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太宰治

桜桜桜桜がががが散散散散 って、、、、 このよう に葉桜 のころになれば、、、、私私私私 はははは、、、、き っと思思思思 いいいい出出出出 します。。。。
―― とととと、、、、そ の老夫人はははは物語るるるる。。。。―― いまから三十五年まえ、、、、 父父父父はそ の頃頃頃頃まだ存存存存
命中 でござ いまして、、、、私私私私 のののの 一家、、、、とととと言言言言 いましても、、、、母母母母はそ の七年まえ私私私私がががが十三
のときに、、、、もう他界なされ て、、、、あとは、、、、 父父父父とととと、、、、私私私私とととと妹妹妹妹とととと三人きり の家庭 でござ
いましたが、、、、 父父父父はははは、、、、私十八、、、、妹十六 のときに島根県 のののの日本海 にににに沿沿沿沿 った人 口二万
余余余余 り のあるお城下まち に、、、、中学校長として赴任 して来来来来 てててて、、、、か っこう の借家もな
か った ので、、、、町町町町はずれ の、、、、もうすぐ山山山山にににに近近近近 いと ころに 一一一一つつつつ離離離離れ てぽ つんと建建建建 っっっっ
てあるお寺寺寺寺 のののの、、、、離離離離れれれれ座敷、、、、 二部屋拝借 して、、、、そ こに、、、、ず っと、、、、六年目にににに松江 のののの
中学校 にににに転任 にな るま で、、、、住住住住 んでいました。。。。私私私私がががが結婚致 しました のは、、、、松江にににに
来来来来 てから のこと で、、、、 二十四 のののの秋秋秋秋 でござ います から、、、、当時としてはず いぶん遅遅遅遅 いいいい
結婚 でござ いました。。。。 早早早早くから母母母母にににに死死死死なれ、、、、 父父父父はははは頑固 一徹 のののの学者気質 でででで、、、、世世世世俗俗俗俗
のことには、、、、とんと、、、、うとく、、、、私私私私が いなくなれば、、、、 一家 のののの切切切切りまわ しが、、、、まる
でででで駄目にな ることが、、、、わか っていました ので、、、、私私私私もももも、、、、それま でに いくらも話話話話がががが
あ った のでござ いますが、、、、家家家家をををを捨捨捨捨 ててま で、、、、よそ へお嫁嫁嫁嫁 にににに行行行行くくくく気気気気がががが起起起起らな か っ
た のでござ います。。。。 せめて、、、、妹妹妹妹さえ丈夫 でござ いましたならば、、、、私私私私もももも、、、、少少少少しししし気気気気
楽楽楽楽だ った のですけれども、、、、妹妹妹妹 はははは、、、、私私私私 にににに似似似似な いで、、、、た い へん美美美美 しく、、、、髪髪髪髪 もももも長長長長くくくく、、、、
と てもよく できる、、、、可愛 いいいい子子子子でござ いましたが、、、、 からだが弱弱弱弱くくくく、、、、そ の城下まち

へへへへ赴任 して、、、、二年目 のののの春春春春、、、、私 二十、、、、妹十八 でででで、、、、妹妹妹妹 はははは、、、、死死死死にました。。。。そ のころ の、、、、
これは、、、、おおおお話話話話 でござ います。。。。妹妹妹妹 はははは、、、、もう、、、、よほどまえ から、、、、 いけな か った ので
ござ います。。。。腎臓結核と いう、、、、わ る い病気 でござ いまして、、、、気気気気 の ついたときに
はははは、、、、両方 のののの腎臓がががが、、、、もう虫食われ てしま っていた のだそう で、、、、医者もももも、、、、百日以
内内内内、、、、とは っきり父父父父にににに言言言言 いました。。。。どう にも、、、、手手手手 のほど こし様様様様がな いのだそう で
ござ います。。。。 ひと つきききき経経経経ちちちち、、、、ふた つき経経経経 って、、、、そろそろ百日目がち かくな って
来来来来 ても、、、、私私私私たち はだま って見見見見 ていなければ いけません。。。。妹妹妹妹 はははは、、、、何何何何もももも知知知知らず、、、、割割割割
