上級のエンターテインメント性

　稀代のストーリーテラーと呼ばれた三浦綾子が過剰な演出を

抑え、骨太にシンプルな構成で組み立てたこの物語は、純粋に

人々の感動を呼び起こす。拓一・耕作兄弟の男ぶりは、物語が

進むにつれて輝きが増し、祖父や母の言葉は深みをもたらし、

テーマを浮き彫りにする。福子と節子は社会の不条理を映し出

しながらも、拓一と耕作の生きる力となって物語を推し進める。

　史実を題材にしながらも、登場人物たちが生き生きと描かれ

お互いに関わり合いながら事件や困難を乗り越えていく姿が共

感を誘い、物語としての面白さに引き込まれる。重厚な内容を

扱いながら、読み終わった後に爽やかささえ感じてしまうのも

この作品の大きな特徴だろう。

　大正 15（1926）年の十勝岳大爆発を題材にした長編小説

　舞台は北海道上富良野町。活火山十勝岳の麓に広がる農村地

帯で開拓農家の人々は懸命に鍬をふるい、冬は出稼ぎをしなが

ら生きていた。そこに襲いかかった火山爆発という自然災害。

　三浦綾子は、農に生きる人々の姿を丁寧に描き、十勝岳連峰・

大雪山系の雄大な自然風景と、牙をむいた自然の猛威に翻弄さ

れる人々の、切なくも力強い歩みを映し出した。
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　『泥流地帯』

　◆単行本

　1977（昭和 52）年 3 月 25 日刊行

　（新潮社）　

　◆初出

　北海道新聞日曜版連載。

　（1976 年 1 月 4 日〜同 9 月 12 日）　

　連載開始時、三浦綾子は 53 歳。 

　長編小説としては 17 作目、本として刊行された小説作品と

しては 19 冊目。

　（うち、短編集 2 冊。『天北原野』は上下で 1 冊として数える）

　連載の挿絵は松田穣氏。

　◆文庫本

　1982（昭和 57）年 7 月 25 日刊行（新潮文庫）

　◆電子書籍

　2013（平成 25）年 1 月 25 日配信（小学館・三浦綾子電子全集）

　※以上のほか、全集・作品集・選集にも収録されている。

　『続泥流地帯』

　◆単行本

　1979（昭和 54）年 4 月 15 日刊行

　（新潮社）　

　◆初出

　北海道新聞日曜版連載。

　（1978 年 2 月 26 日〜同 11 月 12 日）　

　連載開始時、三浦綾子は 55 歳。

　長編小説としては 19 作目、本として刊行された小説作品と

しては 22 冊目。

　（うち、短編集 3 冊。『天北原野』は上下で 1 冊として数える）

　連載の挿絵は松田穣氏。

　◆文庫本

　1982（昭和 57）年 8 月 25 日刊行（新潮文庫）

　解説は佐古純一郎氏。

　◆電子書籍

　2013（平成 25）年 1 月 25 日配信（小学館・三浦綾子電子全集）

　※以上のほか、全集・作品集・選集にも収録されている。

【 作品の書誌 】
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　【 あらすじ 】

　北海道上富良野の開拓農家の兄弟、石村拓一と耕作は幼くし

て父を喪い、髪結いの修行に行った母と離れて、祖父母姉妹と

暮らしていた。拓一は、父親の借金のために深雪楼に身売りさ

せられた曽山福子への愛を胸に農民として逞しく成長し、弟の

耕作は貧しさのために中学への進学をあきらめ小学校の代用教

員になる。しかし大正 15 年 5 月 24 日、十勝岳の大爆発によっ

て発生した泥流はふもとの村を襲い、すべてを飲み込んで祖父

母や姉妹らの命も奪う。「まじめに生きてもこんなむごたらし

い死に方をするなら生きることは馬鹿くさいではないか」と問

う耕作に、拓一は、「おれはな耕作、あのまま泥流の中でおれ

が死んだとしても、馬鹿臭かったとは思わんぞ。もう一度生ま

れ変ったとしても、おれはやっぱりまじめに生きるつもりだぞ」

と答える。

　被災後石村家は最も被害の大きかった稲作地帯に転居する。

田を埋め尽くした硫黄を含む大量の泥と流木、復興反対派の暗

躍に復興は困難を極めるが、帰郷した母佐枝の祈りにも支えら

れ、拓一は吉田貞次郎村長らと共に復興に尽力する。他方泥流

で教え子を喪った耕作は苦難の意味を見いだせず苦しむが、な

つかしいものが子供たちの心を支えるのだと気づいてゆく。深

雪楼を経営する因業な父親を持つゆえに自らの生れを嫌悪しつ

つも、耕作を愛し助産婦を志した深城節子は、遂に実った稲に

拓一らが鎌を入れる朝、福子を深雪楼から脱出させ旭川行きの

汽車に乗せる。

（写真提供　佐川泰正氏）
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　【 章立て 】　

　◆　山合の秋

　◆　雪の道

　◆　矢車

　◆　日追鳥

　◆　氷柱

　◆　土俵

　◆　足長蜘蛛

　◆　桜吹雪

　◆　雪間

　◆　轟音

　◆　煙

　『泥流地帯』

大正 6（1917）年 10 月　拓一 6 年　耕作 3 年　富 15 歳　良子 6 歳
　　山ぶどう採りで、耕作、石を投げつけ、節子の額に当たってけがを負わせる
大正 9（1920）年 12 月　拓一家業　耕作 6 年
　　耕作、旭川中学を受験し合格する　耕作、節子と再会する　耕作、富と武井の会話を聞いてしまう
大正 10（1921）年 5 月　耕作高等科 1 年
　　耕作、旭川中学の入学をあきらめ、高等科に進む　佐枝、病気になる　
大正 10（1921）年 8 月　耕作高等科 1 年　佐枝、函館に移る　耕作ら、菊川先生の結婚祝いをする　
　　福子、深城へ売られる　富、武井へ嫁入り　拓一、巻造を殴る
大正 11（1922）年 1 月　耕作高等科 1 年　拓一と耕作、富の家に遊びに行く　耕作、豆腐屋を手伝う
　　耕作、豆腐屋で福子と節子に再会する　拓一と耕作、母に会いに行くが雪崩で引き返す　キワ、倒れる
大正 11（1922）年 4 月　耕作高等科 2 年　耕作、級長選挙で最多票を得るも再投票で副級長となる
　　福子、神社の祭礼の山車で踊る　拓一、角力で勝つ　耕作、校長から教員を勧められる　風呂を新調する
大正 11（1922）年秋　耕作高等科 2 年　馬の青、死ぬ　耕作、福子の衣類を預かり届ける　
　　耕作、拓一が金を貯めていることを福子に話す　福子、死にたいと言う
大正 14（1925）年 5 月　耕作、小学校の代用教員 3 年目　拓一と国男、徴兵検査甲種合格
　　節子、耕作に告白する　節子、家出する　富、硫黄鉱業所で働く　富と武井、遊びに来る
大正 14（1925）年 12 月　国男、入隊する　餅つき　
大正 15（1926）年 4 月　福子、巻造の体調悪化で一時家に帰る　福子、耕作に節子の帰郷を知らせる
大正 15（1926）年 5 月　部屋を建て増す　佐枝、手紙で帰郷を知らせる　
　　十勝岳、爆発し大災害となる　耕作、福子を助ける
　　市三郎、キワ、良子、死亡する　拓一、一時不明となるが生還する　富、死亡する
　　耕作、節子と再会する　
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　【 章立て 】

　◆　村葬

　◆　移転

　◆　火柱

　◆　雲間

　◆　同志

　◆　日めくり

　◆　煮こごり

　◆　蕗のとう

　◆　深山峠
　◆　雞

とり

の声

　◆　新秋
　◆　汽笛

『続泥流地帯』

大正 15（1926）年 7 月　耕作、小学校の代用教員 4 年目　佐枝、帰着する
　　高等小学校で村葬がとりおこなわれる　耕作ら、修平の納屋を借りて住む
　　耕作ら、三重団体の山根が残した家を借りて住む　節子と花井、佐枝に髪を結ってもらう
　　耕作、花井から金一の福子への気持ちを聞かされる　耕作ら、菊川先生に会いに行く
大正 15（1926）年 8 月　耕作、無気力になるが、少し持ち直す　吉田てい、文集を耕作らに見せる
　　十勝岳、再び爆発する　深城、村長の不正疑惑を持ち込む
大正 15（1926）年 11 月　復興反対の村民大会が開かれる　耕作、拓一、節子、花井、大会に参加する
　　拓一、大会で意見を述べる　節子、耕作に自分の心のうちを話す
　　拓一、新しい馬を買う　耕作、佐枝の祈りを知る　深城、大会のことで拓一に言いがかりをつける
　　福子、休みで石村家に泊まり、金一からの求婚を打ち明ける　吉田村長、泥棒村長と連呼される　
昭和 2（1927）年 1 月　節子、宿直の耕作を訪ねる　国男、休暇で石村家に泊まる
　　ハツ（節子の継母）、深城から追い出される　
昭和 2（1927）年 2 月　節子、ハツと共に旭川に移り住む　節子、向井病院で働く

昭和 2（1927）年 3 月　吉田村長、投石を受ける　耕作、4 月から 6 年を受け持つ
　　福子、金一との結婚をやめる　水谷甚四郎、綴り方「十勝岳爆発」　耕作、節子に旭川に会いに行く
昭和 2（1927）年 5 月　耕作、生徒を連れて深山峠へ遠足に行く
昭和 2（1927）年 5 月　災害 1 周年合同慰霊祭が開催される　拓一、災害後初めて田んぼに種を蒔く
　　初めての種、芽を出すも根付かず　耕作、暴漢に絡まれ、助けに入った拓一が怪我を負い入院する
　　節子、深城に福子の解放を訴える　節子、福子と拓一に結婚を促す
昭和 2（1927）年 9 月　拓一、退院する　拓一、後遺症が残る　
昭和 3（1928）年 10 月　耕作、教師検定試験に合格する　節子、看護婦資格を取得する　稲が根付く
　　武井、再婚して歌志内に移る　国男、旭川の荒物問屋に勤める　節子、福子を深雪楼から連れ出す



　【 作品のキーワード・使用語句・タグ 】

＜地名・地方＞

北海道、十勝岳、上富良野、美瑛、白金、富良野、旭川、札幌、

三重、望岳台、函館、芦
あし

別
べつ

岳、神
か む い

居古
こ た ん

潭、石狩川、中富良野、

幾
いく

寅
とら

、福島、山陰地方、日本三景、宮島、足尾銅山、上
かみ

川
かわ

、空
そら

知
ち

、帯広、士
し

幌
ほろ

、熱海の海岸、狩勝峠、すすきの、南米、横浜、

アモイ、ペルー、大菩薩峠、大雪山、

＜舞台・スポット・施設＞

エゾ松林、共同墓地、野天の焼場、農村、市街、日進部落、佐

川部落、沢、上富良野尋常小学校、豆腐屋、深雪楼、上富良野

神社、硫黄鉱業所、白金温泉、旭川中学、花井菓子屋、旭川駅、

火葬場、拓銀支店、裏山、噴火口、カジカの沢の部落、山藤病院、

水田地帯、明憲寺、駅前の十字街、山加事務所、山加部落、飯

場、吹上温泉、農事試験場、清水の沢、上富良野尋常高等小学校、

日進尋常小学校、深山峠、吉田雑貨屋、糸屋銀行、劇場三共座、

豆腐屋食堂、東京楼、中島遊郭、向井病院、常盤公園、外科病院、

＜歴史・階層＞

開拓、入植、村長、地主、小作、百姓、三重団体、

＜農業＞

えんどう畠、馬そり、鈴の音、手綱、馬車、納屋、馬小屋、馬糞、
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鋤、鍬、叺
かます

