【 し っ こ ち ゃん 】
どうい うわ けだか 、小学 校のお ばけ は 、便所に 多く 出るん じゃ。
汲み取 り式 じゃか ら、そ のせい かも し れんのう 。
便所は 暗く て、便 所の穴 は真 っ暗じ ゃ から、そ の穴 からお ばけが 出て
来ても、 だれ も不思 議には おもわ ん。
ある日 わし は授業 中に、 おし っこが し たくてた まら なくな ってし もう
た。
一年生 のと きに、 がまん して がまん で きずに、 もら しちま ったか らの
う、こん どは 手をあ げて、 大きな 声を 出 したわけ じゃ 。
「せんせ い、 べんじ ょが、 よんど るぞ い 」
先生は 苦笑 いして のう、 どうぞ と手 で 促したも んじ ゃ。
わしは 最近 便所に 出た 、
【 うんこ ちゃん 】とい う幽霊 のこ とをか んがえ
ながら、 便所 に向っ たのじ ゃ。
わしは 、うん こでは なく ておし っこな のだから 、
【 うんこ ちゃ ん】に出
逢う心配 はな いぞい 、そう 自分に いい 聞 かせてい たも んじゃ 。
それに 、【 うん こちゃ ん】が 出たの は 、女子用 便所 だから のう。
わしは 歌い ながら 、勇ん で便所 に行 っ たぞい。

おしっ こし っここ こ
うんこ じゃ ないぞ い
おしっ こす るんじ ゃ
うんこ はし ないぞ い
おしっ ここ こしっ こ
おしっ こた のしい な
おしっ こき もちえ え
おしっ こす るぞー い
おしっ こい まぞゆ く
べんじ ょが よんど る
べんじ ょが まっと る
いまぞ ゆく おしっ こ

そのと き、 便所の 中から 、
「うるさ いわ よ」
と怒鳴 り声 がする んじゃ 。
可愛い 女の 子の声 じゃ。
「すまん のう 」
とわし はい いなが ら 、女子 便所に だれ かいるん だと かんが えたん じゃ 。
授業中 に便 所に行 くのは 、わ しだけ じ ゃないん だと わかる と、う れし
い気分じ ゃっ た。
それで 女子 便所の 中に向 って、
「おまえ は、 うんこ か、お しっこ か」
ときい てみ たもん じゃ。
すると 、す ぐに大 声で返 事がか えっ て きてのう 、
「しっこ ちゃ ん」
わしも 返し て、
「しっこ じゃ のうて 、おし っこじ ゃろ 」
するて えと 、
「ならば 、う んこじ ゃのう て、お うん こ なの」
わしは 、な るほど とおも って のう、 そ の女の子 に感 心した ので、 おし
っこを我 慢し て、便 所から 出てく るの を 待ってお った ぞい。
その女 の子 が、だ れなの かを確 認し た かったの じゃ 。
こうい う頭 のいい 、こま っし ゃくれ の 女の子は 、隣 の組の 静子ち ゃん
しかいな いは ずじゃ がのう 。
はたし て、 わしの 勘は当 たるか 、い な か。
なかな か出 てこん ので、 わし はため し に静子ち ゃん の名を 呼んで みた
ぞい。
「しずこ ちゃ ん、し ずこち ゃん 、しず こ ちゃん、 しっ こちゃ ん、し っこ
ちゃん」
あれれ 、い つのま にか「 静子 ちゃん 」 が「しっ こち ゃん」 になっ てい
るんじゃ 。
ああ、 静子 ちゃん は、便 所の 中から 、 自分の名 前を 叫んだ わけな んじ
ゃのう。
勘が当 たっ たので 、安心 した わしは 、 おしっこ をし てから 教室に 戻っ

たんじゃ 。

放課後 にな って、 隣の組 の男 の子に 、 それとな くき いてみ るとの う、
静子ちゃ んは 、今日 は風邪 で休ん でい る とのこと じゃ った。
他に、 授業 中に便 所に行 った女 の子 は いないか 、と きくと のう、
「そんな こと するの 、金ち ゃん だけだ よ 。みんな 便所 行きた くても 、手
あげたり せん で、授 業が終 るま で、じ っ とがまん して るだよ 。あん なも
ん、だれ でも がまん できる ものな んさ 」
わしは すこ ぶる感 心した んじゃ が、す るてえと、あの【し っこ ちゃん 】
は、いっ たい だれだ ったの か、い まで も 謎じゃの う。

