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いよ いよ学校 へへへへ出出出出たたたた。。。。初初初初めて教場 へは い って高高高高 いいいい所所所所 へへへへ乗乗乗乗 った時時時時 はははは、、、、何何何何だ か変変変変
だ った。。。。講釈を しながら、、、、おれ でも先生がががが勤勤勤勤まる のかと思思思思 った。。。。生徒 はや かま
し い。。。。時時時時 々々々々図抜けた大大大大きな声声声声 でででで先生と いう。。。。先生 には応応応応えた。。。。今今今今ま で物理学校
でででで毎 日先生先生とととと呼呼呼呼び つけ ていたが、、、、先生とととと呼呼呼呼ぶ のと、、、、呼呼呼呼ばれる のは雲泥 のののの差差差差
だだだだ。。。。何何何何だ か足足足足 のののの裏裏裏裏がむずむずす る。。。。 おれは卑怯なななな人間 ではな い。。。。憶病なななな男男男男 でも
な いが、、、、惜惜惜惜 し い事事事事 にににに胆力がががが欠欠欠欠け ている。。。。先生とととと大大大大きな声声声声をされると、、、、腹腹腹腹 のののの減減減減 っっっっ
たたたた時時時時 にににに丸丸丸丸 のののの内内内内 でででで午砲をををを聞聞聞聞 いたような気気気気がす る。。。。最初 のののの 一時間はははは何何何何だ か いい加減
にや ってしま った。。。。 しかし別段困 った質問もももも掛掛掛掛けられず に済済済済 んだ。。。。控所 へへへへ帰帰帰帰 っっっっ
てててて来来来来たら、、、、山嵐がどうだ いと聞聞聞聞 いた。。。。うんと単簡 にににに返事を したら山嵐 はははは安心しししし
たら しか った。。。。
二時 間 目にににに白墨をををを持持持持 って控所をををを出出出出たたたた時時時時 には何何何何だ か敵 地 へへへへ乗乗乗乗 りりりり込込込込むような気気気気
が した。。。。教場 へへへへ出出出出ると今度 のののの組組組組 はははは前前前前 より大大大大きな奴奴奴奴ば かりである。。。。 おれは江戸 っっっっ
子子子子でででで華奢 にににに小作 りにでき ているから、、、、どうも高高高高 いいいい所所所所 へへへへ上上上上が っても押押押押 しが利利利利 かな
いいいい。。。。喧嘩なら相撲取と でもや ってみせるが、、、、こんな大僧をををを四十人もももも前前前前 へへへへ並並並並 べて、、、、
ただ 一枚 のののの舌舌舌舌をたた いて恐縮さ せる手際 はな い。。。。 しかしこんな 田舎者 にににに弱身をををを
見見見見せると癖癖癖癖 にな ると思思思思 ったから、、、、な るべく大大大大きな声声声声をして、、、、少少少少 々々々々巻巻巻巻きききき舌舌舌舌 でででで講釈
してや った。。。。最初 のうち は、、、、生徒もももも煙煙煙煙 にににに捲捲捲捲 かれ てぼ んや りしていたから、、、、それ

見見見見ろとますます得意 にな って、、、、 べらんめ い調調調調をををを用用用用 いてたら、、、、 一番前 のののの列列列列 のののの真中
に いた、、、、 一番強 そうな奴奴奴奴がががが、、、、 いきなり起立 して先生と いう。。。。 そら来来来来たと思思思思 いな
がら、、、、何何何何だと聞聞聞聞 いたら、 「 あまり早早早早く て分分分分 から んけれ、、、、 もち っと、、、、 ゆるゆる
遣遣遣遣 って、、、、おくれんかな、、、、もし」」」」と い った。。。。 おくれんかな、、、、もしは生温る い言葉
だだだだ。。。。 早過ぎ るなら、、、、ゆ っくり い ってや るが、、、、おれは江戸 っっっっ子子子子だ から君等 のののの言葉
はははは使使使使えな い、、、、分分分分らなければ、、、、分分分分 るま で待待待待 ってるが いいと答答答答え てや った。。。。 この調調調調
