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吾輩 はははは猫猫猫猫 である

●●●●冒頭部分

夏 目漱 石

我輩 はははは猫猫猫猫 であ る。。。。名前 はまだな い。。。。
ど こで生生生生れたかとんと見当が つかぬ。。。。何何何何 でも薄暗 いじめじめした所所所所
で ニャー ニャー泣泣泣泣 いていた事事事事だけ は記憶 している。。。。我輩 はここで始始始始 めめめめ
てててて人間と いうも のを見見見見たたたた。。。。しかもあと で聞聞聞聞くとそれは書生と いう人間
中中中中 でででで 一番 ｜｜｜｜獰悪なななな種族 であ ったそうだ。。。。この書書書書生生生生と いう のは時時時時 々々々々我我我我 々々々々
をををを捕捕捕捕え て煮煮煮煮 てててて食食食食うと いう話話話話 であ る。。。。しかしそ の当時 はははは何何何何と いう考考考考 もな
か ったから別段恐 し いとも思思思思わな か った。。。。ただ彼彼彼彼 のののの掌掌掌掌 にににに載載載載 せられ て ス
ーと持持持持ちちちち上上上上げ ら れた時何だ か フワ フワした感感感感 じがあ ったば かり であ
るるるる。。。。掌掌掌掌 のののの上上上上 でででで少少少少 しししし落落落落ち ついて書生 のののの顔顔顔顔をををを見見見見た のが いわゆる人間と いう
も のの見始 であろう。。。。この時妙なも のだと思思思思 った感感感感 じが今今今今 でも残残残残 って
いる。。。。第 一毛をも って装飾され べき はず の顔顔顔顔が つる つるしてまるで薬薬薬薬
缶缶缶缶だだだだ。。。。そ の後猫 にもだ いぶ逢逢逢逢 ったが こんな片輪 には 一度 もももも出会わ した
事事事事がな い。。。。のみならず顔顔顔顔 のののの真中があまりに突起 している。。。。そう してそそそそ
のののの穴穴穴穴 のののの中中中中 から時時時時 々々々々ぷうぷうと煙煙煙煙をををを吹吹吹吹 くくくく。。。。どうも咽咽咽咽せぽく て実実実実 にににに弱弱弱弱 った。。。。
これが人間 のののの飲飲飲飲 むむむむ煙草と いうも のであ る事事事事 はようや く この頃知 った。。。。
この書生 のののの掌掌掌掌 のののの裏裏裏裏 でしばらくはよ い心持 にににに座座座座 ってお ったが、、、、しばら
くす ると非常なななな速力 でででで運転 しししし始始始始 めた。。。。書生がががが動動動動く のか自分だけが動動動動くくくく

