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芥川龍之介

●●●● 冒頭部分

箱箱箱箱をををを出出出出るるるる顔忘 れめや雛 二対

これはあ る老女 のののの話話話話 であ る。。。。

蕪村

……横 浜 のあ るアメリカ人人人人 へへへへ雛雛雛雛 をををを売売売売 るるるる約束 のできた のは十 一月頃
のこと でござ います。。。。紀紀紀紀 のののの国屋とととと申申申申 したわた し の家家家家 はははは親代 々々々々諸大名 のののの
おおおお金御用をををを勤勤勤勤めておりましたし、、、、ことに紫竹とか申申申申 した祖 父はははは大通 のののの
一人にもな っておりま した から、、、、雛雛雛雛 もわた し のではござ いますが、、、、
中中中中 々々々々見事 にでき ておりました。。。。まあ、、、、申申申申さば、、、、内裏雛 はははは女雛 のののの冠冠冠冠 のののの珱珱珱珱
珞珞珞珞 にも珊瑚が は い っておりますとか、、、、男雛 のののの塩瀬 のののの石帯 にも定紋とととと替替替替
へへへへ紋紋紋紋とが互違 いに繍繍繍繍 ひにな っておりますとか、、、、そう いう雛雛雛雛だ った ので
ござ います。。。。
それさえ売売売売ろうと申申申申す のでござ います から、、、、わたし の父父父父、、、、十 二代目
のののの紀紀紀紀 のののの国屋伊兵衛 はど の位 手もとが苦苦苦苦 しか ったか、、、、大抵御推量 にもな
れるでござ いましょう。。。。何何何何 しろ徳 川家 のののの御 瓦解 以来、、、、御用金をををを下下下下げ て
下下下下す った のは加州様ば かり でござ います。。。。それも三千両 のののの御用金 のののの中中中中、、、、
百両 しか下下下下げげげげ ては下下下下さ いません。。。。因州様など にな りますと、、、、四百両ばばばば
かり の御 用金 のかた に赤 間がががが 石石石石 のののの硯硯硯硯をををを 一一一一つつつつ下下下下す っただけ でござ いま

した。。。。そ の上火事 には二三度 もももも遇遇遇遇 います し、、、、蝙蝠傘屋などをや りまし
た のも皆手違 いになります し、、、、当時 はもう目目目目ぼ し い道具もあら かた 一一一一
家家家家 のののの口口口口すご しに売売売売 りりりり払払払払 って いた のでござ います。。。。
そ こ へ雛雛雛雛 でも売売売売 ったらと 父父父父 へへへへ勧勧勧勧 め てくれま した のは丸佐 と いう骨骨骨骨
董屋 のののの、、、、 ……もう故人にな りましたが、、、、禿禿禿禿げげげげ頭頭頭頭 のののの主 人 でござ います。。。。
この丸佐 のののの禿禿禿禿げげげげ頭位、、、、可笑 しか ったも のはござ いません。。。。とととと申申申申す のは
頭頭頭頭 のまん中中中中 にち ょうど按摩膏をををを貼貼貼貼 つた位位位位、、、、入入入入れれれれ墨墨墨墨が してあ る のでござ
います。。。。これは何何何何 でも若若若若 いいいい時分、、、、ち ょいと禿禿禿禿げを隠隠隠隠すすすす為為為為 にににに彫彫彫彫ら せた の
だ そう でござ いますが、、、、生憎 そ の後頭 のののの方方方方 はははは遠慮な しに禿禿禿禿げ てしま い
ま したから、、、、この脳天 のののの入入入入れれれれ墨墨墨墨だけ取取取取りりりり残残残残されることにな った のだと
かかかか、、、、当 人自身申 しておりま した。。。。……そう いう ことは兎兎兎兎もももも角角角角もももも、、、、父父父父はははは
まだ十五 のわたしを可哀 そう に思思思思 った のでござ いましょう、、、、度度度度 々々々々丸佐
にににに勧勧勧勧 められ ても、、、、雛雛雛雛 をををを手放す ことだけはためら って いたよう でござ い
ます。。。。
それをとうとう売売売売ら せた のは英吉とととと申申申申すわたし の兄兄兄兄、、、、……や はり故故故故
人人人人になりま したが、、、、そ の頃頃頃頃まだ十八だ った、、、、癇癇癇癇 のののの強強強強 いいいい兄兄兄兄でござ います。。。。
兄兄兄兄はははは開化人と でも申申申申 しましょう か、、、、英語 のののの読本をををを離離離離 した こと のな い政政政政
治好き の青年 でござ いました。。。。これが雛雛雛雛 のののの話話話話 にな ると、、、、雛祭など は旧旧旧旧
弊弊弊弊だとか、、、、あんな実用 にならな い物物物物 はははは取取取取 って置置置置 いても仕方がな いとか、、、、
いろ いろけなす のでござ います。。。。そ の為為為為 にににに兄兄兄兄はははは昔風 のののの母母母母とも何度 口論