子子子子でででで二時間目はははは思思思思 ったより、、、、うまく行行行行 った。。。。ただ帰帰帰帰りがけに生徒 のののの 一人がち ょ
っと この問題をををを解釈を しておくれんかな、、、、もし、、、、と できそうもな い幾何 のののの問題
をををを持持持持 って迫迫迫迫 ったには冷汗をををを流流流流 した。。。。仕方がな いから何何何何だ か分分分分らな い、、、、 この次教
え てや ると急急急急 いで引引引引きききき揚揚揚揚げ たら、、、、生徒がわあと囃囃囃囃 ししししたたたた。。。。そ の中中中中 にできんできん
と いう声声声声がががが聞聞聞聞え る。。。。箆棒 めめめめ、、、、先生だ って、、、、 できな いのは当当当当りりりり前前前前だだだだ。。。。 できな いの
を できな いと いう のに不思議があるもんか。。。。そんなも のが できるくら いなら四四四四
十円 でこんな 田舎 へくるもんかと控所 へへへへ帰帰帰帰 って来来来来たたたた。。。。今度 はどうだとまた山嵐
がががが聞聞聞聞 いた。。。。うんと い ったが、、、、うんだけ では気気気気がががが済済済済まなか ったから、、、、 この学校 のののの
生徒 はははは分分分分らずやだなと い ってや った。。。。 山嵐 はははは妙妙妙妙なななな顔顔顔顔をしていた。。。。
三時間目もももも、、、、四時間目もももも昼過ぎ の 一時間もももも大同小異 であ った。。。。最初 のののの日日日日にににに出出出出
たたたた級級級級 はははは、、、、 いずれも少少少少 々々々々ず つ失敗 した。。。。教師 ははた で見見見見るほど楽楽楽楽 じゃな いと思思思思 っっっっ
たたたた。。。。授業 はひと通通通通りりりり済済済済 んだが、、、、まだ帰帰帰帰れな い、、、、三時ま でぽ つ然然然然として待待待待 ってな
く てはならん。。。。三時 にな ると、、、、受持級 のののの生徒がががが自分 のののの教室をををを掃除 して報知 にく
るから検分をす るんだそうだ。。。。それから、、、、出席簿をををを 一応調 べてようやくお暇暇暇暇がががが

出出出出るるるる。。。。 いくら月給 でででで買買買買われた身体だ って、、、、あ いた時間ま で学校 へへへへ縛縛縛縛り つけ て机机机机
とととと睨睨睨睨め っくらをさせるなんて法法法法があるも のか。。。。 しかしほか の連中 はみんな大人
しくご規則通りや ってるから新参 のおれば かり、、、、だだを捏捏捏捏ねる のもよろしくな
いと思思思思 って我慢 していた。。。。帰帰帰帰りがけに、、、、君何 でもかんでも三時過ま で学校 に い
さ せる のは愚愚愚愚だぜと山嵐 にににに訴訴訴訴えたらららら、、、、山嵐 はそうさ ア ハハハと笑笑笑笑 ったが、、、、あと
から真 面目にな って、、、、君君君君あまり学校 のののの不平を いうと、、、、 いかんぜ。。。。 いうなら僕僕僕僕だだだだ
けに話話話話せせせせ、、、、随分妙なななな人人人人も いるからなと忠告がまし い事事事事を い った。。。。四四四四 つつつつ角角角角 でででで分分分分れれれれ
たから詳詳詳詳 し い事事事事 はははは聞聞聞聞く ひまがな か った。。。。
それからうち へ帰帰帰帰 ってくると、、、、宿宿宿宿 のののの亭主がお茶茶茶茶をををを入入入入れましょうと い ってや っ
てててて来来来来 るるるる。。。。 おおおお茶茶茶茶をををを入入入入れると いう からご馳走をす る のかと思思思思うと、、、、おれ の茶茶茶茶をををを遠慮
なく入入入入れ て自分がががが飲飲飲飲 む のだ。。。。 この様子では留守中もももも勝手にお茶茶茶茶をををを入入入入れましょう
をををを 一人でででで履行 しているかも知知知知れな い。。。。亭主が いう には手前 はははは書画骨董がすき で、、、、
