日本 のののの名作名文 ハイライト

夏 目漱漱漱漱 石石石石

wis
【【【【
朗読 】】】】声声声声をををを便便便便 りに、、、、声声声声をををを頼頼頼頼りに――。。。。

門門門門

朗読
出所

http://18.art-studio.cc/~koenoizumi/
http://18.art-

編編編編
teabreak

門門門門

夏 目漱 石

●●●●冒頭部分
宗助 はははは先刻 から縁側 へへへへ座蒲団をををを持持持持ちちちち出出出出 して、、、、日当 り の好好好好さ そうな所所所所
へへへへ気楽 にににに胡座をか いて見見見見たが、、、、やが て手手手手にににに持持持持 っている雑誌をををを放放放放 りりりり出出出出すすすす
とととと共共共共にににに、、、、ご ろりと横横横横 にな った。。。。秋 日和とととと名名名名 の つく ほど の上天気な ので、、、、
往来をををを行行行行くくくく人人人人 のののの下駄 のののの響響響響がががが、、、、静静静静 かな 町町町町だけ に、、、、朗朗朗朗ら かに聞聞聞聞え て来来来来 るるるる。。。。
肱枕を して軒軒軒軒 から上上上上をををを見上げ ると、、、、奇麗なななな空空空空がががが 一面にににに蒼蒼蒼蒼 くくくく澄澄澄澄んでいる。。。。
そ の空空空空がががが自分 のののの寝寝寝寝 ている縁側 のののの、、、、窮屈なななな寸法 にににに較較較較 べて見見見見ると、、、、非常 にににに
広大 であ る。。。。たま の日曜 にこう して緩緩緩緩くり空空空空をををを見見見見るだけ でもだ いぶ違違違違
うなと思思思思 いながら、、、、眉眉眉眉をををを寄寄寄寄 せて、、、、ぎらぎらす る日日日日を しばらく見見見見 つめて
いたが、、、、眩眩眩眩 しくな った ので、、、、今度 はぐるりと寝 返りを して障 子 のののの方方方方をををを
向向向向 いた。。。。障 子 のののの中中中中 では細君がががが裁縫 を している。。。。
「「「「
お い、、、、 いい天気だな」」」」とととと話話話話 しかけた。。。。細君 はははは、、、、
「「「「
ええ」」」」と い ったなりであ った。。。。宗助もももも別別別別にににに話話話話が した い訳訳訳訳 でもな か っ
たと見見見見え て、、、、それなり黙黙黙黙 ってしま った。。。。しばらくす ると今度 はははは細君 のののの
方方方方 から、、、、
「「「「
ち っと散歩 でも していら っしゃ い」」」」と い った。。。。しかしそ の時時時時 はははは宗助
がたどうんと いう生返事をををを返返返返しただけ であ った。。。。
二三分 して、、、、細君 はははは障 子 のガラ スの所所所所 へへへへ顔顔顔顔をををを寄寄寄寄 せて、、、、縁側 にににに寝寝寝寝 てい

