＋６７【ふじこ】
夏休み の自 由宿題 で、童 話を書 くこ と に決めま した 。
表題は『ふ じこ 』
（ これ は隣の お姉さ ん 山本不二 子さ んから とった もの
です）と する つもり で、ぼ くは一 応、 懐 爺に相談 しま した。
懐爺は やや 青ざめ て、
「それは 金ち ゃんの 処女作 ですよ ね」
と変な こと をいい ました 。
「しょじ ょさ く、た あ、な んじゃ 」
「はじめ て書 く作品 のこと です」
「ならば 、わ しには 、どう ていさ く、 じ ゃろが」
「童貞作 です か。そ ういう いいか たは し ませんね え 」
「だば、 だん じょさ べつ、 じゃろ が」
「男女差 別で すか。 それな らわ たしも こ れからは 、男 がはじ めて書 いた
ものを童 貞作 、女が はじめ た書い たも の を処女作 とよ びまし ょう」
「それで ええ 」
「さてと 、童 話を書 くこと には 反対し ま せんが、 表題 は女の 名前に しな
いほうが いい ですよ 」
「どうし てか のう」
懐爺は ぼく に、こ う説明 しまし た。
川端康 成の 掌編に 、『 処女作 の祟り 』 がある。
その粗 筋は 、川端 の処女 作であ る『 ち よ』の話 から はじま る。
こども の〈私〉の ところ に、千代 松が やってき て、
〈 私〉の祖 父の借 金
証文を 、〈私 〉 の 名で書 き替え てくれ と いったの で、 そうし た。
こども にそ んなこ とをさ せる のは、 あ まりに可 哀想 だと、 村びと たち
は千代松 を「 鬼」だ といっ た。
その後 、千 代松の 娘の「 ちよ 」から 手 紙がきて 、父 の遺言 だから と、
金を送っ てき た。
〈私〉 は、 千代松 が「鬼 」と よばれ て いたのを 苦に したの かと、 気の
毒におも った 。
〈私〉はその金で伊豆の旅にでて、踊子に淡い恋をしたが、彼女は、

「ちよ」 とい った。
東京に 帰っ て結ば れぬ新 しい恋 をし た が、その 娘も 「ちよ 」だっ た。
また 、処女 作に 、
『 ちよ』とい う表題 を つけたの は、学友に 譲っ て しま
った、片おも いの白 木屋の 女給 の名が 、
「 ちよ」だから 、そ うした のだっ
た。
ところ が『 ちよ』 を発表 してす ぐに 、 学校の図 書館 で
〈私〉の 村の 大事件 を知っ た。
岩男と いう 男が発 狂し、 女房と 娘を 斬 り殺して 首を 吊って 死んだ 。
娘だけ は、 指を四 本落と しただ けで 助 かった。
実は、 この 岩男こ そ千代 松の ことで あ り、指を 落と された 娘が、 手紙
をくれた 「ち よ」で あった 。
それか ら、 新しい 少女に 恋を して、 結 婚の約束 をし たもの の、そ の少
女は「ち よ」 子。
不幸で 不吉 で、血 なまぐ さい 事件ば か りが起き て、 それが みんな 「ち
よ 」 つな がり だとい う話が 、まだ まだ 続 くという もの である 。
「つまり その 、金ち ゃんも 、童 貞作の 表 題に女性 の名 前を付 けると 、祟
りが祟り をよ んで 、
『ふ じこ』つ なが りで 、不幸で 不吉で 血なま ぐさ いこ
とばかり 起き る気が します 」
「そうか 。か わばた せんせ が、そ うか い とるのか 」
「はい。 川端 先生は 、魔界 （ま かい） に 通じてい る作 家です からね え。
無視する わけ にはい きませ ん」
「だども 、そ れは 、『ち よ』だ から じゃ ろ。『 ちよ 』とい うなま えが、 い
かん。『ふじ こ』 という なまえ なら、 も んだいな かろ う」
「【ふ じこ 】は 、お ばけに なる 可能性 が あ ります 。も しも問 題があ ったら 、
金ちゃん だけ が不幸 になる ので はあり ま せん。山 本不 二子さ んも不 幸に
なるので すよ 。お ばけの 可能性 は 、はじ め に断たな けれ ば後悔 します よ」
懐爺に 強く いわれ ては、 強情な ぼく で も、おれ るほ かはあ りませ ん。
たしか に、 隣のお 姉さん に、 これ以 上 厭なおも いを させた くはあ りま
せん。
「ようわ かっ た。だ ば、だ いは『 かい 』 にするか のう 」
「勘弁（ かん べん） してく ださい 。く わ ばら、く わば ら」

懐爺は ます ます青 ざめる 。
「じょう だん じゃ」
「冗談で はあ りませ んよ。 女性 にだっ て そういう 名前 がいま す よ。 やれ
やれ、お しっ こちび りそう になっ たで は ないです か」
百戦錬 磨（ ひゃく せんれ んま ）の懐 爺 がそんな わけ はない とおも った
けれど、 人の 名前を 表題に するの はや め ました。
それで ぼく は、童 話の表 題を 、『金 』 とするこ とに しまし た。
童話は 完成 し、先 生がと ても 感心し て 、教室で ぼく の童話 『金』 を読
み上げま した 。

それか ら、 十年、 二十年 、三 十年、 四 十年、五 十年 、ぼく がどれ ほど
〈金〉に 苦し められ てきた かは、 知る 人 ぞ知る、 です 。

