＋ ９ 【 あ め じょ 】
これは 雨の 日。
雨の日 に、 小川の ほとり で、 きれい な 女のひと が立 ってい るのを 見か
けました 。
声をか けま したが 返事は ありま せん 。
傘もさ して いない ので、 ぼく は自分 の 傘を貸し てあ げよう とおも った
わけです 。
ぼくは 濡れ てもか まわな い汚 いかっ こ うですが 、き れいな 女の人 は、
きれいな 着物 をきて いまし た。
絣なの か 紬 なのか 、いま では もうわ か りません が、 青く見 えたり 、黄
色く見え たり 桃色に 見えた りして いま し た。
まさか 小川 に飛び 込んだ りしな いだ ろ うな。
でも飛 び込 んでも 、小川 なら足 が立 つ 。
でも横 にな ってし まえば 溺れる 。
そうお もい ながら ぼくは 近寄っ てい き ました。
すると 、雨 の雫と 同じ速 度で、 女の 人 は消えて しま いまし た。
もった いな い気が しまし た。
将来結 婚す るなら 、ああ いう女 の人 が いいな。
そう瞬 間的 （しゅ んかん てき） にか ん じていた ので す。
ぼくは その まま懐 爺のと ころに 行き ま した。
「【あ めおん な】 を みた ぞい」
懐爺は 笑い ながら 、
「それは 雨女 と書い て【あ めじょ 】の こ とでしょ う」
「【ゆ きおん な】 がいる のに 、【あ めお ん な】じゃ ない のかい 」
「はい 。
【はれ おんな】と【あめ おんな】はいませ ん。生き ている 人に は
いるかも しれ ません がね。 おばけ はあ く までも【 あめ じょ 】」
「どうし て、〈じ ょ〉な んじゃ 」
「つまり 、
〈如〉とい う漢字 は、女へん に 口ですね 。口 数のす くない 女は
【あめじ ょ】 の如く といい まして ね」
そして 懐爺 はまた 笑いま した。
「ほんま かの う」

「ほんま かど うかは 、なに せお ばけの 話 ですから 、わ たしに もはっ きり
したこと はい えませ ん」
「いいか げん じゃの う」
「いいか げん でも、 おばけ の話 という の は、なん でも かんで もそう いう
ものなの です 」
懐爺は また 笑いま した。
「いいか げん は、き らいじ ゃのう 」
けれど もお となに なって 、い いかげ ん なことば かり してき たぼく は、
いいかげ んは 〈好い 加減〉 なん だと、 よ く嘯（う そぶ ）いて いたも ので
した。

