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私私私私 はそ の人人人人をををを常常常常 にににに先生とととと呼呼呼呼んでいた。。。。だ から ここでもただ先生とととと書書書書
くだけ で本名 はははは打打打打ちちちち明明明明けな い。。。。これは世間をををを憚憚憚憚 かる遠慮と いうよりも、、、、
そ の方方方方がががが私私私私 にと って自然だ から であ る。。。。私私私私はそ の人人人人 のののの記憶をををを呼呼呼呼びびびび起起起起すすすす
ご とに、、、、すぐ 「「「「 先生」」」」と いいたくな る。。。。筆筆筆筆をををを執執執執 っても心持 はははは同同同同じじじじ事事事事
であ る。。。。 よそよそし い頭文字ななななど はと ても使使使使うううう気気気気 にならな い。。。。
私私私私がががが先生とととと知知知知 りりりり合合合合 いにな った のは鎌倉 であ る。。。。そ の時私はまだ若若若若 々々々々
し い書生 であ った。。。。暑中休暇をををを利用 して海水浴にににに行行行行 った友達 からぜ ひ
来来来来 いと いう端書をををを受受受受けけけけ取取取取 った ので、、、、私私私私はははは多 少 のののの金金金金をををを 工面して、、、、出掛けけけけ
るるるる事事事事 にした。。。。私私私私はははは金金金金 のののの工面にににに二二二二、、、、三日をををを費費費費や した。。。。と ころが私私私私がががが鎌倉
にににに着着着着 いて三日とととと経経経経 たな いうち に、、、、私私私私をををを呼呼呼呼びびびび寄寄寄寄 せた友達 はははは、、、、急急急急 にににに国 元かかかか
らららら帰帰帰帰れと いう電報をををを受受受受けけけけ取取取取 った。。。。電報 には母母母母がががが病気だ からと断断断断 ってあ
ったけれども友達 はそれを信信信信 じな か った。。。。友達 はかね てから国元に い
るるるる親親親親 たち に勧勧勧勧まな い結婚をををを強強強強 いられ ていた。。。。彼彼彼彼 はははは現代 のののの習慣 から いう
とととと結婚す るにはあまり年年年年がががが若過ぎ た。。。。それに肝心 のののの当人がががが気気気気 にににに入入入入らな
か った。。。。それ で夏休 みに当然帰 るべきと ころを、、、、わざ と避避避避け て東京 のののの
近近近近く で遊遊遊遊 ん でいた のであ る。。。。彼彼彼彼 はははは電報をををを私私私私にににに見見見見せてどう しようと相談
を した。。。。私私私私にはどう していいか分分分分らな か った。。。。けれども実際彼 のののの母母母母がががが

病気 であ るとすれば彼彼彼彼 はははは固固固固より帰帰帰帰 るべきはず であ った。。。。それ で彼彼彼彼 はと
うとう帰帰帰帰 るるるる事事事事 にな った。。。。 せ っかく来来来来たたたた私私私私はははは 一人取 りりりり残残残残された。。。。
学校 のののの授業 がががが始始始始 ま るにはまだ大分 日数があ る ので鎌倉 にお っても
よし、、、、帰帰帰帰 ってもよ いと いう境遇 に いた私私私私はははは、、、、当分 元 のののの宿宿宿宿 にににに留留留留まる覚悟
を した。。。。友達 はははは中国 のあ る資産家 のののの息 子でででで金金金金 にににに不自由 のな い男男男男 であ っ
たけれども、、、、学校がががが学校な のと年年年年がががが年年年年な ので、、、、生活 のののの程度 はははは私私私私とそう
