The Ogre Who Lost Her Beloved Son
Long, long ago, there lived a mother ogre
and her 500 children in a mountain far from
human habitation. Every night she climbed
down the mountain, sneaked around
villages, and kidnapped many children.
They were food for the ogre and her
children to live on. She felt no pity for the
children, let alone for their mothers.
The Buddha heard the children's death
cries every night. He felt very sad and had
great sympathy for the victims and their mothers. He couldn't permit the ogre's
brutal act any more. So he hid her beloved baby, her youngest son, in a secret
place.
The mother ogre soon noticed that her baby boy was missing. She looked for him
in every nook and cranny, in and out of the mountain, and in villages as far as she
could reach. She grieved for the missing son so much that she bawled away at the
sky all day long. Her cries reached the Buddha's ears. The mother ogre ended up
visiting the Buddha as her last resort.
The mother asked the Buddha,
"I've been looking for my missing baby. I know you have supernatural powers.
Would you tell me where my boy is?"
The Buddha asked back,
"You are looking for your baby? But you have still a lot of children left, don't you?
Why are you crying so badly?"
The mother ogre implored him for mercy,
"I have 500 children, but now my beloved one is gone. I searched for him
everywhere but I couldn't find even a footprint of his. Oh, merciful Buddha,
please tell me where he is."
"You look pretty sad. But I have no sympathy for you. You killed many human
children. How deeply their mothers have grieved! Have you ever thought about
them? " Buddha said.
The mother ogre couldn't answer. She hung her head deeply for a while. But at
last she said,
"It's unbearable for me to lose the baby. I feel like my heart will break. It is the
first time I've felt this way. Oh, if I could hug him in my arms again, I'd put up
with any hardship!"
"Now you understand the parents' grief over the children who were killed by you,"
the Buddha said to her in a dignified tone, "From now on, you mustn't kill anyone.
If you promise me, I'll tell you where your son is."
The mother said,

"Your words touched my heart. I was a selfish mother. I vow never to kill anyone
from the bottom of my heart. I promise...but...," then the mother murmured,
"How will I live without having any human meat?"
"I recommend to you some good food. Try this pomegranate, the taste of which is,
they say, similar to human meat," Buddha handed her a pomegranate.
"I appreciate your advice. I really repent of what I did. I know that nothing can
atone for my sin. What should I do?" she asked.
"Keep your mind in peace. Embrace the Buddhist faith. You can learn it with my
disciples," his voice had a benevolent sound.
From that time she practiced severe asceticism with his disciples and became a
faithful disciple. She wasn't an ogre anymore. She worked for mothers and
children to help them live safely and peacefully. Later she was called 'Kishibojin,'
a guardian deity of mothers and children.
○どうして「鬼」は子供を食べるのをやめたのでしょう。

鬼子母神
むかし、むかし、人里離れた山奥にお母さん鬼と五
百人の子鬼がおりました。お母さん鬼は、夜な夜な
山を降りて来て村に忍び込み、人間の子供達を沢山
さらいました。それは、鬼の親子が生きていくため
の糧（かて）でありました。お母さん鬼は、その子
達をかわいそうだ、などど思ったことはありません
でした。ましてその子達のお母さんの悲しみなど考
えたこともありませんでした。
お釈迦様は、子供たちの断末魔の叫びを夜毎耳にし
て、痛く悲しみ、犠牲になった子供たちや、その母
親たちを気の毒に思いました。お釈迦様は、これ以上、母鬼の野蛮な振る舞いを許すわけにはい
きませんでしたから、お母さん鬼が誰よりも可愛がっている赤ちゃん鬼を秘密の場所に隠しまし
た。
お母さん鬼は、まもなく赤ちゃん鬼がいなくなったことに気が付きました。わが子を求めてあら
ゆるところを探しました。山の中はもちろん山の周りも、行ける限りの村々も。愛児を失った悲
しみから、天を仰いで一日中泣き叫びました。その声はお釈迦様の耳まで届きました。お母さん
鬼は結局最後の手段としてお釈迦様に望みを託しました。
お母さん鬼はお釈迦様に訊ねました。
「行方不明の乳子を捜しております。お釈迦様は不思議な力をお持ちです。どうか私の子供の居
場所を教えてください。」
お釈迦様は聞き返しました。
「そなたは子供を捜しておるのか。そなたにはまだ子供が沢山いるではないか。何故そんなにひ
どく悲しんでおるのだ。」
お母さん鬼は、後生だからお慈悲を、とお釈迦様に泣きつきました。
「おっしゃるとおり私には五百人の子が・・・でもでも私の大事な子がいなくなってしまいまし
た。ありとあらゆる所を探してみましたが、足跡ひとつ見つかりませんでした。慈悲深きお釈迦
様、どうか居場所を教えてください。」
「随分悲しそうな顔をしているな。しかし同情はしないぞ。お前は人間の子供を沢山殺した。
あの母親達の嘆きはどんなに深いことか！そのことを考えたことがあるか。」お釈迦様は問いま
した。
お母さん鬼は返事ができないまま、深くうなだれておりましたが、やっとこう言いました。
「子供を失うことは耐えられないことです。私の心が粉々になったような気がします。こんな気
持ちになったのは初めてです。またあの子を抱きしめられるのなら、どんな苦労もいといません。」
「ようやくお前にも、殺された子供達の親がどんなに嘆き悲しんでいるか、分かってきたようだ
な。」お釈迦様は威厳ある口調で言いました。「これからは、誰一人殺してはならぬ。約束する
なら、息子の居場所を教えてあげよう。」
お母さん鬼は答えました。

「あなた様のお言葉、心にしみ入りました。私は自分のことしか考えない母親でした。心の奥か
ら誓います。二度と人を殺したりはしません。約束します...でも...。」それからつぶやくよう
に言いました。
「人肉を食べないでどう生きていけばよいのでしょう。」
「いい食べ物を教えてあげよう。この柘榴（ざくろ）を食べてみなさい。味が人間の肉と似てい
るということだ。」お釈迦様はお母さん鬼に柘榴を手渡しました。
「お言葉ありがとうございます。私がしたことを後悔しています。でも私の罪は何をもってして
も償えるものではありません。どうしたらよろしいのでしょう。」お母さん鬼は訊ねました。
「心を穏やかにしなさい。仏道に帰依しなさい。我が弟子と共に学びなさい。」お釈迦様の声が
やさしく響きました。
お母さん鬼は、それ以来、お釈迦様の弟子と共に苦行を積み、お釈迦様の忠実な弟子となりまし
た。もはや鬼ではありませんでした。母と子が安全で平和に暮らせるように力を尽くしました。
後々、「鬼子母神（きしぼじん）」と呼ばれ、母と子の守り神となりました。

