２ ８ 【 な な な】
【なな な】 という おばけ は、 村でも 有 名なおば けで したか ら、懐 爺に
きかなく とも 知って いまし た。
あると き、 完ちゃ んがや ってき て、 泣 き声でい いま す。
「級長（ きゅ うちょ う）の しんち ゃん が 、【な なな】 にな っちま った」
「ほんま かい 、しん ちゃん もかい 」
しんち ゃん も、と いうの は、 その半 年 前に、つ づけ て、は なちゃ んと
さんちゃ んが 、【 ななな 】にな ってし ま ったから でし た。
どうし て【 ななな 】かと いうと 、
「ななな 」
とつぶ やき ながら 、だれ かれか まわ ず 、すりよ って くるか らです 。
なな な
なな な
なな なん な
なん なん な
【なな な】に そば によら れると 、なに せ 、くさい し、き もち わるい し、
息がしに くく なる。
「ななな 」
としか いわ ないか ら、は なしに なら な い。
「なんと かな らんか のう」
完ちゃ ん が いいま す。
なんと か、 しんち ゃんを 、も とのし ん ちゃんに もど せない か、と いう
意味です 。
「なんと かな らんか のう」
とぼく もい ってか ら、
「かいじ いに 、なん とかし てもら うか の う」
とつぶ やき ました 。
「それし かな いのう 」
「それし かな いのう 」
でも、 なん となく 、今回 ばかり は、［ お礼］が 必要 な気が しまし た。
それで 、母 親に話 したら 、ふか し芋 を もってい けと いうの で、

「なんじ ゃ、 ふかし いもか い」
とぶつ くさ いいな がら、 ふた りでふ か し芋をか かえ て、懐 爺のと ころ
に行った ので す。
懐爺も 、
「なんじ ゃ、 ふ かし いもか い」
という とお もった ら、
「ありが たい ありが たい」
と、ぼ くら の話も 上の空 で、ふ かし 芋 をたべつ づけ ました 。
二十本 はあ ったと おもい ます。
それを ひと りでぜ んぶた いらげ ると 、 は、
「眠い眠 い、 天国天 国」
とつぶ やき ながら 、祠の 奥に消 えて ゆ きました 。
「なんじ ゃ、 くいに げじゃ のう」
ぼくが そう いうと 、やさ しい完 ちゃ ん は、
「腹がい っぱ いにな ったら 、眠く なる も んよ」
という ので した。
腹がい っぱ いにな ったこ とのな い、 ぼ くは、
「そうい うも んかの う」
と信じ られ なかっ たが、 しか たない か ら、おき てく るまで 待って いる
ことにし まし た。
一時間 くら いして 、懐爺 はで てきま し たが、眠 って いたわ けでは なさ
そうでし た。
手には 椀を もって います 。
椀のな かに は、に がそう なま ずそう な くさそう な、 うんこ 色の汁 がは
いってい ます 。
「これを 、し んちゃ んに飲 ませ なさい 。
【 ななな 】にと りつか れて 、十日
以内なら 、こ れで 、【な なな】 は退散 し ますよ」
「これは なん のしる かのう 」
鼻をつ まみ ながら 、ぼく がきく と、
「ないし ょで すが、 おふた りに だけ、 特 別おしえ まし ょう。 これは 芋を
たべてた べて たべす ぎて、 はじめ てで き る 秘薬（ ひや く）で す」
「うんこ いろ じゃの う」

「はい、 わた しの下 痢の汁 です」
「げげげ じゃ のう 。
【 ななな 】よ りさき に、わしらが 、た いじ される ぞい」
「まあ、 だま された とおも って、 はや く しんちゃ んに 飲ませ なさい 」
懐爺に 背中 をおさ れて、 完ち ゃんと ぼ くは、お 椀を かわる がわる 持っ
て、この 秘薬 とやら がこぼ れな いよう 注 意しつつ 、し んちゃ んの家 に行
きました 。
翌日、 しん ちゃん は、い ぜん と変わ ら ぬ元気な 様子 で、学 校にや って
きました 。
「あの汁 、の んだん か。あ んなも の、 の めたんか 」
完ちゃ んが 、しん ちゃん に、き いて い ます。
しんち ゃん が、こ たえて います 。
「くさく て、 なんの 、のめ なん だ。だ ど も、あの にお い、が つんと 、か
いだら 、
【なな な】が 、にげ ていっ た 、み たい 。あの くすり は、なん なん
だい。おし えてく れよ 。
【なな な】に、や られそう なと もだち の、予防 注
射（よぼ うち ゅうし ゃ）に 、した いん だ よ」