、屋根裏、梯子、藁、薪、肥桶、柄杓、仔馬、エン麦、

藁の匂い、スコップ、曲り尺、鉄瓶、金ダライ、煙突、ちり取

り、竹箒、籠、石鹸、鶏小屋、ザル、秣
まぐさ

、木
こ

挽
び

き、鉋
かんな

、フォーク、

堆肥、ブラシ、黒土、小麦、えんどう豆、枯れ草、枯れ木、新芽、

南瓜、轍、筵、にお、麦わら帽、殻竿、草刈鎌、灌漑溝、熊手、

焚き火、野良着、菊芋、プラオ、菜種、屎尿、溜池、腐熟、客土、

馬（青、栗毛、鹿毛、葦毛、ペルシュロン、ノルマン）、厩
ま

栓
せん

棒
ぼう

、がっく、糧
りょう

秣
まつ

、消石灰、播
は

種
しゅ

、種籾
もみ

、直
ちょくはん

播器、耕
こう

耘
うん

、しめ粕、

鰊粕、代
しろ

掻
か

き、魚
び く

籠、案
か か し

山子、軍手、砂糖大根、

＜商業・職＞

蹄鉄屋、旅館、料理屋、料亭、芸者、酌婦、雑穀屋、床屋、柾

屋、農機具店、糀屋、風呂屋、志ちや、馬具屋、雑貨屋、飲食

店、菓子屋、時計屋、写真屋、呉服屋、うどん屋、薬屋、出店、

射的屋、綿飴屋、アイスクリーム屋、氷水屋、炊事婦、通い帳、

大福帳、ラッパ、鉱夫、馬喰、おやき屋、看護婦、産婆、大工、

電気屋、茶店、判屋、看板屋、時計の職人、人力車屋、

＜自然・風景・自然現象＞

狐火、被災、復興、山津波、硫黄、融雪、噴煙、雪原、月光、影、

日の出、陽炎、畔、田んぼ、湧き水、池、夕日、あかね雲、なだれ、

山鳴り、吹雪、一番星、霜、氷、地震、雨雲、遠雷、火柱、南風、

爆発、熔岩、泥流、泥水、流木、泥海、亜硫酸ガス、根雪、粉雪、

牡丹雪、金星、ザラメ雪、朝霧
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＜植物＞

落葉松、白樺、蕗のとう、青い忘れな草、ナナカマド、ウルシ、

山ぶどう、ガンピ、鳳仙花、葵、コスモス、つりばな、桂、苔、蕗、

ダリヤ、桜、熊笹、よもぎ、サフラン、ツツジ、水仙、ニレ、柏、

トド松、猫柳、チューリップ、雪柳、フクベラ、杏、這
はい

松
まつ

、エ

ゾ松、ポプラ、エゾ菊、枝垂れ柳、こぶし、エゾエンゴサク、

山桜、リンゴ、

＜鳥＞

三光鳥、ひばり、郭公、カラス、鳶、鶯、鶏、啄
き つ つ き

木鳥、雀、カケス、

＜魚＞

イワナ、ヤマベ、鯉、金魚、鰊、

＜動物・虫＞

熊、狐、トンボ、蛙、蜂、蝶々、

＜インフラ・交通・組織・公共・行政＞

汽車、線路、電灯、手旗、信号手、トンネル、吊橋、機関車、

郵便配達、電報、電信柱、電話機、警察、捜索願、遺体収容所、

救助、消防団、青年団、避難、検視、安置、線路工手、保線係、

赤十字社救護班、旭川医師会救護隊、旭川市役所吏員、新聞記

者、救護用払下品、配給、浚
しゅんせつ

渫作業、救世軍、義捐金、見舞金、

郵便局、ポスト、出
で

面
づら

賃
ちん

、営林区署、復興反対期成会、慰問袋、

生業資金、村会議員、税金、村債、上富良野信用組合、上富良

野起債反対同盟会、七師団、年期証文、官費、苦
くーりー

力、イギリス

軍艦、公使、暗
あんきょ

渠造り、交番、自動車、ガソリン、石炭

＜季節・年中行事＞

正月、雪合戦、盆踊り、お盆休み、麦焼き、花火、浴衣、氷柱、

お年玉、雪かき、角力、山車、四十七士、餅つき、クリスマス、

松飾り、忠臣蔵、

＜生活・家財・生活雑貨・嗜好品＞

土間、四斗瓶、柄杓、草履、板の間、鉄鍋、小皿、石油ランプ、

提灯、薪、家伝薬、きせる、刻みタバコ、カンテラ、文房具、

こたつ、薪ストーブ、お守り、宝物、人形、こけし、新聞、水

鉄砲、ステッキ、花札、鯉のぼり、矢車、提灯、障子、火のし、

どんぶり、ちゃぶ台、ミカン箱、位牌、襦袢、角かくし、徳利、

湯呑、火ばさみ、荒壁、茶碗、皿、行李、軒先、湯タンポ、ガ

ラス戸、水槽、新聞紙、大瓶、いろはがるた、小鍋、ゼンマイ

仕掛けの人形、油紙、ダルマストーブ、ゴールデンバット、の

れん、裸電球、かまど、紙風船、棺、割箸、お盆、三宝、賽銭、

一斗袋、笛、太鼓、三味線、幔幕、幟
のぼり

、土俵、萱葺屋根、判、

お手玉、湯槽
ぶね

、床の間、文机、博多人形、蛍籠、本棚、カーテン、

味噌樽、自転車、鏝
こて

、雑誌キング、三平皿、トッカピン、キセル、
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蒸
せい

籠
ろう

、臼、きね、のし台、のし棒、鉄瓶、急須、羽目板、写真、

雨具、箱火鉢、安全灯、ボート、大八車、机、風呂桶、担架、

線香、高張提灯、紙花、柩、マッチ、硯、筆、墨、骨箱、金庫、

鶴嘴、白蓮の造花、四華、ローソク、布団、毛布、綿ネルの反物、

さらし木綿、タオル、鉄鍋、釜、肉鍋、セト引コップ、セト引

鍋、セト引洋鍋、七輪、バケツ、小皿、洗面器、鍋蓋、ヤカン、

筵
むしろ

、押入、懐中時計、盆、湯のみ、井戸ざらい、ポンプ、重箱、

目覚まし時計、鏡、針箱、布巾、雑巾、古雑誌、パッチ（メン

コ）、奴凧、井戸、釣瓶、金巾、木炭、座布団、出刃包丁、電灯、

鋸
のこぎり

、風船、アスピリン、かんじき、切
きり

炬
ご た つ

燵、棍
こん

棒
ぼう

、ソバ殻の枕、

日本刀、標札、ドス、銚子、

＜生活＞

手紙、便箋、通勤時間、月賦、中古、給料袋、書き置き、間借り、

家賃、

＜着物・ファッション・身につける物＞

頬かむり、煙草入れ、晴れ着、マント、もんぺ、手ぬぐい、地

下足袋、下駄、半纏、木綿の着物、ハイカラ髪、銘仙の羽織、化粧、

袂、財布、前垂れ、巾着、袴、つまご、帆前掛、角巻、雪下駄、

澱粉靴、毛糸のショール、絣
かすり

の着物、メリヤスのシャツ、メリ

ヤスの股
もも

引
ひき

、ネルの襟まき、トンビ、懐中時計、メリンスの帯、

白装束、上下、手古舞、花傘、ひょっとこの面、お多福の面、

豆絞り、褌
まわし

、ポマード、矢
やがすり

絣銘仙、レートクリーム、ニッカー

ズボン、編上靴、背広、絹のマフラー、長靴、割烹着、ゲート

ル、乗馬ズボン、フロックコート、作業服、ゴム靴、富士絹の

ハンカチ、ランニングシャツ、赤いリボン、エプロン、友禅モス、

染ガスリ、草履、カーキー色の軍隊オーバー、駒下駄、ポケット、

＜食べ物・食材・薬＞

そばがき、砂糖、醤油、人参、ごぼう、えん豆、五目飯、にら、

焼酎、麦粉、酢、麦飯、天ぷらかまぼこ、米、馬鈴薯、稲きび、

生味噌、大根、唐黍、なすび、味瓜、胡瓜、新薯、サイダー、

ビスケット、塩センベイ、コンニャク、豆腐、油揚げの煮つけ、

スケソー鱈の煮つけ、大根の酢の物、豆腐と人参の白あえ、赤

飯、中白の砂糖、みかん、餅、醤油、駄菓子、飴玉、オカラ、

干芋、握り飯、漬物、豆腐の粕汁、卵、番茶、納豆、ニンニク

味噌、鍋焼うどん、団子、饅頭、綿飴、アイスクリーム、氷水、

スープ、バター、チーズ、強
こわ

飯
めし

、栗饅頭、桃山、ニンニク酒、

カリント、あん、黒豆、ゴマ、酒、するめ、金つば、神酒、胡

瓜の浅漬け、胡麻塩、桜肉、ガンモ、さや豆、味噌汁、きび団子、

湯豆腐、生卵、奈良漬け、カレイの煮付、大島まんじゅう、鹿

の子、豚肉のすき焼き、凍り豆腐、長ねぎ、焼ふ、玉ねぎ、白滝、

アンパン、羊羹、親子どんぶり、茶飯、茶碗むし、キンピラゴ

ボウ、大根と人参の膾
なます

、カスベの煮魚、寒天、煮こごり、ひら

き鰊、しら子、数の子、そば粉、筍
たけのこ

、蕗、わらび、牛飯、ビール、

バナナ、キャラメル、するめ、刺身、
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＜家庭・慶弔＞

家族、命、恋愛、受験勉強、結婚、嫁入り、花婿、仲人、見合、

結納、通夜、葬式、野辺の送り、焼香、読経、遺骨、弔辞、遺族、

引越、命日、忌日、

＜学校＞

複式授業、九九、教育勅語、級長、校庭、弁当、合格発表、卒業式、

入学式、展覧会、制服、帽子、風呂敷、詰襟、教室、研究授業、チョー

ク、宿題、遅刻、掃除当番、居眠り、教科書、教卓、鞭、鉛筆、

九九、計算、応用問題、鶴亀算、植木算、代数、校長、視学、

箒、バケツ、雑巾、窓、黒板、始業式、字引、級長選挙、西洋紙、

綴り方、国語読本、学芸会、夏休み、鬼ごっこ、縄跳び、筆入

れ、舌切り雀、職員室、宿直、代用教員、始業の鐘、渡り廊下、

学籍簿、児童詩、放課後、習字、孝行、オルガン、図画、写生、

検定試験、臨時休校、模造紙、柱時計、茣
ご

蓙
ざ

、準備体操、朗読、

暗唱、天皇、文集、ガリ版刷り、小冊子、感想文、行事予定表、

タングステン線の電球、唱歌、世界地図、看護当番、赤いたす

き、講壇、屋内運動場、金文字、赤インク、インク壺、運動会、

裁縫教室、反省会、慰労会、父兄、裁ち板、歓送迎会、

＜歌＞

「青葉茂れる桜井の」「故郷の空（夕空はれて）」「四季の雨（降

るとも見えじ）」「旅愁（更け行く秋の夜）」「さいなら三角、ま

た来て四角」「雨降りお月さん」「うるわしき朝も」「きよしこ

の夜」「ラッパ節」「さいじょう山は霧ふかし」「にわかにどよ

む人の声」「卯の花のにおう垣根に」「春が来た」「盃に映る灯

りを呑みほして」「三島女郎衆はノーエ」

＜子どもの遊び＞

「坊さん坊さん」、けんけん飛び、輪っぱまわし、じゃんけん、ガッ

キ（竹返し遊び）、お手玉、あやとり、鬼ごっこ、「花いちもんめ」、

相撲、テクサ、

＜言葉の表現＞

ばくる（交換する）

足ばごねる

＜社会・社会問題・時勢＞

冬山造材、バクチ、出稼ぎ、反対運動、暴漢、暴力、第一次大

戦、豆景気、徴兵検査、甲種合格、坊主頭、苦難、いじめ、格

差、酒乱、貧乏、分際、後家、白首、賭博、博打、侠客、監獄、

抵当、借金、高利貸し、禁酒、不正、罹災者、償還不能、失脚、

銀行閉鎖、預金の支払停止、倒産、大正から昭和へ、投げこみ

寺、駈けこみ寺、治外法権、リンチ、御用女郎部屋、北海道開拓、

マリアルーズ号事件、明治、虐待、領海、奴隷売買、ロシヤ皇

帝、芸娼妓解放令、牛太郎、ごろつき、公娼廃止、鰊御殿、投石、

デマ、屋敷林の造成、社会主義、矯風会、
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＜病気・治療＞

怪我、うちみ、はれもの、急性肺炎、腹痛、淋病、肋膜、カリエス、

中風、凍傷、卵の油、ホータイ、風邪、目まい、結核、瘰
るい

癧
れき

、危篤、

白布、三角巾、トラホーム、怪我、鼻血、ベッド、注射、副木、

松葉杖、変型治癒、治療費、

＜感情・性質＞

臆病、憤り、悲しみ、屈辱感、嫉妬、意地悪、羨ましい、尊敬、

真面目、清冽、激情的、やさしい、清らか、短
たん

腹
ぱら

、へそ曲り、

不器用、

＜精神・哲学・宗教＞

命、犠牲、出家、在家、坊さん、宣教師、教会、水ごり、勤勉、

僧、牧師、祈り、聖書、論語、ヤソ、黙禱、讃美歌、約百記（ヨ

ブ記）、

＜人名＞

石川理紀之助、二宮金次郎、小林八百蔵、村上浪六、吉川英治、

中村武羅夫、山中鹿之介、貫一とお宮、佐野文子、

＜書名＞

（雑誌）「赤い鳥「婦女界」「苦楽」

（ほか）早稲田の中学講義録、

＜ことわざ・おとぎ話＞

「サルカニ合戦」
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【 取材の様子など 】

　十勝岳にて取材 　十勝岳にて取材 右は光世

　十勝岳にて取材

　聞き取りによる取材 　創作ノートより

　新調した風呂の図が描かれている

『泥流地帯』文学碑

上富良野町
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　【 登場人物 】

　◆　石村家

　石村 耕
こう

作
さく

　石村 拓
たく

一
いち

（兄）

　石村（武井） 富
とみ

（姉）

　石村 良
りょうこ

子（妹）

　石村 市
いち

三
さぶ

郎
ろう

（祖父）

　石村 キワ（祖母）

　石村 義
ぎ

平
へい

（父）

　石村 佐
さ

枝
え

（母）

小学校へ入る前からの本好き。村一番
の秀才だが、貧乏故に中学進学を断念。
小学校教師に。まじめな兄の災害復興
の姿に疑念を持つが、教え子から「生
きている」ことへの「感謝」を学び、
母佐枝から苦難の意味を説かれ、兄と
ともに復興に取り組む。

