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石炭をば 早早早早やややや積積積積 みみみみ果果果果 て つ。。。。中等室 のののの卓卓卓卓 のほとりは いと静静静静 にて、、、、熾熱灯 のののの光光光光 のののの
晴晴晴晴れがましきも徒徒徒徒なり。。。。今宵 はははは夜毎 にここに集集集集 いいいい来来来来 るるるる骨牌仲間もももも 「「「「 ホテ ル」」」」
にににに宿宿宿宿 りて、、、、舟舟舟舟 にににに残残残残れるは余 一人 のみなれば。。。。
五年前 のののの事事事事なりしが、、、、平生 のののの望足りて、、、、洋行 のののの官命をををを蒙蒙蒙蒙 りりりり、、、、 このセイゴ ンの
港港港港 ま で来来来来 しししし頃頃頃頃 はははは、、、、 目目目目にににに見見見見 るも の、、、、耳耳耳耳 にににに聞聞聞聞くも の、、、、 一一一一つと して新新新新ならぬ はなく、、、、
筆筆筆筆 にににに任任任任 せて書書書書きききき記記記記し つる紀行文 日ごとに幾千言をかな しけむ、、、、当時 のののの新聞 にににに載載載載
せられ て、、、、世世世世 のののの人人人人にも てはやされ しかど、、、、今 日にな り ておもえば、、、、稚稚稚稚きききき思想、、、、
身身身身 のののの程知らぬ放言、、、、さらぬも尋常 のののの動植金 石、、、、さ ては風俗などをさえ珍珍珍珍 しげ に
しるししを、、、、心心心心ある人人人人は いかにか見見見見けむ。。。。 こたびは途途途途 にににに上上上上りしとき、、、、 日記も の
せむと て買買買買 いし冊子もまだ白紙 のままな るは、、、、ドイツにて物学 びせし間間間間にににに、、、、 一一一一
種種種種 のののの 「「「「 ニル、、、、 アドミラリイ」」」」 のののの気象をや養養養養 いいいい得得得得たりけむ、、、、あらず、、、、 これには
別別別別にににに故故故故あり。。。。
げ に東東東東 にににに還還還還 るるるる今今今今 のののの我我我我 はははは、、、、西西西西にににに航航航航 せし昔昔昔昔 のののの我我我我ならず、、、、学問 こそな お心心心心にににに飽飽飽飽きききき足足足足
らぬと ころも多多多多 かれ、、、、浮世 のうき ゅう しをも知知知知 りたり、、、、人人人人 のののの心心心心 のののの頼頼頼頼 みがたきは
言言言言うも更更更更なり、、、、われとわが心心心心さえ変変変変 りりりり易易易易きをも悟悟悟悟 りりりり得得得得たり。。。。き のう のこれはき
ょう の非非非非な るわが瞬間 のののの感触をををを、、、、筆筆筆筆 にににに写写写写 して誰誰誰誰 にか見見見見せむ。。。。 これや 日記 のののの成成成成らららら
ぬぬぬぬ縁故な る、、、、あらず、、、、 これには別別別別にににに故故故故あり。。。。
嗚呼、、、、 フリ ンヂ イ シイ の港港港港をををを出出出出 でてより、、、、早早早早やややや 二十日あまりを経経経経 ぬぬぬぬ。。。。世世世世 のののの常常常常

ならば生面 のののの客客客客 にさえ交交交交をををを結結結結 び て、、、、旅旅旅旅 のののの憂憂憂憂さを慰慰慰慰 めあふが航海 のののの習習習習な るに、、、、微微微微
恙恙恙恙 にことよせて房房房房 のののの裡裡裡裡 に のみ篭篭篭篭 りて、、、、同行 のののの人人人人 々々々々にも物言う こと の少少少少きは、、、、人人人人
