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太宰治

あさ、、、、眼眼眼眼をさますとき の気持 はははは、、、、 面白 いいいい。。。。 かくれんぼ のと
きききき、、、、押 入れ の真真真真 っっっっ暗暗暗暗 いいいい中中中中 にににに、、、、じ っと、、、、しゃがんで隠隠隠隠れ ていて、、、、
突然、、、、 でこち ゃんに、、、、がら っと襖襖襖襖 をあけられ、、、、 日日日日 のののの光光光光がど っ
とととと来来来来 てててて、、、、でこち ゃんに、 「
見見見見 つけた ！」とととと大声 でででで言言言言われ て、、、、まままま
ぶ しさ、、、、 それから、、、、 へんな間間間間 のののの悪悪悪悪ささささ、、、、 それから、、、、胸胸胸胸がどきど
き して、、、、着物 のまえを合合合合 せたりして、、、、ち ょ っと、、、、てれくさく、、、、
押 入れから でてき て、、、、急急急急 にむかむか腹立た しく、、、、あ の感感感感 じじじじ、、、、
いや、、、、ちがう、、、、あ の感感感感 じでもな い、、、、な んだ か、、、、も っとや りき
れな い。。。。箱箱箱箱をあけ ると、、、、 そ の中中中中 にににに、、、、また小小小小さ い箱箱箱箱があ って、、、、
そ の小小小小さ い箱箱箱箱ををををあけ ると、、、、またそ の中中中中 にににに、、、、も っと小小小小さ い箱箱箱箱がががが
あ って、、、、そ い つをあけると、、、、また、、、、また、、、、小小小小さ い箱箱箱箱があ って、、、、
そ の小小小小さ い箱箱箱箱をあけ ると、、、、また箱箱箱箱があ って、、、、 そう して、、、、七七七七 つつつつ
もももも、、、、 八八八八 つも、、、、あけ て い って、、、、とうとう おしま いに、、、、さ いころ
くら いの小小小小さ い箱箱箱箱が でてき て、、、、 そ い つをそ っとあけ てみて、、、、
何何何何もな い、、、、 から っぽ、、、、あ の感感感感 じじじじ、、、、少少少少 しししし近近近近 いいいい。。。。 パチ ッと眼眼眼眼がさ
めるな ん て、、、、あれは嘘嘘嘘嘘だだだだ。。。。濁濁濁濁 って濁濁濁濁 って、、、、 そ のうち に、、、、だ ん
だ ん殿粉 がががが下下下下にににに沈沈沈沈 みみみみ、、、、少少少少 しず つ上澄が でき て、、、、や っと疲疲疲疲 れ て
眼眼眼眼がさめる。。。。朝朝朝朝 はははは、、、、なんだ か、、、、しら じら し い。。。。悲悲悲悲 し いことが、、、、

たくさ んたくさ ん胸胸胸胸 にににに浮浮浮浮 かん で、、、、や りきれな い。。。。 いやだ。。。。 いいいい
やだ。。。。朝朝朝朝 のののの私私私私はははは 一一一一ば ん醜醜醜醜 いいいい。。。。両方 のののの脚脚脚脚がががが、、、、くたくたに疲疲疲疲れ て、、、、
そう して、、、、もう、、、、何何何何も したくな い。。。。熟睡 して いな いせ いかし
らららら。。。。朝朝朝朝 はははは健康だな ん て、、、、あれは嘘嘘嘘嘘。。。。朝朝朝朝 はははは灰色。。。。 い つも い つも
同同同同じじじじ。。。。 一一一一ば ん虚無だだだだ。。。。朝朝朝朝 のののの寝床 のののの中中中中 でででで、、、、私私私私は い つも厭世的だだだだ。。。。
いや にな る。。。。 いろ いろ醜醜醜醜 いいいい後悔ば っかり、、、、 いちど に、、、、ど っと
かたま って胸胸胸胸をふさぎ、、、、身悶え しち ゃう。。。。
朝朝朝朝 はははは、、、、意地悪。。。。
「「「「
おおおお父父父父さん」」」」とととと小小小小さ い声声声声 でででで呼呼呼呼んでみる。。。。へんに気恥ず かしく、、、、
うれ しく、、、、起起起起き て、、、、さ っさと蒲団をたたむ。。。。蒲団をををを持持持持ちちちち上上上上げげげげ
るとき、、、、 よ いしょ、、、、とととと掛声 して、、、、 は っと思思思思 った。。。。私私私私 はははは、、、、 いいいいまままま
ま で、、、、自分がががが、、、、 よ いしょなん て、、、、げ びた言葉をををを言言言言 いいいい出出出出すすすす女女女女だだだだ
と は、、、、思思思思 ってな か った。。。。 よ いしょ、、、、な んて、、、、 おおおお婆婆婆婆さ ん の掛声
みた いで、、、、 いやら し い。。。。 どう して、、、、 こんな掛声をををを発発発発 した のだ
ろう。。。。私私私私 のからだ の中中中中 にににに、、、、ど こかに、、、、婆婆婆婆さ んが ひと ついるよ
う で、、、、気持がわ る い。。。。 これから は、、、、気気気気を つけよう。。。。 ひと の下下下下
品品品品なななな歩歩歩歩き か っこうを顰蹙 して いながら、、、、ふと、、、、自分もももも、、、、 そん
なななな歩歩歩歩き かた して いる のに気気気気が ついた時時時時 みた いに、、、、すごく、、、、 しししし
ょげち ゃ った。。。。
朝朝朝朝 はははは、、、、 い つでも自信がな い。。。。寝巻 のまま で鏡台 のまえ に座座座座