一家の大黒柱。頑丈な体格。気持ちが
一途。開拓の苦労を見て育つ。8 歳で
父を亡くし、出稼ぎで母もいず、祖父
市三郎から人としての生き方を学び成
長。ゆるぎない精神力で災害の苦難に
立ち向かい、復興を果たす。

一家を支える働き頭の一人。耕作の進
学のため、恋人武井隆司との結婚が先
に延ばされそうになるが、耕作の断念
で結ばれる。しかし、嫁ぎ先では苦難
の連続。

11 歳になったとき、祖母キワが病に
倒れ、食事の仕度、洗物、縫い物など
で手伝う。

福島から入植した開拓者。知恵者で部
落から信頼される存在。命のこと、百
姓のこと、金のこと、勉強のことなど、
何が大事かを周りの者に諭していく。
その「正しく生きる」という教えが、
拓一や耕作へと継がれ、「生きる、を
つなぐ」こととなっていく。

父母のいない拓一ら 4 人の子供の母代
り。優しくしっかり者。

結婚後 32 歳で死去

夫の死去後、農家に耐えられない身体
を理由に札幌へ髪結いの修行に。肋膜
を患い、函館などで療養中に聖書にで
あう。災害後家族のもとへ。両親と 2
人の子供を失った悲しみに耐え、復興
の苦難に困惑、葛藤する拓一・耕作や
福子などに「苦難を試練と受け止める」
ことを説く。
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　◆　石村家　親戚

　武井 隆
た か し

司（義兄）
　武井 シン

　石村 修平（叔父）

　石村 ソメノ（叔母）　
　石村 貞吾（従弟）　
　石村 加奈江（従妹）　

　◆　ほか

　曾山 巻造

　曾山 サツ

富の夫　硫黄鉱業所に勤める
隆司の母

死んだ義平の弟。気に食わないことが
あるとすぐに怒鳴る。耕作の中学進学
に「百姓の子に学問は要らんぞ。お前
が中学をやめてほっとしたわい」と。
また、拓一らに「国の考えをひっくり
返すのは社会主義者だ」と猛反発する。

修平の妻、雪やけした頬
修平の息子　耕作の 1 歳下
修平の娘

頭の低い気弱な男だが、酒乱で博打狂
い。深城の賭博場で深城に多額の借金
を負い娘福子を売ることに。拓一・耕
作の猛抗議にも、「自分の娘を売って
何が悪い」と。

巻造の妻

　曾山 国男

　曾山 福子
　（小菊）

　曾山 鈴代

　深城 鎌治

拓一と大の仲良しで、2 人とも喧嘩が
強い。父が仕事をしなく、福子も売ら
れた苦しい生活の中で、徴兵される。
拓一・耕作がめざす復興に困惑するも
のの、その真剣さに引かれ協力をする。

優しくて、親思い。酒乱の父の暴力に
も耐える。小学生の時から耕作に好意
を寄せる。15 歳で、芸者として売ら
れるも「心だけは腐らせない」と必死
に生きる。災害の泥流に呑み込まれる
も耕作に助けられる。その 4 年後には、
節子らの協力で深雪楼からも救出され
人生の復興がなる。深雪楼では「小菊」。

国男・福子の妹　体が弱い

市街で飲食店をしは芸者を置き客を取
らせる。福子も 15 歳から 6 年間働か
せられる。その傍ら金貸し、賭博場な
ども。災害では誰よりも大儲け。吉田
村長の復興にもあらゆる手段で対抗。
しかし、福子を助けようとする娘節子
に家を出られ、福子にも逃げられる。
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　深城 金一

　深城 節子

　　　 ハツ

　柄沢 与吉
　田谷 仙太
　甚助
　菊川 政雄

鎌治の息子。父には抗えず。福子に結
婚を申し込むが断られる。

鎌治の娘。耕作の 1 歳上。父の継母ハ
ツに育てられる。深城の娘とは思えぬ
清冽で激情的。だが思いやりもある。
父と山に葡萄取りに行ったとき耕作が
投げた石で額に傷を負うが、それが
きっかけで耕作を好きになる。父の生
きかたに疑念を持ち、福子を芸者から
救い出す。自らも「深城の娘」から抜
け出し人生の再生を図る。

遊女から深城の妻に。色白の、柔和な
女性。夫に従順に尽くす。だが、再び
夫が新しい女を家に引き入れたため、
節子と 2 人で家出。

小作農　日進部落　奉公人 3 人
田谷のおど　柄沢与吉の奉公人
柄沢与吉の奉公人
日進の沢の分教場の先生。農家の子供
たちに寄り添い、勉強もみんなが覚え
るまで教える。生徒の気持ちを大切に
する。災害では教え子 11 人を失う。

　菊川 厚子
　松井 二郎
　進
　井上 権太
　井上 吉太
　　　 祖父
　益垣 先生
　若浜
　若浜の妹
　春浦
　小永谷
　視学
　校長
　お津多さん
　婦人宣教師
　豆腐屋の主人
　豆腐屋のお内儀
　飛沢先生
　ネエヤ
　花井澄子
　生田神主
　金子庫三
　大野屋の勘弥
　登喜和のお伝
　ひさご亭の小万

菊川先生の妻
耕作の同級生　佐川部落
耕作の 3 歳下　田虫のある顔
石村家の隣家
権太の弟
権太の祖父　中風
高等科の教師　道庁官員の息子
耕作の同級生　級長
耕作の教え子
耕作の同級生
耕作の同級生
研究授業で参観　白髪
耕作に教師の道を勧める
佐枝の居候先
佐枝の居候先　オーストラリア人

村の医者

女教師　拓一と同い年　耕作の同僚

芸者
芸者
芸者
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　荒木川

　吉田 貞次郎
　※『泥流地帯』では
　　　貞二郎

　吉田 てい
　吉田 弥生
　坂森 五郎
　坂森 四郎
　牛崎 友雄
　スギちゃん
　原田先生
　あごひげの老人
　高原夫婦
　司会者
　北崎 巽
　山根 東太郎
　山根 立治
　船引 武
　浦多

拓一の角力相手

十勝岳大爆発時の村長。村葬で村の再
興を訴え、「石にかじりついても」と
決意する。耕作・拓一ら多くの者が共
鳴するが、反対派の活動もエスカレー
トし暴力行為も頻繁に。食事はいつも
麦飯に味噌汁、質素な生活で、与える
ことのできるものはすべて寄贈した。

貞次郎の娘
貞次郎の娘
耕作の教え子
五郎の兄　豆腐を買いに来た子
耕作の教え子
耕作の教え子
耕作の同僚
市三郎、良子の葬式
拓一を助ける
村葬司会者
上
かみ

川
かわ

支庁長
災害後の家を耕作らに貸す
東太郎の子
綴り方「生き残って」
上富良野起債反対同盟会

　北橋
　上之井
　勝つぁん
　安さん
　根木田
　地元の弁士
　旭川の弁士
　最後の弁士
　呉服屋のおかみ
　大室
　笠巻
　奥田町長
　沼崎 重平

　下出 吉三
　旗 義夫
　水谷 甚四郎

　松坂 愛之助
　　　 父
　和田 松右ェ門
　馬上先生
　土野 精吉
　鮫

さめ

井 十治
　四季堂

上富良野起債反対同盟会
上富良野起債反対同盟会
豆腐屋食堂の客
豆腐屋食堂の客
上富良野起債反対同盟会会長
上富良野起債反対同盟会 村民大会
上富良野起債反対同盟会 村民大会
上富良野起債反対同盟会 村民大会
佐枝が仕立てを手伝う
小学校の用務員
軍隊で国男と同じ班
旭川の中島遊郭設置に反対
美瑛の開拓医　向井病院院長
美馬牛駅の開設に尽力
耕作の教え子
耕作の教え子
耕作の教え子　

「十勝岳の爆発」を書く
耕作の教え子
愛之助の父　運動会の反省会
青年団長
耕作の同僚教師
耕作の教え子
耕作の教え子
農具屋　運動会の反省会
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　【 印象的なフレーズ 】　※「　」は章　続は『続泥流地帯』

　◆　深城さん、水呑み百姓でも、小作でも、人間には変りは
あんめえ。

（「山合の秋」五　　市三郎）

　◆　顔の傷と、心の傷と、どっちが大事か、あんたは知らん
のかの。

（「山合の秋」五　　市三郎）

　◆　しかしなあ拓一、警察がしょっぴいて行けるのは、目に
見える者だけよ。心の中の傷は、人間には計れねえもんだ。

（「山合の秋」六　　市三郎）

　◆　人間の偉さはな、物をどれだけ持ってるかということで
は決まらん。

（「山合の秋」六　　市三郎）

　◆　問題は、目に見えるものが問題じゃねえ。目に見えない
ものが大切じゃ。

（「山合の秋」六　　市三郎）

　◆　だども柿の種には命があるべ。おがれば木になってまた
実がなるべ。

（「山合の秋」六　　市三郎）

　◆　頑張って勉強し給えよ。人間の一番の勉強は、困難を乗
り越えることだ。

（「矢車」五　　視学）

　◆　耕ちゃん、わかってもわからんくても、することだけは
するべ。

（「矢車」六　　井上権太）

　◆　だけどねえ、家の父ちゃんは、叱られるからするとか、
叱られないからしないというのは、ダメだって、いつも言うか
らね。

（「矢車」六　　井上権太・父の言葉）

　◆　いつの間にか、耕作の心の中には、よりほめられたい思
いが渦巻くようになった。ほめられたいと思うことは、また叱
られまいとすることであり、誰にも指をさされまいとすること
でもあった。叱られるということは、いつもほめられている耕
作には、耐えがたい恥ずかしさであった。それが今、権太に言
われて、はじめて自分のどこかがまちがっていることに気がつ
いたのだ。

（「矢車」六　　地の文）

　◆　人間もカラスを見習えってな。物事を明るく考えたり、
明るい光りを求めて生きて行けってな。

（「日追鳥」一　　拓一・菊川先生の言葉）
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　◆　耕作、お前、誰のために勉強しているんだ？
（「日追鳥」三　　菊川先生）

　◆　勉強は義務だ。義務というのはただしい務めということ
だ。人に役立つためにすべきことなのだ。誰がどうであっても、
やるべきことはやらなきゃならん。

（「日追鳥」三　　菊川先生）

　◆　なるほど、と耕作は思った。なぜ自分が権太のことを、
堂々と言ってやれなかったのか、憤慨する前に、弁護してやれ
なかったのか、とはじめて自分を顧みることができた。自分の
どこかに、卑怯なものがひそんでいるような気がした。

（「日追鳥」三　　地の文）

　◆　みんななあ、一日でも、なきゃあ困るものは、何か知っ
てるか。食べ物だなあ。役所は三日休んでもかまわんが、食べ
物は三日なけりゃ困るべ。食べ物は命を養うもんだからな。（略）
　その大事なものを作っているのが、農家だ。一番大事な仕事
をしてるんだ。一番大事な仕事をしていて、貧乏な小作が多い。
これはなあ、小作の責任じゃない。世の中みんなの責任だ。お
前たち、胸を張れ。日本国中の農家が、つくった物を売らんかっ
たら、困るのは農家を馬鹿にしている奴らだ。

（「日追鳥」三　　菊川先生）

　◆　キワ、百姓はな、金儲けじゃねえぞ。
（「日追鳥」四　　市三郎）

　◆　拓一は外に出て、思い切り泣いた。母を罵られた口惜し
さ、福子の哀れさ、巻造への憎しみ、そして何者へとも知れぬ
いらだち、それらが拓一の胸を、張り裂けんばかりにしていた
のだ。