を したかわ かりません。。。。しかし雛雛雛雛 をををを手放 しさえすれば、、、、この大歳 のののの凌凌凌凌
ぎだけは つけられる のに違違違違 いござ いませんから、、、、母母母母もももも苦苦苦苦 し い父父父父 のののの手前、、、、
そう は強強強強 いことば かりも申申申申されな か った のでござ いましょう。。。。雛雛雛雛 はははは前前前前
にも申申申申 しま した通通通通りりりり、、、、十 一月 のののの中旬 にはとうとう横 浜 のアメリカ人人人人 へへへへ
売売売売 りりりり渡渡渡渡す こと にな ってしま いま した。。。。何何何何、、、、わた しでござ います か ？？？？
それは駄駄駄駄 々々々々も こねましたが、、、、おおおお転婆だ ったせ いでござ いま しょう。。。。そそそそ
のののの割割割割 にはあまり悲悲悲悲 し いとも思思思思わな か ったも のでござ います。。。。父父父父はははは雛雛雛雛 をををを
売売売売 りさえすれば、、、、紫繻 子 のののの帯帯帯帯をををを 一本買 ってや ると申申申申 しておりましたか
らららら。。。。 ……

●●●●最終部分
そ の晩晩晩晩もももも皆休んだ のは十 一時過ぎ でござ います。。。。しかしわた しは眼眼眼眼
を つぶ っても、、、、容易 にににに寝寝寝寝 つく ことが できません。。。。兄兄兄兄はわたしに雛雛雛雛 のこ
と は二度と いうなと申申申申 しま した。。。。わたしも雛雛雛雛 をををを出出出出 して見見見見る のはできな
いいいい相談とあきらめ ております。。。。がががが、、、、出出出出 して見見見見た いことはさ っきと少少少少しししし
もももも変変変変 りません。。。。雛雛雛雛 はははは明 日にな ったが最後、、、、遠遠遠遠 いと ころ へ行行行行 ってしまう、、、、
―― そう思思思思えば つぶ つた眼眼眼眼 のののの中中中中 にも、、、、自然とととと涙涙涙涙がたま って来来来来ます。。。。 一一一一
そみんな の寝寝寝寝 ている中中中中 にににに、、、、そ っと 一人出 して見見見見よう か？？？？―― そうもわ
た しは考考考考え て見見見見ま した。。。。それともあ の中中中中 のののの 一一一一つだけ、、、、何処 かかかか外外外外 へへへへ隠隠隠隠 しししし
てててて置置置置 こう か ？？？？―― そうもまたわた しは考考考考え て見見見見ま した。。。。しかしどちら

