３ ０ 【 ぬ ら りひ ょ ん 】
秋のあ る日 、夕方 遅くな って 学校か ら 帰ると、 母親 はいな いで変 なお
やじがい たも の でし た。
床の間 の前 で、あ ぐらを かいて いま し た。
母親の 茶碗 で、お 茶をす すって いま し た。
すする 音は 、巨大 な滝の 音に似 てい ま した。
どど っ
どど っ
どど どん どん
ずっ どど どどん どん
この音 は冷 気とと もに、 ぼくの から だ をふるわ せま す。
和服を 着て いかに も堂々 とし ている か ら、もし かし て会っ たこと のな
い伯父（ おじ ）さん かと、 いち おう挨 拶 をしたけ れど も、え らそう な咳
ばらいが 返っ てきた だけ。
茶をす すり おえる と、お やじは 腕を 組 んで、口 をへ の字に しまし た。
こんな えら そうな 親戚（ しん せき） が いたらい いな 、いい けどお そろ
しいな、 おそ ろしい けどお もし ろいな 、 などとぼ くは かんが えてい まし
た。
それに して も、禿 げた頭 がでか い。
西瓜（ すい か）よ りも南 瓜（か ぼち ゃ ）よりも でか い。
りっぱ だの う。
かっこ いい のう。
五分間 ぼく は、そ の禿げ 頭にみ とれ ま した。
ぼくが 母親 を捜し に、近 所ま で行っ て みつから ずに 戻ると 、おや じは
もういな い。
あとで 母親 にきく と、
「金ちゃ んに 、伯父 も叔父 もいる わけ な い」
といい まし た。
わけと いっ たわけ を知り たか ったけ れ ども、そ れど ころで はあり ませ
ん。
そ れ な ら村 長か。

村長が 頭が でかく なる病 気にな った の か。
「村長は 、行 くべき 用があ って、 行く べ きところ へ行 ってい るよ」
母親は 意味 深（い みしん ）にい いま し た。
それな らぼ く、も 行くべ きとこ ろに 行 かなけれ ば。
「【ざ しきわ らし 】かの う」
だいた いの 説明を してか ら、ぼ くは 懐 爺にきき まし た。
「【ざ しきわ らし 】は、 こども のおば け です」
「ならば 【て んぐ】 かのう 」
「【て んぐ】 なら 、大き な鼻を してい ま すよ」
「おおき なあ たまを しとっ た」
「【ぬ らりひ ょん 】にま ちがい ないで す 」
懐爺は 断定 しまし た。
「【ぬ らりひ ょん 】かい 、ばか にした な まえじゃ のう 」
「ばかに して はいけ ません 。あ れでも お ばけの大 親分 ですよ 。わた しは
昔、南の 方に 旅をし た際に 、海 でみた こ とがあり まし たよ。 禿げ頭 に似
た大きな 玉が 浮かん でいる ので 、つか ま えようと する と、ぬ らりと はず
れて、ま たか らかっ ている のか 、ひょ ん と浮いて くる 。それ で【ぬ らり
ひょん 】。海の人 は【 うみぼ うず 】なん て いってい ます が、何 でもか んで
も【うみ ぼう ず】で すから 。わた しだ っ て海でお よげ ば【う みぼう ず】」
「うみの おば けが、 いえに までや って く るんかい 」
「最近、 公害 やなに かで海 も汚 れてい ま すからね え。 おいし い食べ 物が
少なくな った のでし ょう。 それ でたま に 家にまで やっ てきて 、座敷 で飯
くったり お茶 のんだ りする んです 」
「ずうず うし いおば けじゃ のう。 きも ち わるいお ばけ じゃの う」
ぼくは 【ぬ らりひ ょん】 をお もいだ し ながら、 伯父 か叔父 かとお もい
こんだ自 分に 腹立た しくな りまし た。
つまり つま り、
（伯父か 叔父 だった らよか ったの にな あ ）
という おも いで腹 立たし くなっ たの で す。
「金ちゃ ん、 今日は ごきげ んが わるい よ うですか ら、 いいも のをあ げま
しょう」
懐爺は ぼく の機嫌 をとり ました 。

「また、 あん こだ ま 、かい 」
「今日は お札 ですよ 」
懐爺の 手に は、た しかに お札ら しき も のがあり まし た。
「なんじ ゃい 」
ぼくは 食べ 物では なかっ たこと で、 い っそう不 機嫌 になり ました 。
「おばけ 除け のお札 。あり がたい あり が たいお札 です 」
よせば いい のに懐 爺は、 お札を 拝ん だ のです。
「わしは 、お ばけが すきな んじ ゃ。お ば けをよけ るお ふだな んか、 いる
かい」
強がり 半分 本心半 分で、 ぼくは いい ま した。
かくべ つ、こ の【ぬ らりひ ょん】は、素 敵（すて き）だ ったも のです 。
「それは わた しもわ かって いま す。で も 金ちゃん 。た とえば さ、金 ち ゃ
んだって 何か と忙し いとき もあ るでし ょ う。おば けに くわれ る前に ごは
んくいた い場 合だっ て、い ずれ くるか も しれない でし ょう。 そうい うと
きに、こ のお 札を出 して、 またあ とに し てくれ、 とい うんで すよ」
「さんど のめ しより 、おば けがす きじ ゃ 」
ぼくは 一日 三度の 飯をく った ことが な いから、 この 台詞（ せりふ ）は
嘘だとお もい ました 。
「しかた あり ません 。この あり がたい あ りがたい お札 は、わ たしが 持っ
ているこ とに しまし ょう」
「それで 、い いのだ 」
珍しく 懐爺 は、腕 を組み ました 。
珍しく 懐爺 は首を 、傾（ かし） げま し た。
「 そ れ に して も金ち ゃんは 、擬 声語（ ぎ せいご） 擬音 語（ぎ おんご ）の
おばけに よく 遭遇し ますね え。
【 うわん 】とか【けら けらお んな 】と か【 ぬ
らりひょ ん】 とか」
「わしは 、ぎ せいし ゃ、な んか」
ぼくは きき ました 。
「犠牲で はな くて擬 声擬音 、つ まり声 と か音で、 その 名前が ついた おば
けです」
「おばけ は、 たんじ ゅん、 なんだ のう 」
ぼくは えら そうに いいま した。

「そうか もし れませ ん。お ばけ は単純 だ から、こ わく もあり おぞま しく
もあり懐 かし くもあ り優し くもあ りま す 」
「そうか のう 、そう かのう 」
ぼくも 首を 傾げな がら、 次の おばけ に 出逢うこ とを 、心か ら待ち のぞ
んでいま した 。