るるるる夫夫夫夫 のののの姿姿姿姿をををを覗覗覗覗 いて見見見見たたたた。。。。それはどう いう 了見かかかか両膝をををを曲曲曲曲げ て海老 のよ
う に窮屈にな って いる。。。。そう して両手をををを組組組組 みみみみ合合合合わ して、、、、そ の中中中中 へへへへ黒黒黒黒 いいいい
頭頭頭頭をををを突突突突 っっっっ込込込込んでいるから、、、、 肱肱肱肱にににに挟挟挟挟 まれ て顔顔顔顔がち っとも見見見見えな い。。。。
「「「「
あなたそんな所所所所 へへへへ寝寝寝寝 ると風邪引 いてよ」」」」とととと細君がががが注意 した。。。。細君 のののの
言葉 はははは東京 のような、、、、東京 でな いような、、、、現代 のののの女学生 にににに共通なななな 一種
のののの調子をををを持持持持 っている。。。。
宗助 はははは両肱 のののの中中中中 でででで大大大大きな眼眼眼眼をぱちぱちさ せながら、、、、
「「「「
寝寝寝寝や せん、、、、大丈夫だだだだ」」」」とととと小声 でででで答答答答えた。。。。
それからまた静静静静 かにな った。。。。外外外外をををを通通通通るるるる護謨車 のベ ルの音音音音がががが 二三度鳴
った後後後後 から、、、、遠遠遠遠 く で鶏鶏鶏鶏 のののの時音を つくる声声声声がががが聞聞聞聞えた。。。。宗助 はははは仕立 おろし
のののの紡績織 のののの背中 へへへへ、、、、自然とととと浸浸浸浸 みみみみ込込込込んで来来来来 るるるる光線 のののの暖味をををを、、、、襯衣 のののの下下下下でででで
貪貪貪貪ぼ るほど味味味味 いながら、、、、表表表表 のののの音音音音をををを聴聴聴聴くともなく聴聴聴聴 いていたが、、、、急急急急 にににに思思思思
いいいい出出出出 したよう に、、、、障 子越 し の細君をををを呼呼呼呼んで、、、、
「「「「
御米、、、、近来 のののの近近近近 のののの字字字字 はどう書書書書 いた っけね」」」」とととと尋尋尋尋ねた。。。。細君 はははは別別別別にににに呆呆呆呆
れた様 子もなく、、、、若若若若 いいいい女女女女 にににに特有なけたたま し い笑声もももも立立立立 てず、、、、
「「「「
近江 のおう の字字字字 じゃなく って」」」」とととと答答答答えた。。。。
「「「「
そ の近江 のおう の字字字字がががが分分分分らな いんだ」」」」
細君 はははは立立立立 てててて切切切切 った障 子をををを半分ば かり開開開開け て、、、、敷居 のののの外外外外 へへへへ長長長長 いいいい物指をををを
出出出出 して、、、、 そ の先先先先 でででで近近近近 のののの字字字字をををを縁側 へへへへ書書書書 いて見見見見せて、、、、
「「「「
こう でしょう」」」」と い ったぎ り、、、、物指 のののの先先先先をををを、、、、字字字字 のののの留留留留 った所所所所 へへへへ置置置置 いた

な り、、、、澄澄澄澄みみみみ渡渡渡渡 った空空空空をををを 一一一一しきり眺眺眺眺めめめめ入入入入 った。。。。宗助 はははは細君 のののの顔顔顔顔もももも見見見見ず に、、、、
「「「「
や っぱ りそう か」」」」と い ったが、、、、冗談 でもな か ったと見見見見え て、、、、別別別別にににに笑笑笑笑
も しな か った。。。。細君もももも近近近近 のののの字字字字 はまるで気気気気 にならな い様 子でででで、、、、
「「「「
本当 に いい御 天気だわね」」」」とととと半半半半ばばばば独独独独りりりり言言言言 のよう に いいながら、、、、障 子
をををを開開開開けたまままた裁縫をををを始始始始 めた。。。。す ると宗助 はははは肱肱肱肱 でででで挟挟挟挟 んだ頭頭頭頭をををを少少少少 しししし抬抬抬抬
げ て、、、、
「「「「
どうも字字字字 と いうも のは不思議だ よ」」」」とととと始始始始 めて細君 のののの顔顔顔顔をををを見見見見たたたた。。。。
「「「「
なぜ」」」」
「「「「
なぜ って、、、、いくら容易 いいいい字字字字 でも、、、、こりゃ変変変変だと思思思思 って疑疑疑疑ぐり出出出出すと
分分分分らなくな る。。。。この間間間間もももも今 日 のののの今今今今 のののの字字字字 でででで大変迷 った。。。。紙紙紙紙 のののの上上上上 へち ゃん
とととと書書書書 いて見見見見 てててて、、、、 じ っと眺眺眺眺め て いると、、、、何何何何だ か違違違違 ったような気気気気がす る。。。。
しま いには見見見見れば 見見見見るほど今今今今ら しくなくな って来来来来 るるるる。。。。―― 御前 そんな
事事事事をををを経験 した事事事事 はな いか い」」」」
「「「「
まさ か」」」」
「「「「
おれだけかな」」」」とととと宗助 はははは頭頭頭頭 へへへへ手手手手をををを当当当当 てた。。。。
「「「「
あなたどう かしていら っしゃる のよ」」」」
「「「「
や っぱ り神経衰弱 のせ いかも知知知知れな い」」」」
「「「「
そうよ」」」」とととと細君 はははは夫夫夫夫 のののの顔顔顔顔をををを見見見見たたたた。。。。 それはようや く立立立立ちちちち上上上上 った。。。。
針箱とととと糸屑 のののの上上上上をををを飛飛飛飛びびびび越越越越す よう に跨跨跨跨 いで、、、、茶茶茶茶 のののの間間間間 のののの襖襖襖襖をををを開開開開けると、、、、
すぐ座敷 であ る。。。。南南南南 がががが玄関 でででで塞塞塞塞がれ て いる ので、、、、突突突突きききき当当当当り の障 子がががが、、、、