もももも見見見見 つか ったら、、、、―― とととと思思思思うとさすが にひるんでしま います。。。。わたし
はははは正直 にそ の晩位、、、、いろ いろ恐恐恐恐 し いことば かり考考考考えた覚覚覚覚え はござ いま
せん。。。。今夜もう 一度火事があれば いい。。。。そうすれば 人手にににに渡渡渡渡らぬ前前前前 にににに、、、、
す っかり雛雛雛雛 もももも焼焼焼焼け てしまう。。。。さもなければ アメリカ人人人人もももも頭頭頭頭 のののの禿禿禿禿げ た丸丸丸丸
佐佐佐佐 のののの主人も コレラにな ってしまえば いい。。。。そうすれば雛雛雛雛 はははは何処 へもや
らず に、、、、このまま大事 にす ることが できる。。。。―― そんな空想もももも浮浮浮浮 んで
参参参参 ります。。。。がががが、、、、まだ何何何何とととと申申申申 しても、、、、そ こは子供 でござ います から、、、、 一一一一
時間た つかたたな い中中中中 にににに、、、、何時 こうとうと眠眠眠眠 つてしま いま した。。。。
それからど の位位位位たちましたか、、、、ふと眠眠眠眠りがさめ て見見見見ますと、、、、薄暗 いいいい
行灯をとも した土蔵 にににに誰誰誰誰 かかかか人人人人 のののの起起起起 き て いるら し いいいい物音 がががが聞聞聞聞え る ので
ござ います。。。。鼠鼠鼠鼠かしら、、、、泥坊 かしら、、、、またはもう夜明けにな った のか
しら ？？？？―― わたしはどちら かと迷迷迷迷 いながら、、、、怯怯怯怯づづづづ怯怯怯怯づづづづ細眼をををを明明明明 いて見見見見
ま した。。。。す るとわたし の枕枕枕枕もとには、、、、寝間着 のまま の父父父父がががが 一人、、、、こち
ら へ横顔をををを向向向向けながら、、、、座座座座 っている のでござ います。。。。父父父父がががが ！！！！……しか
しわたしを驚驚驚驚 かせた のは父父父父ば かり ではござ いません。。。。父父父父 のののの前前前前 にはわた
し の雛雛雛雛がががが、、、、―― おおおお節句 以来見な か った雛雛雛雛がががが並並並並 べべべべ立立立立 ててあ る のでござ い
ます。。。。
夢夢夢夢 かと思思思思うと申申申申す のはああ いう時時時時 でござ いましょう。。。。わたしはほと
んど息息息息も つかず に、、、、この不思議をををを見守 りま した。。。。覚束な い行灯 のののの光光光光 のののの
中中中中 にににに、、、、象 牙 のののの笏笏笏笏を かまえた男雛 をををを、、、、冠冠冠冠 のののの珱珞をををを垂垂垂垂れた女雛 をををを、、、、右近 のののの

橘橘橘橘をををを、、、、左近 のののの桜桜桜桜をををを、、、、柄柄柄柄 のののの長長長長 いいいい日傘 をををを担担担担 いだ仕丁をををを、、、、眼八分 にににに高坏をををを捧捧捧捧
げ た官女をををを、、、、小小小小さ い蒔絵 のののの鏡台やややや箪笥をををを、、、、貝殻尽し の雛屏風をををを、、、、膳椀
をををを、、、、画雪洞をををを、、、、色糸 のののの手鞠をををを、、、、 そう してまた父父父父 のののの横顔をををを、、、、 ……

一図

夢夢夢夢 かと思思思思うと申申申申す のは、、、、……ああ、、、、それはもう前前前前 にににに申申申申 しししし上上上上げ ました。。。。
がががが、、、、ほんたう にあ の晩晩晩晩 のののの雛雛雛雛 はははは夢夢夢夢だ った のでござ いま しょう か ？？？？
にににに雛雛雛雛 をををを見見見見たが った余余余余 りりりり、、、、知知知知らず識識識識らず造造造造 りりりり出出出出 した幻幻幻幻 ではな か った ので
ござ いましょう か ？？？？ わた しは未未未未 にどう かす ると、、、、わたし自身 にも ほ
んたう かどう か、、、、 返答 にににに困困困困 る のでござ います。。。。
しかしわたしはあ の夜更けに、、、、独独独独 りりりり雛雛雛雛 をををを眺眺眺眺 めて いる、、、、年年年年と った父父父父をををを
見見見見かけました。。。。これだけは確確確確 かでござ います。。。。そうすれば たと い夢夢夢夢 にににに
しても、、、、別段悔や し いとは思思思思 いません。。。。とにかくわたしは眼眼眼眼 のあたり
にににに、、、、わたしと少少少少 しも変変変変らな い父父父父をををを見見見見た のでござ います から、、、、女女女女 々々々々し い、、、、
……そ の癖癖癖癖 おご そかな 父父父父をををを見見見見た のでござ います から。。。。

「「「「 雛雛雛雛」」」」のののの話話話話をををを書書書書きかけた のは何年 かかかか前前前前 のこと であ る。。。。それを今書きききき
上上上上げ た のは滝 田氏 のののの勧勧勧勧 めによる のみではな い。。。。 同時 にまた四五日前、、、、
横 浜 のあ るイギリ ス人人人人 のののの客間 にににに、、、、古雛 のののの首首首首をををを玩具 にしている紅毛 のののの童童童童
女女女女 にににに遇遇遇遇 ったから であ る。。。。今今今今 はこの話話話話 にににに出出出出 てててて来来来来 るるるる雛雛雛雛 もももも、、、、鉛鉛鉛鉛 のののの兵隊やゴ ム
のののの人形とととと 一一一一つつつつ玩具箱 にににに投投投投げ こまれながら、、、、同同同同じじじじ憂憂憂憂きめを見見見見 て いる のか
もももも知知知知れな い。。。。

