＋６５【ねこまた】
村びと たち が、【ねこ また】 がでた と 騒いでい ます 。
あっち にで た、こ っちに もでた と、 大 騒ぎして いま す。
つまら んこ とに大 騒ぎす るも んだと 、 ぼくは大 人た ちを莫 迦にし なが
ら、懐爺 のと ころへ 行きま した。
「【か いび ょう】 ならま だしも 、【ねこ ま た】ほど でさ わぐた あ、み っと
もないの う」
という と、 懐爺も 同調し て、
「そうで すね 。
【 ねこま た】は、古い猫 、つまりす ごく 歳をと った猫 のお
ばけです から 、【 かいび ょう】 ほどは こ わくあり ませ んね」
「ふるい から 、また 、なん かの う。す る てえと、 ふる い、さ るのお ばけ
は、
【さる また 】かの う。それと も、また やら かし た、の、また、かの う」
「『徒 然草 』や『 百物 語』に もで てきま す ね。尾 が二つ に裂け て分か れて
いるから、また、な ので しょう。それで も 九尾の狐 なん かとく らべて も、
尾がふた つあ るだけ ですか ら、 大騒ぎ す ることは あり ません 。歳を とる
と、あち こち 裂ける のは猫 だけ ではあ り ません。 ほら 、わた しの右 耳も
三つに裂 けて いるで しょう 」
「あらら 、ど うした んじゃ 」
「【ね こまた 】に 噛み 付かれ たんで すよ 。若いころ なら すぐに なおる んで
すが、歳 取る と裂け たまん まです 」
「かわい そう にのう 。【 ねこま た】は 、 みみに、 かみ つくん かのう 」
「 そ れは やっ ぱり、また に、噛み 付く ん ですね。で も、
【 ねこま た】の本
領は、ば ける ことで すかね 」
「なんに 、ば けるん じゃ」
「お婆さ んや 、お爺 さんに 、ばけ るん で すね」
「ちっと も、 こわく ないの う」
「でも、 醜い お婆さ んやお 爺さん にば け るんです よ」
「ちっと も、 こわく ないの う。 みにく い おじいさ んは 、かい じいで 、な
れとる」
「ひどい こと をいい ますね え。懐 爺に い いつけま すよ 」
ここで 、ぼ くは首 をかし げまし た。

「おまえ 、も しかし て」
「ばれた か。 わたし は【ね こまた 】で す よ」
懐爺に ばけ た古猫 の【ね こまた 】は 白 状しまし た。
「ほんも のの 、かい じいは 、どう した 。 おまえ、 くっ たんか 」
「あんな 不味 （まず ）そう な爺 さん、 だ れが食う もん ですか 。祠の なか
で、鼾（ いび き）か いて昼 寝中 です。 わ たしが食 いた いのは 、金ち ゃん
ですよ」
と【ね こま た】は 、耳ま で裂け た口 で いって、 舌な めずり しまし た。
にゃん にゃ んずり ずり
にゃん にゃ こずり ずり
にゃに ゃり こずり ずり
にゃに ゃこ りずり ずり
もひと つお まけに ずり

（そうか 、
【ね こまた】は、にん げんを く うのか。そ うなる てえと【 かい
びょう】 と【 ねこま た】の くべ つがで き ん。こま った こと じ ゃ。も しか
して【か いび ょう】 は【ね こま た】の な かまなん かの う。か いじい のこ
と、ひる ねち ゅうだ といっ とっ たが、 い まはよる じゃ 。【 ねこま た】め 、
うそつい とる 。やっ ぱし、 かいじ いは 、 くわれた んじ ゃ）
やっぱ りこ わいと 、おも った 途端（ と たん）に 、眼 が醒（ さ）め まし
た。
真夜中 なの に、外で は村 びとた ちが 、
【 ねこまた 】がで たと騒 いで いま
した。

