【 め り ー ち ゃん 】
懐爺も 憶え とるじ ゃろ、 こう こうと 明 るい月夜 にな ると、 小学校 の校
庭に、
【めり ーちゃ ん】と いう可 愛い 幽霊 が出るっ て、噂 がたっ たこ とが
あったの う。
「どうか わい いんじ ゃ」
と、じ っさ いに見 た、村 の若い もん に きいたん じゃ が、
「可愛い った ら、可 愛いっ てこと よ」
なさけ ない くらい 、曖昧 （あい まい ） な返事じ ゃっ た。
村の年 寄り にもき いたん じゃが 、
「見たこ とが ない可 愛らし さじゃ 」
これも 、な さけな い。
わしは 、抽 象的な 言い方 は嫌い じゃ 。
絵はそ うで もない がのう 、言葉 は具 体 的でのう ては いかん 。
しかし 、後 でおも ったん じゃ が、ほ ん とうのと ころ 、連中 は【め りー
ちゃん】 を見 ていな いんじ ゃない のか 。
校庭に 行っ たら、 白く光 る変 なもの が いるので 、腰 を抜か してし まっ
たんじゃ ない んか。
それが 恥ず かしい もんで 、見た 見た 言 うとるん じゃ ないの かのう 。
どうに も信 用でき なかっ たも んだか ら 、わしは 、こ うこう と明る い月
夜に、校 庭に 行って みたぞ い。
おそら く【 め りー ちゃん 】と いうく ら いだから 、米 国人と の合の 子か
もしれん 。
混血児（ こん けつじ）なら、可 愛いの は 当たり前 みた いなも んじゃ が、
そういう こと より、 混血児 の幽 霊とい う のを、一 度見 たいも んじゃ とお
もったで のう 。
見た見 た、 見たぞ ーい。
見たこ とは 見たが 、
【 めり ーちゃ ん】は 、とて も可愛 い服を 着た 、もの
すごい老 婆じ ゃった 。
「なんじ ゃ、 つまら ん」
ついい って しまっ たぞい 。

まった く、 口は禍 いのも とじゃ 。
【めりー ちゃ ん】は 、大き な赤い 口を あ けて、
「恥をか いた 。自尊 心が傷 つけ られた 。 自愛心が 吹き 飛んだ 。も う 知ら
ん」
と叫ん だも のじゃ 。
もう知 らん という ことが 、何 を知ら ん のか分か らん が、お そらく わし
らに禍い を及 ぼす気 じゃろ 。
そう感 じた ので、ここは ひと つ、
【めり ーちゃん 】を 退治せ にゃと 、頭
突きをか まし たらの う、
【めり ーちゃ ん】は吹っ飛 んで、どこか へい って
しもうた 。
それで 、
「すまん 、す まん」
いうた ら、 空から 声がし て、
「敬老精 神の ないや つは、 出世し ない よ 」
「すまん 、す まん」
「謝れば 済む とおも ってい るやつ は、 金 欠病にな るよ 」
そうい うこ っちゃ が、な んか わしの 将 来を占わ れた みたい で、厭 な気
分じゃっ たの う。

