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太宰治

朝朝朝朝、、、、食堂 で スウプを 一一一一さ じ、、、、す っと吸吸吸吸 ってお母母母母さまが、、、、
「「「「 ああああ」」」」
とととと幽幽幽幽 かな叫叫叫叫びびびび声声声声をお挙挙挙挙げ にな った。。。。
「「「「 髪髪髪髪 のののの毛毛毛毛 ？」
スウプ に何何何何 かかかか、、、、 イヤなも のでも入入入入 っていた のかしら、、、、とととと思思思思 った。。。。
「「「「 いいえ」」」」
おおおお母母母母さまは、、、、何事もな か ったよう に、、、、また ひら りと 一一一一さ じ、、、、スウプ
をお 口口口口にににに流流流流 しししし込込込込みみみみ、、、、すましてお顔顔顔顔をををを横横横横 にににに向向向向けけけけ、、、、おおおお勝 手 のののの窓窓窓窓 のののの、、、、満開 のののの
山桜 にににに視線 をををを送送送送 りりりり、、、、そう してお顔顔顔顔をををを横横横横 にににに向向向向けたまま、、、、また ひらりと 一一一一
さ じ、、、、スウプを小小小小さな お唇唇唇唇 のあ いだ に滑滑滑滑りりりり込込込込ませた。。。。ヒラリ、、、、と いう
形容 はははは、、、、おおおお母母母母さま の場合、、、、決決決決 して誇張 ではな い。。。。婦人雑誌などに出出出出 てててて
いるお食事 のいただき方方方方などとは、、、、てんでまるで、、、、違違違違 っていら っしゃ
るるるる。。。。弟弟弟弟 のののの直治が い つか、、、、おおおお酒酒酒酒をををを飲飲飲飲 みながら、、、、姉姉姉姉 のののの私私私私にににに向向向向 ってこう言言言言 っっっっ
たたたた事事事事があ る。。。。
「「「「 爵位があ るから、、、、貴族だと いうわけには いかな いんだぜ。。。。爵位がががが
なく ても、、、、 天爵 と いうも のを持持持持 って いる立派なななな貴族 のひともあ るし、、、、
おれたち のよう に爵位だけ は持持持持 っていても、、、、貴族ど ころか、、、、賎民にち

か いのも いる。。。。岩島なんて のは （（（（ とととと直治 のののの学友 のののの伯爵 のお名前 をををを挙挙挙挙
げ て））））あんな のは、、、、ま ったく、、、、新宿 のののの遊郭 のののの客引きききき番頭よりも、、、、も っ
とげ び てる感感感感 じじゃねえ か。。。。こな いだも、、、、柳井 （（（（ とととと、、、、や はり弟弟弟弟 のののの学学学学
友友友友 でででで、、、、子爵 のののの御次男 のかた のお名前をををを挙挙挙挙げ て））））のののの兄貴 のののの結婚式 にににに、、、、ああああ
んちき しょう、、、、タキ シイドなんか着着着着 てててて、、、、なんだ ってまた、、、、タキ シイド
な んかを着着着着 てててて来来来来 るるるる必要があ るんだ、、、、それはまあ いいと して、、、、テーブ ル
スピーチ の時時時時 にににに、、、、あ の野郎、、、、ゴザ イ マスルと いう不可思議なななな言葉を つ
か った のには、、、、げ っとな った。。。。気取 ると いう事事事事 はははは、、、、上品と いう事事事事とととと、、、、
ぜ んぜ ん無関係なあさまし い虚勢だだだだ。。。。高等 御 下宿とととと書書書書 いてあ る看板
がががが本郷あたりによくあ ったも のだけれども、、、、じ っさ い華族な んても の
のののの大部分 はははは、、、、高等 御乞食と でも い ったようなも のなんだ。。。。しん の貴貴貴貴
族族族族 はははは、、、、あんな岩島 みた いな下手なななな気取 りかたなんか、、、、 しや しな いよ。。。。
おれたち の 一族 でも、、、、ほんも のの貴族 はははは、、、、まあ、、、、 ママくら いのも のだ
ろう。。。。あれは、、、、 ほんも のだ よ。。。。 かなわねえと ころがあ る」」」」
スウプ のいただきかたにしても、、、、私私私私たちなら、、、、おおおお 皿皿皿皿のののの上上上上 にす こしう
つむき、、、、そう して スプウ ンを横横横横 にににに持持持持 って スウプを掬掬掬掬 いいいい、、、、スプウ ンを横横横横
にしたまま 口口口口元元元元にににに運運運運んでいただく のだけれども、、、、おおおお母母母母さまは左手 のお
指指指指をををを軽軽軽軽くテーブ ルの縁縁縁縁 にかけ て、、、、上体をかがめる事事事事もなく、、、、おおおお顔顔顔顔をし
ゃんと挙挙挙挙げ て、、、、おおおお皿皿皿皿をろくに見見見見もせず スプウ ンを横横横横 にしてさ っと掬掬掬掬 っっっっ
てててて、、、、それから、、、、燕燕燕燕 のよう に、、、、と でも形容 した いくら いに軽軽軽軽くくくく鮮鮮鮮鮮や かに