日向 から急急急急 にににに這入 って来来来来たたたた眸眸眸眸 には、、、、うそ寒寒寒寒くくくく映映映映 った。。。。そ こを開開開開けると、、、、
廂廂廂廂 にににに迫迫迫迫 るような勾配 のののの崖崖崖崖がががが、、、、縁鼻 からそびえ ている ので、、、、朝朝朝朝 のののの内内内内 はははは当当当当
ってしかるべきはず の日日日日もももも容易 にににに影影影影をををを落落落落さな い。。。。崖崖崖崖 には草草草草がががが生生生生え てい
るるるる。。。。下下下下から して 一側もももも石石石石でででで畳畳畳畳んでな いから、、、、い つ壊壊壊壊れるか分分分分らな い虞虞虞虞
があ る のだけれども、、、、不思議 にまだ壊壊壊壊れた事事事事がな いそう で、、、、そ のため
かかかか家主もももも長長長長 いいいい間昔 のままにして放放放放 ってあ る。。。。も っとも元元元元はははは 一面 のののの竹藪
だ ったとかで、、、、それを切切切切りりりり開開開開くくくく時時時時 にににに根根根根だけは掘掘掘掘 りりりり返返返返さず に土堤 のののの中中中中 にににに
埋埋埋埋めて置置置置 いたから、、、、地地地地はははは存外 ｜｜｜｜緊緊緊緊 っています からねと、、、、町内 にににに二十年年年年
もももも住住住住 ん で いる八百屋 のののの爺爺爺爺 がががが勝 手 口でわざ わざ 説 明 してくれた事事事事 があ
るるるる。。。。そ の時宗助 はだ って根根根根がががが残残残残 っていれば、、、、また竹竹竹竹がががが生生生生え て藪藪藪藪 になり
そうなも のじゃな いかと聞聞聞聞きききき返返返返して見見見見たたたた。。。。す ると爺爺爺爺 はははは、、、、それがね、、、、ああああ
ああああ切切切切りりりり開開開開 かれ て見見見見ると、、、、そう甘甘甘甘くくくく行行行行くもんじゃありませんよ。。。。しかし
崖崖崖崖だけは大丈夫 です。。。。どんな事事事事があ った って壊壊壊壊え っこはねえ んだ から
とととと、、、、あたかも自分 のも のを弁護 でもす るよう に力力力力 ん で帰帰帰帰 って行行行行 った。。。。
崖崖崖崖 はははは秋秋秋秋 にににに入入入入 っても別別別別にににに色色色色づく様 子もな い。。。。ただ青青青青 いいいい草草草草 のののの匂匂匂匂 がががが退退退退め て、、、、
不揃 にもじゃもじゃす るば かりであ る。。。。薄薄薄薄だ の蔦蔦蔦蔦だ のと いう しゃれた
も のに至至至至 ってはさら に見当らな い。。。。そ の代代代代 りりりり昔昔昔昔 のののの名残り の孟宗がががが中途
にににに二本、、、、上上上上 のののの方方方方 にににに三本 ほどす っくりと立立立立 っている。。。。それが多 少黄 にににに染染染染
ま って、、、、幹幹幹幹 にににに日日日日 のののの射射射射すときなぞは、、、、軒軒軒軒 から首首首首をををを出出出出すと、、、、土手 のののの上上上上 にににに秋秋秋秋
のののの暖味をををを眺眺眺眺 められるような心持がす る。。。。宗助 はははは朝出 てててて四時過 にににに帰帰帰帰 るるるる男男男男