にににに元気 でででで、、、、終 日寝床 にににに寝寝寝寝たきりな のでござ いますが、、、、それ でも、、、、陽気 にににに歌歌歌歌をう
た ったり、、、、冗談言 ったり、、、、私私私私にににに甘甘甘甘えたり、、、、 ここここれがもう三三三三、、、、四十日経 っと、、、、死死死死んんんん
でゆく のだ、、、、 は っきり、、、、それにきま っている のだ、、、、とととと思思思思うと、、、、胸胸胸胸がががが 一一一一ぱ いにな
りりりり、、、、総身をををを縫針 でででで突突突突きききき刺刺刺刺されるよう に苦苦苦苦 しく、、、、私私私私はははは、、、、気気気気がががが狂狂狂狂うよう にな ってし
ま います。。。。 三月、、、、四月、、、、 五月、、、、そう です。。。。 五月 のなかば、、、、私私私私はははは、、、、あ の日日日日をををを忘忘忘忘れれれれ
ません。。。。
野野野野もももも山山山山もももも新緑 でででで、、、、 はだ かにな ってしま いた いほど温温温温くくくく、、、、私私私私には、、、、新緑がまぶ
しく、、、、眼眼眼眼 にち かち か痛痛痛痛く って、、、、 ひとり、、、、 いろ いろ考考考考えごとを しながら帯帯帯帯 のののの間間間間にににに
片 手をそ っと差差差差 し いれ、、、、うなだれ て野道 をををを歩歩歩歩きききき、、、、考考考考え ること、、、、考考考考え ること、、、、 みみみみ
んな苦苦苦苦 し いことば かりで息息息息が できなくな るくら い、、、、私私私私はははは、、、、身悶え しながら歩歩歩歩きききき
ました。。。。どおん、、、、どおん、、、、とととと春春春春 のののの土土土土 のののの底底底底 のののの底底底底 から、、、、まるで十万億土から響響響響 いて
来来来来 るよう に、、、、幽幽幽幽 かな、、、、けれども、、、、おそろしく幅幅幅幅 のひろ い、、、、まるで地獄 のののの底底底底 でででで大大大大
きな大大大大きな太鼓 でも打打打打ちちちち鳴鳴鳴鳴ら しているような、、、、おどろおどろした物音がががが、、、、絶絶絶絶ええええ

間間間間なく響響響響 いて来来来来 てててて、、、、私私私私には、、、、そ の恐恐恐恐 し い物音がががが、、、、なんであるか、、、、わからず、、、、 ほほほほ
んとう にもう自分がががが狂狂狂狂 ってしま った のではな いか、、、、とととと思思思思 いいいい、、、、そ のまま、、、、からだ
がががが凝結 して立立立立ちすくみ、、、、突然わあ っ！！！！ とととと大声がががが出出出出 てててて、、、、立立立立 っていられずぺたん
とととと草原にににに座座座座 って、、、、思思思思 いいいい切切切切 って泣泣泣泣 いてしま いました。。。。
あと で知知知知 った こと でござ いますが、、、、あ の恐恐恐恐 し い不思議なななな物音 はははは、、、、 日本海大海
戦戦戦戦、、、、軍艦 のののの大砲 のののの音音音音だ った のでござ います。。。。東郷提督 のののの命令 一下でででで、、、、露国 のバ
ルチ ック艦隊をををを 一挙 にににに撃滅なさ るため の、、、、大激戦 のののの最中だ った のでござ います。。。。
ち ょうど、、、、そ のころでござ いますも のね。。。。海軍記念 日はははは、、、、 ことしも、、、、また、、、、そそそそ
ろそろや ってま いります。。。。あ の海岸 のののの城下まち にも、、、、大砲 のののの音音音音がががが、、、、おどろおど
ろろろろ聞聞聞聞え て来来来来 てててて、、、、まち の人人人人たちも、、、、生生生生きたそらがな か った のでござ いましょうが、、、、
私私私私はははは、、、、そんな こととは知知知知らず、、、、ただもう妹妹妹妹 のこと で 一一一一ぱ いで、、、、半気違 いの有様
だ った ので、、、、何何何何 かかかか不不不不吉吉吉吉なななな地獄 のののの太鼓 のような気気気気が して、、、、なが いこと草原 でででで、、、、顔顔顔顔