（「日追鳥」六　　地の文）

　◆　巻造を打ち負かした拓一が、なぜ泣くのか、耕作にはわ
からなかった。拓一の悲しみを知るには、耕作はまだ年が若かっ
た。

（「日追鳥」六　　地の文）

　◆　人のしていることは、楽に見えるもんだ。
（「氷柱」三　　市三郎）

　◆　いいの、耕ちゃん。耕ちゃんにいいことが来れば、わた
しはそれでいいの。

（「氷柱」三　　福子）

　◆　でもさ、小父さん。わたし父さんは、本当に嫌い！　大っ
きらい！　父さんって、金のある人間にはぺこぺこして、金の
ない人を虫けらみたいに見るの。

（「氷柱」四　　節子）
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　◆　だって、うちの父さんに石を投げつけることのできる
人って、大人だっていないわよ。うちの父さんに叱られたら、
しょぼんとうなだれてる大人ばっかりよ。わたしまだ四年生
だったけど、石を投げつけた子、偉いなあって、時々思ったも
のよ。

（「氷柱」四　　節子）

　◆　わたしのお嫁のもらい手がなかったら、もらってやるっ
て言ったの、覚えてる？（略）
　覚えてたらそれでいいわ。忘れないでね。（略）
　まあ、五尺三分よ。わたしより高いのね。いつのまにわたし
より大きくなったの。

（「氷柱」四　　節子）

　◆　ああいいとも。学校の勉強より大事なものが、人間には
あっからな。

（「氷柱」六　　市三郎）

　◆　修平、お前、誰に似てそんな考えになったもんだかな。
人間はなあ、金がかかるから価がないとか、金を稼ぐから価が
あるとか、言えるもんじゃねえぞ。金を儲けることが偉いんな
ら、百姓はみんな駄目な奴ということになるべ。金は、人間の
偉さを計る尺度じゃねえぞ。そのぐらいの理屈は覚えとけ。

（「氷柱」六　　市三郎）

　◆　修平、誰も病気にかかりたくて病気になる者はいねえ。
いいか、人間を金のあるなしで見分けるな。情のあるなしで見
分けれ。

（「氷柱」六　　市三郎）

　◆　じっちゃん言ってたけどなあ。人間にはアメリカ人だの、
イギリス人だの、志那人だの、いろいろあるけど、結局は二通
りしかないんだとよ。（略）
　そうだ。親切な人間と、不親切な人間、人に何かしてやりた
い人間と、何かしてもらいたい人間だとよ。

（「氷柱」七　　拓一・市三郎の言葉）

　◆　どうしてってお前、それが世間の冷たさよ。ほかの男の
玩具になった者を、なかなか人は嫁にはしない。だからな、兄
ちゃんな、ぜんこ貯めて、いつかきっと福子ば嫁にもらってやっ
からな。（略）
　そのためには、兄ちゃんうんと働らくからな。母さんの病気
もなおさねばならん。お前も師範に上げねばならん。兄ちゃん
は忙しいぞ。

（「氷柱」七　　拓一）
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　◆　内心耕作は不快だった。級長になりたかったのではない。
先生が、もっともらしいことを言ったのが不快だったのだ。（略）
　それなのに、口だけはきれいなことを言ったのだ。それが耕
作にはよくわかった。（略）
　どこかがちがうと、耕作は昂然と顔を上げて先生を見た。耕
作を見ていた先生の視線が泳いだ。

（「土俵」一　　地の文）

　◆　だがな、じっちゃんはそうは思わん。草屋の雨は確かに
家を出たほうがよく聞えるが、教えってもんは、心で聞くもん
だからな。出家でも在家でも、心がなきゃあ、一生生臭だな。

（「土俵」五　　市三郎）

　◆　そだことねえ。そだこと言う奴は、物事をよく弁えねえ
奴だ。じっちゃんは国にいた時、論語だの聖書だの読んだもん
だがな。聖書には「正しき者には苦難がある」って、ちゃんと
書いてあったぞ。（略）
　悪い奴が死刑になるんなら、当り前のこった。それじゃ何の
価もないこった。だども、何の罪もない者が死んだら、こりゃ
あ誰だって胸が打たれるべ。

（「土俵」五　　市三郎）

　◆　辛いこと、苦しいことを通して、神さまが何かを教えて
くれてるのかも知れんな。つまり、試練だな。

（「土俵」五　　市三郎）

　◆　拓一は福子の顔を思い浮かべている。あの福子の売られ
たのは、断じて仏罰でも神罰でもない。人間の考えることと神
仏の考えることとでは、もっと大きな差があるような気がする。
祖父がよく言う「次元がちがう」と言う言葉を拓一は思い出す。

（「土俵」六　　地の文）

　◆　成功者というのはな、自分がなりたいと思った者になれ
たら、それが成功者だ。百姓になりたいと思って百姓になれた
ら、それは成功者だ。商人になりたいと思って商人になれたら、
それが成功者だ。金を儲けなければ成功者でないと思うのは、
それは大まちがいだ。金を儲けるよりも、有名になるよりも、
誠心誠意人のために生きる者になれたら、それは成功というも
のだ。どんなに貧しい百姓でも、どんなに小さな商人でも立派
な成功者だ。

（「土俵」六　　市三郎）

　◆　母ちゃんもかわいそうだな。小っちゃい時にふた親死ん
でいるから、母ちゃんは愚痴言う所もないんだぞ。

（「土俵」六　　拓一）

　◆　確かに金儲けが目的なら、もっと別の道がある。しかし、
背中がみりみりするほど朝から晩まで働らいて、どうして農家
はみんな貧乏なんだろう。特に小作農家は、一生働らきづめに
働らいたところで、まちがっても倉は建たない。耕作は何とな
く疑問を感じた。　　　　　　　　（「足長蜘蛛」一　　地の文）
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　◆　耕作はそう思う。土地がなければ国はない。土地だけあっ
ても、人がいなければそれは国ではない。しかし、只人が烏合
しているだけでも、国とは言えない。人が只集まっているだけ
なら、いくら土地があっても国ではない。そこに政治をする者
がいる。法律がある。しかし、要は一つの土地に集まった人々
がみんな幸せになることを目的とすべきだ。それが国の根本精
神でなければならない。その国が引っくり返るとは、国の一体
何が引っくり返るのか。政治の仕方か。政治の仕方が悪ければ、
変ったっていいではないか。

（「足長蜘蛛」二　　地の文）

　◆　第一、耕作は殺伐なことが嫌いだ。蛇を見ても、殺す気
にならない。そんな耕作だから、どんなことがあっても、人を
殺すというのはまちがっていると思う。手段を選ばぬという言
葉があるが、正しい目的には正しい手段というものがある筈だ。
もし人を殺すとすれば、それは目的がまちがっていると少年の
耕作は思う。が、こう考えること自体悪いことなのだろうか。
人の考えを、警察が取り締るというのも、耕作にはふしぎな気
がする。人間には口がある。口で話し合えばいい。

（「足長蜘蛛」二　　地の文）

　◆　元気な十五歳の自分が、背が痛くなるまで働らいて、そ
れでも貧乏していていいと言うのか。それでも黙っていろと修
平叔父は言うのか。

（「足長蜘蛛」二　　地の文）

　◆　もし農家が金持であったら、益垣先生はあんなことを
言ったろうかと思う。誰の心の中にも、貧乏人を馬鹿にする気
持がある。一体それはなぜだろう。

（「足長蜘蛛」二　　地の文）

　◆　（人間が人間を売ったり買ったりしていいのか）おとな
たちの作っている社会が、耕作には言い様もなくむごいものに
思われた。芸者や酌婦は、大抵は貧しい家庭の者と聞く。（だ
けど、どんなに貧しくても、自分の子を売る親がいるなんて
……）　不意に親の愛というものが、耕作にはわからなくなっ
た。何もかもわからないものだらけだ。そう思って上げた目に、
十勝岳の噴煙は、日に輝いて真っすぐに立ち昇っていた。

（「足長蜘蛛」二　　地の文）

　◆　言いながら、耕作は不意に無力を感じた。死にたいとい
う福子にどんなことを言っていいか、耕作はわからないのだ。
こんな時に適切な言葉というものがある筈だ。慰めになり、励
ましになる言葉がある筈だ。そうは思うが、十五歳の耕作は何
も言えなかった。

（「足長蜘蛛」九　　地の文）

　◆　ほんとうよ、耕ちゃん。でもね、わたし、体が腐っても、
どこが腐っても、心だけは腐らせたくないの。心だけは……。

（「足長蜘蛛」九　　福子）
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　◆　生徒たちは無邪気に笑った。安心したような笑顔だ。耕
作は、生徒たちに笑いを起させることが、導入の第一だと心得
ている。生徒たちの心がひらくからだ。心がひらくと言葉が素
直に入って行く。

（「桜吹雪」二　　地の文）

　◆　そうか、偉いなあ。かんたんか。じゃな、先
ま

ずみんなで、
声に出して読んで見ろ。先生がいつも言うようにな。読む時は
体で読むんだ。顔で読むんだ。声に現して読むんだぞ。

（「桜吹雪」二　　耕作）

　◆　みんなうなずいて読みはじめる。耕作は、国語の時間、
時々体全体で表現させながら読む指導をしている。今、沼とい
う言葉を、子供たちは両手を広げて大きく囲むように表現した。
汽車が通ったという箇所は、様々だ。両手を胸の両脇で、車の
ようにまわす者、手で右から左にさあっと走らせて汽車の速度
を表現する者、様々だ。ぴかっと光ったという所は、両手を握っ
てひらく者がほとんどだが、目をパチッとひらいて見せる者も
ある。

（「桜吹雪」二　　地の文）

　◆　どの子もみんな喜んで書いている。下手なのもある。う
まいのもある。だがみんな、どこか詩になっている。

（「桜吹雪」三　　地の文）

　◆　この幾日か、耕作はわざと裏道を通って、節子の家の前
は通らない。通るのが恐ろしいのだ。会ったらいきなり抱きし
めそうな、そんな思いにかられるのだ。（ふしぎなものだ）今
まで一度だって、特定の女性にそんな感情を抱いたことがない。
それが只一度「好きだ」と言われただけで、こんなにも心がか
き乱されるのか。ずっと前から、自分も節子を好きだったよう
な錯覚を覚える。

（「桜吹雪」五　　地の文）

　◆　良子、クリームはそんなにべったりつけるもんでないん
だぞ。どら、兄ちゃんがつけてやる。
　良子の頬についたクリームをこそげとって、拓一は額、鼻、
両頬、あごと、点々とつけてやった。

（「桜吹雪」六　　耕作・地の文）

　◆　拓一と耕作の目が恐怖におののいた。
　じっちゃーん！　山津波だあーっ！　早く山さ逃げれーっ！
　二人の足ががくがくとふるえた。
　何いーっ !?　山津波ーっ？
　早く早く、早く逃げれーっ！
　二人は声を限りに絶叫する。市三郎が家に向かって何か叫び、
キワと良子がころげるように飛び出して来た。三人が山に向っ
て走り出す。それがもどかしいほどに遅く見える。

（「轟音」三　　拓一・耕作・地の文）
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　◆　ドドーン　
　ドドーン
　大音響を山にこだましながら、見る間に山津波は眼下に押し
迫り、三人の姿を呑み込んだ。
　拓一と耕作は呆然と突っ立った。丈余の泥流が、釜の中の湯
のように沸り、踊り、狂い、山裾の木を根こそぎ抉る。バリバ
リと音を立てて、木々が次々に濁流の中に落ちこんでいく。樹
皮も枝も剝がし取られた何百何千の木が、とんぼ返りを打って
上から流されてくる。
　と、瞬時に泥流は二丈三丈とせり上って山合を埋め尽くす。
家が流れる。馬が流れる。鶏が流れる。人が浮き沈む。
　ばっちゃーん！　じっちゃーん！　良子ーっ！
　二人の声が凄まじい轟音にかき消される。拓一がふり返りな
がら、合羽を脱いだ。
　耕作、おれ助けに行くっ！　
　危ないっ！　兄ちゃん、駄目だっ！　兄ちゃんが死ぬっ！　　
　死んでもいいっ！　耕作、お前は母ちゃんに孝行せっ！
　言ったかと思うと、拓一は泥流に向って駆け降りた。
　待てーっ！　兄ちゃーん！
　叫んだ時、拓一は既に泥流に飛びこんでいた。二人が一キロ
前方に山津波を見てから、その間僅かに三分とは経っていな
かった。

（「轟音」三　　拓一・耕作・地の文）

　◆　泥流に浮き沈みながら、見る間に流れ去った拓一の姿が
目に浮かぶ。地底を削るような激しい音を立て、泥流は滔

とう

々
とう

と
流れている。助けを求めて人が流れる。どこかの家が山際に突
き当たって、バリバリと壊れる。馬が幾頭も流れて行く。丸太
が流れて行く。
　耕作の坐りこんだ山が、そのまま押し流されるかと思うばか
りの勢で、泥流が奔

