【 が ん こ ち ゃん 】
なにな に、 ちっと もおそ ろしい おば け が出てこ ない じゃと 。
そら、 懐爺 は話を きいて いるだ けじ ゃ もの。
これで も、 じっさ い逢っ てみれ ば、 み んなおそ ろし くての う。
なかで も、【が んこち ゃん】 はかく べ つおそろ しか ったも んじゃ 。
放課後 にな るとき まって 、わ しらの 下 駄箱の前 に、 陣取っ て動か ない
のが、【がん こち ゃん】 でのう 。
しかも 、相 撲取り の十倍 はある 図体 （ ずうたい ）じ ゃから のう。
そのせ いで 、わし ら はよ く裸足 で家 に 帰ったも んじ ゃ。
あると き、
【 がんこ ちゃ ん】を排除（ は いじょ）し てもら うため に、わ
しらが先 生に 頼んで みたん じゃが 、先 生 いわく、
「【が んこち ゃん 】じゃ 、どう しよう も ねえ」
じゃと 。
「そこを なん とかし ろや」
としつ こく いうと 、
「何とか して 【がん こちゃ ん】に うら ま れたら、 生き てはい けん」
という んじ ゃ。
「そらあ 、な さけな くはな いかの う」
とうる さく いうと 、
「そうい うこ とは、 自分で やって みて か ら、いう もん だろ」
という んじ ゃ。

たしか にそ うじゃ 、とい うわ けで、 わ しらは（ とい っても 三人だ けじ
ゃが）【がん こち ゃん】 に対し て、
「そこど け、 そこど け、じ ゃます んな 」
と口々 に怒 鳴った んじゃ 。
するて えと 、
「どいて もい いけど 、みん な食わ れる よ 」
なんて 、妙 なこと をほざ いての う。
「くえわ れて もええ 、そこ どけ、 そこ ど け」
また口 々に 怒鳴る と、よ うや く【が ん こちゃん 】は そこを どいて 、ど

こかに行 って しまっ たんじ ゃが 、さて 下 駄箱をあ けて みると 、そこ は得
体の知れ ない 、ばけ ものの 真っ赤 な口 に なってい ての う。
手を入 れた ら、手 を食わ れての う 。
三人と も食 われて のう。
他の二 人は 、赤ち ん塗れ ば済 む程度 じ ゃったが 、わ しはほ れ、小 指一
本食われ てし もうた 。
そした ら【が んこち ゃん】の やつ、い つ のまにか わし のうし ろにい て、
そのおそ ろし かった ことと いった ら、 小 便ちびっ たわ い。
「おとな にな ったら 、やく ざとま ちが わ れるんじ ゃな いかの う」
わしが うら めしそ うにい うと 、
【が んこ ちゃん】たら、からん こから ん
こ笑いな がら 、
「この際 やく ざにな っちま えばい いじ ゃ ん」
と、ひ どい ことを ほざい たもん じゃ 。