もあげず に泣泣泣泣き つづけ ておりました。。。。 日日日日がががが暮暮暮暮れかけ て来来来来た ころ、、、、私私私私はや っと立立立立
ちあが って、、、、死死死死んだよう に、、、、ぼ んや りな ってお寺寺寺寺 へへへへ帰帰帰帰 ってま いりました。。。。
「「「「 ねえさ ん。」とととと妹妹妹妹がががが呼呼呼呼んでおります。。。。妹妹妹妹 もももも、、、、 そ のころは、、、、痩痩痩痩 せせせせ衰衰衰衰え て、、、、ちちちち
からなく、、、、自分 でも、、、、うすうす、、、、もうそんな に永永永永くな いことを知知知知 って来来来来 ている
様 子でででで、、、、以前 のよう に、、、、あまり何何何何 かと私私私私にににに無 理難題 いい つけ て甘甘甘甘 ったれるよう
な ことが、、、、なくな ってしま って、、、、私私私私には、、、、 それがまた 一一一一そう つら いのでござ います。。。。
「「「「 ねえさん、、、、 この手紙、、、、 い つ来来来来た の？」
私私私私はははは、、、、 は っと、、、、むねを突突突突 かれ、、、、顔顔顔顔 のののの血血血血 のののの気気気気がなくな った のを自分 では っきり

意識 いたしました。。。。
「「「「 い つ来来来来た の？」妹妹妹妹 はははは、、、、無 心 のよう でござ います。。。。私私私私 はははは、、、、気気気気をををを取取取取 りりりり直直直直 して、、、、
「「「「 ついさ っき。。。。あなたが眠眠眠眠 っていら っしゃる間間間間にににに。。。。あなた、、、、笑笑笑笑 いながら眠眠眠眠 っっっっ
ていたわ。。。。あたし、、、、 こ っそりゃなた の枕枕枕枕もとに置置置置 いと いた の。。。。知知知知らな か ったで
しょう ？」
「「「「 ああ、、、、知知知知らな か った。」妹妹妹妹 はははは、、、、夕闇 のののの迫迫迫迫 った薄暗 いいいい部屋 のののの中中中中 でででで、、、、白白白白くくくく美美美美 しししし
くくくく笑笑笑笑 って、、、、 「「「「 ねえさ ん、、、、あた し、、、、 この手紙読 んだ の。。。。 おかし いわ。。。。あたし の
知知知知らな いいとな のよ。」
知知知知らな いことがあるも のか。。。。私私私私はははは、、、、そ の手紙 のののの差出人 ののののＭＭＭＭ ・・・・ＴＴＴＴと いう男男男男 のひ
とを知知知知 っております。。。。ち ゃんと知知知知 っていた のでござ います。。。。 いいえ、、、、おおおお逢逢逢逢 いし
た ことはな いのでござ いますが、、、、私私私私がががが、、、、そ の五五五五、、、、六日まえ、、、、妹妹妹妹 のののの箪笥をそ っと
整 理して、、、、そ の折折折折 にににに、、、、 ひと つの引引引引きききき出出出出し の奥底 にににに、、、、 一束 のののの手紙がががが、、、、緑緑緑緑 のリボ ン
でき っちり結結結結ばれて隠隠隠隠され てある のを発見 いたし、、、、 いけな いこと でしょうけれ
ども、、、、リボ ンを ほど いて、、、、見見見見 てしま った のでござ います。。。。 およそ三十通ほど の
手紙、、、、全部がそ のＭＭＭＭ ・・・・ＴＴＴＴさんから のお手紙だ った のでござ います。。。。も っとも手手手手
紙紙紙紙 のおも てには、 Ｍ ・・・・ＴＴＴＴさん のお名前 はははは書書書書 かれ ておりませぬ。。。。 手紙 のののの中中中中 にち ゃ
んと書書書書 かれ てある のでござ います。。。。そう して、、、、手紙 のおも てには、、、、差出人とし
ていろ いろ の女女女女 のひと の名前がががが記記記記され てあ って、、、、それがみんな、、、、実在 のののの、、、、妹妹妹妹 のののの
おおおお友達 のお名前 でござ いました ので、、、、私私私私もももも父父父父もももも、、、、 こんな にど っさり男男男男 のひとと
文通しているなど、、、、夢夢夢夢 にも気付 かなか った のでござ います。。。。