スプウ ンをお 口口口口とととと直角 にな るよう に持持持持ちちちち運運運運んで、、、、スプウ ンの先端 から、、、、
スウプをお唇唇唇唇 のあ いだ に流流流流 しししし込込込込む のであ る。。。。そう して、、、、無心そう にあ
ち こち傍見などなさ りながら、、、、ひらりひら りと、、、、まるで小小小小さな翼翼翼翼 のよ
う に スプウ ンをあ つか い、、、、スウプを 一滴もお こぼ しにな る事事事事 もな いし、、、、
吸吸吸吸うううう音音音音もお 皿皿皿皿のののの音音音音 もももも、、、、ち っともお立立立立 てにならぬ のだ。。。。それは いわ ゆる
正式礼法 にかな った いただき方方方方 ではな いかも知知知知れな いけれども、、、、私私私私 のののの
目目目目には、、、、と ても可愛ら しく、、、、それ こそほんも のみた いに見見見見え る。。。。また、、、、
事実、、、、おおおお飲物 はははは、、、、口口口口にににに流流流流 しししし込込込込むよう にしていただ いた ほうが、、、、不思議
ななななくら いにお いし いも のだ。。。。けれども、、、、私私私私はははは直治 のののの言言言言うような高等御
乞食な のだ から、、、、おおおお母母母母さま のよう にあんな に軽軽軽軽くくくく無雑作 に スプウ ンを
あや つる事事事事が できず、、、、仕方なく、、、、あきらめ て、、、、 おおおお 皿皿皿皿 のののの上上上上 にう つむき、、、、
いわゆる正式礼法どおり の陰気な いただき方方方方を している のであ る。。。。
スウプ に限限限限らず、、、、おおおお母母母母さま の食事 のいただき方方方方 はははは、、、、す こぶ る礼法 にににに
はずれ ている。。。。おおおお肉肉肉肉がががが出出出出ると、、、、ナイ フと フオクで、、、、さ っさと全部 小ささささ
くくくく切切切切りわけ てしま って、、、、それからナイ フを捨捨捨捨 てててて、、、、フオクを右 手にににに持持持持ちちちち
かえ、、、、そ の 一一一一きれ 一一一一きれを フオクに刺刺刺刺 してゆ っくり楽楽楽楽 しそう に召召召召 しししし上上上上
が っていら っしゃる。。。。また、、、、骨骨骨骨 つき のチキ ンなど、、、、私私私私たちがお皿皿皿皿をををを鳴鳴鳴鳴
らさず に骨骨骨骨 から肉肉肉肉 をををを切切切切りはなす のに苦心 している時時時時、、、、おおおお母母母母さまは、、、、平平平平
気気気気 でひょいと指先 でででで骨骨骨骨 のと ころを つまんで持持持持ちちちち上上上上げげげげ、、、、おおおお 口口口口でででで骨骨骨骨とととと肉肉肉肉をををを
はな して澄澄澄澄まして いら っしゃる。。。。そんな野蛮なななな仕草もももも、、、、おおおお母母母母さまがな