だ から、、、、日日日日 の つまるこの頃頃頃頃はははは、、、、滅多 にににに崖崖崖崖 のののの上上上上をををを覗覗覗覗くくくく暇暇暇暇をををを有有有有 たな か った。。。。
暗暗暗暗 いいいい便所から出出出出 てててて、、、、手水鉢 のののの水水水水をををを手手手手にににに受受受受けながら、、、、ふと廂廂廂廂 のののの外外外外をををを見上
げ た時時時時、、、、始始始始 め て竹竹竹竹 のののの事事事事をををを思思思思 いいいい出出出出 した。。。。幹幹幹幹 のののの頂頂頂頂 にににに濃濃濃濃 かな葉葉葉葉がががが集集集集 ま って、、、、
まるで坊主頭 のよう に見見見見え る。。。。それが秋秋秋秋 のののの日日日日にににに酔酔酔酔 って重重重重くくくく下下下下をををを向向向向 いて、、、、
寂寂寂寂 そりと重重重重な った葉葉葉葉がががが 一枚もももも動動動動 かな い。。。。
宗助 はははは障 子をををを閉閉閉閉 てて座敷 へへへへ帰帰帰帰 って、、、、机机机机 のののの前前前前 へへへへ座座座座 った。。。。座敷とは いい
ながら客客客客をををを通通通通す からそう名名名名ずけるま でで、、、、実実実実 はははは書斎 とか居間とか いう
方方方方がががが穏当 であ る。。。。北側 にににに床床床床があ る ので、、、、申 訳 のために変変変変なななな軸軸軸軸をををを掛掛掛掛け て、、、、
そ の前前前前 にににに朱 泥 のののの色色色色 を した拙拙拙拙なななな花活がががが飾飾飾飾 ってあ る。。。。欄間 には額額額額もももも何何何何もな
いいいい。。。。ただ真鍮 のののの折釘だけが 二本光 っている。。。。そ の他他他他 にはガ ラ ス戸戸戸戸 のののの張張張張
った書棚がががが 一一一一つあ る。。。。けれども中中中中 には別別別別にこれと い って目立 つほど の
立派なも のも這入 っていな い。。。。
宗助 はははは銀金具 のののの付付付付 いた机机机机 のののの抽 出をををを開開開開け てしき りに中中中中をををを検検検検 べべべべ出出出出 した
がががが、、、、別別別別にににに何何何何もももも見見見見 つけ出出出出さな いうち に、、、、はたりと締締締締 めてしま った。。。。それ
から硯箱 のののの葢葢葢葢をををを取取取取 って、、、、手紙をををを書書書書きききき始始始始 めた。。。。 一本書 いて封封封封を して、、、、ちちちち
ょ っと考考考考えたが、、、、
「「「「
お い、、、、佐伯 のうち は中六番町何番地だ ったかね」」」」とととと襖襖襖襖 ｜｜｜｜越越越越 にににに細君にににに
聞聞聞聞 いた。。。。
「「「「
二十五番地じゃなく って」」」」とととと細君 はははは答答答答えたが、、、、宗助がががが名宛をををを書書書書きききき終終終終
るるるる頃頃頃頃にな って、、、、

「「「「
手紙 じゃ駄目よよよよ、、、、行行行行 ってよく話話話話を して来来来来なく っち ゃ」」」」とととと付付付付けけけけ加加加加えた。。。。
「「「「
まあ、、、、駄目ま でも手紙をををを 一本出 してお こう。。。。それ でいけな か ったら
出掛けるとす るさ」」」」と いい切切切切 ったが、、、、細君がががが返事を しな いので、、、、
「「「「
ねえ、、、、 お い、、、、 それ でいいだろう」」」」とととと念念念念をををを押押押押 した。。。。
細君 はははは悪悪悪悪 いとも いいいいい兼兼兼兼ねたと見見見見え て、、、、そ の上争 いもしな か った。。。。宗宗宗宗
助助助助 はははは郵便をををを持持持持 ったまま、、、、座敷 から直直直直ぐぐぐぐ玄関 にににに出出出出たたたた。。。。細君 はははは夫夫夫夫 のののの足音をををを
聞聞聞聞 いて始始始始 め て、、、、座座座座をををを立立立立 ったが、、、、 これは茶茶茶茶 のののの間間間間 のののの縁伝 いに玄関 にににに出出出出たたたた。。。。
「「「「
ち ょ っと散歩 にににに行行行行 って来来来来 るよ」」」」
「「「「
行行行行 っていら っしゃ い」」」」とととと細君 はははは微笑 しながら答答答答えた。。。。