のか分分分分らな いが無暗 にににに眼眼眼眼がががが回回回回るるるる。。。。胸胸胸胸がががが悪悪悪悪くな る。。。。到底助 からな いと思思思思
っていると、、、、どさ りと音音音音が して眼眼眼眼 から火火火火がががが出出出出たたたた。。。。それま では記憶 して
いるがあと は何何何何 のののの事事事事やら いくら考考考考ええええ出出出出そうと しても分分分分らな い。。。。
ふと気気気気がががが付付付付 いて見見見見ると書生 は いな い。。。。たくさ んお った兄弟 がががが 一一一一 ｜｜｜｜疋疋疋疋
もももも見見見見えぬ。。。。肝心 のののの母親さえ姿姿姿姿をををを隠隠隠隠 してしま った。。。。そ の上今ま で の所所所所とととと
はははは違違違違 って無暗 にににに明明明明 る い。。。。眼眼眼眼をををを明明明明 いていられぬくら いだ。。。。はてな何何何何 でも
容 子がおかし いと、、、、のそ のそ這這這這 いいいい出出出出 して見見見見ると非常 にににに痛痛痛痛 いいいい。。。。我輩 はははは藁藁藁藁
のののの上上上上 から急急急急 にににに笹原 のののの中中中中 へへへへ棄棄棄棄 てられた のであ る。。。。
ようや く の思思思思 いで笹原をををを這這這這 いいいい出出出出すと向向向向う に大大大大きな池池池池があ る。。。。我輩 はははは
池池池池 のののの前前前前 にににに座座座座 ってどう したらよかろうと考考考考え て見見見見たたたた。。。。別別別別にこれと いう分分分分
別別別別もももも出出出出な い。。。。しばらくして泣泣泣泣 いたら書生がまた迎迎迎迎 にににに来来来来 てくれるかと考考考考
ええええ付付付付 いた。。。。 ニャー、、、、 ニャーと試試試試 みにや って見見見見たが誰誰誰誰もももも来来来来な い。。。。そ のう
ちちちち池池池池 のののの上上上上をさらさらと風風風風がががが渡渡渡渡 って日日日日がががが暮暮暮暮れかかる。。。。腹腹腹腹がががが非常 にににに減減減減 って
来来来来たたたた。。。。泣泣泣泣きたく ても声声声声がががが出出出出な い。。。。仕方がな い、、、、何何何何 でもよ いから食物 のののの
あ る所所所所ま であ る こうと決 心を してそろりそろりと池池池池をををを左左左左 りに回回回回りりりり始始始始
めた。。。。どうも非常 にににに苦苦苦苦 し い。。。。そ こを我慢 して無 理や りに這這這這 って行行行行くと
ようや く の事事事事 でででで何何何何となく人間臭 いいいい所所所所 へへへへ出出出出たたたた。。。。ここ へ這入 ったら、、、、どう
にかな ると思思思思 って竹垣 のののの崩崩崩崩 れた穴穴穴穴 から、、、、とあ る邸内 にもぐり込込込込んだ。。。。
縁縁縁縁 はははは不思議なも ので、、、、もしこの竹垣がががが破破破破 れ ていな か ったなら、、、、我輩 はははは
ついに路傍 にににに餓 死したかも知知知知れん のであ る。。。。一樹 のののの蔭蔭蔭蔭とはよく い った

も のだ。。。。この垣根 のののの穴穴穴穴 はははは今 日にににに至至至至るま で我輩がががが隣家 のののの三毛をををを訪問す る
時時時時 のののの通路 にな って いる。。。。さ て邸邸邸邸 へは忍忍忍忍びびびび込込込込んだも ののこれから先先先先どう
して善善善善 いか分分分分らな い。。。。 そ のうち に暗暗暗暗くな る、、、、腹腹腹腹 はははは減減減減 るるるる、、、、寒寒寒寒さ は寒寒寒寒 しししし、、、、
雨雨雨雨がががが降降降降 って来来来来 ると いう始末 でもう 一刻 のののの猶 予が できなくな った。。。。仕方
がな いからとにかく明明明明るく て暖暖暖暖 かそうな方方方方 へへへへ方方方方 へとあ る いて行行行行くくくく。。。。今今今今
かかかからららら考考考考え るとそ の時時時時 はす でに家家家家 のののの内内内内 にににに這入 ってお った のだ。。。。ここで我我我我
輩輩輩輩 はははは彼彼彼彼 のののの書生以外 のののの人間をををを再再再再びびびび見見見見るべき機会 にににに遭遇 した のであ る。。。。第第第第
一一一一にににに逢逢逢逢 った のがおさ んであ る。。。。これは前前前前 のののの書生より 一層乱暴なななな方方方方 でででで我我我我
輩輩輩輩をををを見見見見るや 否否否否や いきなり頚筋を つかんで表表表表 へへへへ放放放放 りりりり出出出出 した。。。。いや これは
駄 目だと思思思思 ったから眼眼眼眼をねぶ って運運運運をををを天天天天にににに任任任任 せて いた。。。。しかしひもじ
いのと寒寒寒寒 いのにはどう しても我慢が できん。。。。我輩 はははは再再再再びおさ ん の隙隙隙隙をををを
見見見見 てててて台所 へへへへ這這這這 いいいい上上上上 った。。。。す ると間間間間もなくまた投投投投げげげげ 出出出出された。。。。我輩 はははは投投投投
げげげげ 出出出出され ては這這這這 いいいい上上上上りりりり、、、、這這這這 いいいい上上上上 っては投投投投げげげげ 出出出出され、、、、何何何何 でも同同同同じじじじ事事事事をををを四四四四
五遍繰 りりりり返返返返した のを記憶 している。。。。そ の時時時時 におさ んと いう者者者者 は つくづ
く いや にな った。。。。この間間間間おさ ん の三馬をををを偸偸偸偸ん でこの返報を してや って
から、、、、や っと胸胸胸胸 のののの痞痞痞痞がががが下下下下りた。。。。我輩がががが最後 に つまみ出出出出されようと した
ときに、、、、この家家家家 のののの主人がががが騒騒騒騒 々々々々し い何何何何だと いいながら でてきた。。。。下女 はははは
我輩をぶら 下下下下げ て主 人 のののの方方方方 へへへへ向向向向け てこ の宿宿宿宿な し の小猫が いくら出出出出 しししし
ても出出出出 しても御台所 へへへへ上上上上 って来来来来 てててて困困困困りますと いう。。。。主 人はははは鼻鼻鼻鼻 のののの下下下下 のののの黒黒黒黒
いいいい毛毛毛毛をををを撚撚撚撚りながら我輩 のののの顔顔顔顔を しばらく眺眺眺眺め てお ったが、、、、やが てそんな