知知知知らぬ恨恨恨恨 にににに頭頭頭頭 のみ悩悩悩悩ましたればなり。。。。 この恨恨恨恨 はははは初初初初 めめめめ 一抹 のののの雲雲雲雲 のごとく我心をををを略略略略
めて、、、、 スイ スの山色をも見見見見せず、、、、イタリア の古跡 にも心心心心をををを留留留留めさ せず、、、、中頃はははは
世世世世をををを厭厭厭厭 いいいい、、、、身身身身 をはかな みて、、、、腸 日ごとに九回すとも いう べき惨痛をわれに負負負負わわわわ
せせせせ、、、、今今今今 はははは心心心心 のののの奥奥奥奥 にににに凝凝凝凝 りりりり固固固固まり て、、、、 一点 のののの影影影影と のみな りたれど、、、、文読 むご と に、、、、
物見るごとに、、、、鏡鏡鏡鏡 にににに映映映映るるるる影影影影、、、、声声声声 にににに応応応応ず る響響響響 のごとく、、、、限限限限なき懷 旧 のののの情情情情をををを喚喚喚喚びびびび起起起起
して、、、、幾度となく我心をををを苦苦苦苦むむむむ。。。。嗚呼、、、、 いかにしてかこの恨恨恨恨をををを消消消消せむ。。。。もし外外外外 のののの
恨恨恨恨なりせば、、、、詩詩詩詩 にににに詠詠詠詠 じじじじ歌歌歌歌 によめる後後後後 はははは心地すが／＼ しくもなりなむ。。。。 これ のみ
はははは余余余余 りに深深深深くくくく我心にににに彫彫彫彫り つけられたればさ はあら じと思思思思えど、、、、今宵 はあたりに
人人人人もな し、、、、房奴 のののの来来来来 てててて電気線 のののの鍵鍵鍵鍵をををを捩捩捩捩 るにはな お程程程程もあ るべければ、、、、 いで、、、、そそそそ
のののの概略をををを文文文文にににに綴綴綴綴 りて見見見見むむむむ。。。。
余余余余 はははは幼幼幼幼きききき比比比比より厳厳厳厳 しき庭庭庭庭 のののの訓訓訓訓をををを受受受受け し甲斐 にににに、、、、 父父父父をば 早早早早くくくく喪喪喪喪 い つれど、、、、学問
のののの荒荒荒荒 みみみみ衰衰衰衰ふることなく、、、、 旧藩 のののの学館 にありし日日日日もももも、、、、東京 にににに出出出出 でて予備黄 にににに通通通通 いいいい
しときも、、、、大学法学部 にににに入入入入りし後後後後もももも、、、、太 田豊太郎と いう名名名名 は い つも 一級 のののの首首首首 にににに
しるされたりしに、、、、 一人子 のののの我我我我をををを力力力力にな して世世世世をををを渡渡渡渡 るるるる母母母母 のののの心心心心はははは慰慰慰慰 みけら し。。。。十十十十
九九九九 のののの歳歳歳歳 には学 士 のののの称称称称をををを受受受受け て、、、、大学 のののの立立立立ち てよりそ の頃頃頃頃ま でにまたなき名誉なななな
りと人人人人にも言言言言われ、、、、某省 にににに出仕 して、、、、故郷な る母母母母をををを都都都都 にににに呼呼呼呼びびびび迎迎迎迎ええええ、、、、楽楽楽楽 しき年年年年をををを
送送送送 ること三三三三とせば かり、、、、官長 のののの覚覚覚覚ええええ殊殊殊殊なりしかば、、、、洋行 して 一課 のののの事務をををを取取取取りりりり
調調調調 べよと の命命命命をををを受受受受けけけけ、、、、我名をををを成成成成さむも、、、、我家をををを興興興興さむも、、、、今今今今ぞとおもう心心心心 のののの勇勇勇勇

