２ １ 【 だ ら し】
夏休み 前に 学校で 遠足に いくの は、 恒 例（こう れい ）でし た。
標高（ ひょ うこう ）一千 の、小 山で し た。
標高二 千の 大山や 、標高 一千 五百の 中 山でない なら と、母 親もぼ くも
油断した のか もしれ ない。
塩むす び一 個しか 、持っ ていか なか っ たのです 。
もっと もぼ くの家 は赤貧 （せ きひん ） だったの で、 いつも そんな もん
だけれど も、 遠出す るとき はい つもは 用 心に、蓬 餅（ よもぎ もち） とか
芋羊羹（ いも ようか ん）を 持参し たも の でした。
なぜな ら、一種 の餓鬼（ がき）状 態に なると 、
【だら し】にや られる と
きいてい たか らです 。
山道と かを 歩いて いて、 突然 に空腹 感 を覚え、 全身 がひど くだる くな
り手足も しび れて、 一歩も 前に進 まな く なること があ るのだ そうで す。
これを 、
【だ らし 】に 取り憑（つ ）かれ る、という のだけ れども 、いま
考えれば 栄養 不足で 低血糖 （てい けっ と う）にな るの かもし れない 。
それで も、 こども に低血 糖は無 関係 な 気がする 。
さてぼ くは 、その 【だら し】に やら れ ました。
ぼくは 先生 に背負 われて 一足 先に小 山 を降りる こと になっ たのだ けれ
ども、途 中先 生にお 願いし て、祠 で降 ろ してもら いま した。
懐爺に きい てみる ためで す。
懐爺は 私が 来るの を待ち 受けて いた の だろうか 。
何も聞 かな いのに 、汚い 掌にあ んこ 玉 を乗っけ て差 しだし ました 。
「だらし ない ですね 。まず はこれ を呑 み 込みなさ い」
「だらし ない 、じゃ なく、 だらし ある じ ゃろ」
「金ちゃ んも 、洒落 がわか ってき まし た ね」
懐爺は い つ にもま して、 うれ しそう で した。あ んこ 玉を呑 み込む と、
五分も経 たず に、ぼ くは元 気が でてき ま した。元 気の 証拠に 憎まれ 口を
たたきま した 。
「【だ らし】 なん か、お ばけじ ゃない 」
「いいや 、あ れもお ばけ。 その 証拠に 【 だらし】 にや られた のは、 金ち
ゃんだけ でし ょう」

「そらあ 、わ しがお やつを 、も ってか な かったせ いじ ゃ。し ょうこ に、
かいじい はあ んこだ ま、く れたで ねえ か 」
「【だ らし】 退治 の、あ んこ玉 ですよ 」
「あんこ だま でたい じでき るおば けか 、 たいした おば けじゃ ないの う」
「それが たい したお ばけで 、あ んこ玉 が ないと死 んで しまう 場合も あり
ます。そ の証 拠に金 ちゃん は、 あ んこ 玉 で生き返 りま した」
「かいじ いは なんで 、あん こだま もっ て たんじゃ 」
ぼくは どう にも、 腑（ふ ）に落 ちな か ったです 。
「実はわ たし も遠足 。中山 まで 行って 、 ついいま しが た帰っ てきた とこ
ろで。
【だら し】に やられ るとい けな いか ら、あん こ玉用 意して あり まし
た。証拠 はほ れ、中 山の頂 上の小 石を 持 って帰り まし た」
たしか に、 あんこ 玉でな いほう の掌 に は小石が 。
しかし この 小石が 、中山 の頂上 の小 石 なのか。
その証 拠は ない。

