＋ ２ ０ 【 ひ とう 】
母親が 親戚 のお通 夜で一 晩留 守にす る というの で、 隣のお 姉さん がぼ
くの面倒 を見 るため にやっ てきま した 。
ぼくの 面倒 なんて いらな い。
一日や 二日 は水だ けでも 平気 だし、 自 分の身の 回り のこと なんか はい
つもやっ てい るし、 夜一人 で寝て いて も こわくは ない 。
それで も母 親が 頼 んだら 快く やって き てくれて 、し かもき れいな お姉
さんなの で、 素直に ありが たがっ たも の でした。
お姉さ んは おいし い晩ご はん を作っ て くれて、 ぼく と遅く まで歌 留多
（かるた ）遊 びをや ってく れて、 寝る と きは横で 寝て くれま した。
もしお 嫁さ んをも らうな ら、こ うい う 女性がい いと おもわ れまし た。
そんな こと をおも ってい たせい か、 夜 寝つけな い。
それで 隣に 寝てい るお姉 さんに 声を か けると、 返事 があり ません 。
よほど 熟睡 （じゅ くすい ）し ている の か、それ とも ぼくの 面倒を 見た
せいで疲 れて いるの か。
それで も何 か変な 気がし たので 、電 球 をつけて みま した。
すると 、お 姉さん の首か ら上が あり ま せん。
もぐっ てい るのか とふと んを めくっ て みると、 寝巻 きを着 たお姉 さん
の胴体だ けが ありま した。
でもた しか にこれ はお姉 さん のから だ だし、首 から 血がで ている わけ
でもない ので 、ちっ ともこ わくは あり ま せん。
これは 夢だ とおも ってい ると、 よう や く眠くな って きまし た。
朝おき てみ ると、 お姉さ んは台 所で 朝 ごはんを 作っ ていま す。
首から 上も ちゃん とつい ていま した 。
味噌汁 のい い香り がして きます 。
「おねえ さん 、おは よう」
と声を かけ ると、 笑 顔で 振り返 って 、
「金ちゃ ん、 おはよ う。よ く眠っ てい た わね」
とお姉 さん はいい ました 。
やっぱ り夢 かとお もいま した が、念 の ため後で 懐爺 のとこ ろへ行 きま
した。

簡単に 説明 をする と、懐 爺は難 しい 顔 をして、
「やはり そう でした か」
といい まし た。
「なにが そう なんじ ゃ」
「あのひ とは そうで はない かと、前から かんじて いま した 。
【ひ とう】で
すよ。飛 ぶ頭 と書き ます。 昼間 はふつ う なんです が、 夜中に なると 、頭
がからだ から 離れて 飛んで いきま す」
「どこへ とん でいく んじゃ 」
「たとえ ば好 きな男 のとこ ろへで すよ 」
「 な ん じ ゃ。 おねえ さんは 、すき なお と こがいる んか 」
ぼくは 残念 そうな 声をだ しまし た。
「しかし なか なか会 えない ので 、飛ん で いくんで す。 それで もから だを
残すのは 、こ こにい なけれ ばい けない と 考えてい るか らなん です。 いな
ければい けな いけれ ども、 飛ん でいき た い。だか ら【 ひとう 】にな るん
です」
「せつな いの う。せ つない おばけ じゃ の う」
「本人は 眠っ ていて 、まっ たく わかっ て いません から 、本人 はおば けだ
なんてお もっ ていま せんよ 」
「よけい にせ つない のう」
ぼくは 益々 隣のお 姉さん が好き にな り ました。
「金ちゃ ん、 あのひ とを好 きに なって も いいです が、 あのひ とに好 きに
なられた ら大 変です よ」
懐爺は 益々 難しい 顔をし ていい まし た 。
「そんな こと は、て んちが ひっく りか え っても、 あん めえよ 」
「ありま すね 。金ち ゃんも あと 三、四 年 経ったら 、な にです から、 きっ
とあのひ とは 、金ち ゃんを 好きに なり ま すよ」
「なにた あな んじゃ 」
「なには なに です。 わたし には そんな 予 感がする ので す。考 えてみ てく
ださい、 あの ひとと 金ちゃ んは、 五つ し か歳がち がわ ないの ですよ 」
「そんじ ゃい またい じして もら おうか の う。わし はお んなぎ らいじ ゃか
らのう」
「【ひ とう 】は退 治 し てはい けませ ん。な ぜってお ばけ であっ ておば けで

はない。 そう いう難 しいお ばけは そっ と しておく こと です」
「そうか 、そ れはよ かった のう」
けれど もち っとも よくは なかっ た。
三年後 ぼく は、こ の隣の お姉 さんの た めに、生 まれ て始め て〈女 難〉
を体験す るこ とにな ったの ですか ら。