みみみみ立立立立ち て、、、、五十をををを踰踰踰踰え し母母母母にににに別別別別るるをもさま で悲悲悲悲 しとは思思思思わず、、、、遥遥遥遥 々々々々とととと家家家家をををを離離離離
れ てベ ルリ ンの都都都都 にににに来来来来ぬぬぬぬ。。。。
余余余余 はははは模糊たる功名 のののの念念念念とととと、、、、検束 にににに慣慣慣慣れたる勉強力とを持持持持ち て、、、、たちまち この
ヨー ロッパ の新大都 のののの中央 にににに立立立立 てり。。。。何等 のののの光彩ぞぞぞぞ、、、、我目をををを射射射射 むとす るは。。。。何何何何
等等等等 のののの色 沢ぞぞぞぞ、、、、我心をををを迷迷迷迷 はさむとす るは。。。。菩提樹下とととと訳訳訳訳す るときは、、、、幽静な る境境境境
な るべく思思思思わ るれど、、、、 この大道髪 のごときウ ンテ ル、、、、デ ン、、、、リ ンデ ンに来来来来 てててて両両両両
辺辺辺辺な る石石石石だたみ の人道 をををを行行行行くくくく隊隊隊隊 々々々々のののの士女をををを見見見見よよよよ。。。。胸張 りりりり肩肩肩肩そびえ たる士官 のののの、、、、
まだ維廉 一世 のののの街街街街 にににに臨臨臨臨 める※※※※にににに倚倚倚倚 りりりり玉玉玉玉ふふふふ頃頃頃頃なりければ、、、、様様様様 々々々々のののの色色色色 にににに飾飾飾飾りりりり成成成成 した
るるるる礼装をな したる、、、、妍妍妍妍きききき少女 のパリまねび の粧粧粧粧したる、、、、彼彼彼彼も これも目目目目をををを驚驚驚驚 かさ
ぬはなきに、、、、車道 のののの土瀝青 のののの上上上上をををを音音音音もせで走走走走 る いろ／＼ のののの馬車、、、、雲雲雲雲 にににに聳聳聳聳 ゆる楼楼楼楼
閣閣閣閣 のののの少少少少 しとぎ れたる処処処処 には、、、、晴晴晴晴れたる空空空空 にににに夕立 のののの音音音音をををを聞聞聞聞 かせて漲漲漲漲りりりり落落落落 つる噴井
のののの水水水水、、、、遠遠遠遠 くくくく望望望望めばブ ラ ンデ ンブ ルク門門門門をををを隔隔隔隔 てて緑樹枝をさ し交交交交わ したる中中中中より、、、、
半天にににに浮浮浮浮びびびび出出出出 でたる凱旋塔 のののの神女 のののの像像像像、、、、 この許多 のののの景物目睫 のののの間間間間 にににに集集集集まりたれ
ばばばば、、、、始始始始 めてここに来来来来 しも のの応接 にににに遑遑遑遑なきも宜宜宜宜なり。。。。されど我胸 には縦縦縦縦 ひ いか
な る境境境境 にににに遊遊遊遊び ても、、、、あだな る美観 にににに心心心心をば動動動動さ じ の誓誓誓誓ありて、、、、 つね に我我我我をををを襲襲襲襲うううう
外物をををを遮遮遮遮 りりりり留留留留めたりき。。。。
余余余余がががが鈴索をををを引引引引きききき鳴鳴鳴鳴ら して謁謁謁謁をををを通通通通じじじじ、、、、おほやけ の紹介状をををを出出出出だ して東来 のののの意意意意をををを
告告告告げ し普魯 西 のののの官員 はははは、、、、皆快くくくく余余余余をををを迎迎迎迎ええええ、、、、公使館 より の手手手手 つづきだ に事事事事なく済済済済
みたらま しかば、、、、何事 にもあれ、、、、教教教教え も し伝伝伝伝 へもせむと約約約約 しき。。。。喜喜喜喜ば しき は、、、、
