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趙趙趙趙 のののの邯鄲 のののの都都都都 にににに住住住住 むむむむ紀昌と いう男男男男がががが、、、、天下第 一のののの弓弓弓弓 のののの名人になろう
とととと志志志志をををを立立立立 てた。。。。己己己己 のののの師師師師とととと頼頼頼頼む べき人物をををを物色す るに、、、、当今 弓矢をと っ
ては、、、、名手 ・・・・飛衛 にににに及及及及ぶぶぶぶ者者者者があろうとは思思思思われぬ。。。。百歩をををを隔隔隔隔 てて柳葉
をををを射射射射 るに百発百中す ると いう達 人だそう であ る。。。。紀昌 はははは遥遥遥遥 々々々々飛衛をた
ずね てそ の門門門門 にににに入入入入 った。。。。
飛衛 はははは新 入 のののの門人にににに、、、、まず瞬瞬瞬瞬きせざ ることを学学学学 べと命命命命 じた。。。。紀昌 はははは
家家家家 にににに帰帰帰帰りりりり、、、、妻妻妻妻 のののの機織台 のののの下下下下にににに潜潜潜潜 りりりり込込込込んで、、、、そ こに仰向けにひ っくり返返返返
った。。。。眼眼眼眼とすれすれに機躡がががが忙忙忙忙 しく上下往来す る のをじ っと瞬瞬瞬瞬 かず に
見詰 めていようと いう 工夫 であ る。。。。理由をををを知知知知らな い妻妻妻妻 はははは大大大大 いに驚驚驚驚 いた。。。。
第 一、、、、妙妙妙妙なななな姿勢をををを妙妙妙妙なななな角度 から良 人にににに覗覗覗覗かれ ては困困困困ると いう。。。。厭厭厭厭がる
妻妻妻妻 をををを紀昌 はははは叱叱叱叱り つけ て、、、、無 理にににに機機機機をををを織織織織 りりりり続続続続けさ せた。。。。来来来来 るるるる日日日日もももも来来来来 るるるる日日日日
もももも彼彼彼彼 はこの可笑 しな か っこう で、、、、瞬瞬瞬瞬きせざ る修練 をををを重重重重ね る。。。。二年 のののの後後後後
には、、、、遽遽遽遽だ しく往 返す る牽 丁がががが睫毛をををを略略略略め ても、、、、絶絶絶絶え て瞬瞬瞬瞬く ことがな
くな った。。。。彼彼彼彼 はようや く機機機機 のののの下下下下から匍出すすすす。。。。もはや、、、、鋭利なななな錐錐錐錐 のののの先先先先をををを
も って瞼瞼瞼瞼をををを突突突突 かれ ても、、、、まば たきをせぬま でにな っていた。。。。不意 にににに火火火火
のののの粉粉粉粉がががが目目目目にににに飛入ろうとも、、、、目目目目 のののの前前前前 にににに突然 灰神楽がががが立立立立とうとも、、、、彼彼彼彼 はははは決決決決
して目目目目をパチ つかせな い。。。。彼彼彼彼 のののの瞼瞼瞼瞼 はもはや それを閉閉閉閉 じるべき筋肉 のののの使使使使

用法をををを忘忘忘忘 れれれれ果果果果 てててて、、、、夜夜夜夜、、、、熟睡 している時時時時 でも、、、、紀昌 のののの目目目目はカ ッと大大大大きく
見開 かれたまま であ る。。。。ついに、、、、彼彼彼彼 のののの目目目目 のののの睫毛とととと睫毛と の間間間間 にににに小小小小さな
一匹 のののの蜘蛛がががが巣巣巣巣を かけるに及及及及んで、、、、彼彼彼彼 はようや く自信をををを得得得得 てててて、、、、師師師師 のののの飛飛飛飛
衛衛衛衛 にこれを告告告告げ た。。。。
それを聞聞聞聞 いて飛衛が いう。。。。瞬瞬瞬瞬 かざ る のみではまだ射射射射をををを授授授授け るに足足足足りりりり
