＋ ２ 【 お に どく ろ 】
【がしゃ どく ろ】とち がう 、
【が しゃ どく ろ】より もずっ とおそ ろし い髑
髏（どく ろ） が、最 近出没 （し ゅつぼ つ ）すると いう ので、 懐爺の とこ
ろへいっ てき いてみ ました 。
「どこが おそ ろしい んじゃ い」
「それは 【お にどく ろ】と いいま す」
「おにの どく ろかい 」
「はい。 鬼が 死ぬに 死ねず 、髑 髏のお ば けになっ たも のです から、 鬼の
おそろし さと 髑髏の おそろ しさが 合体 （ がったい ）し てます 」
「ふん。 いち かける いちは 、いち じゃ ろ 」
「かけな いで たして くださ い。い ちた す いちはに です 」
懐爺は 指を 二本出 しまし た。
「その【 おに どくろ 】に、 なんと かあ え ないもん かの う」
ぼくは 頼ん でみま した。
「会えま せん 」
懐爺は 断固 （だん こ）と してい いま し た。
「あわせ ろや 」
「会わせ られ ません 」
「なんと かせ いや」
「何とも なり ません 」
「そこを なん とかで きんか のう」
「山田さ んも 川田さ んも原 田さん も、
【お にどくろ 】退治 に行っ て、逆 に
【おにど くろ 】に食 われて しま ったん で すよ。そ れで その三 人もい まは
新しい【 おに どくろ 】にな って、 獲物 を 探してい ます 」
「わしは くわ れるま えに、 ともだ ちに な る」
「ともだ ちが いない から【 おに どくろ 】 になって しま ったん で、と もだ
ちができ る性 格なら 【おに どくろ 】な ん かにはな りま せん」
「そうい うも んかの う」
「金ちゃ んは 、命が 惜しく はない んで す か」
「いのち より も、お ばけじ ゃ」
「なるほ ど。 金ちゃ んは死 んでお ばけ に なりたい んで すね」

「ばれた かの う」
「残念で すが 、金 ち ゃんは 死んで もお ば けにはな れま せんよ 」
「どうし てじ ゃい」
「どうも こう も、金 ちゃん は此 の世の 人 間に恨み なん かもっ ていな いで
しょう。 此の 世の人 間をい じめる 気な ん かないで しょ う」
「うらみ はな いけん ど、し んだ らうら み がでる。 いじ めるき はない けん
ど、しん だら いじめ たくな る」
「困った 性格 ですね 」
懐爺は 頭を かかえ ました 。
何とな く形 勢有利 （けい せいゆ うり ） とおもえ てき ました 。
「あわせ るん じゃな 」
「わたし はお ばけの 紹介人 ではあ りま せ ん。それ に」
「それに 、な んじゃ 」
「金ちゃ んが 【おに どくろ 】に ぺろり ぺ ろり、む しゃ りむし ゃりと 食わ
れてしま った ら、わ たしは 寂しく て生 き てはいけ ませ ん」
懐爺は 、
【 お にどく ろ 】が人 を食べ る様 子を実演 して みせて くれま した 。
ぺろり ぺろ りんこ
むしゃ むし ゃりん
ぐじゅ りぐ じゅん
がつん がつ がつん
ぐぐい ぐぐ んんぐ
むぐう むぐ んんぐ

その様 子を 見てい ると 、
【お にどく ろ】に食われ るの だけは、死ぬ より
も嫌だと おも われま した。
それと 、寂 しくて 生きて はい けない と いってく れた 懐爺の ために 、死
にたくな いと おもい ました 。
それで ぼく は、【おに どくろ 】に会 う ことがで きな かった のです 。

