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十三

犬嫌 のののの父父父父はははは泊泊泊泊 めたそ の夜夜夜夜をををを啼明されると、、、、うんざ りして了了了了 って、、、、翌翌翌翌
日日日日はははは是非 ｜｜｜｜逐出すと言出 したから、、、、私私私私はははは小狗をををを抱抱抱抱 いて逃 回 って、、、、如何
しても放放放放さな か った。。。。父父父父はははは困困困困 った顔顔顔顔を して いたが、、、、しかしそ のも 一一一一 ｜｜｜｜
時時時時 のののの事事事事 でででで、、、、そ の中中中中 にににに小狗もももも独寝 にににに慣慣慣慣れ て、、、、夜夜夜夜 もももも啼啼啼啼 かなくな る。。。。とととと、、、、逐逐逐逐
出出出出す はず の者者者者 にににに、、、、如何 しかポチと いう名名名名ま で付付付付 いて、、、、姿姿姿姿がががが見見見見えぬと父父父父
ま でが 一緒 にににに捜捜捜捜す よう にな って了了了了 った。。。。
父父父父が こうな った のも、、、、無論ポチを愛愛愛愛 したから ではな い。。。。ただ私私私私 にににに覊覊覊覊
された のだ。。。。私私私私と てもポチを手放 しししし得得得得な か った のは、、、、強強強強ちポチを愛愛愛愛 しししし
たから ではな い。。。。愛愛愛愛す る愛愛愛愛さ んはさ て置置置置 いて、、、、私私私私 はただ ｜｜｜｜可哀 そうだ
った のだ。。。。親親親親 のののの乳房 にににに縋縋縋縋 っている所所所所をををを、、、、無 理にににに無慈悲なななな人間 のののの手手手手にににに引引引引
離離離離され て、、、、暗暗暗暗 いいいい浮世 へへへへ突放された犬犬犬犬 のののの子子子子 のののの運命がががが、、、、子供心にも いかに
もももも果敢なく情情情情けな いよう に思思思思われ て、、、、 手放す に忍忍忍忍びな か った のだ。。。。
この忍忍忍忍びぬ心心心心とととと、、、、そ の忍忍忍忍びぬ心心心心をををを破破破破 るに忍忍忍忍びぬ心心心心とととと、、、、二二二二 つの忍忍忍忍びぬ
心心心心がががが搦搦搦搦 みみみみ合合合合 った処処処処 にににに、、、、ポチは旨旨旨旨くくくく引掛 って、、、、辛辛辛辛くも棒棒棒棒 ｜｜｜｜石塊 のののの危危危危な い
浮世にににに彷徨うううう憂 目をををを免免免免れた。。。。でででで、、、、どう せ、、、、それは、、、、蜘蛛 のののの巣巣巣巣だらけ で

はははは有有有有 ったろうけれど、、、、兎兎兎兎もももも角角角角もももも雨露をををを凌凌凌凌ぐに足足足足るるるる椽椽椽椽 のののの下下下下 のののの菰菰菰菰 のののの上上上上 でででで、、、、
甘甘甘甘くはなくとも朝夕 二度 のののの汁掛けけけけ飯飯飯飯 にににに事欠 かず、、、、まず無事 にににに長長長長びりと
育育育育 った。。。。
育育育育 つに随随随随 れ て、、、、丸丸丸丸 々々々々とととと肥肥肥肥 って可愛ら しか った のが、、、、身長 にににに幅幅幅幅をををを取取取取らららら
れ て、、、、ヒ ョロ長長長長くなり、、、、面面面面もももも甚甚甚甚くトギ スにな って、、、、ち ょ っと狐狐狐狐 のよう
なななな犬犬犬犬 にな って了了了了 った。。。。前 足をををを突張 って、、、、尻尻尻尻をも った てて、、、、弓弓弓弓 のよう に
反反反反 って伸伸伸伸を しながら、、、、大大大大きな 口口口口を ア ング リ開開開開 いて欠欠欠欠びをす る所所所所なぞ は、、、、
誰誰誰誰がががが眼眼眼眼 にも余余余余まり見見見見とも好好好好くもな か ったから、、、、父父父父はははは始終厭なななな犬犬犬犬だだだだ厭厭厭厭なななな
犬犬犬犬だと言言言言 って私私私私をををを厭厭厭厭がら せたが、、、、私私私私 はそんな犬振 り で情情情情をををを 二三にす る
ような、、、、そんな軽薄なななな心心心心は いさささささ かもなななな いいいい。。。。固固固固より玩弄物 にす る気気気気 でででで
飼飼飼飼 った のでな いから、、、、厭厭厭厭なななな犬犬犬犬だと言言言言われる程程程程、、、、な お ｜｜｜｜可愛 ゆ い。。。。
「「「「
ねえ、、、、阿母さ ん この様様様様なななな犬犬犬犬 はははは何処 へへへへ行行行行 った って可愛がられや しな い
やねえ。。。。だ から家家家家 でででで可愛が って遣遣遣遣 るんだねえ。」
とととと、、、、 い つも苦笑す る母母母母をををを無 理にににに味方 にして、、、、調戯うううう 父父父父とととと争争争争 った。。。。
犬好 はははは犬犬犬犬がががが知知知知 るるるる。。。。私私私私 のこの心心心心 はポチにも自然とととと感通 していたら し い。。。。
そ の証拠 には犬嫌 いの父父父父がががが呼呼呼呼んでも、、、、ほん のち ょ っとお愛想 にににに尻尾をををを
掉掉掉掉 るば かり で、、、、振向きもせんで行行行行 って了了了了うううう事事事事があ る。。。。母母母母がががが呼呼呼呼ぶと、、、、不不不不
断食事 のののの世話 にな る人人人人だ から、、、、また何何何何 かかかか貰貰貰貰え るかと思思思思 って眼眼眼眼をををを輝輝輝輝 かし
てててて飛飛飛飛んで来来来来 るるるる、、、、而而而而 して母母母母 のののの手中 にそ のら し い物物物物があれば、、、、兎兎兎兎 のよう に
跳跳跳跳ね て喜喜喜喜ぶぶぶぶ。。。。がががが、、、、しかし、、、、ただそ の丈丈丈丈 のののの事事事事 でででで、、、、そ の時時時時 のポチはや はり

