＋ ３ 【 ば け がら す 】
先生が 教室 でみん なにこ ういい まし た 。
「みなさ んも おそら くわか って いるで し ょうが、 この 世の中 でいち ばん
偉いのは 人間 です。 ではど うし て人間 は 偉いので しょ うか。 かんが えて
みてくだ さい 」
すかさ ず完 ちゃん がこう 口答え をし ま した。
「おかん がい っとっ た。動 物も 人間と 同 じじゃ。 命も あるし 、親は 子を
可愛がる 」
「でも、 言葉 を話す のは人 間だけ でし ょ う」
先生は むき になっ ていい ました 。
「犬猫だ って 、言葉 を話す んじ ゃ。人 間 が人間に しか わから ない言 葉を
話すのと 同じ で、犬 猫は犬 猫にし かわ か らない言 葉を 話すん じゃ」
「でも、 言葉 を書け るのは 人間だ けで し ょう」
先生は 赤い 顔にな ってい いまし た。
「犬猫だ って 書ける さ。土 をが りがり ひ っかいて るじ ゃろ。 あれは 犬猫
の言葉を 書い ている んじゃ 。そ れに先 生 よお、人 間の 赤ちゃ んは、 言葉
を話せな いし 書けん じゃろ 。人 間の年 寄 りは、病 気に なって 言葉を 話せ
なくなる し書 けなく なる。 人間 のなか で も、赤ち ゃん と年寄 りだけ は偉
くない人 間な んか 」
「それは 、そ れは、 それそ れ、 赤ちゃ ん は、偉い 人間 の若葉 で、年 寄り
は、偉い 人間 の枯葉 という ことで す」
先生は 、完 ちゃん の頭を 殴るの を我 慢 している ふう でした 。
「墓場か い」
「は、は 、は 、墓場 ではな くて、 若葉 、 枯葉」
先生の 頭か ら湯気 がでて います 。
「人間は 偉い かのう 」
「偉いん です 」
「そうか のう 」
「そです 」
「そうか のう 」
「そうで す、 だって ば。動 物は 弱いも の を殺しま す。 犬は狐 を、猫 は鼠

を平気で 殺し ます」
「弱いも のを 平気で 殺すの は、人 間が い ちばん得 意じ ゃろう 」
「そ、そ 、そ 、それ には深 いわけ が」
「犬猫に も浅 いわけ がある んじゃ ろ」
「深いわ けは あって も、浅 いわけ なん か ありませ ん」
「そうか のう 」
「そうで す」
「そうか のう 」
「そうで す、 だって ば」
先生の 「だ ってば 」は危 険のし るし 。
完ちゃ んが 危ない とかん じた ぼくは 、 助け舟を だし たつも りでこ うい
いました 。
「せんせ いよ お、わ しは、 この よのな か で、いち ばん えらい のは、 おば
けだとお もう がのう 」
先生の 血走 った眼 がこち らに向 けら れ て、
「おばけ は、 この世 でなく 、あの 世で し ょう」
「いんや 。あ の世に いたら 、お ばけじ ゃ ない。こ の世 にでて くるか ら、
お ば けじ ゃろ うが」
「おばけ なん か幻想 （げん そう） です 幻 覚（げん かく ）です 」
「げんに 、そ うかの う。げ んに、 かく じ つかのう 」
「そうで す、 だって ば。人 間が 犬猫と 同 じとか、 人間 よりお ばけが 偉い
なんてこ とを おもう 人間は 、人 間では あ りません から 、もう 教室に 入る
権利もな いし 、もう 学校に くる義 務も あ りません 」
どうも ぼく の助け 舟は泥 舟だ ったよ う で、完ち ゃん とぼく は水の 入っ
た桶を頭 に乗 せて、 廊下に 立たさ れま し た。
窓から 外を 見ると 、まだ 昼間な のに 、 巨大な烏 が飛 んでい ます。
「あれは なん じゃ」
ぼくが いう と
「あれが 【 ば けがら す】じ ゃ。 阿呆な や つを見る と飛 んでく る。前 に懐
爺がいっ とっ たじゃ ろ」
完ちゃ んは 首をす くめま した。
ぼくに は記 憶があ りませ ん。

「くわれ るん か」
このか っこ うでは 逃げる ことも でき な いぼくは きき ました 。
「いんや 。み てみい 。見て るだ けじゃ 。 そんで、 から かうだ けじゃ 。そ
のうち声 をあ げるで 。動物 も言葉 を話 す しょうこ じゃ 」
そのう ち、 大鴉は 巨大な 口を めいっ ぱ いひろげ て、 ぼくた ちを見 たま
ま、叫び 始め ました 。
あほあ ほ
あほっ たら あほ
あほれ あほ れほれ
あほっ たれ
あほあ ほ
あほい あほ い
あほあ ほ

その巨 声と 高笑は 、いつ まで もいつ ま でも続き 、全 世界に 轟くほ どに
もおもわ れ、 人喰い おばけ に大 口を開 け られるよ りも 、よっ ぽどお そろ
しかった もの です。