とうとう こんなななな商買をををを内内内内 々々々々でででで始始始始 めるよう になりました。。。。あなたもお見受けけけけ申申申申すすすす
と ころ大分ごごごご風流 でいら っしゃるら し い。。。。ちと道楽 にお始始始始 めなす っては いかが
ですと、、、、飛飛飛飛んでもな い勧誘をや る。。。。 二年前ある人人人人 のののの使使使使 にににに帝国ホテ ル へ行行行行 った時時時時
はははは錠前直 しと間違えられた事事事事がある。。。。ケ ットを被被被被 って、、、、鎌倉 のののの大仏をををを見物 した
時時時時 はははは車屋から親方と いわれた。。。。そ の外今 日ま で見損われた事事事事 はははは随分あるが、、、、まままま
だおれを つらまえ て大分ごごごご風流 でいら っしゃると い ったも のはな い。。。。大抵 はな
りや様 子でも分分分分 るるるる。。。。風流 人なんていうも のは、、、、画画画画をををを見見見見ても、、、、頭巾をををを被被被被 るか短冊
をををを持持持持 ってるも のだ。。。。 このおれを風流人だなどと真 面目に いう のはただ の曲者 じじじじ

ゃな い。。。。 おれはそんな呑気なななな隠居 のや るような事事事事 はははは嫌嫌嫌嫌 いだと い ったら、、、、亭主 はははは
へへへへと笑笑笑笑 いながら、、、、いえ始始始始 めから好好好好きなも のは、、、、どなたもござ いませんが、、、、
い ったん こ の道道道道 には いるとな かな か出出出出ら れま せんと 一人 でででで茶茶茶茶をををを注注注注 いで妙妙妙妙なななな 手手手手
付付付付を して飲飲飲飲 んでいる。。。。実実実実 はゆう べ茶茶茶茶をををを買買買買 ってくれと頼頼頼頼んでお いた のだが、、、、 こん
なななな苦苦苦苦 いいいい濃濃濃濃 いいいい茶茶茶茶 は いやだ。。。。 一杯飲 むと胃胃胃胃にににに答答答答え るような気気気気がす る。。。。今度 からも っ
とととと苦苦苦苦くな いのを買買買買 ってくれと い ったら、、、、かしこまりましたとまた 一杯 しぼ って
飲飲飲飲 んだ。。。。 人人人人 のののの茶茶茶茶だと思思思思 って無暗 にににに飲飲飲飲 むむむむ奴奴奴奴だだだだ。。。。主人がががが引引引引きききき下下下下が ってから、、、、明 日 のののの
下読を してすぐ寝寝寝寝 てしま った。。。。
それから毎 日毎 日学校 へへへへ出出出出 ては規則通りりりり働働働働くくくく、、、、毎 日毎 日帰 って来来来来 ると主人がががが
おおおお茶茶茶茶をををを入入入入れましょうと出出出出 てくる。。。。 一週間ば かりしたら学校 のののの様 子も ひと通通通通りは
飲飲飲飲 みみみみ込込込込めたし、、、、宿宿宿宿 のののの夫婦 のののの人物もももも大概 はははは分分分分 った。。。。 ほか の教師 にににに聞聞聞聞 いてみると辞辞辞辞
令令令令をををを受受受受け て 一週間から 一一一一ヶヶヶヶ月月月月ぐら いの間間間間はははは自分 のののの評判が いいだろう か、、、、悪悪悪悪 る い
だ ろう か非常 にににに気気気気 にににに掛掛掛掛 かるそう であ るが、、、、 おれ は 一向そんな感感感感 じはな か った。。。。
教場 でででで折折折折 々々々々しく じると そ の時時時時だ け はや な 心持ちだが 三十分ば かり立立立立 っと奇麗
にににに消消消消え てしまう。。。。おれは何事 によらず長長長長くくくく心配 しようと思思思思 っても心配が できな
いいいい男男男男だだだだ。。。。教場 のしくじりが生徒 にどんな影響をををを与与与与え て、、、、そ の影響がががが校長やややや教頭
にどんな反応をををを呈呈呈呈す るかまるで無頓着 であ った。。。。おれは前前前前 に いう通通通通りあまり度度度度