変変変変 りもしな か った。。。。したが って 一人ぼ っち にな った私私私私はははは別別別別にか っこう
なななな宿宿宿宿をををを探探探探すすすす面倒ももたな か った のであ る。。。。
宿宿宿宿 はははは鎌倉 でも辺卑なななな方角 にあ った。。。。玉突きだ のアイ スクリー ムだ の
と いう ハイカラな も のには長長長長 いいいい畷畷畷畷をををを 一一一一つつつつ越越越越さなければ 手手手手がががが届届届届 かな か
った。。。。車車車車 でででで行行行行 っても 二十銭 はははは取取取取られた。。。。けれども個 人 のののの別荘 はそ ここ
こに いく つでも建建建建 てられ て いた。。。。それに海海海海 へはごく近近近近 いので海水浴をををを
や るには至極便利なななな地位をををを占占占占 めて いた。。。。
私私私私はははは毎 日海海海海 へは いりに出掛けた。。。。古古古古 いいいい薫薫薫薫ぶり返返返返 った藁葺 のののの間間間間をををを通通通通りりりり
抜抜抜抜け て磯磯磯磯 へへへへ下下下下りると、、、、この辺辺辺辺にこれ ほど の都会 人種がががが住住住住 んで いるかと
思思思思う ほど、、、、避暑 にににに来来来来たたたた男男男男やややや女女女女 でででで砂砂砂砂 のののの上上上上がががが動動動動 いていた。。。。あ る時時時時 はははは海海海海 のののの中中中中
がががが銭湯 のよう に黒黒黒黒 いいいい頭頭頭頭 でごち ゃごち ゃして いる事事事事 もあ った。。。。そ の中中中中 にににに
知知知知 った人人人人をををを 一人ももたな い私私私私もももも、、、、こう いう賑賑賑賑や かな景色 のののの中中中中 にににに裹裹裹裹まれ
てててて、、、、砂砂砂砂 のののの上上上上 にににに寝寝寝寝 そ べ ってみたり、、、、膝頭をををを波波波波 にににに打打打打た してそ こいらを跳跳跳跳ねねねね
回回回回る のは愉快 であ った。。。。

私私私私はははは実実実実 にににに先生を この雑踏 のののの間間間間 にににに見付けけけけ出出出出 した のであ る。。。。そ の時海岸
には掛茶屋がががが 二軒あ った。。。。私私私私はふと した機会 からそ の 一軒 のののの方方方方 にににに行行行行きききき
慣慣慣慣れ ていた。。。。長谷 辺にににに大大大大きな別荘をををを構構構構え て いる人人人人とととと違違違違 って、、、、各自 にににに専専専専
有有有有 のののの着換場をををを拵拵拵拵え ていな いここいら の避暑客 には、、、、ぜ ひとも こう した
共同着換所と い った風風風風なも のが必要な のであ った。。。。彼彼彼彼ら はここで茶茶茶茶をををを
飲飲飲飲 みみみみ、、、、ここで休息す る外外外外 にににに、、、、ここで海水着 をををを洗濯さ せたり、、、、ここで鹹鹹鹹鹹
はゆ い身体をををを清清清清 めたり、、、、ここ へ帽 子やややや傘傘傘傘をををを預預預預けたりす る のであ る。。。。海海海海
水着をををを持持持持たな い私私私私 にも持物をををを盗盗盗盗まれる恐恐恐恐れはあ った ので、、、、私私私私はははは海海海海 へは
いるたびにそ の茶屋 へへへへ 一切をををを脱脱脱脱ぎぎぎぎ棄棄棄棄 てる事事事事 にして いた。。。。

二二二二
私私私私がそ の掛茶屋 でででで先生をををを見見見見たたたた時時時時 はははは、、、、先生がち ょうど着物をををを脱脱脱脱 いでこ
れから海海海海 へへへへ入入入入ろうとす ると ころ であ った。。。。私私私私はそ の時 反対にににに濡濡濡濡れた身身身身