ほん

騰
とう

する。
　耕作は悪夢を見ているような気がした。現実感がないのだ。
恐怖も、驚

きょうがく

愕も、悲
ひ

歎
たん

も、余りに突如であり、余りに大き過ぎた。
すべての神経が麻痺したような感じだった。
　屋根の上にしがみついて、何か叫ぶ男がいる。だが、何丈も
の泥流を泳いで助けに行くことはできない。人間の耕作には、
今目の前に叫ぶ人に、何をすることもできないのだ。硫黄をふ
くんだどろどろの泥流が、ごうごうと地響きを立てて流れて行
くのを、只見守るだけなのだ。
　じっちゃんも死んだ。ばっちゃんも死んだ。兄ちゃんも良子
も死んだ。
　胸の中で耕作は呟く。が、その死も現実とは思われない。

（「轟音」四　　地の文）

　◆　どれほども歩かぬうちに、額から汗が噴き出す。重い。
ひどく重い。その重いことが、耕作には今、限りなく尊く思わ
れた。
　（命の重さだ）

（「轟音」四　　地の文）
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　◆　耕作はやっと、山の頂上に辿りついた。女の体を大きく
ゆすり上げ、耕作は沢をふり返った。いつの間にか泥流は流れ
去り、その無残な爪痕だけが、薄暮の中に残っていた。学校へ
の沢の入口の山は荒々しく削り取られ、沢は一面に石と泥に埋
まっている。まるで石川原だ。家一軒ない。立ち木一本ない。只、
泥一色の沢が、死の世界のように、ひっそりと静まり返ってい
る。そこにはも早住み馴れたふるさとの姿はなかった。
　（今ここに生きているのは、おれとこの人だけだ）
　どこの誰とも知らぬ女が、耕作には限りなく尊かった。

（「轟音」四　　地の文）

　◆　生きててくれーっ！　生きててくれーっ！
　修平の叫びが涙でとぎれた。
　生きてるかも知れねえぞ。な、生きてるかも知れねえぞ。
　誰かが耕作の肩を叩く。と、なぜか激しい憤りが耕作の胸を
突き上げた。
　生きてなんかいないっ！　生きてなんかいないっ！　みんな
死んでしまった！
　肩をふるわせて耕作は泣く。

（「轟音」六　　修平・他・耕作・地の文）

　◆　耕作は十勝岳を見た。隈なく晴れた青空に、十勝岳は白
い煙を高く噴き上げている。爆発の灰をかぶったのか、黒く変っ
た山肌。噴煙の下の青白い一帯は、熔岩の流れた跡か。

（「煙」一　　地の文）

　◆　耕作は、今しがた丘の上から見た三重団体の水田地帯の
惨状を思った。五百町歩に余る水田が泥の海と化していた。し
かも、おびただしい流木が泥の海一面に散乱し、その数二十万
石は下るまいと思われた。その中を走る鉄道線路が、枕木ごと
めくれ上って柵のようになっているのも無残だった。泥海の流
木の間を、幾隻かのボートが、救助のためにのろのろと動いて
い、胸まで没して歩く消防団や青年団の姿も見えた。

（「煙」一　　地の文）

　◆　またしても、耕作の目に逆まく濁流が目に浮かぶ。地を
突き崩すような轟音が耳にひびく。この一人々々が、あの激流
に巻きこまれ、恐怖と絶望の中でその生涯を終えたのだ。七十
歳の生涯もあれば、僅か一歳の生涯もある。老人には老人の痛
ましさがあり、幼な子には幼な子の痛ましさがあった。

（「煙」二　　地の文）

　◆　修平が白布を取り除いたその途端、血の気のない青ざめ
た鼻から、血がタラタラと流れた。

（「煙」二　　地の文）

　◆　世にはふしぎなことがあるもんでな。親きょうだいが行
くと、鼻から血が出ることがあるんだよ。血がねえ……

（「煙」二　　消防団の男）
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　◆　耕作は号泣した。せめて一目でも、母に会わせてやりた
かったと思う。一時でも、母と楽しい語らいをさせてやりたかっ
たと思う。どうしてそれが良子には許されなかったのか。耕作
は、むくんだ良子の肩をかき抱いて泣いた。

（「煙」二　　地の文）

　◆　二人は武井の手から、新聞紙に包まれた富の骨を受け
とって抱いた。武井の悲鳴に似た泣き声が、不意に起きた。武
井が一刻も富を手離すことができず、腰につけながら、他の仲
間たちの死体捜索にあたっていたことを二人は知った。武井の
深い悲しみが、拓一と耕作の胸に沁み渡った。

（「煙」七　　地の文）

　◆　なあ、兄ちゃん。まじめに生きている者が、どうしてひ
どい目にあって死ぬんだべな。（略）
　こんなむごたらしい死に方をするなんて……まじめに生きて
いても、馬鹿臭いようなもんだな。

（「煙」八　　耕作）

　◆　……そうか、馬鹿臭いか。（略）
　おれはな耕作、あのまま泥流の中でおれが死んだとしても、
馬鹿臭かったとは思わんぞ。もう一度生れ変ったとしても、お
れはやっぱりまじめに生きるつもりだぞ。（略）
　な、耕作、母ちゃんばうんと大事にするべな。

（「煙」八　　拓一）

　◆　佐枝に会った時、拓一は佐枝の前に両手をついて号泣し
ながらあやまった。
　母さん！　すまんことをした。じっちゃんもばっちゃんも、
良子も死なせてすまんかった。
　と、本当に自分の責任でもあるかのようにあやまったのだ。
そのあやまる拓一の姿を、耕作は、最初呆っ気にとられてみつ
めていた。

（続「村葬」一　　拓一・地の文）

　◆　自分の両親、つまり耕作の祖父母市三郎とキワを失って
から、今までとは別人のような優しさを、時折見せるようになっ
た。叔父を見ていると、人間を一言で、「頑固だ」とか「強情だ」
とか、言い切ることができないものだと、つくづく思う。今日
の自分は、必らずしも明日の自分ではないのだ。そんなことを、
耕作はこの頃の修平を見て思うのだ。

（続「村葬」二　　地の文）

　◆　こんなことがあった。初めて流木除去の作業から帰って
来た拓一が、長靴についた泥を焚

たき

火
び

の中に落した。と、泥はぼっ
と青い燐

りん

光
こう

を放って燃えた。思わず、耕作と拓一は顔を見合わ
せたものだった。
　あの時の、ぞっとするような恐ろしさを、耕作は思わずには
いられない。泥流の襲った田畠は、残らず燃える土になってし
まったのだ。土というより硫黄なのだ。

（続「村葬」四　　地の文）
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　◆　俺はなあ。じっちゃんやばっちゃんのことを思うとなあ。
あの泥流の中に流された時のことを思うとなあ。あの激流にの
みこまれたじっちゃんたちの姿を思うとなあ……　三十年間の
開拓の苦労が、あれで終っていいのかって、考えるんだ。

（続「村葬」四　　拓一）

　◆　そんなこと言ったって、兄ちゃん。火をつければ燃える
ような土に、何ができる。米がほんとにできるのか。（略）
　だって兄ちゃん。三重団体では無理だ。流木と泥に埋ったあ
の田んぼはもう駄目だ。もう死んでる。土が死んでる。土に命
がない。

（続「村葬」四　　耕作）

　◆　んだなあ。土は死んだかも知れんなあ。だがなあ。土と
人間とはちがう。土ってのはふしぎなものだ。あの泥流の上に
客土してよ。……そして、あの泥流の水ば抜いたら、生き返る
かも知れんのだぞ、耕作。

（続「村葬」四　　拓一）

　◆　一年や二年で実らんのはわかってる。しかし、三年目に
は実るかも知れんぞ、耕作。そんなに簡単に、投げ出すもんじゃ
ねえ。

（続「村葬」四　　拓一）

　◆　兄ちゃん、何だって、ここの土地にそんなに執着する。
農家したいんなら、こんな硫黄臭い土地でない、どっかもっと
いい帯広あたりの土地にでも、出てったらいいんでないか。

（続「村葬」四　　耕作）

　◆　そうだなあ。耕作の言うのはもっともだ。耕作の言うこ
とは筋が通ってる。お前は頭で考えるからなあ。だがなあ、耕作。
俺は心で考えたいんだ。ほかのいい土には、俺は何の心も動か
ん。こんだけ、じっちゃんやばっちゃんや、姉ちゃんや良子の
命ば……奪った泥流だから……だからなあ、耕作、俺は元の土
地に戻してみたいんだ。燃える土だから、俺はやってみたいん
だ。じっちゃんたちが開拓した時、一本々々木を伐り倒してな、
その度に、空がひろがっていくのを見て、歓声を上げたってい
うじゃないか。そん時の苦労を俺はな、硫黄臭い土に鍬を入れ
ることで、味わってみたいと思うんだ。みんなの命を奪った土
だから……ほかの土地なら、俺は……農家はごめんだ。

（続「村葬」四　　拓一）

　◆　話しながら、耕作はやはり、福子にはもう農家の仕事は
無理だと思う。しかもこんなひどい泥田で、実るか実らない田
んぼに働らかせるのは、酷だと思う。福子には、もうそんな苦
労はさせたくないと思う。兄はそんなことも考えないのかと、
耕作にはふしぎでならない。

（続「移転」六　　地の文）
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　◆　そうだなあ。お前の言うとおりだと、俺も思うよ。だが
なあ、耕作。大変だからと言って投げ出せば、そりゃあ簡単だ。
しかしなあ俺は思うんだ。大変だからこそ、いや、大変な時に
こそ持ちこたえる馬鹿がいないと、この世は発展しないんじゃ
ないか。（略）
　俺はその馬鹿になるよ。馬鹿になるんだ。な、耕作。

（続「移転」六　　拓一）

　◆　ここの開校式はつらかったぞ。まだ机も腰かけもない床
に坐ってなあ。生徒たちはなあ。死んだ友だちのことを思って
泣いたり、自分の家族や親戚のことを偲んで泣いたりなあ。祝
辞を述べに来た来賓も、祝辞にならんのよ。吉田村長だって、
わしだって……あんな開校式なんて、どこにもないべなあ。

（続「移転」七　　菊川先生）

　◆　だけど、世間の人は、どうしても、つい言うんだなあ。
精進がいいとか、心がけが何とか。しかし、それは先生たちだっ
て、うっかり言ってきたことだ。自分がつらい目にあわないう
ちは、それがどんなひどい言葉だか、気がつかずに使うもんだ。
お前たちだって、今まで何度も言って来たべ。

（続「移転」七　　菊川先生）

　◆　先祖が祟る？　それも理屈に合わんなあ。自分の子孫を
守るのが先祖だろう。祟る力があるんなら、守る力もあるべ。
祟るようなのは先祖じゃないよ。お前たちそう思わんか。

（続「移転」七　　菊川先生）

　◆　とにかく、災害に遭うと、人の情が身に沁みるよ。先生
はなあ、家内と子供は失った代りに、感謝ということが、わかっ
たような気がするなあ。失ったものばかり数え上げてみても、
生きる力にならん。自分に残されたものを、数えて感謝しなく
ちゃなあ。

（続「移転」七　　菊川先生）

　◆　耕作ははじめから出来ないと信じている。拓一は出来る
と信じている。お互いに反対のことを信じているのだ。

（続「火柱」一　　地の文）

　◆　母が、いつこの手紙を書いたかは知らない。がその部厚
さに、耕作は腹立たしさを覚えた。拓一や耕作には、口数の少
ない佐枝である。耕作や拓一が話したいのは、死んだ祖父母の
ことであり、死んだ富や良子のことだった。だが、話が死んだ
者たちに及ぶと、佐枝はいつのまにか、用事ありげにどこかに
立ってしまうのだ。聞くのが辛いのだろうと、察しはするが、
それが度重なると、耕作には、母の佐枝という人間がわからな
くなる。そしてそれが、目に見えないわだかまりとなって、心
の底に沈んでいくのだ。　　　　　（続「火柱」一　　地の文）
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　◆　耕作は、自分ももう書取りをやめさせて、子供たちに授
業らしい授業をしなければならないと思う。だが思うだけで、
依然として心が晴れない。いや、むなしいのだ。

（続「火柱」二　　地の文）

　◆　さあ、みんな。鉛筆をおいて。
　耕作は生徒たちを見まわして言った。むなしさにとらわれて
はならないと、耕作は思いなおした。五郎のパッチは、
　先生、元気を出して。
　と、言っているような気がした。
　（山も川も、荒れてしまったのだ。人の心も荒れたって、仕
方がないじゃないか）
　今までそう思っていた耕作の心が、少ししゃんとした。自分
がどこか間違っている、と思いなおした。
　（泥流は自然を荒すことはできても、人の心まで荒すことは
できないはずだ）
　ようやく耕作はそう思った。

（続「火柱」二　　耕作・地の文）

　◆　（生きているくせに文句を言うなか）
　拓一の言葉を、耕作は胸のうちでくり返した。
　（本当だ。文句を言いたいのは死んだ人だ。死んだ人は、も
し命が生き返ったなら、一生文句など言わずに生きて行こうと、
思っているかも知れん）