胸胸胸胸 のののの据据据据 った男男男男 ではな いのだが、、、、思思思思 いいいい切切切切りはす こぶ る いい人間 である。。。。 この学校
が いけなければすぐど っか へ行行行行くくくく覚悟 でいたから、、、、狸狸狸狸もももも赤赤赤赤 シャツも、、、、ち っとも
恐恐恐恐 しくはな か った。。。。まして教場 のののの小僧共なんかには愛嬌もお世辞もももも使使使使うううう気気気気 にな

れな か った。。。。学校 はそれ でいいのだが下宿 のののの方方方方 はそう は いかな か った。。。。亭主がががが
茶茶茶茶をををを飲飲飲飲 みに来来来来 るだけなら我慢もす るが、、、、 いろ いろな者者者者をををを持持持持 ってくる。。。。始始始始めに持持持持
っっっってててて来来来来た のは何何何何 でも印材 でででで、、、、十十十十ば かり並並並並 べてお いて、、、、みんな で三円なら安安安安 いいいい物物物物
だお買買買買 いなさ いと いう。。。。 田舎 巡り の ヘボ絵師 じゃあるま いし、、、、そんなも のは入入入入
らな いと い ったら、、、、今度 はははは華 山と か何何何何とか いう男男男男 のののの花鳥 のののの掛物をも って来来来来たたたた。。。。
自分 でででで床床床床 のののの間間間間 へかけ て、、、、 いいできじゃありませんかと いう から、、、、そう かなと好好好好
加減 にににに挨拶をす ると、、、、華山には二人ある、、、、 一人はははは何何何何とか華山 でででで、、、、 一人はははは何何何何とか
華山 ですが、、、、この幅幅幅幅 はそ の何何何何とか華山 のののの方方方方だと、、、、くだらな い講釈を したあと で、、、、
どう です、、、、あなたなら十五円にしておきます。。。。 おおおお買買買買 いなさ いと催促をす る。。。。金金金金
がな いと断断断断わ ると、、、、金金金金なんか、、、、 い つでもようござ いますとな かな か頑固だだだだ。。。。金金金金
があ っても買買買買わな いんだと、、、、そ の時時時時 はははは追追追追 っっっっ払払払払 っちま った。。。。そ の次次次次 には鬼 瓦ぐら
いな大硯をををを担担担担ぎぎぎぎ 込込込込んだ。。。。 これは端渓 です、、、、端渓 ですと 二遍もももも三遍もももも端渓がるか
らららら、、、、面白半分 にににに端渓たたたた何何何何だ いと聞聞聞聞 いたら、、、、すぐ講釈をををを始始始始 めめめめ出出出出した。。。。端渓 には上上上上
層中層下層とあ って、、、、今時 のも のはみんな上層 ですが、、、、 これはたしかに中層 でででで
すすすす、、、、 この眼眼眼眼をご覧覧覧覧なさ い。。。。眼眼眼眼がががが三三三三 つある のは珍珍珍珍ら し い。。。。発墨 のののの具合もももも至極 よろ
し い、、、、試試試試 してご覧覧覧覧なさ いと、、、、おれ の前前前前 へへへへ大大大大きな硯硯硯硯をををを突突突突き つける。。。。 いくらだと聞聞聞聞
くと、、、、持主がががが中国から持持持持 って帰帰帰帰 って来来来来 てててて是非売りた いと いいます から、、、、おおおお安安安安くくくく
して三十円にしておきましょうと いう。。。。 この男男男男 はははは馬鹿 にににに相違な い。。。。学校 のののの方方方方 はははは
どう かこう か無事 にににに勤勤勤勤まりそうだが、、、、 こう骨董責 にににに逢逢逢逢 ってはと ても長長長長くくくく続続続続きそ
う にな い。。。。

そ のうち学校も いや にな った。。。。

ある日日日日 のののの晩大 町と いう所所所所をををを散歩 していた

らららら郵便局 のののの隣隣隣隣 りに蕎麦とか いて、、、、下下下下にににに東京とととと注注注注をををを加加加加えた看板があ った。。。。おれは
