１ ８ 【 じ め え】 .
「せつな いの う」
ぼくは いい ました 。
この言 葉は たぶん 、ぼく の口癖 にな っ ていたの でし た。
「今度は なん ですか 」
懐爺は きき ました 。
ぼくは 説明 しまし た。
一週間 前に 、転校 生がや ってき まし た 。
先生が めず らしく 畏（か しこ） まっ て 、
「町の学 校か らきた 、優等 生です 」
といい まし た。
おそら く町 長のこ どもか 、教 育委員 長 の孫（ま ご） だろう 、とぼ くは
おもって いま した。
先生が 畏ま るのは 、町長 と教育 委員 長 の前だけ だか らです 。
「その優 等生 は、い じめっ 子なん です ね 」
「どうし て、 しっと るんじ ゃ」
ぼくは いじ められ たら、 十倍 にして 返 す性格だ から いいけ れども 、と
もだちの 完ち ゃんが 、やら れ る。
ぼくの みて いない ところ で、や られ る 。
「かいじ い、 どうす るかの う」
「相手は おば けです から、 普通の やり か たでは無 駄（ むだ） です」
「なんじ ゃ、 あいつ もおば けか」
ぼくは あき れまし た。
あきれ たと いうよ り、飽 （あ） きて い ました。
この村 は、 おばけ 村なの か。
それと もぼ くが、 おばけ をよぶ 巫女 （ みこ）な のか 。
「このお ばけ は、
【じ めえ 】と いいま す 。もともと は〈いじ めえ 〉で した。
この〈 いじめ え〉の 兄が〈まじ めえ〉で 、弟が〈けじ めえ 〉。兄も弟 も良
い子だっ たん ですが 、
〈 いじ めえ 〉に 影響 されて悪 い子 になっ てしま った 。
ですから 【じ めえ】 は、三 兄弟 のこと を いいます 。金 ちゃん の学校 にや
ってきた のが 、何番 目かは わかり ませ ん が」

懐爺は 、真 面目な 顔をし ていい まし た 。
「めんど うじ ゃのう 」
ぼくは 正直 にいい ました 。
あんな 気味 悪い顔 をした 、転校 生の 兄 弟なんか に会 いたく もない 。
鯰（な まず ）の形 をした 目と目 が、 ひ っついて いる 。
蟹そっ くり の口元 に、い つも泡 （あ ぶ く）が音 をた ててい る。
おもわ ず、【か にくい おんな 】をお も いだしま した 。
「そう面 倒で もあり ません よ。いい です か、
【 じ めえ 】が近 寄って きた ら、
金 ち ゃ ん も完 ちゃん も、こう いうん です。きみはい いこ、きみは いいこ 」
「きみわ るい 、おま じない じゃな 」
「さあ、 わた しに声 を合わ せて 、金ち ゃ んも。き みは いいこ 、きみ はい
いこ」
「きみは いい こ、き みはい いこ」
ぼくは 、し ぶしぶ 合わせ ました 。
「金ちゃ ん、 心がこ もって いま せんね 。 おばけは 、相 手の心 を見ぬ くの
が上手で すか らね」
「きみは いい こ、き みはい いこ」
「そうそ う、 それで けっこ う。 完ちゃ ん に教えて あげ てくだ さい。 それ
と、
【 じめえ 】のほ かの二 人の兄 弟は、前 からいる 生徒 に化け ていま すか
ら、ご注 意を 。でも 、転校 生一 人を退 治 すれば、 のこ りは消 えるは ずで
す」
「きょう だい は、ど こじゃ 」
「兄弟は 、転 校生の 【じめ え】 のうし ろ にいて、 けし かけた りはや した
りしてい ます から、 すぐに わかり ます よ 」
「おった 、お った」
しかし あの 、餓鬼 どもに も心を こめ て 、
「きみは いい こ、き みはい いこ」
なんて いい たくは ない。
しかし 懐爺 の指示 は絶対 。
指示に そむ いたら 、おば けは図 に乗 る 。
その夜 にぼ くが完 ちゃん によ く教え こ んで、翌 朝か ら完ち ゃんが 見事
に実行し たの は、い うまで もあり ませ ん 。

その翌 日、 転校生 はまた どこか へ、 転 校 してい きま した。
転校生 がい なくな ると、 その 兄弟も す っかり、 元の 優しい 生徒に もど
りました 。

