
Spring in Fields; Spring in Mountains

Spring had already come to the fields.
Down there, cherry-trees were in bloom, and birds were chirping.
Spring, however, hadn't come yet in the mountains.
On the tops of the mountains white snow had still remained.
Deep in a mountain, a family of deer was living: a father deer, a mother deer and
a fawn.
The fawn didn't know well about spring, as his first birthday was yet coming.
"What is spring like, Dad?" the fawn asked.
"Flowers come out in spring," the dad deer answered.
"What are flowers like, Mom?" the fawn asked.
"You'll find them beautiful." the mother deer answered.
"I see."
However, as the fawn hadn't seen them yet, he couldn't imagine well what flowers
were like and what spring like.
One day, the fawn was gadding around in the mountain.
Then...
"Bon---g."
He heard a soft sound from a distance.
"What is it?"
Then it came again,
"Bon---g."
The fawn pricked up his ears.
The sounds provoked him to keep climbing down the mountain.
There was a vast field at the foot of the mountain.
And there, the fawn saw cherry blossoms, and smelled their aroma.
The fawn met a kind old man resting under one of the cherry trees.
Looking at the fawn, the man broke off a twig from the cherry-tree and tied it onto
the fawn's little horn.
"Well, this is your ornamental hairpin. You'd better
go home before sunset."
The fawn happily went back to his mountain.
Listening to the fawn talking about what he had
experienced, the mother deer and the father deer
said unanimously,
"The sounds were the temple's bell."
"Those really are cherry blossoms that you have on
your horn!"
They let him know,
"You've met the spring where you saw a lot of cherry blossoms and smelled a nice



aroma."
Soon spring came in the deep mountain too, and various flowers began to come
out.
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○小鹿は何を里で学んだのでしょう。



里の春、山の春

野原にはもう春がきていました。

桜がさき、小鳥はないておりました。

けれども、山にはまだ春はきていませんでした。

山のいただきには、雪も白くのこっていました。

山のおくには、おやこの鹿がすんでいました。

坊やの鹿は、生まれてまだ一年にならないので、春とはどんなものか知りませんでした。

「お父ちゃん、春ってどんなもの。」

「春には花がさくのさ。」

「お母ちゃん、花ってどんなもの。」

「花ってね、きれいなものよ。」

「ふウん。」

けれど、坊やの鹿は、花をみたこともないので、花とはどんなものだか、春とはどんなものだ

か、よくわかりませんでした。

ある日、坊やの鹿はひとりで山のなかを遊んで歩きまわりました。

すると、とおくのほうから、

「ぼオん。」

とやわらかな音が聞こえてきました。

「なんの音だろう。」

するとまた、

「ぼオん。」

坊やの鹿は、ぴんと耳をたててきいていました。やがて、その音にさそわれて、どんどん山を

おりてゆきました。

山の下には野原がひろがっていました。野原には桜の花がさいていて、よいかおりがしていまし

た。

いっぽんの桜の木の根かたに、やさしいおじいさんがいました。

仔鹿をみるとおじいさんは、桜をひとえだ折って、その小さい角に

むすびつけてやりました。

「さア、かんざしをあげたから、日のくれないうちに山へおかえり。」

仔鹿はよろこんで山にかえりました。

坊やの鹿からはなしをきくと、お父さん鹿とお母さん鹿は口をそろ

えて、

「ぼオんという音はお寺のかねだよ。」

「おまえの角についているのが花だよ。」

「その花がいっぱいさいていて、きもちのよいにおいのしていたとこ

ろが、春だったのさ。」

とおしえてやりました。

それからしばらくすると、山のおくへも春がやってきて、いろんな花はさきはじめました。
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