体体体体をををを風風風風にににに吹吹吹吹 かして水水水水 から上上上上が って来来来来たたたた。。。。二人 のののの間間間間 には目目目目をををを遮遮遮遮 るるるる幾多 のののの
黒黒黒黒 いいいい頭頭頭頭がががが動動動動 いていた。。。。特別 のののの事情 のな い限限限限りりりり、、、、私私私私 は ついに先生をををを見逃
したかも知知知知れな か った。。。。それ ほど浜辺がががが混雑 しししし、、、、それ ほど私私私私 のののの頭頭頭頭がががが放放放放
漫漫漫漫 であ ったにもかかわらず、、、、私私私私がすぐ先生をををを見付けけけけ出出出出 した のは、、、、先生
がががが 一人 のののの西洋 人をををを伴伴伴伴れ ていたから であ る。。。。
そ の西洋 人 のののの優優優優 れ て白白白白 いいいい皮膚 のののの色色色色がががが、、、、掛茶屋 へへへへ入入入入るや否否否否やややや、、、、すぐ私私私私
のののの注意をををを惹惹惹惹 いた。。。。純粋 のののの日本 のののの浴衣をををを着着着着 てててて いた彼彼彼彼 はははは、、、、それを床 几 のののの上上上上

にすぽ りと放放放放 りりりり出出出出 したまま、、、、腕組 みを して海海海海 のののの方方方方をををを向向向向 いて立立立立 っていた。。。。
彼彼彼彼 はははは我我我我 々々々々のののの穿穿穿穿 くくくく猿 股 一つの外何物もももも肌肌肌肌にににに着着着着 け ていな か った。。。。私私私私 にはそ
れが第 一不思議だ った。。。。私私私私はそ の二日前 にににに由井がががが浜浜浜浜ま で行行行行 って、、、、砂砂砂砂 のののの
上上上上 にしゃが みながら、、、、長長長長 いいいい間西洋 人 のののの海海海海 へへへへ入入入入るるるる様 子をををを眺眺眺眺め ていた。。。。私私私私
のののの尻尻尻尻をおろした所所所所 はははは少少少少 しししし小高 いいいい丘丘丘丘 のののの上上上上 でででで、、、、そ のすぐ傍傍傍傍が ホテ ルの裏 口
にな っていた ので、、、、私私私私 のののの凝凝凝凝と して いる間間間間 にににに、、、、大分多 く の男男男男がががが塩塩塩塩をををを浴浴浴浴びびびび
にでてきたが、、、、いずれも胴胴胴胴とととと腕腕腕腕とととと股股股股はははは出出出出 していな か った。。。。女女女女 はははは殊更肉
をををを隠隠隠隠 しがち であ った。。。。大抵 はははは頭頭頭頭 にににに護謨製 のののの頭巾をををを被被被被 って、、、、海老茶やややや紺紺紺紺
やややや藍藍藍藍 のののの色色色色をををを波間 にににに浮浮浮浮 かして いた。。。。そう いう有様をををを目撃 したば かり の私私私私
のののの眼眼眼眼 には、、、、猿 股 一つで済済済済まして皆皆皆皆な の前前前前 にににに立立立立 っているこの西洋 人が い
かにも珍珍珍珍 しく見見見見えた。。。。
彼彼彼彼 はやが て自分 のののの傍傍傍傍をををを顧顧顧顧みて、、、、そ こにこご んで いる日本 人にににに、、、、 一言
二言何 か い った。。。。そ の日本人はははは砂砂砂砂 のののの上上上上 にににに落落落落ちた手拭 をををを拾拾拾拾 いいいい上上上上げ ている
と ころ であ ったが、、、、それを取取取取りりりり上上上上げ るや否否否否やややや、、、、すぐ頭頭頭頭をををを包包包包 んで、、、、海海海海 のののの
方方方方 へへへへ歩歩歩歩きききき出出出出 した。。。。 そ の人人人人がすなわち先生 であ った。。。。
私私私私はははは単単単単 にににに好奇心 のために、、、、並並並並 んで浜辺をををを下下下下りて行行行行くくくく 二人 のののの後姿をををを見見見見
