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吾輩 はははは猫猫猫猫 であ る

夏 目漱 石

●●●●第 二章最終部分 ―――― 三毛 子亡くな る
こう考考考考え ると急急急急 にににに三人 のののの談話がががが面白くなくな った ので、、、、三毛 子 のののの様様様様
子子子子 でも見見見見 てててて来来来来よう かと 二弦琴 のののの御師匠さ ん の庭 口 へへへへ回回回回るるるる。。。。門松注目飾
りはす でに取取取取りりりり払払払払われ てててて正月もももも早早早早やややや 十 日とな ったが、、、、うらら かな春 日
はははは 一流れ の雲雲雲雲もももも見見見見えぬ深深深深きききき空空空空より四海 天下をををを 一度 にににに照照照照ら して、、、、十坪にににに
足足足足らぬ庭庭庭庭 のののの面面面面もももも元日 のののの曙光をををを受受受受けた時時時時 より鮮鮮鮮鮮 かな活気をををを呈呈呈呈 している。。。。
椽側 にににに座蒲団がががが 一一一一つあ って人影もももも見見見見えず、、、、障 子もももも立立立立 てててて切切切切 ってあ る のは
御師匠さ んは湯湯湯湯 にでも行行行行 った のか知知知知らん。。。。御師匠さ んは留守 でも構構構構わわわわ
んが、、、、三毛子はははは少少少少 しは宜宜宜宜 いいいい方方方方 かかかか、、、、それが気掛 りであ る。。。。ひ っそりして
人人人人 のののの気合も しな いから、、、、泥足 のまま椽側 へへへへ上上上上 って座蒲団 のののの真中 へへへへ寝転
ろんで見見見見ると いい心持ちだ。。。。 ついうとうとと して、、、、三毛子 のののの事事事事もももも忘忘忘忘れれれれ
てうたた寝寝寝寝を して いると、、、、急急急急 にににに障 子 のうち で人声がす る。。。。
「「「「 御苦労だ った。。。。できたかえ」」」」御師匠さ んはや はり留守 ではな か っ
た のだ。。。。
「「「「 は い遅遅遅遅くなりまして、、、、仏師屋 へへへへ参参参参 りましたらち ょうど でき上上上上 った
と ころだと申申申申 しま して」」」」 「「「「 どれお見見見見せなさ い。。。。ああ奇麗 にできた、、、、
これ で三毛もももも浮浮浮浮 かば れましょう。。。。金金金金 はははは剥剥剥剥げ る事事事事 はあ るま いね」」」」 「「「「 ええええ
ええええ念念念念 をををを押押押押 しま したら上等 をををを使使使使 った から これなら 人間 のののの位牌 よりも持持持持

っと申申申申 しておりま した。。。。……それから猫誉信女 のののの誉誉誉誉 のののの字字字字 はははは崩崩崩崩 した方方方方がががが
か っこうが いいから少少少少 しししし画画画画をををを易易易易えたと申申申申 しま した」」」」 「「「「 どれどれ早速
御仏壇 へへへへ上上上上げ て御線香 でもあげ ま しょう」」」」
三毛子はははは、、、、どう かした のかな、、、、何何何何だ か様 子がががが変変変変だと蒲団 のののの上上上上 へへへへ立立立立ちちちち
上上上上 るるるる。。。。チー ン南無猫誉信女、、、、南無 阿弥陀仏南無 阿弥陀仏とととと御師匠さん
のののの声声声声がす る。。。。
「「「「 御前 もももも回向を しておや りなさ い」」」」
チー ン南無 猫誉信女南無 阿弥陀仏南無 阿弥陀仏とととと今度 はははは下女 のののの声声声声
がす る。。。。我輩 はははは急急急急 にににに動悸が して来来来来たたたた。。。。座蒲団 のののの上上上上 にににに立立立立 ったまま、、、、木彫
のののの猫猫猫猫 のよう に眼眼眼眼もももも動動動動 かさな い。。。。
「「「「 ほんと に残念なななな事事事事をををを致致致致 しましたね。。。。始始始始 めはち ょいと風邪をををを引引引引 いた
ん でござ いま しょうがねえ」」」」 「「「「 甘木さ んが薬薬薬薬 でも下下下下さ ると、、、、 よか っ
たかも知知知知れな いよ」」」」 「「「「 一体あ の甘木さ んが悪悪悪悪うござ います よ、、、、あん
まり三毛をををを馬鹿 にし過過過過ぎ まさあね」」」」 「「「「 そう人様 のののの事事事事をををを悪悪悪悪く いうも の
ではな い。。。。 これも寿命だ から」」」」
三毛子もももも甘木先生 にににに診察 して貰貰貰貰 ったも のと見見見見え る。。。。
「「「「 つま ると ころ表通 り の教師 のうち の野良猫がががが無暗 にににに誘誘誘誘 いいいい出出出出 した
からだと、、、、わたしは思思思思うよ」」」」 「「「「 ええあ の畜生がががが三毛 のかたき でござ
いますよ」」」」
少少少少 しししし弁解 したか ったが、、、、ここが我慢 のしど ころと唾唾唾唾をををを呑呑呑呑んで聞聞聞聞 いている。。。。

