４ ７ 【 も や もや 】
もやも やし て、や りきれ ん。
どうし てそ うなっ たのか 、わか りま せ ん。
そうい う季 節だっ たのか もし れない し 、そうい う年 齢だっ たのか もし
れないし 。
おつか いで 、町に 行った とき に、い ま までみた こと もない 、とて も可
愛い女の 子を 、みか けたせ いかも しれ ま せん。
学校で おし っこを したと きに 、真っ 赤 な血のお しっ こだっ たので 、そ
のあとは なん ともな いので すが 、その 真 っ赤な血 が気 になっ て、し かた
ないのか もし れませ ん。
宿題の 算数 で、ど うして もと けない 問 題があっ て、 そのあ と先生 にき
いても、 まっ たく理 解でき ない で、い ま でも頭の なか が、数 字だら けに
なってい るせ いかも しれま せん。
完ちゃ んに きいた ら、
「そらあ 、も やもや した焚 火（ たきび ） の、けむ りを すった せいじ ゃろ
う」
と、な かな か見事 な回答 をす るので す が、どこ かち がうか んじが しま
す。
このと きも やっぱ り、懐 爺をた よる ほ かはあり ませ んでし た。
「金ちゃ んも 人の子 ですね え」
懐爺は いや ないい かたを しまし た。
「わしを 、お ばけの こども と、お もう て たんか」
「いえい え、 金ちゃ んにも 、ふ つうの 人 間のとこ ろが あった のか、 とい
う意味で す。 わたし は、金 ちゃ んは、 ふ つうの人 間で はなく 、おば けで
もなく、 特別 な存在 だと、 選ば れてう ま れてきた こど もだと 、おも って
いたもの です からね え。そ のお もいは か わりませ んが 、それ でもふ つう
の部分も ある のかと 、感心 も安心 もし た のです。 失礼 しまし たね」
「どう、 えら ばれた んじゃ 」
その問 いに はこた えずに 、懐爺 は解 説 をはじめ まし た。
「それは 人間 の、ここ ろのな かに棲 みつ く、
【も やもや】とい うおば けで 、
【もんも ん】 ともい います 」

「【く りから もん もん】 かい」
「【く りから もん もん】は、別の おば けで 、いま金 ちゃん がとり つか れて
いるのは 、く りから ぬきの 、ただ の【 も んもん 】」
「ただの【 もんも ん】、ただの【 もやも や 】かい。たい したこ とはな いの
う」
「それが 、た だの、 は曲者 （くせ もの ） なのです 」
懐爺は 、気 の毒そ うな顔 をしま した 。
「くせも のじ ゃ、で あえ、 であえ 、か い のう」
「はい。 その 曲者の ほうが 、で あって く れればい いん ですが 、なか なか
外にでて くれ ません 」
「こころ のな かが、 いごこ ち、い いの か のう」
「まった くそ の通り です。 入ら れた人 間 は、きも ちが わるい のです が、
入った【 もや もや】 のほう は、 きもち が よくて、 なか なか外 にでる 気が
おきない 」
「やっか いじ ゃのう 」
「じつに やっ かいな おばけ です」
「でても らう 、ほう ほうは 、ない のか の う」
ぼくは 【も やもや 】しな がら、 きき ま した。
「 時 間 が 経つ のを待 つしか 。い やいや 、 ひとつだ け方 法があ りまし た。
しかし、 これ は乱暴 なやり かたで すが 」
「なんじ ゃい 。もっ たいぶ らんで ええ 」
「一発や るん です。 からだ のど こでも い いから、 一発 はげし くやる んで
す。【 もやも や】 はびっ くりし て、と び だします 」
「なるほ どの う。な らば、 かいじ い、 い っぱつ、 やっ てくれ や」
「とんで もな い。わ たしに は、 大切な 金 ちゃんに 、そ んなこ とはで きま
せん」
「ならば 、か んちゃ んに、 たのむ かの う 」
「完ちゃ んだ って、 できな いです よ」
「ならば 、じ ぶんで 、いっ ぱつ、 やる し かないの う」
という こ と で、ぼ くは帰 りに 、峠の 崖 のところ に立 つと、 崖下め がけ
て、頭か らと びこん だので す。
なんと 、
【もや もや 】は、ぼく のここ ろ のなかか ら、飛びだ してゆ きま

した。
ぼくは 、全 治半年 の大怪 我を負 いま し たが。

