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太宰治

われ、、、、山山山山にむか いて、、、、目目目目をををを挙挙挙挙ぐぐぐぐ。。。。 ―― 詩篇、、、、第 百 二十 一。。。。

●●●●冒頭部分
子供より親親親親がががが大事、、、、とととと思思思思 いた い。。。。子供 のために、、、、などと古風なななな
道学者 みた いな事事事事 をををを殊勝ら しく考考考考え てみても、、、、何何何何、、、、 子供 よりも、、、、
そ の親親親親 のほうが弱弱弱弱 いのだ。。。。少少少少くとも、、、、私私私私 のののの家庭 にお いては、、、、そう
であ る。。。。まさ か、、、、自分がががが老人にな ってから、、、、子供 にににに助助助助けけけけられ、、、、世世世世
話話話話 になろうなどと いう図図図図 々々々々し い虫虫虫虫 のよ い下心はははは、、、、ま ったく持持持持ちちちち合合合合
わ せては いな いけれども、、、、この親親親親 はははは、、、、そ の家庭 にお いて、、、、常常常常 にににに子子子子
供供供供たち のご機嫌ば かり伺伺伺伺 っている。。。。子供、、、、と い っても、、、、私私私私 のと こ
ろ の子供たち は、、、、皆皆皆皆まだ ひどく幼幼幼幼 いいいい。。。。長女 はははは七歳、、、、長男 はははは四歳、、、、
次女 はははは 一歳 であ る。。。。それ でも、、、、既既既既 にそれぞれ、、、、両親をををを圧倒 しししし掛掛掛掛けけけけ
て いる。。。。父父父父とととと母母母母はははは、、、、さながら子供たち の下男下女 のののの趣趣趣趣きを呈呈呈呈して
いる のであ る。。。。
夏夏夏夏、、、、家族全部三畳間 にににに集集集集 まり、、、、大大大大 にぎや か、、、、大混乱 のののの夕食を し
たため、、、、 父父父父はタオ ルでや たら に顔顔顔顔 のののの汗汗汗汗をををを拭拭拭拭 きききき、 「
めし食食食食 って大汗
かくもげ びた事事事事、、、、とととと柳多留 にあ ったけれども、、、、どうも、、、、こんな に

子供 たちがう るさく ては、、、、 いかにお上品な お父父父父さ んと いえども、、、、
汗汗汗汗がががが流流流流れる」」」」
とととと、、、、 ひとりぶ つぶ つ不平をををを言言言言 いいいい出出出出すすすす。。。。
母母母母はははは、、、、 一歳 のののの次女 にお っぱ いを含含含含 ませながら、、、、そう して、、、、おおおお父父父父
さ んと長女とととと長男 のお給仕をす るやら、、、、子供たち のこぼ したも の
をををを拭拭拭拭 くやら、、、、拾拾拾拾うやら、、、、鼻鼻鼻鼻 をかん でや るやら、、、、八面六臂 のすさま
じ い働働働働きを して、、、、
「「「「
おおおお父父父父さ んは、、、、 おおおお鼻鼻鼻鼻 にににに 一一一一ば ん汗汗汗汗を おかき にな るようね。。。。 い つも、、、、
せわ しくお鼻鼻鼻鼻をををを拭拭拭拭 いていら っしゃる」」」」
父父父父はははは苦笑 して、、、、
「「「「
それじゃ、、、、 おおおお前前前前 はど こだ。。。。内股かね ？」
「「「「
おおおお上品な お父父父父さ んです ことととと」」」」
「「「「
いや、、、、何何何何もお前前前前、、、、医学的なななな話話話話 じゃな いか。。。。上品もももも下品もももも無無無無 いいいい」」」」
「「「「
私私私私はね」」」」
とととと母母母母はははは少少少少 しまじめな顔顔顔顔 になり、、、、
「「「「
この、、、、 おおおお乳乳乳乳とお乳乳乳乳 のあ いだ に、、、、 ……涙涙涙涙 のののの谷谷谷谷、、、、 ……」」」」
涙涙涙涙 のののの谷谷谷谷。。。。
父父父父はははは黙黙黙黙 して、、、、食事を つづけた。。。。