わが故里にて、、、、ドイツ、、、、 フラ ンスの語語語語をををを学学学学 びしことなり。。。。彼彼彼彼ら は始始始始 めて余余余余をををを見見見見

しとき、、、、 いづくにてい つの間間間間 にかくは学学学学 びびびび得得得得 つると問問問問わぬ ことな かりき。。。。
さ て官事 のののの暇暇暇暇あるごとに、、、、かね ておほやけ の許許許許をば得得得得たりければ、、、、と ころ の
大学 にににに入入入入りて政治学をををを修修修修 めむと、、、、名名名名をををを簿冊 にににに記記記記さ せ つ。。。。
ひと月月月月ふた月月月月とととと過過過過すすすす程程程程 にににに、、、、おほやけ の打合 せも済済済済 みて、、、、取調もももも次第 にににに捗捗捗捗りりりり行行行行
けば、、、、急急急急ぐ ことをば報告書 にににに作作作作 りて送送送送 りりりり、、、、さらぬをば写写写写 しししし留留留留めて、、、、 ついには幾幾幾幾
巻巻巻巻をかな しけむ。。。。大学 のかたにては、、、、稚稚稚稚きききき心心心心にににに思思思思 いいいい計計計計りしがごとく、、、、政治家 にににに
な るべき特科 のあるべうもあらず、、、、 このか彼彼彼彼 かと心迷 いながらも、、、、 二三 のののの法家
のののの講筵 にににに列列列列ることにおも い定定定定 めて、、、、謝金をををを収収収収めめめめ、、、、往往往往き て聴聴聴聴き つ。。。。
かく て三年ば かりは夢夢夢夢 のごとくにたち しが、、、、時来れば包包包包 みても包包包包 みがたきは
人人人人 のののの好好好好な おな るらむ、、、、余余余余 はははは父父父父 のののの遺言をををを守守守守 りりりり、、、、母母母母 のののの教教教教 にににに従従従従 いいいい、、、、人人人人 のののの神童なりなど
褒褒褒褒 むるが嬉嬉嬉嬉 しさ に怠怠怠怠らず学学学学 びし時時時時 より、、、、官長 のののの善善善善きききき働働働働きききき手手手手をををを得得得得たりと奨奨奨奨ますが
喜喜喜喜ば しさ にたゆみなく勤勤勤勤めし時時時時ま で、、、、ただ所動的、、、、器械的 のののの人物 になりて自自自自らららら
悟悟悟悟らざ りしが、、、、今 二十五歳 になりて、、、、す でに久久久久 しく この自由な る大学 のののの風風風風にににに当当当当
りたれば にや、、、、心心心心 のののの中中中中な にとなく妥妥妥妥ならず、、、、奥深くくくく潜潜潜潜 みたりしま こと の我我我我 はははは、、、、
やう／＼表表表表 にあらわれ て、、、、き のうま で の我我我我ならぬ我我我我をををを攻攻攻攻むるに似似似似たり。。。。余余余余 はははは我我我我
身身身身 のののの今今今今 のののの世世世世にににに雄飛す べき政治家 にな るにも宜宜宜宜 しからず、、、、また善善善善くくくく法典をををを暗暗暗暗 じて
獄獄獄獄をををを断断断断ず る法律家 にな るにもふさ はしからざ るを悟悟悟悟 りたりと思思思思 いぬ。。。。
余余余余 はははは私私私私にににに思思思思うやう、、、、我母はははは余余余余をををを活活活活きたる辞書となさんと し、、、、我官長 はははは余余余余をををを活活活活
きたる法律となさんとや しけん。。。。辞書たらむはな お堪堪堪堪ふ べけれど、、、、法律たらん
