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「きらわれもののコオロギ 」

高橋桐矢

あるところ に、きらわれもののコオ ロギがいました。
いつも気難しい顔をし て、だれかれかまわず、ど なりちらすのです。もち ろん、家族
も友達も いませんでした。
若いキリギリスが、 知らずにコオロギに声をか けました。

「はじ めまして、コオロギさん。 いっしょに合唱しましょう よ」
コオロギはキリギ リスをにらみつけました。

「バ カにしているのか！ わし の羽がやぶれているのが見 えるだろう！」
「ごめんなさい。 そんなつもりじゃ」

悲し んで苦しんで泣くがいい」

最 後まで聞かずにコオロギは キリギリスにとびかかりま した。
「お前の羽も同 じようにしてやる！」
かわいそうなキリギリスは 、羽をやぶられてしまいま した。
コオロギは大 声でわらいました。
「いいきみだ！ やぶれ羽 のキリギリスめ！
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旅のスズムシが声をかけて きたこともありました。

「コオロギさ ん、よい月夜ですね」
コオロギは、スズムシを にらみつけました。スズム シは、大きくてりっぱな 羽に、じ

ょうぶそう な足をして、長くてしな やかなしょっかくを優雅に ゆらしています。ふるま
いも礼儀正しく落ちつ いています。そのすべてが 、コオロギの気にさわりま した。

「あざわら っているんだろう！ ど うせわしは 、羽もぼろぼろだし 、足も一 本足りない 、
がたがたの年寄りさ 。お前さんから見たら、わ しなんてクズみたいなもん だろう！」

「そん なこと」
スズムシが最後ま で言うのをまたずに、コオ ロギはとびかかりました。

「お 前の足ももぎとってやる！ 」
かわいそうなス ズムシは、さめざめと泣き ながら行ってしまいました 。

ス ズムシの後ろすがたを見な がら、コオロギは満足でし た。
「いいきみだ！ 足なしのスズムシめ！ うらんでねたんで泣くが いい」
きらわれもののコオロギは 、
羽はやぶれているし 、
足 も一本取れてしまっていま した 。

むかし、鳥に つつかれてなくしたのでし た。命だけは助かりました が、大きな傷をおい
ました。
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いじわるするようになった のはそれからです。

ひどいいじ わるをするコオロギには誰 も声をかけなくなりました 。
ひとりでいるとつまらな いので、わざわざ誰かのと ころに行っていじわるし ます。す
るとよけい にきらわれて、とおざけ られるようになりました。
コオロギはもう何日も 誰とも話していませんでし た。

一匹のシ ャクトリムシが目に入り ました。羽も足もないイモ ムシでは、いじめがいが
なくてつまりません 。
「ふん ！ シャクトリムシか」
シャクトリムシが 丸い頭を持ちあげました。

「あ なたがきらわれもののコオ ロギさんですね。おうわさ は聞いています」
知っているなら 遠慮もいりません。コオロ ギは容赦なくシャクトリム シをこきおろし

ま した。
「クズ虫め！ 木のえだをはうことしかで きない、のうなしめ！ お前に羽や足がある
なら、むしりとってやった ものを！ そもそもお前は 何も持っていないんだから な！」

シャクトリム シは、丸い頭をかたむけて じっと聞いています。泣 きもせず、にげだし
もしないシャクトリムシの 鈍感さに、コオロギはま すます腹が立ちました。
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「いいか！

おぼえておけ ！

お前はこれからきたな らしいガになるんだろう ！

ぶよ

ぶよと太った 腹で、うすよごれた色の 羽で夜空をみっともなくと びまわるんだろう。そ
したらわしが、お前の羽 をやぶいてやる！ 足をも ぎとってやる！ せいぜ い泣きわめ

くがいい！ ああ、楽しみだ！」
コオロギは、シャクト リムシがじっと見ているの に気づきました。
「ああ、 コオロギさんは、足と羽を けがしているのですね」
コオロギは、やぶれ た羽ともげた足を、かくし ました。

わ しと

「見る んじゃない！ わしをバカ にしおって！」
「バカにしていま せん。でも、誰かの羽や足 を取っても、コオロギさん の羽と足がはえ
てく るわけではないでしょうに 」
コオロギは、怒 りのあまり足をふみならし ました。

「 わしと同じめにあわせてや るんだ！ わしの苦しみを 味あわせてやるんだ！
同じく天をうら み、世界をのろえばいい！ 」
体をふるわせるコオロギを 、シャクトリムシは、じっ と見つめていました。

「それでコオ ロギさんは楽になるのです か？」
コオロギは、一瞬、ぐっ とつまりました。シャクト リムシは、まじめな顔で、 おもし
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ろがっているふうではあり ません。でもそれが何だと 言うのでしょう。

「そうだ！ わしは、一人でも多くの ものを、わしと同じように 苦しませたいのだ。世
界中のみんなが不幸にな ったら、わしは本当にすく われるのだ！」

シャクトリ ムシは、体をまげて考え こんでいるようでした。
しばらくして顔をあげ ました。何か晴れ晴れとし た顔でした。
「そうで すか。それならよかった」
コオロギは、ぎりぎ りと歯をならしました。

「お、 お、お前は」
あまりの怒りで口 もきけずにいるコオロギに 、シャクトリムシは、静か に頭を下げま

した 。
「ありがとうござ います。わたしがガになっ たら来てください」

「 ゆるさんぞ、絶対にゆるさ ん！」
コオロギはすて ゼリフをはいて、その場を はなれました。
それからの数日を、ぐらぐ らとにえるような怒りをか かえてすごしました。

どうやって、 シャクトリムシにいじわる してやろうかとそれだけ を考えていました。
まず羽をむしって、それ から足をもいで、それから 口にどろをつめて、それで もまだ
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たりません。シャクトリム シが泣いてあやまって、許 しをこうまでいじわるし てやろう

と、あれこれ 頭をしぼって考えてすご しました。
やがてシャクトリムシは さなぎになって、しばらく して、フユシャクという ガになり
ました。
待ちに待っていた時が きたのです。

コオロギ は、鼻息あらく、フユシ ャクのもとにかけつけまし た。
コオロギは、フユシ ャクに話しかけようとして 、気づきました。

フユシ ャクには羽がありませんで した。
「おい！ どうし たんだ？ わしにやられる 前に誰かにやられたのか？ 」

フユ シャクは答えませんでした 。
実は、メスのフ ユシャクは、最初から羽を もっていないのでした。お となのガになっ

た ら、木の枝をもぞもぞとは って動くことしかできない のです。
コオロギはフユ シャクをどなりつけました 。
「なんてことだ！ おい！ 返事をしろ！」
コオロギは、 なおもさけびました。
フユシャクが、ゆっくり とはって、近づいてきまし た。
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丸い小さい頭に、シャクト リムシのときと同じ小さ な優しい目が笑っています 。……

笑っているよ うに見えただけかもしれ ません。フユシャクには口 がなかったからです。
コオロギは、言葉をなく して、たちすくみました。

フユシャク というガには、最初から 口がありません。食べ物の すくない冬に大人にな
るガです。短い大人の 期間は、何も食べずにすご すのです。
フユシャ クが、もぞりとうごきま した。
コオロギは、とびの くように下がりました。

了

「わし は……、わしは」
いたたまれなくな って、肩を落とし、うなだ れるコオロギを、フユシャ クの丸い小さ
な目 が、ただじっと見つめてい ました。