さ ると、、、、可愛ら し いば かりか、、、、 へんに エロチ ックにさえ見見見見え る のだ か
らららら、、、、さすが にほんも のは違違違違 ったも のであ る。。。。骨骨骨骨 つき のチキ ンの場合だだだだ
け でなく、、、、おおおお母母母母さまは、、、、ラ ンチ のお菜菜菜菜 の ハムや ソセージなども、、、、ひょ
いと指先 で つまん で召召召召 しししし上上上上 るるるる事事事事さえ時時時時たまあ る。。。。
「「「「 おむすびが、、、、どう してお いし いのだ か、、、、知知知知 っています か。。。。あれは
ねねねね、、、、 人間 のののの指指指指 でででで握握握握 りしめて作作作作 るから ですよ」」」」
とお っしゃ った事事事事もあ る。。。。
本当 にににに、、、、手手手手でた べたら、、、、お いし いだろうな、、、、とととと私私私私もももも思思思思うううう事事事事があ るけ
れど、、、、私私私私 のような高等御乞食がががが、、、、下手にににに真似 してそれをや ったら、、、、そそそそ
れ こそ ほんも のの乞食 のののの図図図図 にな ってしま いそうな気気気気 もす る ので我慢
している。。。。
弟弟弟弟 のののの直治 でさ へ、、、、 ママにはかなわねえ、、、、とととと言言言言 っているが、、、、 つくづく
私私私私もももも、、、、おおおお母母母母さま の真似 はははは困難 でででで、、、、絶望 みた いなも のをさえ感感感感 じる事事事事がががが
あ る。。。。い つか、、、、西片 町 のおうち の奥庭 でででで、、、、秋秋秋秋 のはじめ の月月月月 のいい夜夜夜夜 でででで
あ ったが、、、、私私私私 はお母母母母さまと 二人でお池池池池 のののの端端端端 のあずまや でででで、、、、おおおお月見をし
てててて、、、、狐狐狐狐 のののの嫁 入りと鼠鼠鼠鼠 のののの嫁 入りとは、、、、おおおお嫁嫁嫁嫁 のお支度がどうちがう か、、、、なななな
どどどど笑笑笑笑 いながら話合 っているうち に、、、、おおおお母母母母さまは、、、、つとお立立立立ち にな って、、、、
あずまや の傍傍傍傍 のののの萩萩萩萩 のしげ み の奥奥奥奥 へおは いりになり、、、、それから、、、、萩萩萩萩 のののの白白白白
いいいい花花花花 のあ いだ から、、、、も っとあざや かに白白白白 いお顔顔顔顔をお出出出出 しにな って、、、、少少少少
しししし笑笑笑笑 って、、、、

「「「「 かず 子子子子やややや、、、、 おおおお母母母母さまが いま何何何何をなさ っているか、、、、あ ててごら ん」」」」
とお っしゃ った。。。。
「「「「 おおおお花花花花をををを折折折折 って いら っしゃる」」」」
とととと申申申申 しししし上上上上げ たら、、、、小小小小さ い声声声声をををを挙挙挙挙げ てお笑笑笑笑 いにな り、、、、
「「「「 おし っこよ」」」」
とお っしゃ った。。。。
ち っとも しゃがん で いら っしゃらな いのには驚驚驚驚 いたが、、、、けれども、、、、
私私私私などにはと ても真似られな い、、、、 しんから可愛ら し い感感感感 じがあ った。。。。