蕎麦がががが大好き である。。。。東京 にお った時時時時 でも蕎麦屋 のののの前前前前をををを通通通通 って薬味 のののの香香香香 いをか
ぐと、、、、どう しても暖簾がくぐりたくな った。。。。今 日ま では数学とととと骨董 でででで蕎麦をををを忘忘忘忘
れ ていたが、、、、 こう して看板をををを見見見見ると素通りが できなくな る。。。。 ついでだ から 一杯
食食食食 って行行行行 こうと思思思思 って上上上上がり込込込込んだ。。。。見見見見ると看板 ほど でもな い。。。。東京とととと断断断断わ る
以上 はもう少少少少しししし奇麗 にしそうなも のだが、、、、東京をををを知知知知らな いのか、、、、金金金金がな いのか、、、、
滅法きたな い。。。。畳畳畳畳はははは色色色色がががが変変変変 ってお負負負負けに砂砂砂砂 でざらざら している。。。。壁壁壁壁 はははは煤煤煤煤 でででで真黒
だだだだ。。。。 天井はラ ンプ の油煙 でででで薫薫薫薫ぼ ってる のみか、、、、低低低低く って、、、、思思思思わず首首首首をををを縮縮縮縮 めるく
ら いだ。。。。ただ麗麗麗麗 々々々々とととと蕎麦 のののの名前をか いて張張張張りりりり付付付付けたねだん付付付付けだけは全全全全くくくく新新新新 しししし
いいいい。。。。何何何何 でも古古古古 いうちを買買買買 って二三日前 から開業 したに違違違違 いな かろう。。。。ねだん付付付付
のののの第 一号 にににに天麸羅とある。。。。 お い天麸羅をををを持持持持 ってこいと大大大大きな声声声声をををを出出出出した。。。。す る
と この時時時時ま で隅隅隅隅 のののの方方方方 にににに三人かたま って、、、、何何何何 か つる つる、、、、ち ゅうち ゅう食食食食 ってた
連中がががが、、、、 ひとしくおれ の方方方方をををを見見見見たたたた。。。。部屋がががが暗暗暗暗 いので、、、、ち ょ っと気気気気が つかな か っ
たが顔顔顔顔をををを合合合合 せると、、、、 みんな学校 のののの生徒 である。。。。先方 でででで挨拶を したから、、、、おれも
挨拶を した。。。。そ の晩晩晩晩 はははは久久久久 しししし振振振振 にににに蕎麦をををを食食食食 った ので、、、、旨旨旨旨か ったから天麸羅をををを四杯
平平平平げ た。。。。
翌 日何 のののの気気気気もなく教場 へは いると、、、、黒板 一杯ぐら いな大大大大きな字字字字 でででで、、、、天麸羅先
生生生生とか いてある。。。。おれ の顔顔顔顔をををを見見見見 てみんなわあと笑笑笑笑 った。。。。 おれは馬鹿馬鹿 し いか
らららら、、、、天麸羅をををを食食食食 っち ゃ可笑 し いかと聞聞聞聞 いた。。。。す ると生徒 のののの 一人がががが、、、、 しかし四杯

はははは過過過過ぎ るぞな、、、、もし、、、、と い った。。。。 四杯食 おうが五杯食 おうがおれ の銭銭銭銭 でおれが
食食食食う のに文句があるもんかと、、、、さ っさと講義をををを済済済済まして控所 へへへへ帰帰帰帰 って来来来来たたたた。。。。十十十十
分立 って次次次次 のののの教場 へへへへ出出出出ると 一一一一つつつつ天麸羅四杯なり。。。。但但但但 しししし笑笑笑笑う べからず。。。。とととと黒板 にににに
か いてある。。。。さ っきは別別別別にににに腹腹腹腹もももも立立立立たな か ったが今度 はははは癪癪癪癪 にににに障障障障 った。。。。冗談もももも度度度度をををを
過過過過ご せば いたずらだ。。。。焼餅 のののの黒焦 のようなも ので誰誰誰誰もももも賞賞賞賞 めめめめ手手手手はな い。。。。 田舎者 はははは
こ の呼吸がががが分分分分 からな いからど こま で押押押押 し て行行行行 っても構構構構わな いと いう 了見だ ろ
うううう。。。。 一時間あるくと見物す る町町町町もな いような狭狭狭狭 いいいい都都都都 にににに住住住住 んで、、、、外外外外 にににに何何何何 にも芸芸芸芸がががが