はははは忍忍忍忍ぶ べからず。。。。今今今今ま では瑣瑣瑣瑣 々々々々たる問題 にも、、、、極極極極 めて丁寧 に いら へし つる余余余余がががが、、、、

こ の頃頃頃頃 より官長 にににに寄寄寄寄す る書書書書 には連連連連 りに法制 のののの細 目 にににに※※※※ふ べき にあら ぬを論論論論 じじじじ
てててて、、、、 一一一一たび法法法法 のののの精神をだ に得得得得たらんには、、、、紛紛紛紛 々々々々たる万事 はははは破竹 のごとくな るべ
しなどと広言 し つ。。。。また大学 にては法科 のののの講筵をををを余所ににににして、、、、歴史文学 にににに心心心心をををを
寄寄寄寄 せせせせ、、、、漸漸漸漸 くくくく蔗蔗蔗蔗をををを嚼嚼嚼嚼むむむむ境境境境 にににに入入入入りぬ。。。。
官長 はもと心心心心 のままに用用用用 いるべき器械を こそ作作作作らんと したりけめ。。。。独立 のののの思思思思
想想想想をををを懷懷懷懷き て、、、、人人人人な みならぬ面面面面もち したる男男男男を いかでか喜喜喜喜ぶ べき。。。。危危危危きは余余余余がががが当当当当
時時時時 のののの地位なりけり。。。。されど これ のみにては、、、、な お我地位をををを覆覆覆覆 へす に足足足足らざ りけ
んを、、、、 日比ベ ルリ ンの留学生 のののの中中中中 にて、、、、あ る勢力あ る 一群とととと余余余余と の間間間間 にににに、、、、面白
からぬ関係あり て、、、、彼人 々々々々はははは余余余余をををを猜疑 しししし、、、、 また ついに余余余余をををを讒 誣す るに至至至至りぬ。。。。
されど これと てもそ の故故故故なく てや は。。。。
彼人 々々々々はははは余余余余がががが倶倶倶倶にににに麦酒 のののの杯杯杯杯をも挙挙挙挙げず、、、、球突き の棒棒棒棒をも取取取取らぬを、、、、かたくな
な る心心心心とととと欲欲欲欲をををを制制制制す る力力力力とに帰帰帰帰 して、、、、且且且且はははは嘲嘲嘲嘲りりりり且且且且はははは嫉嫉嫉嫉 みたりけん。。。。されど こは余余余余
をををを知知知知らねばなり。。。。嗚呼、、、、 この故故故故よしは、、、、我身だ に知知知知らざ りしを、、、、怎怎怎怎 でか人人人人にににに知知知知
ら るべき。。。。わが心心心心はか の合歓 と いう木木木木 のののの葉葉葉葉 にににに似似似似 てててて、、、、物触れば縮縮縮縮 みて避避避避けんとす。。。。
我心はははは処女 にににに似似似似たり。。。。余余余余がががが幼幼幼幼きききき頃頃頃頃より長者 のののの教教教教をををを守守守守 りて、、、、学学学学 のののの道道道道 をたどりしも、、、、
仕仕仕仕 のののの道道道道 をあゆみしも、、、、皆皆皆皆なななな勇気ありて能能能能くしたるにあらず、、、、耐忍勉強 のののの力力力力とととと見見見見
え しも、、、、皆皆皆皆なななな自自自自らららら欺欺欺欺きききき、、、、人人人人をさえ欺欺欺欺き つるにて、、、、人人人人 のたどら せたる道道道道 をををを、、、、ただ
だだだだ 一条 にたどりし のみ。。。。余所にににに心心心心 のののの乱乱乱乱れざ りしは、、、、外物をををを棄棄棄棄 てて顧顧顧顧みぬ程程程程 のののの勇勇勇勇
気気気気ありしにあらず、、、、ただ外物 にににに恐恐恐恐れて自自自自らわが手足をををを縛縛縛縛 せし のみ。。。。故郷をををを立立立立ちちちち