らららら内内内内 へへへへ置置置置 いてや れと い ったまま奥奥奥奥 へへへへ這入 ってしま った。。。。主人はあまり
口口口口をををを聞聞聞聞 かぬ人人人人とととと見見見見えた。。。。下女 はははは 口惜 しそう に我輩をををを台所 へへへへ放放放放 りりりり出出出出 した。。。。
かく して我輩 は ついに こ の家家家家 をををを自 分 のののの住家 とととと極極極極 める事事事事 にした のであ
るるるる。。。。
我輩 のののの主 人はははは滅多 にににに我輩とととと顔顔顔顔をををを合合合合 せる事事事事がな い。。。。職業 はははは教師だそう
だだだだ。。。。学校 から帰帰帰帰 ると終 日書斎 にににに這入 ったぎ りほとんど出出出出 てててて来来来来 るるるる事事事事がな
いいいい。。。。家家家家 のも のは大変なななな勉強家だと思思思思 っている。。。。当 人もももも勉強家 であ るか
のごとく見見見見せている。。。。しかし実際 はうち のも のが いうような勤勉家 でででで
はな い。。。。我輩 はははは時時時時 々々々々忍忍忍忍びびびび足足足足にににに彼彼彼彼 のののの書斎 をををを覗覗覗覗 いて見見見見るが、、、、彼彼彼彼 はよく昼寝
を している事事事事があ る。。。。時時時時 々々々々読読読読 みかけ てあ る本本本本 のののの上上上上 にににに涎涎涎涎をたら している。。。。
彼彼彼彼 はははは胃弱 でででで皮膚 のののの色色色色 がががが淡黄色 をををを帯帯帯帯 び て弾力 のな い不活発なななな徴候 をあ
らわ している。。。。そ の癖癖癖癖 にににに大飯をををを食食食食うううう。。。。大飯をををを食食食食 った後後後後 でタカジ ヤ スタ
ーゼを飲飲飲飲 むむむむ。。。。飲飲飲飲 んだ後後後後 でででで書物を ひろげ る。。。。二三ページ読読読読 むと眠眠眠眠くな る。。。。
涎涎涎涎をををを本本本本 のののの上上上上 へへへへ垂垂垂垂らす。。。。これが彼彼彼彼 のののの毎夜繰 りりりり返返返返すすすす 日課 であ る。。。。我輩 はははは猫猫猫猫
ながら時時時時 々々々々考考考考え る事事事事があ る。。。。教師と いうも のは実実実実 にににに楽楽楽楽なも のだ。。。。人間
とととと生生生生れたら教師とな るに限限限限 るるるる。。。。こんな に寝寝寝寝 て いて勤勤勤勤まるも のなら猫猫猫猫 にににに
でも できぬ事事事事 はな いと。。。。それ でも主 人に いわ せると教師 ほど つら いも
のはな いそう で彼彼彼彼 はははは友達 がががが来来来来 るるるる度度度度 にににに何何何何 と かかんと か不平をををを鳴鳴鳴鳴 ら して
いる。。。。
我輩が この家家家家 へへへへ住住住住 みみみみ込込込込んだ当時 はははは、、、、主人以外 のも のにははな はだ不不不不

