５ ３ 【 や ま んば 】
あると き、 こんな ことを かんが えま し た。
この村 はま るで、 作り物 みたい 。
神様か おば けが作 ったも のにち がい な い。
村の真 ん中 に広場 がある 。
その広 場を 取り囲 んで民 家があ る。
川は手 前か ら小川 、中川 、大川 と、 並 行に整然 と流 れてい る。
大川橋 を渡 ると町 にでる 。
山は反 対方 面にあ って、 小山 が左端 に 、右端に 中山 、中央 に大山 があ
る。
あとは 低い 野原の 連なり 。
そんな こと を懐爺 にいっ てみた ら、
「この村 の山 や川は 、【 やまん ば】が 造 ったので すよ 」
といい まし た。
「【や まんば 】た あ、や まのば ばあの こ とか」
「そうい う言 い方も ありま すが 、
【や まん ば】はも ともと 、山や 川を造 る
神様でし た。 地方に よって は【 やまは は 】といい ます 。母な る山や 川と
いうこと で。と ころが あると き 、山は 崩れ 、川は氾濫 する なんて ことや 、
山川での 事故 が続い たので すよ 。嵐は 【 やまんば 】が 造るも のでは あり
ませんか ら、おそ らく嵐 を造 る神様 が、
【 やまなが れ】や【か わうそ】や
【ひょう すえ 】をそ そのか して 、【や ま んば】に 意地 悪をし たんで すね 」
「かみさ まも 、いじ わるす るんか 」
「神様は 世界 中で一 番意地 悪な んです 。 なにせ人 間を 造って おいて 、人
間を死な すん ですか らね」
「そうい うも んかの う」
「それで 【や まんば 】は、 人間 たちに 追 われた。 人間 たちは 石や糞 を投
げつけて 、
【 やまん ば】を 人間世 界か ら追 い払った ので す。それ でし か た
なく【や まん ば】は 、自分 が造っ た山 の 奥深くへ 逃げ 込んだ のです 」
「にんげ んも 、いじ わるじ ゃのう 」
「人間は 意地 悪な神 様が造 ったも ので す から、本 来意 地悪な んです よ」
「じゃが 、か いじい は、い じわる じゃ な いのう」

「わたし もじ つは意 地悪な んで す。こ う して金ち ゃん が来て くれる たん
びに、お ばけ の話ば かりし ている んで す からね」
「そらあ 、い じわる のはん たいじ ゃ」
「ありが とう ござい ます。 意地 悪な人 間 が、意地 悪か ら脱皮 するに は、
友だちを 作る ことで す。わ たし には金 ち ゃんがい る。 金ちゃ んには 完ち
ゃんがい る。 それで 意地悪 か ら、 脱皮 （ だっぴ） でき ている んです 」
「なるほ どの う」
感心は した けれど も、興 味はや はり 、【やまん ば】 にあり ました 。
「して 、【や まん ば】は どうな ったの か のう」
「【や まんば 】は神 様に はめず らしく 、親 切な神様 でし たが、そ の後 は山
の奥に棲 んで 、意地 悪婆の おば けにな っ て、とき どき やって くる人 間た
ちを、か たっ ぱしか らくっ て、く いま く って、暮 らし ている のです 」
「おそろ しい のう。 せつな いのう 。い じ わるじゃ のう 」
「人間が しで かした 結果で すから 、
【やま んば】だけを 責め るわけ にはい
きません が」
「ならば 、【 やま んば】 ととも だちに な ろう。さ すれ ば【や まんば 】も
わるさせ んじ ゃろ」
ぼくの 発案 に、懐 爺は膝 を叩き まし た 。
「金ちゃ ん、 いいと ころに 気が つきま し たね。で もも う遅い のです 。わ
たしが掴 んだ 情報で は、最 近村 人たち や 観光客（ かん こうき ゃく） たち
が警戒（ けい かい） して、 山の 奥に行 か なくなり まし た。そ れで【 やま
んば】は 、たべ るも のがな いから 、餓死（ がし）し てし まった そうで す」
懐爺は 遠く を見る 眼をし ました 。
懐爺の 話に は付け 足しが ありま す。
ここで 紹介 するに は、ち ょっ と陰惨 （ いんさん ）な 話かと おもわ れま
したが、 さり げ なく 付け足 してお きま す 。
【やま んば 】は、 餓死し そう になる と 、山から 村に おりて きて、 夜遊
びをして いた 村の娘 をくっ てしま う。
そうし て娘 の皮を はがし て、そ れを 身 に付け、 娘に なりす ます。
小声の 娘が 、とつ ぜん大 声に なった も のだから 、親 があや しんで 、娘
の寝所（し んじょ）をのぞ くと 、
【やま ん ば】が娘の 皮をぬ いで、眠 りこ
けていま す。

親が急 にお そいか かった もの だから 、 さすがの 【や まんば 】も、 いの
ちからが ら山 へ逃げ たので す。
それか らと いうも の、村 の娘 は、夜 遊 びどころ か外 出をゆ るされ ず、
みんな箱 入り 娘にな って し まっ たので 、【やまん ば】 は村に おりて こず 、
また村人 も観 光客も 山の奥 には 行かな く なったも のだ から 、【や まんば 】
は餓死と なっ たのだ そうで す。
【やま んば 】は人 間ばっ かり くわな い で、山に いる 兎（う さぎ） や猪
（いのし し） とか、 山にみ のる 柿とか 栗 とかを、 くっ ていけ ばいい のに
とかんが えま したが 、たぶ ん【 やまん ば 】は、人 間を くわな いと満 足し
なかった のだ ろうと かんが えまし た。
芋好き のぼ くでも 、やっ ぱり 米のめ し をくわな いと 、満足 しない のと
どうよう に。

