＋ １ ９ 【 き ょん ぽ ん 】
いつか らか、ぼくの 村は 周りの 村から 、
〈おばけ 村〉と よばれ はじめ て
いて、そ れは ぼくの 最大の 自慢で した 。
「がいこ くに も、お ばけむ らはあ るん か のう」
と懐爺 にき くと、
「あると いう 噂はき きます が、 なにし ろ わたしは 外国 へ行っ たこと があ
りません から ねえ」
「でも、 あの よへは 、いっ たこと ある じ ゃろ」
こども なが らに、 かまを かける と、
「しかし 外国 にも、 当然お ばけは い ま す 」
と、懐 爺は しらば っくれ ました 。
「がいこ くの おばけ も、み てみた いの う 」
懐爺は 乱杭 歯（ら んぐい ば） をむき だ しにして 笑っ てから 、おも むろ
に話しだ しま す。
「西洋で 一番 こわい のは【 きゅ うけつ き 】です。 これ は人間 の生き 血を
吸います 。吸 われた 人間は 、死 ぬか自 分 も【きゅ うけ つき】 になっ てし
まいます 。新しい ところ では 、
【ぞん び 】もこわい 。これも やるこ とは【き
ゅうけつ き】 に似て います が、 ちがう の はひどく 汚い ところ で、わ たし
によく似 てい ます。 中国で 一番 こわい の は、やは り【 きょん しー】 です
かね。こ れは こども のおば けで 、この 村 でもたま に出 没（し ゅつぼ つ）
します。村 のひと たちは【 きょん しー】とはいわ ずに 、
【きょ んぽ ん】た
まに【き ょん きょん 】とか よんで いま す がね」
「【き ょんぽ ん】た あ、か わいら しい なま えじゃの う。ち っとも こわ くな
さそうじ ゃの う」
「ところ が【 きょん ぽん】 は、 見かけ に よらず武 術（ ぶじゅ つ）の 達人
（たつじ ん） なので す。ど んな に強い 者 が立ち向 かっ ても、 こども 相手
のはずが 、お とな相 手に赤 ちゃ んが闘 っ ているか んじ で、ま ったく 歯が
たちませ ん」
懐爺は 【き ょんぽ ん】が 使う武 術の 真 似をしま した 。
「かいじ いで も、だ め かい 」
「わたし は立 ち向か いませ ん」

そんな はず はない がまあ いいか 。
「わしは 、た ちむか いたい のう。 ぶじ ゅ つをべん きょ うした いのう 」
「金ちゃ んは 武術を やる必 要は ありま せ んよ。ほ とん どの武 術の根 っこ
にあるの は、
〈こわ いも のしら ず〉と いう ことで、そうい う人間 は武 術を
習わなく とも 、同じ 力を有 して いるの で す。金ち ゃん はおば け相手 に鍛
（きた） えて います から、 いま や武術 家 よりも上 じゃ ないで しょう かね
え」
「そんな ら【 きょん ぽん】 とたた かえ る かのう」
「戦えま す。
【きょ んぽ ん】にと って 最も おそろし い相 手は〈こ わい もの
しらず〉 なん です。 十中八 九勝て ます 。 勝てます 勝て ますと も」
懐爺は 妙に いい張 りまし た。
「ごぶご ぶで もいい から、 たたか いた い のう」
という わけ で、ぼ くは【 きょ んぽん 】 が出没す ると いう山 寺へ行 きま
した。
学校帰 りに 毎日立 ち寄り ました 。
勝手に 作っ た歌を 歌いな がら 、
【 きょん ぽん】の出現 を待 ち続け ていま
した。

きょん ぽん ぽん
きょん きょ んぽん
でてこ いで てこい
でこぽ んぽ ん
ぽんぽ んと
てのな るほ うへ
やって こい
ほうら ぽん ぽん
きょん ぽん ぽん
けれど も何 日経っ ても【 きょん ぽん 】 には遭え ませ んでし た。
懐爺は 真面 目くさ って、
「【き ょんぽ ん】 は、金 ちゃん がこわ く てでてこ られ ないの ですよ 」
といっ たけ れども 、ぼく のた めに、 懐 爺がさっ さと 退治し てしま った

のだと、 ぼく はかん がえた もので した 。