な いから、、、、天麸羅事件をををを 日露戦争 のよう に触触触触れちら かすんだろう。。。。憐憐憐憐れな奴等
だだだだ。。。。小供 のののの時時時時 かかかからららら、、、、 こんな に教育されるから、、、、 いや にひね っこびた、、、、植木鉢 のののの
楓楓楓楓 みたような小人が できるんだ。。。。無邪気なら い っしょに笑笑笑笑 っても いいが、、、、 こり
ゃなんだ。。。。小供 のののの癖癖癖癖 にににに乙乙乙乙にににに毒気をををを持持持持 ってる。。。。おれはだま って、、、、天麸羅をををを消消消消 して、、、、
こんな いたずらが面白 いか、、、、卑怯なななな冗談だだだだ。。。。君等 はははは卑怯と いう意味をををを知知知知 ってる
かかかか、、、、と い ったら、、、、自分が した事事事事をををを笑笑笑笑われ て怒怒怒怒 る のが卑怯 じゃろうがな、、、、もしと
答答答答えた奴奴奴奴がある。。。。やな奴奴奴奴だだだだ。。。。わざわざ東京 から、、、、 こんな奴奴奴奴をををを教教教教え に来来来来た のかと
思思思思 ったら情情情情なくな った。。。。余計なななな減減減減らず 口口口口をををを利利利利 かな いで勉強 しろと い って、、、、授業
をををを始始始始 めてしま った。。。。それから次次次次 のののの教場 へへへへ出出出出たら天麸羅をををを食食食食うと減減減減らず 口口口口がががが利利利利きききき
たくな るも のなりと書書書書 いてある。。。。どうも始末 にににに終終終終えな い。。。。あんまり腹腹腹腹がががが立立立立 った
から、、、、そんな生意気なななな奴奴奴奴 はははは教教教教えな いと い ってすたすた帰帰帰帰 って来来来来 てや った。。。。生徒
はははは休休休休 みにな って喜喜喜喜んだそうだ。。。。 こうな ると学校 より骨董 のののの方方方方がまだましだ。。。。
天麸羅蕎麦もうち へ帰帰帰帰 って、、、、 一晩寝たらそんな に肝癪 にににに障障障障らなくな った。。。。学学学学

校校校校 へへへへ出出出出 てみると、、、、生徒もももも出出出出 ている。。。。何何何何だ か訳訳訳訳がががが分分分分らな い。。。。 それから三日ば かり
はははは無事 であ ったが、、、、四日目 のののの晩晩晩晩 にににに住 田と いう所所所所 へへへへ行行行行 って団子をををを食食食食 った。。。。 この住住住住
田田田田と いう所所所所はははは温泉 のある町町町町でででで城下から汽車だと十分ば かり、、、、歩歩歩歩 いて三十分 でででで行行行行
かれる、、、、料理屋もももも温泉宿もももも、、、、公園もある上上上上 にににに遊郭がある。。。。 おれ のは い った団子
屋屋屋屋はははは遊郭 のののの入 口にあ って、、、、大変うま いと いう評判だ から、、、、温泉 にににに行行行行 った帰帰帰帰りが
けにち ょ っと食食食食 ってみた。。。。今度 はははは生徒 にも逢逢逢逢わな か ったから、、、、誰誰誰誰もももも知知知知 るま いと
思思思思 って、、、、翌 日学校 へへへへ行行行行 って、、、、 一時間目 のののの教場 へは いると団子二皿七銭とととと書書書書 いて
ある。。。。実際 おれは二皿食 って七銭払 った。。。。どうも厄介なななな奴等だだだだ。。。。 二時間目にも
き っと何何何何 かあると思思思思うと遊郭 のののの団子旨 いいいい旨旨旨旨 いと書書書書 いてある。。。。あきれ返返返返 った奴等
だだだだ。。。。団子がそれ で済済済済 んだと思思思思 ったら今度 はははは赤 手拭 と いう のが評判 にな った。。。。何何何何
のののの事事事事だと思思思思 ったら、、、、 つまらな い来歴だだだだ。。。。 おれはここ へ来来来来 てから、、、、毎 日住 田 のののの温温温温