いづ る前前前前 にも、、、、我我我我がががが有為 のののの人物な ることを疑疑疑疑わず、、、、また我心 のののの能能能能くくくく耐耐耐耐えん こと

をも深深深深くくくく信信信信 じたりき。。。。嗚呼、、、、彼彼彼彼もももも 一時。。。。舟舟舟舟 のののの横浜をををを離離離離 るるま では、、、、天晴豪傑とととと
思思思思 いし身身身身 もももも、、、、 せきあえぬ涙涙涙涙 にににに手巾をををを濡濡濡濡ら し つるを我我我我れながら怪怪怪怪 しと思思思思 いしが、、、、
これぞな か／＼ にににに我本性なりける。。。。 この心心心心はははは生生生生れながら にやありけん、、、、また早早早早
くくくく父父父父をををを失失失失 いて母母母母 のののの手手手手にににに育育育育 てられしによりてや生生生生 じけん。。。。
彼人 々々々々のののの嘲嘲嘲嘲 るはさ ることなり。。。。されど嫉嫉嫉嫉 むはおろかならずや。。。。 この弱弱弱弱くふび
んな る心心心心をををを。。。。
赤赤赤赤くくくく白白白白くくくく面面面面をををを塗塗塗塗 りて、、、、赫然 たる色色色色 のののの衣衣衣衣をををを纏纏纏纏 ひひひひ、、、、珈琲店店店店 にににに座座座座 して客客客客をををを延延延延くくくく女女女女をををを
見見見見 ては、、、、往往往往き てこれ に就就就就 かん勇気なく、、、、高高高高きききき帽帽帽帽をををを頂頂頂頂きききき、、、、眼鏡 にににに鼻鼻鼻鼻 をををを挟挟挟挟 ませ て、、、、
普魯 西にては貴族めきたる鼻音 にて物言うううう 「「「「 レ エベ マン」」」」をををを見見見見 ては、、、、往往往往き て
これと遊遊遊遊ば ん勇気な し。。。。 この等等等等 のののの勇気なければ、、、、彼活発な る同郷 のののの人人人人 々々々々とととと交交交交らららら
んようもな し。。。。 この交際 のののの疎疎疎疎きがために、、、、彼人 々々々々はただ余余余余をををを嘲嘲嘲嘲りりりり、、、、余余余余をををを嫉嫉嫉嫉 む の
みなら で、、、、また余余余余をををを猜疑す ることとなりぬ。。。。 これぞ余余余余がががが寃罪をををを身身身身 にににに負負負負 いて、、、、暫暫暫暫
時時時時 のののの間間間間 にににに無量 のののの艱難をををを閲閲閲閲 しししし尽尽尽尽すすすす媒媒媒媒なりける。。。。
あ る日日日日 のののの夕暮なりしが、、、、余余余余 はははは獣苑をををを漫歩 して、、、、ウ ンテ ル、、、、デ ン、、、、リ ンデ ンを
過過過過ぎぎぎぎ、、、、我我我我が モンビ シ ユウ街街街街 のののの僑僑僑僑居居居居 にににに帰帰帰帰らんと、、、、ク ロステ ル巷巷巷巷 のののの古寺 のののの前前前前 にににに来来来来ぬぬぬぬ。。。。
余余余余 はははは彼彼彼彼 のののの灯火 のののの海海海海をををを渡渡渡渡りりりり来来来来 てててて、、、、 この狭狭狭狭くくくく薄暗きききき巷巷巷巷 にににに入入入入りりりり、、、、楼上 のののの木欄 にににに干干干干した
るるるる敷布、、、、襦袢などまだ取入れぬ人家、、、、頬髭長きききき猶太教徒 のののの翁翁翁翁がががが戸前 にたたず み
たる居酒屋、、、、 一一一一つの梯梯梯梯 はははは直直直直ち に楼楼楼楼 にににに達達達達 しししし、、、、他他他他 のののの梯梯梯梯 はははは窖住ま いの鍛冶がががが家家家家 にににに通通通通じじじじ