●●●●最後 のののの部分
「「「「
涙涙涙涙 のののの谷谷谷谷」」」」
そう言言言言われ て、、、、夫夫夫夫 はははは、、、、ひがんだ。。。。しかし、、、、言言言言 いいいい争争争争 いは好好好好まな い。。。。
沈黙 した。。。。おおおお前前前前 はおれに、、、、 いくぶ んあ て つける気持 でででで、、、、そう言言言言 っっっっ
た のだろうが、、、、しかし、、、、泣泣泣泣 いている のはお前前前前だけ でな い。。。。おれだ
って、、、、おおおお前前前前 にににに負負負負けず、、、、子供 のののの事事事事 はははは考考考考え ている。。。。自分 のののの家庭 はははは大事
だと思思思思 って いる。。。。子供がががが夜中 にににに、、、、 へんな咳 一つしてもももも、、、、き っと眼眼眼眼
がさめて、、、、たまらな い気持 にな る。。。。もう少少少少 しししし、、、、ま しな家家家家 にににに引越 しししし
てててて、、、、おおおお前前前前やややや 子供たちをよろ こば せてあげ たく てならぬが、、、、しかし、、、、
おれ には、、、、どう してもそ こま で手手手手がががが 廻廻廻廻らな いのだ。。。。 これ でもう、、、、
精 一ぱ いな のだ。。。。おれだ って、、、、凶暴なななな魔物 ではな い。。。。妻 子をををを見殺
度胸」」」」をををを持持持持 っては いな いのだ。。。。配配配配
しにして平然、、、、と いうような 「「「「
給給給給やややや 登録 のののの事事事事だ って、、、、知知知知らな いのではな い、、、、知知知知 るひまが無無無無 いのだ。。。。
……父父父父はははは、、、、そう心心心心 のののの中中中中 でででで呟呟呟呟きききき、、、、しかし、、、、それを言言言言 いいいい出出出出すすすす自信もももも無無無無
くくくく、、、、また、、、、言言言言 いいいい出出出出 して母母母母から何何何何 かかかか切切切切りかえされたら、、、、ぐう の音音音音もももも
出出出出な いような気気気気も して、、、、
「「「「
誰誰誰誰 かかかか、、、、 ひとを雇雇雇雇 いなさ い」」」」
とととと、、、、 ひとりご と みた いに、、、、わず かに主張 してみた次第な のだ。。。。
母母母母もももも、、、、 い った い、、、、無 口な ほう であ る。。。。 しかし、、、、言言言言う ことに、、、、 いいいい

つも、、、、 つめた い自信 をををを持持持持 って いた。 （
こ の母母母母にににに限限限限らず、、、、ど こ の女女女女
もももも、、、、た いて いそんなも のであ るが））））
「「「「
でも、、、、な かな か、、、、来来来来 てくれるひともありませんから」」」」
「「「「
捜捜捜捜 せば、、、、き っと見見見見 つかりますよ。。。。来来来来 てくれるひとが無無無無 いんじゃ
無無無無 いいいい、、、、 いてくれるひとが無無無無 いんじゃな いかな ？」
「「「「
私私私私がががが、、、、 ひとを使使使使う のが下手だとお っしゃる のです か？」
「「「「
そんな、、、、 ……」」」」
父父父父はまた黙黙黙黙 した。。。。じ つは、、、、そう思思思思 っていた のだ。。。。しかし、、、、黙黙黙黙 しししし
たたたた。。。。
ああ、、、、誰誰誰誰 かひとり、、、、雇雇雇雇 ってくれたら いい。。。。母母母母がががが末末末末 のののの子子子子をををを背負 っっっっ
てててて、、、、用足しに外外外外 にににに出出出出かけると、、、、父父父父はあと の二人 のののの子子子子 のののの世話をををを見見見見なななな
ければならぬ。。。。そう して、、、、来客がががが毎 日、、、、きま って十人くら いず つ
あ る。。。。
「「「「
仕事部屋 のほう へ、、、、出出出出かけた いんだけど」」」」
「「「「
これから です か ？」
「「「「
そう。。。。どう しても、、、、今夜 のうち に書書書書きききき上上上上げなければならな い仕仕仕仕
事事事事があ るんだ」」」」
それは、、、、嘘嘘嘘嘘 でな か った。。。。しかし、、、、家家家家 のののの中中中中 のののの憂鬱 から、、、、 のがれた
いいいい気気気気もあ った のであ る。。。。