るるるる。。。。眼鏡 を かけな いで、、、、鏡鏡鏡鏡 をををを覗覗覗覗くと、、、、顔顔顔顔がががが、、、、少少少少 しぼやけ て、、、、
し っとり見見見見え る。。。。自分 のののの顔顔顔顔 のののの中中中中 でででで 一一一一ば ん眼鏡 がががが厭厭厭厭な のだけれ
どどどど、、、、他他他他 のののの人人人人には、、、、わ からな い眼鏡 のよさも、、、、あ る。。。。眼鏡 をと
って、、、、遠遠遠遠 くを見見見見る のが好好好好きだ。。。。全体がかすんで、、、、夢夢夢夢 のよう に、、、、
覗覗覗覗きききき絵絵絵絵 みた いに、、、、すばら し い。。。。汚汚汚汚な いも のな ん て、、、、何何何何もももも見見見見ええええ
な い。。。。大大大大き いも のだけ、、、、鮮明なななな、、、、強強強強 いいいい色色色色、、、、光光光光だけが目目目目には い
って来来来来 るるるる。。。。眼鏡をと って人人人人をををを見見見見る のも好好好好きききき。。。。相 手 のののの顔顔顔顔がががが、、、、皆皆皆皆、、、、
優優優優 しく、、、、きれ いに、、、、笑笑笑笑 って見見見見え る。。。。 それに、、、、眼鏡 を はず して
いる時時時時 はははは、、、、決決決決 して人人人人とととと喧嘩を しような んて思思思思わな いし、、、、悪 口
もももも言言言言 いたくな い。。。。 ただ、、、、黙黙黙黙 って、、、、ポ カ ンと して いるだけ。。。。 そそそそ
う して、、、、 そんな時時時時 のののの私私私私 はははは、、、、 人人人人にもおひとよしに見見見見え るだろう
とととと思思思思えば、、、、な お のこと、、、、私私私私はははは、、、、ポ カ ンと安心 して、、、、甘甘甘甘えたく
な って、、、、心心心心もももも、、、、た い へんやさ しくな る のだ。。。。
だけど、、、、や っぱ り眼鏡 はははは、、、、 いや。。。。眼鏡 を かけたら顔顔顔顔と いう
感感感感 じがなくな ってしまう。。。。顔顔顔顔 から生生生生れる、、、、 いろ いろ の情緒、、、、
ロマンチ ック、、、、美美美美 しさ、、、、激激激激 しさ、、、、弱弱弱弱ささささ、、、、あどけなさ、、、、哀愁、、、、
そんなも の、、、、眼鏡 が みんな遮遮遮遮 ってしまう。。。。 それに、、、、 目目目目でお話話話話
をす ると いう ことも、、、、可笑 しなくら いできな い。。。。
眼鏡 はははは、、、、 おおおお化化化化けけけけ。。。。
自分 でででで、、、、 い つも自分 のののの眼鏡 がががが厭厭厭厭だと思思思思 って いるゆえ か、、、、 目目目目

のののの美美美美 し いことが、、、、 一一一一ば ん いいと思思思思われる。。。。鼻鼻鼻鼻がなく ても、、、、 口口口口
がががが隠隠隠隠され て いても、、、、 目目目目がががが、、、、 そ の目目目目をををを見見見見 ていると、、、、も っと自分
がががが美美美美 しく生生生生きなければ と思思思思わ せるような目目目目 であれば、、、、 いいと
思思思思 って いる。。。。私私私私 のののの目目目目はははは、、、、ただ大大大大き いだけ で、、、、な んにもならな
いいいい。。。。 じ っと自分 のののの目目目目をををを見見見見 ていると、、、、が っかりす る。。。。 おおおお母母母母さ ん
でさ へ、、、、 つまらな い目目目目だと言言言言 って いる。。。。 こんな 目目目目をををを光光光光 のな い
目目目目とととと言言言言う のであろう。。。。 たどん、、、、とととと思思思思うと、、、、が っかりす る。。。。 ここここ
れ です からね。。。。 ひど いですよ。。。。鏡鏡鏡鏡 にににに向向向向うと、、、、 そ のたんびに、、、、
う るお いのあ る いい目目目目になりた いと、、、、 つくづく思思思思うううう。。。。青青青青 いいいい湖湖湖湖
のような 目目目目、、、、青青青青 いいいい草原 にににに寝寝寝寝 てててて大空をををを見見見見 ているような 目目目目、、、、とき
どき雲雲雲雲がががが流流流流 れ て写写写写 るるるる。。。。鳥鳥鳥鳥 のののの影影影影まままま でででで、、、、 は っきり写写写写 るるるる。。。。美美美美 し い目目目目
のひととたくさ ん逢逢逢逢 ってみた い。。。。