犬犬犬犬 にににに違違違違 いな い。。。。
そ のや はり犬犬犬犬 にににに違違違違 いな いポチが、、、、私私私私にににに対対対対うと……犬犬犬犬 でなくな る。。。。そそそそ
れとも私私私私がががが人間 でなくな る のか？？？？ ……何方だ かそ のは分分分分らんが、、、、とととと
にかく互互互互 のののの熱情熱愛 にににに、、、、人畜 のののの差別をををを発発発発な して、、、、渾然と して 一一一一 ｜｜｜｜如如如如とととと
な る。。。。
一一一一 ｜｜｜｜如如如如とな る。。。。だ から、、、、今今今今 でも時時時時 々々々々私私私私はははは犬犬犬犬とととと 一緒 にな ってこの様様様様なななな
事事事事をををを思思思思うううう、、、、ああ、、、、ままにな るなら人間 のののの面面面面 のののの見見見見えぬ処処処処 へへへへ行行行行 って、、、、飯飯飯飯をををを
食食食食 って生生生生き てた いと。。。。
犬犬犬犬もき っと然然然然うううう思思思思う に違違違違 いな いと思思思思うううう。。。。

十四

私私私私はははは生来 のののの朝寝坊だ から、、、、毎朝 二度 三度覚され ても、、、、中中中中 々々々々起起起起きな い。。。。
優優優優 しくして いては際限がな いので、、、、母母母母がががが最終 には夜着をををを剥剥剥剥ぐぐぐぐ。。。。これ で
流流流流 石石石石 のののの朝寝坊もももも不承 々々にににに床床床床をををを離離離離 れるが、、、、しかし大 不平だだだだ。。。。額額額額 でででで母母母母をををを
睨睨睨睨めて、、、、津蟹がががが泡泡泡泡をををを吐吐吐吐くよう に、、、、沸沸沸沸 々々々々言言言言 っている。。。。ポチは朝起だ から、、、、
もうそ の時分 には疾疾疾疾 くに朝飯もももも済済済済 んで、、、、 一切りりりり遊遊遊遊 んだ所所所所だが、、、、私私私私 のののの声声声声
をををを聴聴聴聴きききき付付付付け ると、、、、何処 に いても 一目散 にににに飛飛飛飛んで来来来来 るるるる。。。。
これ で私私私私 のののの機嫌 もももも直直直直 るるるる。。。。急急急急 にににに現金 にににに莞爾 々々とな って、、、、急急急急 いで庭庭庭庭 へへへへ
降降降降 りる所所所所をををを、、、、ポチが透透透透さず 泥足 でででで飛付くくくく。。。。細細細細 いいいい人参程 のののの赤赤赤赤ち ゃけた尻尻尻尻