（続「火柱」四　　地の文）

　◆　石油ランプの光りが、かすかにゆれる。家がかすかにう
れているのだ。ランプの下にいる三人の影も、壁にゆれている。
ガラス戸がガタガタと鳴る。夕方の爆発以来、幾度も地がゆれ
るのだ。

（続「火柱」六　　地の文）

　◆　ゆれが少しおさまって、三人の目はおのずと、山頂の火
柱に向けられる。真っ赤に灼けた、巨大な鉄の棒にも似た火柱
だ。それが時折、先端でゆらめく。火柱のあたりの雲が、不気
味に赤い。

（続「火柱」六　　地の文）

　◆　またかすかに家がゆれた。耕作は、この自分の住んでい
る大地が、地下の如何なる変動によって動くのかと思いながら、
不動なものなど、この世にはないと、改めて感じた。不動のも
のであるはずの大地さえ、ゆれ動く。それは耕作にとって、何
かひどく淋しい事実に思われた。

（続「火柱」六　　地の文）

　◆　村長は自分の家庭のためには、義捐の金品を紙一枚さえ
受け取ろうとはしなかった。まるで、爆発の災害は、自分の責
任であるかのような、あり方であった。
　石にかじりついても、この泥田を美田にして見せる。
　これが村長の口癖だった。

（続「火柱」六　　地の文）
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　◆　耕作は、吉田村長が、今日の爆発に微動だにしていない
ことを知った。村長の家には、
　志ある所必ず道通ず
　という言葉が、何年も掲げられていると聞いている。小学校
を出ただけの村長が、早稲田の中学講義録を、野良仕事の傍ら
に学び卒えたことを、耕作は思いだした。

（続「火柱」六　　地の文）

　◆　尊い？　わしらはね、米を只でもらってるんじゃねえん
だ。あんたら農家に、只で食わせてもらってるんじゃねえんだ。
ちゃんと立派に働いて、自分の金を出して食っているんだ。何
も農家の働きだけが、尊いわけでもなかろうが。

（続「火柱」七　　深城）

　◆　なるほど、あんたの持ってる金は、あんたが立派に働ら
いた金か。俺はまた、あんたに買われたかわいそうな娘たちか
ら、しぼりとっていた金だと思っていたよ。それにばくちのテ
ラセンとな。それも働らいた金か。（略）
　何べんでも言ってやる！　あんたは、額に汗をして働らくっ
てことを知ってるか。あんたのやってることは、俺は泥棒より
ひどいと思うな。人間が人間を買う、それ以上の悪い商売がど
こにある！

（続「火柱」七　　拓一）

　◆　（あれが俺か）
　耕作はふしぎな気がした。いまだかつて、自分の目で自分の
顔形を見たことがない。自分がどのような表情で人と話し、ど
のような笑顔で笑うのか、それを知らない。（略）
　耕作は虚を突かれたような気がした。耕作は、自分自身が自
分を最も知っていると思ってきた。（略）だが一度として、耕
作は自分自身に会ったことはないのだ。（略）客観視しことが
ないのだ。（略）
　（どれほども、自分を知らなかったのか）
　耕作はそのことに気づかなかった自分が、ひどく愚かに思わ
れた。

（続「雲間」一　　地の文）

　◆　だが耕作には、この演説にもうなずけなかった。吉田村
長への露骨な中傷は論外として、確かに説得力を持つ立派な弁
士もいた。耕作自身、復興に対しては疑いを持っている。持っ
てはいるが、どの演説にも深い共感を持てないのだ。結局は、
どの弁士たちも、真に被災者の立場に立っていないと耕作は
思った。言ってみれば、損はしたくないという結論が先に立っ
ているのだ。

（続「雲間」三　　地の文）
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　◆　先ほど弁士の中に、巨万の金を注ぎこんで復興するのは
無駄だと言った人があった。そして、こんなところに金をかけ
るのは、日本の国の大損失だとも言った。しかし、ぼくは言う。
再び土が息を吹き返すならば、それは日本の大きな利益なのだ
と。一度息を吹き返した土は、十年二十年、いや百年千年の後
までも、米を稔らせていくにちがいない。長い目でみるなら、
今かけた金は、決して国の損失とはならない。ましてや、借り
た金はぼくたち農民が返すと言っているのだ。もっと長い目で
見てはもらえないものだろうか。

（続「雲間」四　　拓一）

　◆　（兄ちゃん、ごめんな）
　弟の自分は、兄の決意を、半分迷惑に思い、いつまでつづく
かという思いさえあった。が、命がけで復興するという拓一の
言葉に嘘はないことを、今夜の拓一の姿に、耕作は思い知らさ
れた。

（続「雲間」四　　地の文）

　◆　ええ、ほんとうの不幸は、わたしにとって、父なのよ。
　母の死んだことではないの。あの父の娘に生まれたことなの。
これはもう、どうしようもない不幸だわ。（略）
　こんなこと言っても、石村さんにはわかってもらえないかも
知れないわね。わたしね、小学校の六年の時、父が嫌いで自殺
しようと思ったことがあるのよ。

（続「雲間」五　　節子）

　◆　自分が今、受けとめねばならないのは、節子の真実であっ
た。進学できない自分のために、人知れず泣いてくれたという
真実が、耕作の胸をゆさぶったのだ。そしてこの真実な節子に
対して、自分は何をもって報いてきたのだろうと、耕作は恥ず
かしかった。

（続「雲間」五　　地の文）

　◆　叫んだ時に、耕作は目がさめた。
　（なんだ、夢か）
　今まざまざと手に触れた良子と祖父の体の感触が、自分の手
に残っているというのに、それは夢だったのだ。

（続「同志」三　　地の文）

　◆　長い祈りを終えた佐枝が、縫物を片づけはじめた。耕作
はその母の姿を、言いようもなく尊いものに思った。

（続「同志」三　　地の文）

　◆　青白い炎を放って燃える薪は、しかしすぐにストーブを
傷めた。硫黄や硫酸を含んでいるからだ。鉄板ストーブのあち
こちが、すぐに腐食して穴があいてくる。それでも燃やす。ス
トーブの穴に動く炎を眺めながら、死んだ人たちの血や涙の滲
んだ薪だと思う。

（続「同志」四　　地の文）
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　◆　だって拓ちゃん。わたしには帰りたくても帰る家がない
でしょ。小母さんのいるこの家しか、わたしには行くところが
ないんだもの。

（続「同志」六　　福子）

　◆　だけど、節子さん……ぼく、勉強したいんです。
　わたしより、勉強が大事なのね。
　いや、あなたにふさわしい学力が欲しいから。
　また耕作は赤くなった。その言葉に、
　わたしにふさわしい学力 !?
　節子は打たれたような顔をした。そして、まじまじと耕作を
見ていたが、
　わかったわ、石村さん。わたしもあなたにふさわしい人間に
なるように、努力するわ。

（続「日めくり」二　　耕作・節子・地の文）

　◆　その時の節子のぬれたまつ毛を、耕作は今も思い出す。
自分のような者が、節子のような美しい娘に、幸福感を与える
ことができる。そう思うだけで、耕作の身のうちから、新たな
力が湧いてくるようであった。

（続「日めくり」三　　耕作）

　◆　国ちゃん、すまんな心配かけて。だけどな、俺、やって
みる。難儀なことだからやってみる。楽なことなら、誰でもや
るさ。しかし難儀なことは、やる気のある者でなければやれな
いんだ。

（続「日めくり」四　　拓一）

　◆　それはな、国ちゃん。何て言ったらいいのかな。俺は、
こんなふうに思っているんだよ。ここに米が実るかどうか。少
なくとも、三年経ったらわかるだろう。三年経って、もし実ら
ないとわかったら、その時は俺も諦める。すると人は言うだろ
う。その三年の苦労は水の泡だったってな。（略）
　しかし、俺はね。自分の人生に、何の報いもない難儀な三年
間を持つということはね、これは大した宝かも知れんと思って
いる。
　うん、宝だ。たとい米一粒実らなくてもな。それを覚悟の上
で苦労する。これは誰も俺から奪えない宝なんだよ。わかるか、
国ちゃん。
　実りのある苦労なら、誰でもするさ。しかし、全く何の見返
りもないと知って、苦労の多い道を歩いてみるのも、俺たち若
い者のひとつの生き方ではないのか。自分の人生に、そんな三
年間があったって、いいじゃないか。俺はね、はじめからそう
思ってるんだ。

（続「日めくり」四　　拓一）
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　◆　報いがないと知りながら、自分は拓一のように苦労をし
たり、一人の女性を想いつづけることができるだろうか。自分
が勉強するのは、勉強すればしただけの途

みち

がひらかれるからで
あり、節子を愛するのは、節子が自分を想ってくれているから
だ。
　耕作は、節の太い拓一の指を見た。拓一のゆっくりと茶を飲
むその横顔を見た。
　（かなわない。兄貴にはかなわない）
　耕作はそう思った。

（続「日めくり」四　　地の文）

　◆　右を選ぶか、左を選ぶか、人は毎日選択を迫られている。
（続「日めくり」八　　地の文）

　◆　耕作は改めて、節子を見、ハツを見た。そんな深城のよ
うな男を父とし、また夫として生きて来た二人の女性を、耕作
はつくづくと見た。そして不意に、この二人を、命に替えてでも、
かばってやりたいような激しい衝動を覚えた。

（続「日めくり」八　　地の文）

　◆　仕事というものは、何でもみんなつらいものさ。何せ、
仕える、事

つか

えると書くのが仕事だと、よくじっちゃんが言って
いた。

（続「蕗のとう」二　　拓一・市三郎の言葉）

　◆　拓ちゃんは、ほんとに仕えているのよねえ。拓ちゃん
のこの苦労で、この田んぼがいい田んぼになったら、百年後、
二百年後の人たちも、この田んぼのおいしいお米を食べれるん
だもねえ。

（続「蕗のとう」二　　福子）

　◆　多くの人の喜びを思うと、自分一人の苦労など、どれほ
どでもないような気がした。たといどれほどの労力と時間が費
やされても、この土地が生き返れば、年々稲は多くの実を結ぶ。

（続「蕗のとう」二　　地の文）

　◆　そう思うだろ。ところがさにあらず。あんな二、三寸位
の小さな木でも、何本か植えてあった所は、流木や泥流を、か
なり遮ったらしいよ。こないだ、農事試験場の人と話してたら、
そういう結果が出たそうだ。

（続「蕗のとう」六　　和田 松右ェ門）

　◆　彼方に上富良野の街が見えたのだ。十勝岳の裾が、その
まま平な丘になった段丘を背に、市街の家々がかたまって見え
た。
　あれが君たちの町だ。あの町をよくするのも悪くするのも、
君たちだぞ。
　生徒たちがしっかりとうなずく。

（続「深山峠」一　　耕作・地の文）
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　◆　すばらしいだろう。これがお前たちのふるさとだ。よっ
く心に焼きつけておけ。（略）
　いいか、よく聞くんだ。自分たちのふるさとを胸に焼きつけ
ておぅということは、人間として大事なことなんだ。君たちは
いつの日か、この村を離れて、ほかの町に住むようになるかも
知れない。しかし、そこに楽しいことが待っているとは限らな
い。（略）
　いや、つらい目に会ったり、苦しい目に会ったりすることが、
多いかも知れない。そんな時にな、ふっとこの広大な景色を思
い浮かべて、勇気づけられるかも知れないんだ。人間はな、景
色でも友だちでも、懐かしいものを持っていなければならん。
懐かしさで一杯のものを持っていると、人間はそう簡単には堕
落しないものなんだ。

（続「深山峠」二　　耕作）

　◆　村長さん。日本の国は、火山列島ですよね。どこもかし
こも、火山だらけですよね。（略）
　その日本に、とにかく稲が出来ている。すぐ傍に火山があっ
ても、稲が出来ている。このあたりも、何度か昔から火山灰が
降っている所です。それがすばらしい美田になったじゃないで
すか。だから、もう一度美田にならない筈はないと、ぼくは思っ
ていたんです。

（続「雞の声」二　　拓一）

　◆　金持も貧乏人も、おんなじ物を食べさせようってのは、
ちょっとばかり危険な思想じゃないのかね。貧乏人は粗末な物
を食う。金持は収入に見合った物を食う。それに不服があるの
かねえ。
　わしは、警察に知り合いがあるからね。あんたを取り調べさ
せることもできるんだよ。

（続「雞の声」四　　松坂・四季堂）

　◆　でもね、福ちゃん、福ちゃんは自分の幸せだけのためで
はなく、同じ立場の女の人たちのためにも、ほんとうに幸せに
ならなければならないのよ。
　ほんとうだよ、福ちゃん。福ちゃんが、ほかの人の幸せの道
をつけるんだと、そう思うといいよ。第一、誰よりも兄貴が幸
せになるんだからね。