「「「「
今夜 はははは、、、、私私私私、、、、妹妹妹妹 のと ころ へ行行行行 って来来来来た いと思思思思 って いる のですけ
どどどど」」」」
それも、、、、私私私私はははは知知知知 っていた。。。。妹妹妹妹 はははは重態な のだ。。。。しかし、、、、女房がががが見見見見
舞舞舞舞 いに行行行行けば、、、、私私私私 はははは子供 のお守守守守 りを していなければならぬ。。。。
「「「「
だ から、、、、 ひとを雇雇雇雇 って、、、、 ……」」」」
言言言言 いかけ て、、、、私私私私はははは、、、、よした。。。。女房 のののの身内 のひと の事事事事 にににに少少少少 しでも、、、、
ふれると、、、、 ひどく 二人 のののの気持がやや こしくな る。。。。
生生生生きると いう事事事事 はははは、、、、た い へんな事事事事だだだだ。。。。あち こち から鎖鎖鎖鎖が からま
っていて、、、、少少少少 しでも動動動動くと、、、、血血血血がががが噴噴噴噴 きききき出出出出すすすす。。。。
私私私私はははは黙黙黙黙 って立立立立 って、、、、六畳間 のののの机机机机 のののの引出 しから稿料 のは い ってい
るるるる封筒をををを取取取取 りりりり出出出出 しししし、、、、袂袂袂袂 に つっ込込込込ん で、、、、それから原稿用紙とととと辞典をををを
黒黒黒黒 いいいい風呂敷 にににに包包包包 みみみみ、、、、物体 でな いみた いに、、、、ふわりと外外外外 にににに出出出出 るるるる。。。。
もう、、、、仕事どどどど ころ ではな い。。。。自殺 のののの事事事事ば かり考考考考え ている。。。。そう
して、、、、酒酒酒酒をををを飲飲飲飲 むむむむ場所 へま っすぐに行行行行くくくく。。。。
「「「「
いら っしゃ い」」」」
「「「「
飲飲飲飲 もう。。。。き ょう はまた、、、、ば かに綺麗なななな縞縞縞縞をををを、、、、 ……」」」」
「「「「
わ るくな いでしょう ？？？？ あなた の好好好好くくくく縞縞縞縞だと思思思思 っていた の」」」」
「「「「
き ょう は、、、、夫婦喧嘩 でね、、、、陰陰陰陰 にこも ってや りきれねえ んだ。。。。飲飲飲飲
もう。。。。今夜 はははは泊泊泊泊 るぜ。。。。だんぜ ん泊泊泊泊 るるるる」」」」

子供より親親親親がががが大事、、、、とととと思思思思 いた い。。。。子供よりも、、、、そ の親親親親 のほうが
弱弱弱弱 いのだ。。。。
桜桃がががが出出出出たたたた。。。。
私私私私 のののの家家家家 では、、、、子供たち に、、、、ぜ いたくなも のを食食食食 べさ せな い。。。。子子子子
供供供供たち は、、、、桜桃など、、、、見見見見たたたた事事事事もももも無無無無 いかもしれな い。。。。食食食食 べさ せたら、、、、
よろ こぶだろう。。。。父父父父がががが持持持持 って帰帰帰帰 ったら、、、、よろ こぶだろう。。。。蔓蔓蔓蔓 をををを糸糸糸糸
で つな いで、、、、首首首首 にかけると、、、、桜桃 はははは、、、、珊瑚 のののの首飾 り のよう に見見見見ええええ
るだろう。。。。
しかし、、、、父父父父はははは、、、、大 皿にににに盛盛盛盛られた桜桃をををを、、、、極極極極 めてまず そう に食食食食 べべべべ
ては種種種種をををを吐吐吐吐きききき、、、、食食食食 べては種種種種をををを吐吐吐吐きききき、、、、食食食食 べては種種種種をををを吐吐吐吐きききき、、、、そう して
心心心心 のののの中中中中 でででで虚勢 みた いに呟呟呟呟くくくく言葉 はははは、、、、 子供よりも親親親親がががが大事。。。。