守守守守 っていた。。。。す ると彼彼彼彼ら は真直 にににに波波波波 のののの中中中中 にににに足足足足をををを踏踏踏踏 みみみみ込込込込んだ。。。。そう してててて
遠 浅 のののの磯近くにわ いわ い騒騒騒騒 いでいる多 人数 のののの間間間間をををを通通通通りりりり抜抜抜抜け て、、、、比較的
広広広広 々々々々した所所所所 へへへへ来来来来 ると、、、、二人とも泳泳泳泳ぎぎぎぎ 出出出出 した。。。。彼彼彼彼ら の頭頭頭頭がががが小小小小さく見見見見え る
ま で沖沖沖沖 のののの方方方方 へへへへ向向向向 いて行行行行 った。。。。それから引引引引きききき返返返返してまた 一直線 にににに浜辺まままま

でででで戻戻戻戻 って来来来来たたたた。。。。掛茶屋 へへへへ帰帰帰帰 ると、、、、井戸 のののの水水水水もももも浴浴浴浴びず に、、、、すぐ身体をををを拭拭拭拭
いて着物をををを着着着着 てててて、、、、さ っさとど こ へか行行行行 ってしま った。。。。
彼彼彼彼ら の出出出出 てててて行行行行 った後後後後、、、、私私私私はや はり元元元元 のののの床 几にににに腰腰腰腰をおろして煙草をををを吹吹吹吹
かしていた。。。。そ の時私はぽ かんと しながら先生 のののの事事事事をををを考考考考えた。。。。どうも
ど こかで見見見見たたたた事事事事 のあ る顔顔顔顔 のよう に思思思思われ てならな か った。。。。しかしどう
しても い つど こで会会会会 った人人人人かかかか想想想想 いいいい出出出出せず にしま った。。。。
そ の時時時時 のののの私私私私 はははは屈託がな いと いう よりむ しろな いささ かに苦苦苦苦 しん で
いた。。。。それ で翌 日もまた先生 にににに会会会会 った時刻をををを見計ら って、、、、わざ わざ掛掛掛掛
茶屋ま で出出出出かけ てみた。。。。す ると西洋 人はははは来来来来な いで先生 一人麦藁帽をををを被被被被
ってや って来来来来たたたた。。。。先生 はははは眼鏡 をと って台台台台 のののの上上上上 にににに置置置置 いて、、、、すぐ手拭 でででで頭頭頭頭
をををを包包包包 んで、、、、すたすた浜浜浜浜をををを下下下下りて行行行行 った。。。。先生がががが昨 日 のよう に騒騒騒騒が し い
浴客 のののの中中中中をををを通通通通りりりり抜抜抜抜け て、、、、 一人 でででで泳泳泳泳ぎぎぎぎ 出出出出 した時時時時、、、、私私私私 はははは急急急急 にそ の後後後後がががが追追追追 いいいい
掛掛掛掛けたくな った。。。。私私私私 はははは浅浅浅浅 いいいい水水水水をををを頭頭頭頭 のののの上上上上ま で跳跳跳跳 かして相当 のののの深深深深さ の所所所所まままま
でででで来来来来 てててて、、、、そ こから先生をををを目標 にににに抜手をををを切切切切 った。。。。す ると先生 はははは昨 日とととと違違違違
って、、、、 一種 のののの弧線 をををを描描描描 いて、、、、妙妙妙妙なななな方向 から岸岸岸岸 のののの方方方方 へへへへ帰帰帰帰りりりり始始始始 めた。。。。それ
でででで私私私私 のののの目的 は ついに達達達達 せられな か った。。。。私私私私がががが陸陸陸陸 へへへへ上上上上が って雫雫雫雫 のののの垂垂垂垂れる
手手手手をををを振振振振 りながら掛茶屋 にににに入入入入ると、、、、先生 はもうち ゃんと着物をををを着着着着 てててて入入入入れれれれ
違違違違 いに外外外外 へへへへ出出出出 てててて行行行行 った。。。。

