＋ ５ 【 ま る のみ お ん な 】
村をう ろつ く女乞 食（お んな こじき ）のことを 、村 の大人 たちは 、
【ひ
きずりお んな 】と呼 んでい ました 。
【ひきず りお んな】 には赤 ん坊 がいて 、 小山で乳 をの ませて いるの をぼ
くは見た こと があり ました 。
でもそ れは 乳では なくて 、村 の大人 た ちにいわ せる と、自 分の二 の腕
を切って その 血をの ませて いると のこ と 。
ぼくは なん だか【 ひきず りお んな】 に 同情して 、山 羊の乳 を盗ん で小
山までも って いった ことが ありま す。
その【 ひき ずりお んな】 の仲 間があ ら われたと いう ので、 様子を 見に
いこうと した ら、懐 爺にと められ まし た 。
「あのひ とは 単なる【ひ きずり おん な】で はなくて 、
【 ひ きずり おんな の】
姉貴分（ あね きぶん ）【 まるの みおん な 】ですよ 」
懐爺は いい ました 。
「あねき ぶん たあ、 おやぶ んみた いな も んかい」
「はい 。【 ひきず りおん な】は まだ おば けになっ てい ません が、【まる の
みおんな 】は立 派なお ばけ です 。
【ま るの みおんな 】は丸 々と太 って いる
女乞食だ から 、一目 でわか るので 、決 し て近づか ない よう」
「ちかづ いた らどう なるん じゃ」
ぼくは きき ました 。
「【ま るのみ おん な】に 、ま るのみ されて しまいま す。もっと も、わたし
なんかを ぜっ たいま るのみ しない 。美 少 年だけが 大好 物なん ですよ 」
「びしょ うね んたあ なんじ ゃ」
美少年 なん て言葉 は、村 ではき いた こ とがあり ませ ん。
「金ちゃ んみ たいな きれい な男 の子の こ とですよ 。完 ちゃん は大丈 夫で
しょう」
ほめら れた のかど うかは わか らない ま でも、ま るの みされ やすい とい
うことだ けは わかり ました 。
「じゃあ 、か ん ちゃ んにみ にいっ ても ら おうかの う」
「やめた ほう がいい ですよ 。最 近は【 ま るのみお んな 】も目 が悪く なっ
て、美少 年と そうで ない子 との 区別（ く べつ）が つか ないか もしれ ませ

ん」
「じゃあ 、か いじい もあぶ ないの う」
「わたし は臭 いから 大丈夫 でしょ う。
【ま るのみお んな 】は 自分が 臭いの
に、臭い 人が 嫌いな んです 」
それで もぼ くはど うして も【 まるの み おんな】 を見 たくて たまり ませ
ん。
そっと のぞ き見す るくら いな ら問題 な いだろう と、 完ちゃ んを誘 （さ
そ）って 小山 に行き ました 。
いたい た、 いまし た。
【ひきず りお んな 】に肩 をも ま せて いる 太った老 女が 、
【 まる のみお んな 】
にちがい あり ません 。
ぼくは しば しみと れてい ました 。
母親が 祖母 の介護 （かい ご）を して い るふうに おも われた のです 。
ところ が【 まるの みおん な】 は介護 を されるほ ど弱 いおば けでは あり
ません。
ぼくた ちを 見つけ ると、 丸々太 った か らだをこ ろが してき ました 。
あまり に急 だった ので、 ぼくた ちは 逃 げも隠れ もで きませ ん。
【まるの みお んな】 はどう いう わけか 、 ためらわ ずに 、美少 年では ない
完ちゃん を餌 食にし ました 。
ぺろぺ ろべ ろべろ
べろだ しち ょんま
ごくり んご くりん
ごくつ ぶし
まるま るま るるん
まるの みう まや
その口 の巨 大なこ と、完 ちゃ んは頭 か ら吸い込 まれ 最後に 足が消 えま
した。
完ちゃ んは 叫ぶま もなく 、まる のみ さ れたので した 。
【まるの みお んな】 を見た 直後 にぼく は 緊張のあ まり おなら がでて 、そ
の臭いで ぼく だけ助 かった のかも しれ ま せん。

げっぷ をし ている 【まる のみ おんな 】 に、ぼく はお そろお そるこ うき
きました 。
「かんち ゃん はどう なるん かのう 」
【まるの みお んな】 はこう いいま した 。
「わいの おな かのな かでそ だてま する 」
「うそつ け。 はらの なかで とかす んじ ゃ ろ」
「わいは こじ きだが うそは つきま せぬ 」
「なんね んそ だてる んじゃ 」
「まだこ ども だから おとな になる まで そ だてます る」
「ほんま かい 」
「やくそ くし まする 」
「かんち ゃん のこえ をきか せろや 」
「あいあ いき かせま する」
【まるの みお んな】 が大口 をひら きま す 。
のどの 奥の 奥の方 から、 たしか に完 ち ゃんの声 。
「金ちゃ んし んぱい すんな 。ここ はな か なかよか とこ ろじゃ 」
「よかと ころ かい」
「金ちゃ んの かわり にはい っちま って 、 わりいな あ」
「そんな によ かとこ ろかい 」
「金ちゃ んの 顔みら れない のは さびし い けんど、 おと なにな ったら また
会おうな 」
「かんち ゃん 、かん ちゃん 」
ぼくは 泣き 出しま した。
「なくな よ金 ちゃん 、しば しのわ かれ じ ゃ」
「かんち ゃん 、かん ちゃん 」
「金ちゃ ん、 それま で元気 でね、 さよ な ら」
【まるの みお んな】 の口が 閉ざ され、 ぼ くと完ち ゃん の関係 も閉ざ され
ました。
それか らち ょうど 十年。
約束通 り【 まるの みおん な】 から二 十 歳で吐き 出さ れた完 ちゃん は、
直後映画 界に 入り、 美男子 俳優と して 人 気が沸騰 しま した。
むろん 完ち ゃんは いまで もぼく の自 慢 の親友で す。