たる貸家などに向向向向 いて、、、、凹字 のののの形形形形 にににに引篭 みて立立立立 てられたる、、、、 この三百年前 のののの遺遺遺遺
跡跡跡跡をををを望望望望むむむむ毎毎毎毎 にににに、、、、心心心心 のののの恍惚となりて暫暫暫暫 したたず みしこと幾度な るを知知知知らず。。。。

今今今今 この処処処処をををを過過過過ぎ んとす るとき、、、、鎖鎖鎖鎖 したる寺門 のののの扉扉扉扉 にににに倚倚倚倚 りて、、、、声声声声をををを呑呑呑呑 み つつ泣泣泣泣
く ひとり の少女あるを見見見見たり。。。。年年年年 はははは十六七な るべし。。。。被被被被 りし巾巾巾巾をををを洩洩洩洩 れたる髪髪髪髪 のののの
色色色色 はははは、、、、薄薄薄薄き こがね色色色色 にて、、、、着着着着 たる衣衣衣衣はははは垢垢垢垢 つき汚汚汚汚れたりとも見見見見えず。。。。我足音 にににに驚驚驚驚
かされ てかえ りみたる面面面面、、、、余余余余 にににに詩人 のののの筆筆筆筆なければ これを写写写写す べくもあらず。。。。 ここここ
のののの青青青青 くくくく清清清清ら にて物問 いたげ に愁愁愁愁をををを含含含含 める目目目目 のののの、、、、半半半半ばばばば露露露露をををを宿宿宿宿 せる長長長長きききき睫毛 にににに援援援援 はははは
れたるは、、、、なぜ に 一顧 したる のみにて、、、、用心深きききき我心 のののの底底底底ま では徹徹徹徹 したるか。。。。
彼彼彼彼 はははは料料料料らぬ深深深深きききき嘆嘆嘆嘆きに遭遭遭遭 いて、、、、前後をををを顧顧顧顧みる遑遑遑遑なく、、、、ここに立立立立ち て泣泣泣泣くにや。。。。
我我我我がががが憶病な る心心心心 はははは憐憫 のののの情情情情 にににに打打打打ちちちち勝勝勝勝 たれ て、、、、余余余余 はははは覚覚覚覚えず側側側側 にににに倚倚倚倚 りりりり、 「 なぜ に
泣泣泣泣きききき玉玉玉玉ふか。。。。 と ころに繋 累なき外 人はははは、、、、却却却却 り て力力力力をををを借借借借 しししし易易易易き こともあら ん。。。。」」」」
と いい掛掛掛掛けたるが、、、、我我我我ながらわが大胆な るに呆呆呆呆れたり。。。。
彼彼彼彼 はははは驚驚驚驚き てわが黄黄黄黄な る面面面面をををを打守 りしが、、、、我我我我がががが真率な る心心心心やややや色色色色 にににに形形形形 はれたりけ
んんんん。 「 君君君君 はははは善善善善きききき人人人人な りと見見見見ゆゆゆゆ。。。。彼彼彼彼 のご とく ひどくはあら じ。。。。 またた我 母 のご
とく。」暫暫暫暫 しししし枯枯枯枯れたる涙涙涙涙 のののの泉泉泉泉 はまた溢溢溢溢れ て愛愛愛愛ら しき頬頬頬頬をををを流流流流れれれれ落落落落 つつつつ。。。。
「「「「 我我我我をををを救救救救 いいいい玉玉玉玉 へへへへ、、、、君君君君。。。。わが耻耻耻耻なき人人人人とならんを。。。。母母母母はわが彼彼彼彼 のののの言葉 にににに従従従従 はね
ばと て、、、、我我我我をををを打打打打ちき。。。。 父父父父はははは死死死死にたり。。。。明 日はははは葬葬葬葬ら ではかな はぬに、、、、家家家家 にににに 一銭 のののの
貯貯貯貯だ にな し。」
跡跡跡跡 はははは欷歔 のののの声声声声 のみ。。。。我眼 はこのう つむきたる少女 のののの顫顫顫顫ふふふふ項項項項 に のみ注注注注がれたり。。。。