（続「雞の声」十　　節子・耕作）

　◆　大体お前らは、水臭えぞ。（略）
　俺はなあ、お前らから見れば、何の頼みにもならねえ叔父か
も知れねえが、たった一人の、血を分けた叔父じゃねえか。じっ
ちゃんもばっちゃんも死んだ今、もっと俺に、ああだこうだと
愚痴ったり、相談してくれてもいいでねえか。（略）
　拓一、お前つらかったべ。なあ、口惜しかったべ。

（続「新秋」一　　修平）
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　◆　それはねえ、人間の願望に過ぎないんだよ。理想に過ぎ
ないんだよ。悪い奴は亡びてほしい。いい人間は栄えてほしい。
そういつもねがっているうちに、悪いことがあれば、何の罰だ
とか、いいことがあれば精進がよかったとか、そう勝手に思う
ようになってしまったんだよ、きっと。

（続「新秋」三　　拓一）

　◆　修平さん、わたしには上手に説明できませんけどね。今、
拓一が言ったように、人間の思いどおりにならないところに、
何か神の深いお考えがあると聞いていますよ。ですからね、苦
難に会った時に、それを災難と思って歎くか、試練だと思って
奮い立つか、その受け止め方が大事なのではないでしょうか。

（続「新秋」三　　佐枝）

　◆　叔父さん、わかってもわかんなくてもさ、母さんの言う
ように、試練だと受けとめて立ち上った時にね、苦難の意味が
わかるんじゃないだろうか。俺はそんな気がするよ。

（続「新秋」三　　拓一）

　◆　それが、今度こそしっかり根づいたらしいよ。
　拓一と耕作は、思わず顔を見合わせ、そして田んぼに走った。
朝の田んぼに、青い稲が水面すれすれに頭を揃えていた。二人
は声も出なかった。夢を見ているようだった。

（続「汽笛」一　　佐枝・地の文）

　◆　もし、一番の列車に福ちゃんを乗せることができたら、
わたし汽車の窓から白いハンケチをふるわよ。駄目だったら、
赤い毛糸の襟巻ね。

（続「汽笛」二　　節子）

　◆　耕作の足がふるえた。郵便車につづいて、遂に客車が姿
を現した。耕作は目を大きく見張って、客車の窓を見た。
　（白いハンケチか。赤いマフラーか）
　一輌目が過ぎた。
　あっ！
　叫ぶ耕作の目の前を、白いハンケチがふられて過ぎた。
　兄ちゃん！
　耕作は思わず叫んで、拓一をふり返った。拓一が、くずれる
ように稲の中にうずくまるのを、耕作は見た。
　（兄ちゃん！　よかったな、兄ちゃん！）
　耕作は泣きたい思いだった。と、拓一がすぐに立ち上った。
鎌を持った手を大きくふった。鎌がきらりと、朝日を弾き返し
た。家の前に立つ佐枝も手をふっている。何も知らない村長だ
けが稲を刈りつづけている。
　汽車は見る見る小さくなってうねって行った。
　ぽーっ。
　深山峠にさしかかったのか、汽笛が三度長く響き渡った。

（続「汽笛」三　　耕作・地の文）
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　【 参考文献 】　『泥流地帯』

　◆　「富良野地方史」岸本翠月

　◆　「上富良野町史」岸本翠月

　◆　「十勝岳爆発災害志」十勝岳爆発罹災救済会

　◆　「渡辺円蔵氏日記抄」

　◆　「十勝泥流」佐藤喜一

　◆　大正年代の「旭川新聞」

　◆　その他、被災者の談話

　【 参考文献 】　『続泥流地帯』

　◆　「富良野地方史」岸本翠月

　◆　「上富良野町史」岸本翠月

　◆　「十勝岳爆発災害志」十勝岳爆発罹災救済会

　◆　「渡辺円蔵氏日記抄」

　◆　「十勝泥流」佐藤喜一

　◆　「北海道遊里史考」小寺平吉

　◆　「災害復興事業経過の大要と其内容」

　◆　「北海道農事試験場報告第三十九号」

　◆　大正年代の「旭川新聞」

　◆　その他、被災者の談話
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　【 三浦綾子が作品について書いた文章（抜粋 】

　◆『私にとって書くということ』

　　○小説『泥流地帯』を回顧して

　小説には三浦の勧めによって書いたものが二つある。その一

つは『母』で、小林多喜二の母をモデルにした。そしてもう一

つは『泥流地帯』である。（略）共産主義にうとい私が多喜二

の母を書くことは、むろん大変なことだったが、十勝岳山麓を

襲った泥流の惨事を小説化することは、もっとむずかしいこと

であった。殊に農村地帯の日々を描くことは農を知らぬ私に

とって、絶壁をよじ登るような困難な業であった。（略）

　人生においての不可解な一つに、まじめに生きている人が大

変な苦難に遭うということがある。それは今年 1995 年 1 月の

関西大震災で、人々が等しく感じたところではないだろうか。

私たち人間は、不幸や事故に出会ったことを、すなわち当人の

行為の結果だと思いやすい。だが、この世界の出来事は、そう

簡単に割り切ることはできないのだ。三浦が私に、十勝岳大爆

発を題材に小説を書くように言ったのは、このテーマを追究し

て欲しかったからである。（略）

　何れにせよ、私はこの『泥流地帯』を書いてよかったと思う。

私は精一杯力をこめて書いた。その災難に死んで行った人のこ

とを思い、後に残された人の辛さを思い、時には声を詰まらせ

ながら口述した。筆記する三浦も涙を拭いながら筆記した。

　美瑛、白金、上富良野──この美しい景勝の地を旅する人が、

かの大爆発の災害を偲んでいただけたら幸である。

　　○『続泥流地帯』を終えて

　本紙日曜版に連載し 38 回に及んだ『続泥流地帯』も終わった。

終始読者の方々に励まされたことは、ありがたいことであった。

　拓一、耕作、佐枝、福子、節子などに別れを告げるのは、作

者の私としても少なからず哀惜の情を禁じ得ない。だが、主人

公たちは、苦闘しながらも幸せにいくめどは立った。というこ

とで、私は安心してペンを置いたのである。（略）

　こう書いてくると、拓一や耕作たちも、まだ生きているよう

な気がしてならない。何れも70歳は越えた筈だ。節子も福子も、

孫の守りをしながら、幸せに生きていることだろう。真実な生

き方をした主人公たちは、たとい何歳でその生涯を終えたとし

ても、充実した生涯であったにちがいないと、私は安心させら

れるのである。

　それはさて置き、実在の人を登場させたために、深城や質屋

の松坂もまた実在の人であったと思われては困るのである。上

富良野の町は三重団体のように、堅実な方が多く、フィクショ

ンの部分と混同なきようお読みいただけたら幸いである。但し、

復興反対の激しさだけは記録にも残っていて、それは事実で

あった。
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　◆『ひかりと愛といのち』

　　○わたしの原点　─北海道の風土

　1977 年春に出版した『泥流地帯』は、三浦の周辺から生ま

れた。三浦の父は、三浦が 4 歳の時に死んだ。三浦の母は、三

人の子どもを親たちに預けて、髪結い修行のために農村を離れ

た。

　三浦の兄は器用で、自分で茶ダンスや本箱をつくるほどだが、

これが『泥流地帯』の主人公一家の拓一なる人物となって、あ

らわれている。

　また三浦を育ててくれた祖父は、家伝薬をつくって、医師に

遠い地域の人たちに重宝がられた。旧約聖書に詳しく、三浦は

その旧約聖書の物語を、おとぎ話に聞いて育った。祖母も心が

やさしかった。

　三浦から聞いていたそうした家庭が、『泥流地帯』の一家を

作り上げた。

　この一家を、北海道の中央にある、十勝岳の山麓にある村に

移して書いた『泥流地帯』は、わたし自身、いままでの作品の

中で、最も好きな作品である。それは三浦一家を通して知った、

開拓農への深い関心があったからかも知れない。

　とくに、小学校の教師をしたことのあるわたしは、農村の子

どもたちに対しても、深い関心があった。自分の教え子が愛し

かったように、この小説にあらわれた子どもたちも愛しかった。

　　○人間の苦難　─ひとつの冒険

　さっそく『十勝岳爆発災害志』を読んだ。そこには、泥流に

全滅した一家の話や、体が真っ二つにちぎれた硫黄鉱山の炊事

婦のことなど、悲惨な事実が数々記録されてあった。

　その後、現地を訪れ、肉親を失った人びとにも会った。そして、

災害の様子を詳しく知れば知るほど、私の心は重くなった。

　小説には、娘を売った酒乱の父親が出てくるが、現実にはそ

んな人間は一人もいなかった。誰もが、ひたすらまじめに、勤

勉に、田畑を耕した人びとばかりであった。開拓して 30 年、

ようやく一息つこうというころに、突如、思いもかけぬ災害に

出会ったのである。被災者の方がたの話を聞きながら、私の胸

にあった、永遠のテーマともいえる「人間の苦難」がしだいに

受肉していった。

　私は一軒の勤勉な、心やさしい農の一家を中心に、小説を書

くことにした。私はどちらかと言えば、ストーリーを作るのが

好きである。だがこの小説に限って、殊更にドラマチックなス

トーリーを作ることは避け、農の四季の日常生活を軸に話を進

めることにした。これはしかし、農の生活を知らない私にとっ

て、一つの冒険でもあった。知らない生活を書くということは

至難なことだからである。
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　　○人間の苦難　─泣きつつ口述

　私は、右手を痛めていて、自分でペンを取ることはむずかし

い。で、この小説も、他の私の小説と同様に、口述筆記であった。

筆記者は三浦である。

　三浦は私の言葉のとおりに、原稿用紙に書いていく。ひと区

切りごとに「ハイ」とか「うん」とか返事をするのだが、時折

り返事をしないことがある。見ると三浦は、涙をこぼしている。

そんな時は、むろん私も涙ぐんで口述している。自分の小説に

感じ入って泣くなどというのは、他人様から見ると、いかにも

こっけいなことに思われるかも知れない。

　しかし私たちは泣いた。自分がいま書いているようなことが、

51 年前に、確かに現実にあったのだというそのことが、私た

ちを泣かせたのだ。目のあたりお会いした被災者の方がたの悲

しみを思い、命の重たさを思って、胸がふさがったのだ。私た

ち夫婦が、幾度となく訪ねた日進の沢や、丘の上の畠や、硫黄

鉱業所のあったあたりの様子が目に浮かんで、たまらなくなる。

いってみれば、小説の上に現実がだぶったのである。

　農の苦しみ喜びにさえ、私は涙が出た。こうして生きていた

人たちに待っていたのは、まぎれもなくあの過酷な災害であっ

た。それを思うだけで、涙がこぼれる。つまり、私や三浦の涙は、

農に生き、悲惨な最期を遂げた人びとへの共感の涙だった。

　　○人間の苦難　─機会があれば

　小説を書き終えると、たいていの場合は、ほっとする。が、

この小説に限って、私はそのような解放感を味わうことができ

なかった。なぜなら、災害後、51 年を経たいまもなお、人び

とは硫黄臭い泥土に悩まされているのである。あの泥流が襲っ

た後、どのようにして人びとは悲しみから立ち上がることがで

きたか。それを思い、主人公一家がたどるその後を思うと、ど

うも書き終ったとはいえない気がするのだ。

　機会があれば、この後の、拓一、耕作、福子、佐枝、節子た

ちの生活を書いてみたい。

　　○短歌と真実　

　いま（1976 年）、わたしは「北海道新聞日曜版」に、小説『泥

流地帯』を連載している。農の一家を描いているのだが、わ

たしは小説の中で、登場人物たちに歌をつくらせてみようかと

思った。が、わたしには農の経験がない。経験のないわたしには、

農家の者らしい歌はなかなかできない。

　逝きし汝病む妻病む嫁を思ひつつ日暮小川に鍬を洗ふも

　わたしは小説の主人公に代ってつくってみた。が、いちばん

いいところで、この程度の歌しかできない。
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　◆『遺された言葉』