ぬぬぬぬ。。。。次次次次 には、、、、視視視視 ることを学学学学 べべべべ。。。。視視視視 ることに熟熟熟熟 して、、、、さ て、、、、小小小小をををを視視視視 るこ
とととと大大大大 のごとく、、、、微微微微をををを見見見見ること著著著著 のごとくな ったならば、、、、来来来来 って我我我我 にににに告告告告
げ るがよ いと。。。。
紀昌 はははは再再再再びびびび家家家家 にににに戻戻戻戻りりりり、、、、肌着 のののの縫 目から 虱虱虱虱をををを 一匹探 しししし出出出出 して、、、、これを
己己己己がががが髪髪髪髪 のののの毛毛毛毛をも って繋繋繋繋 いだ。。。。そう して、、、、それを南 向き の窓窓窓窓 にににに懸懸懸懸けけけけ、、、、終終終終
日日日日睨睨睨睨 みみみみ暮暮暮暮らす こと にした。。。。毎 日毎 日彼 はははは窓窓窓窓 にぶら下下下下 った虱虱虱虱をををを見詰 める。。。。
初初初初 めめめめ、、、、もちろんそれは 一匹 のののの虱虱虱虱にににに過過過過ぎな い。。。。二三日た っても、、、、依然とととと
して虱虱虱虱であ る。。。。と ころが、、、、十 日余 りりりり過過過過ぎ ると、、、、気気気気 のせ いか、、、、どうやら
それが ほん の少少少少 しながら大大大大きく見見見見え て来来来来たよう に思思思思われる。。。。三三三三月目 のののの
終終終終 りには、、、、明明明明ら かに蚕蚕蚕蚕 ほど の大大大大きさ に見見見見え て来来来来たたたた。。。。虱虱虱虱をををを吊吊吊吊るした窓窓窓窓 のののの
外外外外 のののの風物 はははは、、、、次第 にににに移移移移 りりりり変変変変 るるるる。。。。煕煕煕煕 々々々々と して照照照照 って いた春春春春 のののの陽陽陽陽 は い つか
烈烈烈烈 し い夏夏夏夏 のののの光光光光 にににに変変変変 りりりり、、、、澄澄澄澄んだ秋空をををを高高高高くくくく雁雁雁雁がががが渡渡渡渡 って行行行行 ったかと思思思思うと、、、、
はや、、、、寒寒寒寒 々々々々と した灰色 のののの空空空空 から霙霙霙霙がががが落落落落ち かかる。。。。紀昌 はははは根気 よく、、、、毛毛毛毛
髪髪髪髪 のののの先先先先 ににににぶら下下下下 った有吻類 ・・・・催痒性 のののの小節 足動物をををを見続けた。。。。そ の虱虱虱虱
もももも何十匹となく取換えられ て行行行行くくくく中中中中 にににに、、、、 早早早早くも三年 のののの月 日がががが流流流流れた。。。。

あ る日日日日ふと気気気気がががが付付付付くと、、、、窓窓窓窓 のののの虱虱虱虱がががが馬馬馬馬 のような大大大大きさ に見見見見え ていた。。。。占占占占
めたと、、、、紀昌 はははは膝膝膝膝をををを打打打打ちちちち、、、、表表表表 へへへへ出出出出 るるるる。。。。彼彼彼彼 はははは我我我我がががが目目目目をををを疑疑疑疑 った。。。。人人人人はははは高塔
であ った。。。。馬馬馬馬はははは山山山山 であ った。。。。豚豚豚豚はははは丘丘丘丘 のごとく、、、、 はははは城楼とととと見見見見え る。。。。雀雀雀雀
躍躍躍躍 して家家家家 にと って返返返返した紀昌 はははは、、、、再再再再びびびび窓窓窓窓際際際際 のののの虱虱虱虱にににに立向 いいいい、、、、燕角 のののの弧弧弧弧 にににに
朔蓬 のののの を つがえ てこれを射射射射 れば、、、、矢矢矢矢 はははは見事 にににに虱虱虱虱 のののの心心心心 のののの臓臓臓臓をををを貫貫貫貫 いて、、、、
しかも虱虱虱虱をををを繋繋繋繋 いだ毛毛毛毛さえ断断断断れぬ。。。。
