２ ９ 【 な ん じゃ こ り ゃ 】
何にも ない 空き地 に、足 をふみ いれ た とたん、
「なんじ ゃこ りゃ」
と、お もわ ずぼく はさけ びまし た。
これが さけ ばずに いられ ようか 。
さけん だつ いでに 、おし っこを もら し そうにな りま した。
いくら なん でも、 きもち わるす ぎる 。
なんと いっ たらい いのか 。
蚯蚓（ みみ ず）を 百匹む すん でみた ら 、その百 匹が それぞ れにも だえ
くるしん でい るかん じ。
大百足 （む かで） の、大 きな 百の足 が 、やっぱ り百 足にな ってい て、
その中百 足の 、中く らいの 百の足 が、 や っぱり百 足に なって いて。
前に、 頭が 三つあ る蛇を みた けれど も 、頭が三 つそ れぞれ 勝手な 動き
をしてい ると ころが 、きも ちわる くて 吐 きそうに なっ たもの です。
それな のに 、頭（ どこが 頭かわ から な い頭）が 百も あるの だから 。
蛇とち がっ て、ぼ くをお そっ てくる 気 配はない けれ ども、 みてい るだ
けでもう おそ われて いる気 分にな って く る。
ぼくは 近所 の村人 に荒縄 （あ らなわ ） を借りて 、そ いつで 縛（し ば）
ろうとす ると 、つご うよく 縛る 前に荒 縄 にからん でき て、ほ ぐれな くな
ったので 、そ のまま ひきづ って、 懐爺 の ところへ 行き ました 。
「何じゃ こり ゃ」
懐爺は 、わ ざとら しい大 声をあ げま し た。
「かいじ いも 、おど ろくこ とある んか 」
ぼくが から かうと 、懐爺 は苦笑 いし て 、
「これは 、【 なん だこり ゃ】と いう名 ま えのおば けで すよ」
ほんと かう そか、 わかり にく かった が 、懐爺を 信じ ないで 、誰を 信じ
ろ と いう のだ ろう。
「【な んだこ りゃ 】か い。きも ちわる いの う。な んと かなら んもん かのう 」
「何とも なら んが、 何にも しない おば け ですよ」
「そらあ 、ち がうべ え。き もち わるい と いうのは 、な んもし ないこ とか
のう」

「なるほ どで すね。 おばけ は、 だいた い において 、大 小にか かわら ず、
何かする 。【なん じゃこ りゃ】 は、 何も しないが 、こ のきも ちわる さは 、
何もしな いよ り、お そろし い」
「なんも しな いから 、よけ いに きもち わ るい。な んか すんな ら、け とば
してやる けん ども、 なんも しな いなら 、 いくらき もち わるく ても、 けと
ばすわけ にい かん」
「それで すよ 、金ち ゃん 。
【 なんじ ゃこり ゃ】は 、人間 の目 をきた えるお
ばけなの です 。金ち ゃん、 大人 になっ て も【なん じゃ こりゃ 】から 目を
そらして はい けませ んよ」
いいな がら 懐爺は 、
【 なんじ ゃこり ゃ】を荒縄か らと いてあ げると 、静
かに裏の 竹薮 に逃が してや りまし た。
何か教 訓（ きょう くん） をき いた感 覚 がしまし たが 、教訓 はきら いな
ので（【なん じゃこ りゃ】のきも ちわ るい 姿ととも に）す ぐに忘 れる 努力
をしまし た。