　　○第２部　作家として多忙な日々　全盛期　51 〜 60 歳

　1973 年頃より、年に４、５点という著作を書き上げる。作

家として実に多忙な日々を送る。またこの期の後半には、帯状

疱疹、直腸ガンという幾多の苦難に遭いながら忍びぬき、それ

を克服した。この時期の代表作は『天北原野』『泥流地帯』『海嶺』

など。

　※三浦綾子は、本が出るたびに、必ず夫・光世氏へ献辞を書

いた署名本を贈呈した。これはその後も一貫することになった。

　（献辞）

　耕作は光世さんの中にある沢山のものを持って生まれまし

た。光世さんへの敬愛がこの少年を生んだとも言えます。感謝

です。1977.3.25　三浦綾子　敬愛する光世様

（『泥流地帯』1977.3.25　新潮社）

　一緒に泪を滾しながら書き綴ったことを思い、感謝です

　「光はのぼりぬ」　　1979.4.13　三浦綾子　光世様

（『続泥流地帯』1979.4.15　新潮社）

　◆『それでも明日は来る』

　　○上富良野町と私

　小説『泥流地帯』が北海道新聞に連載されたのは、1976 年

だから、もう 11 年も前になる。連載を前に、私たち夫婦は、

担当の合田一道記者と取材のため、上富良野町を訪れた。

　町の御協力で泥流の災害にあわれた人々、その災害から復旧

に立ち上がった人々に、お話を伺うことができた。取材し乍ら、

幾度も熱いものが胸にこみ上げてくるのを禁じ得なかった。私

に『泥流地帯』を書かせて下さったのは、実に、上富良野に真

摯に生きた人たちであり、まじめに生きたにもかかわらず、泥

流に命をうばわれた人たちであった。

　私はこの小説を書いたために、もう一人の自分が、何年間か、

上富良野に住んでいたかのように上富良野町に親しみを感ず

る。とにかく、私にとって上富良野の人々は、あの筆舌に絶す

る災害から復興した、稀有の魂を持った人々なのである。なお

災害の日 5 月 24 日は、私たち夫婦の結婚記念日であることも

奇しき因縁であると思う。

（1987 年 9 月）
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　◆『明日をうたう　命ある限り』

　　○第１章　苦難をテーマに　　３

　北見枝幸から帰った私に、新しい二つの連載のスタートが

待っていた。『天北原野』連載の上に、翌年 1 月から新たに週

刊小説 2 本の連載が予定されていたのである。一つは北海道新

聞の日曜版に『泥流地帯』という小説、もう一つは「女性セブン」

誌に『果て遠き丘』という小説であった。ちょうどその頃、『石

の森』と『広き迷路』の月刊 2 本も抱えていた。

　『泥流地帯』は私の作品の中で、私の最も愛着を感ずるもの

の一つである。『泥流地帯』というのは地名ではない。大正 15

年（1926 年）5 月 24 日、十勝岳の大爆発によって山麓の農

村を山津波が襲った。死者 144 名に及ぶ大惨事であった。

　北海道新聞社から、日曜版に小説をと頼まれたのは、確か連

載開始の 1 年以上前であったと思う。小説を書くに当って、重

要なことの一つに何をテーマとするか、何を題材とするか、と

いうことがある。三浦は、

　「どうだ、十勝岳爆発の悲惨な事件を書いてみては」

　と言ってくれた。だが、私の力では及ぶべくもない内容であ

ると思った。火山の爆発だの、その復興だのというのは、私に

とってあまりにも未知の世界で手にあまる。おいそれとは心が

動かなかった。しかも、農村地帯を描く以上、農業に詳しくな

ければならない。どんなストーリーにしたらよいか、見当もつ

かない。しかし三浦は、珍しく繰り返し勧めるのだった。

　「なあ綾子、聖書にはヨブ記があるよね。世にも稀な正しい

人物のヨブが、考えられないような苦難に遭う物語だ。この苦

難ということをテーマにしてはどうか。上富良野村では、真面

目に開拓し、営々として農に生きていた人々が、思いも寄らな

い災害に遭った。悪いことをしたから悪い目に遭うということ

だけでは、どうしても納得できない問題ではないか。これを追

求してみて欲しいんだ」

　三浦はかつて営林署に勤務していた時、図書の整理をしてい

て『十勝岳爆発災害志』という大辞典ほどの分厚い本を目に留

めて、何か非常に心にかかったという。とにかくこれらの三浦

の言葉に動かされて、私は十勝岳爆発による災害の史実に、真

正面から取組んで書くことに決めた。

　他にこういうこともあった。雑貨屋を始めて 2 年目、1962

年 6 月、十勝岳にかなりの爆発があった。朝起きると真っ青に

澄んだ空が窓一杯に広がっていた。何という美しさかと見とれ

ていて、ハッとした。東南の彼方に、岩壁のように真っ直に切

り立った異様な雲が空を二分していた。その雲は無気味に動か

ない。それが十勝岳爆発の噴煙の姿だった。私は店をほったら

かしにして、その日近くの空地に走って行っては、幾度も幾度

も噴煙を眺めた。

　その日の真夜中、私はふと起き出した。窓にへばりついた私

の目に、十勝岳の方角に一点、業火のような赤い火が見えて、

思わず眠っている三浦を呼び起こした。

　（やはり地球は燃えている）

　私は燃えている地球の火を自分の目で見たことに興奮した。
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　三浦に『泥流地帯』を書くように勧められた時、かつて見た

その光景も思い出し、心動かされたのであった。

　私はこの小説に、一軒の農家を想定した。三浦が父の死後預

けられて育った農家をモデルとして、登場人物を配してみた。

主人公の耕作は三浦を参考にし、その兄は三浦の兄を心に浮か

べた。耕作の父は 32 歳で伐木中、倒れて来た木の下になって

死んだことにし、母を髪結の修行に町に出すことにした。耕作

たちを育てた祖父母の性格も、日頃三浦から聞いている話から

ヒントを得た。

　主人公たちの住む場所は、一部落が泥流に流された一画に設

定した。被災体験者にも、北海道新聞社の合田一道記者を介し

て一堂に集まってもらい、話を聞いた。むろん前述の『十勝岳

爆発災害志』を始め、多くの文献も読んだ。調べれば調べるほど、

このテーマの重さを感じないわけにはいかなかった。

　農家を知らない私は、改めて農の人たちへの尊敬を抱いた。

三浦の経験を聞くだけでなく、隣家の石倉由松氏にも開拓時代

の労苦を聞いた。現場の上富良野にも幾度となく足を運んだ。

　噴火のあったすぐ近くまで行っても見た。爆発によって飛ん

で来た大きな岩石が至る所にころがっているのも凄まじかっ

た。熔岩が凝固して鉄色になり、地面を覆っている辺りには、

50 年経ても木が生えていない。

　それらにもまして、被災者の体験は痛切であった。中でも分

教場の教師であった菊池政美先生の体験は痛ましい限りであっ

た。一朝にして愛する妻と子供を失い、教え子の幾人かを失っ

た話には、胸のしめつけられる思いがした。泥流に流されなが

ら助かった篠原夫人の話も、それなりに悲しく聞いた。

　この村の復興の話にも気の遠くなるような思いがした。泥流

に押し流された田畠は、耕しても再びは実を結ぶまいと見られ

た。が、当時の吉田村長は復興に賭けて村民を説いて廻った。

その献身的な吉田村長の行為も、容易に受入れられず、反対派

からは「泥棒村長」呼ばわりされたという。いわゆる山師のよ

うにも見られたようである。

　この吉田村長の娘に弥生という人がいた。災害当時、まだ 4

歳ぐらいで、利発な女の子であった。この幼な児弥生ちゃんは、

長じて安井吉典氏夫人となっている。安井吉典氏は以前衆議院

の議長も務めたが、夫人は今に至るまで田畠を耕し、心から土

を愛していられる。（略）

　鶏のことはともかく、この取材の幾人の人に会ったことだろ

う。どの人も皆、真実に生きてきた人たちであった。おそらく

泥流に流されて命を失った人たちも同様に、それぞれ真摯な人

生を生きていたにちがいない。にもかかわらず、ある日思いも

かけぬ災難に遭ったのである。

　私はこの小説を書いてよかったと、20 年後の今も思ってい

る。ある人が言った。

　「三浦さんは、最もむずかしい人生の問題を、最もやさしい

文体で書きましたねえ」

　確かに稚拙な文章ではあるが、それなりに書きたいテーマを

書き得たように思っている。
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　◆『明日のあなたへ　愛するとは許すこと』

　　○あなたの理想のタイプは

　そんな時、私が思い浮かべる二人の男性がいる。と言っても、

現実の男性ではない。私の小説『塩狩峠』に登場する吉川修と、

『泥流地帯』の石村拓一だ。

　この二人は決してエリートコースを目指すキラキラした存在

でもなければ、背丈が 170 センチ以上あるといういわゆる格

好のいい男性でもない。だが、何十年間かの人生を共に歩んで

いこうとするならば、このタイプの男性は、私たち女性にとっ

て、たのもしい相手といえるのではないだろうか。

　この二人は、キラキラとは輝いてはいないが、キラリと光る

得難いものを、その心の中に持っていると私は思う。（略）

　もう一人の石村拓一は、北海道上富良野村の開拓農業の長男

坊である。この辺りは富良野から美瑛にかけての美しい一帯だ

から、読者の中には訪れた方々も多いことと思う。（略）

　拓一は泥流に流される祖父母を救おうと、その流れに身を投

ずる。奇跡的に拓一は助かったが、祖父母も妹も死んでしまう。

まじめな篤農一家だったのに。弟耕作が言う。

　「まじめに生きている者が、どうして死ぬんだべな、兄ちゃ

ん？」

　そして耕作はまた言うのだ。

　「こんなにまじめに生きて来ても、馬鹿臭いようなもんだな」

　拓一はじっと耕作を見て答えた。

　「……そうか、馬鹿臭いか。おれはな、あのまま泥流の中で

自分が死んだとしても、馬鹿臭かったとは思わんぞ。もう一度

生まれ変ったとしても、おれはまじめに生きるつもりだぞ。じっ

ちゃんだって、ばっちゃんだって、おれと同じ気持だべな。今

度生まれ変った時は、遊んで暮らそうとか、生狡く立ちまわっ

て得をしようなどとは、決して思わん」

　拓一はこういうことを言える青年だった。そして、泥流で汚

染された土地の復興に全力を尽くすのだ。田畑に流されて来た

大木を、一本一本今日も明日も掘り起こし、土地に命を与えて

いく拓一青年を、私は心から愛してやまない。

　人はさまざまだ。どんな人を生涯の伴侶として選ぼうと、そ

れは自由だが、人生は横顔が素敵だとか、人並み優れて頭がよ

いとか、収入が多いぐらいでは、寄せてくる人生の苦難を乗り

越えることはできないのだ。

　この吉川修や石村拓一のように、地味ではあっても、自分の

人生を誠実に生きていく人間こそ、生涯を共にするにふさわし

い人だと思うのだが、いかがであろうか。
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　そのほか、『泥流地帯』『続泥流地帯』に関連する文章（要約）

　◆『北国日記』

　　・新潮社の高橋弘美さんが文庫 10 冊を持参

　　・『泥流地帯』が中国語に翻訳される

　◆『なくてならぬもの　愛すること生きること』

　　・耕作は光世の性格

　◆『風はいずこより』

　　・私たちの現実

　　・深山峠からの雄大な眺めに感動　「波打つ大地」

　　・村長の弔辞

　　・弥生さん（安井吉典氏夫人）が農の生活を離れなかった

　◆『泉への招待』

　　・タクシーの運転手さんとの会話

　◆『忘れえぬ言葉』

　　・合田一道氏の仕事ぶり

　◆『心のある家』

　　・久江ちゃんを探しあてる

　　　（『続泥流地帯』の耕作の言葉を引用）

　◆『この病をも賜として』

　　・建部直文氏の葬儀

　　・挿絵画家

　　・単行本になった自分の本の中で読み直したのは２冊

　◆『新しき鍵』

　　・「愛は忍ぶ」　神への祈りの中でその愛は生まれたのだろう

　◆『丘の上の邂逅』

　　・佐藤喜一氏との出会い（『十勝泥流』の作者）

　◆『生かされてある日々』

　　・「信徒の友」セミナーについて

　◆『それでも明日は来る』

　　・三浦の母は、この世で最後の親であった

　　・合田道人氏（合田一道氏のご子息）

　　・合田一道との取材

　◆『難病日記』

　　・水谷喜美子氏から論評のコピーが送られてくる

　　・まちがい電話　相手は菊池政美先生の奥さん

　　・合田一道さん、定年を迎える
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　◆『三浦綾子創作秘話』　三浦光世著

　・９「泥流地帯」──苦難を人はどう受け止めるべきか

　・10「続泥流地帯」──登場人物に実名の多い小説

　◆『青春の傷痕』　三浦光世著

　◆『妻三浦綾子と生きた四十年』　三浦光世著

　・『泥流地帯』の取材　綾子の凝視

　・晩年（1999 年）の綾子、上富良野の文学碑を見る

　◆『愛と光と生きること』　三浦光世著

　・白金での出来事

　◆『希望は失望に終わらず』　三浦光世著

　・私が綾子に勧めて書かせた小説

　◆『綾子へ』　三浦光世著

　・沼崎修先生、重平先生のこと

　◆『死ぬという大切な仕事』　三浦光世著

　・私が綾子に書いてほしいと頼んだ作

　・1999 年 7 月 11 日のドライブ

　◆『妻と共に生きる』　三浦光世著

　・滝上への旅行

　・建部直文氏

　・村祭りの草相撲、釣り
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