紀昌 はははは早速師 のののの許許許許にににに赴赴赴赴 いてこれを報報報報ず る。。。。飛衛 はははは高踏 して胸胸胸胸をををを打打打打ちちちち、、、、
初初初初 めて 「「「「
出出出出かしたぞ」」」」とととと褒褒褒褒 めた。。。。そう して、、、、直直直直ち に射術 のののの奥儀秘伝をををを
剰剰剰剰すと ころなく紀昌 にににに授授授授けけけけ始始始始 めた。。。。
目目目目 のののの基礎 訓練 にににに五年もかけた甲斐があ って紀昌 のののの腕前 のののの上達 はははは、、、、驚驚驚驚
く ほど速速速速 いいいい。。。。
奥儀伝授がががが始始始始ま ってから十 日 のののの後後後後、、、、試試試試 みに紀昌がががが百歩をををを隔隔隔隔 てて柳葉
をををを射射射射 るに、、、、す でに百発百中 であ る。。。。二十 日 のののの後後後後、、、、い っぱ いに水水水水をををを湛湛湛湛ええええ
たたたた盃盃盃盃をををを右 肱 のののの上上上上 にににに載載載載 せて剛弓をををを引引引引くに、、、、狙狙狙狙 いに狂狂狂狂 いのな いのはもとよ
りりりり、、、、杯中 のののの水水水水もももも微動だ にしな い。。。。 一月 のののの後後後後、、、、百本 のののの矢矢矢矢をも って速射 をををを
試試試試 みたと ころ、、、、第 一矢がががが的的的的 にににに中中中中れば、、、、続続続続 いて飛来 った第 二矢 はははは誤誤誤誤たず
第 一矢 のののの括括括括 にににに中中中中 って突突突突きききき刺刺刺刺さ り、、、、更更更更 にににに間髪をををを入入入入れず第 三矢 のののの鏃鏃鏃鏃がががが第 二
矢矢矢矢 のののの括括括括 にガ ッシと食食食食 いいいい込込込込むむむむ。。。。矢矢相属 しししし、、、、発発相及んで、、、、後矢 のののの鏃鏃鏃鏃 はははは
必必必必ずずずず前矢 のののの括括括括 にににに食 入るが故故故故 にににに、、、、絶絶絶絶え て地地地地にににに墜墜墜墜ち ることがな い。。。。瞬瞬瞬瞬 くくくく中中中中
にににに、、、、百本 のののの矢矢矢矢 はははは 一本 のごとくに相連なり、、、、的的的的 から 一直線 にににに続続続続 いたそ の

最後 のののの括括括括 はな お弦弦弦弦をををを銜銜銜銜 むがごとくに見見見見え る。。。。傍傍傍傍 でででで見見見見 ていた師師師師 のののの飛衛もももも
思思思思わず 「「「「
善善善善 しししし！」とととと言言言言 った。。。。
二月 のののの後後後後、、、、たまたま家家家家 にににに帰帰帰帰 って妻妻妻妻 と いさ か いを した紀昌が これを威威威威
そう と て烏 号 のののの弓弓弓弓 にににに 衛衛衛衛 のののの矢矢矢矢 を つがえ き りりと引絞 って妻妻妻妻 のののの目目目目をををを射射射射
たたたた。。。。矢矢矢矢 はははは妻妻妻妻 のののの睫毛三本をををを射 切 ってかなた へ飛飛飛飛びびびび去去去去 ったが、、、、射射射射られた本本本本
人人人人はははは 一向 にににに気気気気づ かず、、、、まば たきもしな いで亭主をををを罵罵罵罵 りりりり続続続続けた。。。。けだ し、、、、
彼彼彼彼 のののの至芸 による矢矢矢矢 のののの速度とととと狙狙狙狙 いの精妙さと は、、、、実実実実 にこの域域域域 にま で達達達達 しししし
て いた のであ る。。。。

もはや師師師師 から学学学学 びびびび取取取取 るべき何何何何も のもなくな った紀昌 はははは、、、、あ る日日日日、、、、ふふふふ
とととと良良良良 からぬ考考考考えを起起起起 した。。。。