尾尾尾尾をををを懸命 にににに掉掉掉掉 りりりり立立立立 って、、、、嬉嬉嬉嬉 しそう に面面面面をををを瞻上 るるるる。。。。視 下すすすす。。。。目目目目とととと目目目目とととと直直直直
たりと合合合合うううう。。。。堪堪堪堪まらなくな って私私私私がががが横抱 にににに引引引引 ンンンン抱抱抱抱 くくくく。。。。ポチは抱抱抱抱 かれな
がら、、、、身身身身 をををを藻掻 いて大暴れに暴暴暴暴れれれれ、、、、私私私私 のののの手手手手をををを舐舐舐舐めめめめ、、、、胸胸胸胸をををを舐舐舐舐めめめめ、、、、顋顋顋顋をををを舐舐舐舐
めめめめ、、、、頬頬頬頬をををを舐舐舐舐めめめめ、、、、舐舐舐舐めても舐舐舐舐めても舐舐舐舐めめめめ足足足足らな いで、、、、悪悪悪悪くす ると、、、、 口口口口まままま
でででで舐舐舐舐める。。。。父父父父がががが面面面面を しかめ て汚汚汚汚 いいいい汚汚汚汚 いと 曰曰曰曰うううう。。。。な るほど、、、、考考考考え て見見見見れれれれ
ばばばば、、、、汚汚汚汚 いよう ではあ るけれども……しかし、、、、私私私私はははは嬉嬉嬉嬉 し い、、、、止止止止められな
いいいい。。。。如何 してこれが止止止止められるもんか！！！！ 私私私私がががが何何何何も いい物物物物をををを持持持持 ってい
るじゃな し、、、、ポチもそ のは承知 でででで為為為為 るるるる事事事事だだだだ。。。。利害 のののの念念念念をををを離離離離 れ ている の
だだだだ、、、、ただ懐懐懐懐 かし いと いう刹那 のののの心心心心 にな って いる のだ。。。。毎朝 これ では着着着着
物物物物がががが堪堪堪堪らな いと、、、、母母母母はそ のを零零零零すけれど、、、、着物なんぞ の汚汚汚汚れを厭厭厭厭 って、、、、
ポチ のこの志志志志をををを無無無無 にす る事事事事が できた話話話話だ か、、、、話話話話 でな いか、、、、そ こを 一一一一つつつつ
考考考考え て貰貰貰貰 いた い。。。。
理屈はさ て置置置置 いて、、、、この面舐め の 一儀がががが済済済済 むと、、、、ポチも漸漸漸漸 と これ で
気気気気がががが済済済済 んだと いう形形形形 でででで、、、、また庭先をうろうろし出出出出 して、、、、椽椽椽椽 のののの下下下下なぞを
覗覗覗覗 いて見見見見るるるる。。。。とととと、、、、そ こに草鞋虫 のののの 一杯依付 った古草履 のののの片 足かかかか何何何何ぞが
有有有有 るるるる。。。。いい物物物物をををを看付けたと言言言言 いそうな面面面面を して、、、、そ のを咥咥咥咥ええええ出出出出 して来来来来
てててて、、、、首首首首をををを 一一一一つつつつ掉掉掉掉 ると、、、、草履 はははは横 飛にポ ンと飛飛飛飛ぶぶぶぶ。。。。透透透透さず追集け て行行行行 っっっっ
てててて、、、、また咥咥咥咥え てポ ンと放放放放 るるるる。。。。そ の様様様様なななな他愛もな い事事事事を して、、、、活発 にににに元元元元
気気気気 よく遊遊遊遊ぶぶぶぶ。。。。
そ の隙隙隙隙 にににに私私私私はははは面面面面をををを洗洗洗洗うううう、、、、飯飯飯飯をををを食食食食うううう。。。。それが済済済済 むと、、、、今度 はははは学校 へへへへ行行行行

くくくく段取 にな る のだが、、、、この時時時時がががが 一日中 でででで 一番私 のののの苦痛 のののの時時時時だだだだ。。。。ポチが
跟跟跟跟をををを追追追追うううう。。。。う ッかり出出出出ようも のなら、、、、何処迄もももも何処迄もももも随随随随 いて来来来来 てててて、、、、
逐逐逐逐 った って如何 した って帰帰帰帰らな い。。。。こ ッそり出出出出ようと しても、、、、出掛けけけけ
るるるる時刻をチ ャンと知知知知 っていて、、、、そ の時分 にな ると、、、、何時 のののの間間間間 にか玄関
先先先先 へへへへ回回回回 って待待待待 って いる。。。。仕方がな いから、、、、最終 には取捉まえ て否応なななな
しに格 子戸 のののの内内内内 へへへへ入入入入れ て置置置置 いては出出出出るよう にして いたが、、、、然然然然うす ると
前 足 でででで格 子をををを引掻 いて、、、、悲悲悲悲 し い悲悲悲悲 し い血血血血をををを吐吐吐吐きそうな啼声をををを立立立立 てて後後後後
をををを慕慕慕慕 いいいい、、、、姿姿姿姿がががが見見見見えなくな っても啼 止まな い。。。。私私私私もそれは同同同同じじじじ想想想想だだだだ。。。。泣泣泣泣
出出出出 しそうな面面面面を して、、、、 バタバタと駆出 しししし、、、、声声声声 のののの聞聞聞聞えな い処処処処ま で来来来来 てててて、、、、
漸漸漸漸 くホ ッと して、、、、普 通 のののの歩調 にな る、、、、而而而而 して常常常常もももも心心心心 のののの中中中中 でででで反覆 しししし反覆
しこの様様様様なななな事事事事をををを思思思思うううう、、、、
「「「「 僕僕僕僕が いな いと淋淋淋淋 し いもんだ から、、、、それ で彼様 にににに跟跟跟跟をををを追追追追う ンだ。。。。可可可可
哀哀哀哀 そうだなあ ……僕僕僕僕 ぁぁぁぁ学校な んぞ へ行行行行 きた かな いンだけど ……行行行行 かかかか
な いと、、、、阿父さ んがポチを棄棄棄棄 て ッ了了了了う ッて言言言言うもんだ から、、、、それ でシ
ヨウがな いから行行行行く ンだけども……」」」」

