９ 【 か げ の また か げ 】
これも 、う ららか な春の 、午後 の出 来 事。
村の春 の魅 力は、 言葉で あらわ しに く い。
陽炎（ かげ ろう） がたっ て、 そのむ こ うにみえ る人 は、誰 でもみ んな
うつくし い。
まだ夏 では ないの に、裸 になっ てし ま いたい、 気持 ちがわ きおこ る。
それは ぼく だけで はなく 、とも だち も そうだと いう 。
その日 は、 五月晴 れとい うのだ ろう か 、影も濃 い。
その自 分の 影に、 また影 がある のに 気 づきまし た。
影だけ でも 御荷物 （おに もつ ）なの に 、また影 があ るなん て、と 気が
重くなり まし た。
これは【 おばか げ】とい う、おば けに ちがいな いと 、
【おば かげ】と い
っしょに 、足 どりも 重く、 懐爺の とこ ろ にいきま した 。
「たいへ んじ ゃ。【おば かげ】 がつい て くる」
ぼくは 、体 をひね ってみ ました 。
ぼくの 影も 、【 おばか げ】も 体をひ ね る。
ぼくは 、お ならを してみ ました 。
ぼ く の 影も 、【 おばか げ】も おなら を する。
「【お ばかげ 】と は、うまい 名前を つけま したね 。本当 は【 かげの またか
げ】という おばけ です。こ の〈また〉が つくおば けは 多くて、た とえ ば、
【ゆめの また ゆめ 】、【しり のまた しり 】 なんての がい ます」
懐爺は 、の んきな 声でし た。
【しり のま たしり 】とい う、 おばけ の 正体を知 りた かった が、そ れど
ころでは ない 。
「なんと かせ いや」
ぼくが さわ いでも 、懐爺 は余裕 （よ ゆ う）しゃ くし ゃくで した。
「こうい う天 気のい い日に 、
【かげ のまた かげ】にでて くる なと命 令する
ほうが、 失礼 でしょ うね」
なんて 、つ ぶやい ていま す。
「どうし たら いいか のう」
まだ日 は暮 れない のに、 ぼくは 途方 （ とほう） に暮 れまし た。

途方に 暮れ る、な んて言 葉の 意味は わ からなか った が、お そらく こう
いう気分 をい うのだ ろうと 、おも って い ました。
「どうせ 金ち ゃんの まねを して いるだ け ですから 、死 んだふ りでも すれ
ば、【 かげの また かげ】 は死ん でしま う でしょう 」
しかし ぼく は、死 んだふ りなど 、し ま せんでし た。
【かげ のま たかげ 】を死 なすの は、 不 憫（ふび ん） だった から。
それで もそ れから のぼく は、 天気の い い日には 、な るべく 外にで な い
ことにし まし た。