泉泉泉泉 へへへへ行行行行くくくく事事事事 にににに極極極極 めている。。。。 ほか の所所所所はははは何何何何をををを見見見見 ても東京 のののの足元にも及及及及ばな いが温温温温
泉泉泉泉だけは立派なも のだ。。。。せ っかく来来来来たたたた者者者者だ から毎 日は い ってや ろうと いう気気気気 でででで、、、、
晩飯前 にににに運動 かたがた出掛 るるるる。。。。と ころが行行行行くときは必必必必ずずずず西洋手拭 のののの大大大大きな奴奴奴奴をををを
ぶら下下下下げ て行行行行くくくく。。。。 この手拭がががが湯湯湯湯 にににに染染染染 った上上上上 へへへへ、、、、赤赤赤赤 いいいい縞縞縞縞がががが流流流流れれれれ出出出出した のでち ょ っ
とととと見見見見ると紅色 にににに見見見見え る。。。。 おれはこの手拭をををを行行行行きも帰帰帰帰りも、、、、汽車 にににに乗乗乗乗 ってもある
いても、、、、常常常常 にぶら下下下下げ ている。。。。それで生徒がおれ の事事事事をををを赤 手拭赤 手拭 と いうん
だそうだ。。。。どうも狭狭狭狭 いいいい土地にににに住住住住 んでるとう るさ いも のだ。。。。まだある。。。。 温泉 はははは三三三三
階階階階 のののの新築 でででで上等 はははは浴衣おかして、、、、流流流流 しを つけ て八銭 でででで済済済済むむむむ。。。。そ の上上上上 にににに女女女女がががが天目
へへへへ茶茶茶茶をををを載載載載 せて出出出出すすすす。。。。 おれは い つでも上等 へは い った。。。。す ると四十円 のののの月給 でででで毎毎毎毎

日上等 へは いる のは贅沢だと いい出出出出した。。。。余計なお世話だだだだ。。。。まだある。。。。湯壷 はははは
花崗 石をををを畳畳畳畳 みみみみ上上上上げ て、、、、十五畳敷ぐら いの広広広広さ に仕切 ってある。。。。大抵 はははは十三四人
漬漬漬漬 ってるがたま には誰誰誰誰も いな い事事事事があ る。。。。深深深深さ は立立立立 って乳乳乳乳 のののの辺辺辺辺ま であ るから、、、、
運動 のために、、、、湯湯湯湯 のののの中中中中をををを泳泳泳泳ぐ のはなかな か愉快だだだだ。。。。 おれは人人人人 のいな いのを見済
しては十五畳 のののの湯壷をををを泳泳泳泳ぎぎぎぎ 巡巡巡巡 って喜喜喜喜んでいた。。。。と ころがある日三階 から威勢 よよよよ
くくくく下下下下りて今 日もももも泳泳泳泳げ るかなとざ くろ 口口口口をををを覗覗覗覗 いてみると、、、、大大大大きな札札札札 へへへへ黒黒黒黒 々々々々とととと湯湯湯湯 のののの
中中中中 でででで泳泳泳泳ぐ べからずとか いて貼貼貼貼り つけ てある。。。。湯湯湯湯 のののの中中中中 でででで泳泳泳泳ぐも のは、、、、あまりある
ま いから、、、、 この貼札 はおれ のために特別にににに新調した のかも知知知知れな い。。。。 おれはそ
れから泳泳泳泳ぐ のは断念 した。。。。泳泳泳泳ぐ のは断念 したが、、、、学校 へへへへ出出出出 てみると、、、、例例例例 のののの通通通通りりりり
黒板 にににに湯湯湯湯 のののの中中中中 でででで泳泳泳泳ぐ べからずと書書書書 いてあるには驚驚驚驚 ろ いた。。。。何何何何だ か生徒全体がお
れれれれ 一人をををを探偵 しているよう に思思思思われた。。。。くさくさ した。。。。生徒がががが何何何何を い った って、、、、
や ろうと思思思思 った事事事事をや めるようなおれ ではな いが、、、、何何何何 でこんな狭苦 し い鼻鼻鼻鼻 のののの先先先先
が つかえ るような所所所所 へへへへ来来来来た のかと思思思思うと情情情情なくな った。。。。それ でうち へ帰帰帰帰 ると相相相相
変変変変らず骨董責 である。。。。