人望 であ った。。。。ど こ へ行行行行 っても跳跳跳跳ねねねね付付付付けられ て相 手にしてくれ手手手手がな
か った。。。。いかに珍重されな か ったかは、、、、今 日にににに至至至至るま で名前さえ つけ
てくれな いのでも分分分分 るるるる。。。。我輩 はははは仕方がな いから、、、、でき得得得得 るるるる限限限限りりりり我輩をををを
入入入入れ てくれた主人 のののの傍傍傍傍 に いる事事事事を つとめた。。。。朝主人がががが新聞をををを読読読読 むとき
はははは必必必必ずずずず彼彼彼彼 のののの膝膝膝膝 のののの上上上上 にににに乗乗乗乗 るるるる。。。。彼彼彼彼がががが昼寝をす るときは必必必必ず そ の背中 にににに乗乗乗乗 るるるる。。。。
これ はあながち主 人がががが好好好好きと いう 訳訳訳訳 ではな いが別別別別 にににに構構構構 いいいい手手手手がな か っ
たからや むを得得得得 ん のであ る。。。。そ の後後後後 いろ いろ経験 のののの上上上上、、、、朝朝朝朝 はははは飯櫃 のののの上上上上、、、、
夜夜夜夜 はははは炬燵 のののの上上上上、、、、天気 のよ い昼昼昼昼はははは椽側 へへへへ寝寝寝寝 るるるる事事事事と した。。。。しかし 一番心持
のいいのは夜夜夜夜 にににに入入入入 ってここ のうち の小供 のののの寝床 へもぐり込込込込ん で い っ
しょにね る事事事事 であ る。。。。この小供と いう のは五五五五 つと三三三三 つで夜夜夜夜 にな ると 二二二二
人人人人がががが 一一一一つつつつ床床床床 へへへへ入入入入 って 一間 へへへへ寝寝寝寝 るるるる。。。。我輩 は い つでも彼等 のののの中間 にににに己己己己れを
容容容容 るべき余地をををを見出 してどう にか、、、、こう にか割割割割 りりりり込込込込む のであ るが、、、、運運運運
悪悪悪悪くくくく小供 のののの 一人がががが眼眼眼眼をををを醒醒醒醒ますが最後大変なななな事事事事 にな る。。。。小供 はははは―― こと
にににに小小小小さ い方方方方 がががが質質質質 がわ る い―― 猫猫猫猫がががが来来来来 たたたた猫猫猫猫がががが来来来来 たと い って夜中 でも何何何何
でも大大大大きな声声声声 でででで泣泣泣泣きききき出出出出す のであ る。。。。す ると例例例例 のののの神経胃弱性 のののの主人はははは必必必必
ずずずず眼眼眼眼をさま して次次次次 のののの部屋から飛飛飛飛びびびび出出出出 してくる。。。。現現現現にせんだ ってなどは
物指 でででで尻尻尻尻ぺたを ひどく叩叩叩叩かれたたたた。。。。

