＋ ４ ３ 【 ど っち も ど っ ち も 】
いまは どう なのか わかり ませ んが、 当 時のぼく たち は、先 生にあ だな
をつける とい うと、 だいた いおば けの 名 前をつけ たも のでし た。
【うみぼ うず 】とか 【ひょ うす え】と か 【いった んも めん】 とか【 ばけ
ねこ】と か【 ゆきお んな】 とか。
隣のお 姉さ ん、つ まり山 本不 二子さ ん からきい たこ とがあ ります が、
中学校の 先生 のあだ なも、 おば けがお お くて、な かで も変わ ってい たの
が、
【どっ ちもど っち も】とあだ なをつ け られてい た先 生だっ たとの こと
です。
その先 生は 保健体 育を教 える 高齢の 女 性教諭で した が、お 姉さん にい
わせると 、
「ふつう に見 てもお ばけの 顔」
「逆立ち して 見ても おばけ の顔」
だそう です 。
それで 【ど っちも どっち も】と あだ な がついた そう です。
わざわ ざ逆 立ちし て見る なん て妙な 話 ですが、 体育 の授業 のなか でそ
の姿勢で 見た 同級生 がいた そうで す。
ところ がそ の同級 生は、
「逆立ち して みたら 、女の 先生で のう て 、男の先 生じ ゃった 」
といっ てい たとの ことで した。
（ お か ま じゃ 、おか まじゃ ）
とおも った らしい ですが 、先生 の秘 密 は生徒の 秘密 。
ここは やっ ぱり、 懐爺で しょう 、お 姉 さん。
という わけ で、
「そんな こと あるん かのう 」
懐爺に きい てみま した。
「そんな こと あるん か、と おも わせる の が、おば けの すばら しいと ころ
で、
【 ど っちも どっち も】はお ばけの なか でも、じつ に洒落 た貴重 品です 」
「ひん、 かい 」
「貴重人 とも いえな いし、 貴重 怪人で す かねえ。 すみ ません 、品は 品が

ない、い いか たでし たね」
「わかれ ばい いんじ ゃ。た しか におば け はどうか ぞえ るんか 、わか らん
のう。ひ とり ふたり 、じゃ のう て、い っ ぴきにひ き、 じゃの うて、 いっ
とうにと う、 じゃの うて、 ひと おばけ ふ たおばけ かの う。え えい、 めん
どうくさ いの う」
「いちば け、 にばけ は、ど うでし ょう 」
懐爺が 提案 しまし た。
「ばけい ち、 ばけに が、え えのう 」
ぼくが ひっ くりか えしま した。
「まあ、 どっ ちもど っちも 、とい うこ と ですかね え」
懐爺と ぼく は、顔 を見合 わせて 笑い ま した。
「おちが つい たのう 。だば 【ど っちも ど っちも】 のは なしは 、これ でお
しまいで ええ 」
ぼくは 帰ろ うとし ました 。

めずら しく 懐爺に よびと められ まし た 。
「金ちゃ ん、 せっか くきた んで すから 、 もうすこ しお はなし しませ んか
ね」
「せっか く、 かい。 まいに ちきて ても 、 せっかく かい 」
「はい。 とこ ろで金 ちゃん 、恐怖 と畏 怖 のちがい って 、わか ります か」
「わから いで か。き ょうふ は、 きょう 、 きょうだ けこ わいこ とじゃ 。あ
したは、 こわ くない 。いふ は、 いのふ が ひっくり かえ るくら い、こ わい
ことじゃ 」
「ううむ 。う まい、 うます ぎます 」
「あたり かの う」
「当たり です 。恐怖 と畏怖 は、 それほ ど ちがう怖 さな のです が、大 昔か
らおばけ は、 人間に 恐怖を 与え るもの と おもわれ てき ました 。でも わた
しはおば けの 本当 の 恐ろし さは 畏怖に あ る。畏怖 を与 えない おばけ は、
じつはお ばけ の三下 やっこ でし てね。 そ の【どっ ちも どっち も】は まち
がいなく 畏怖 を与え ますね 。隣の お姉 さ んはどう いっ ていま したか 」
「やさし いせ んせい 、だと いっと った 」
「それだ けで すか」

「おとこ かお んなか 、どっ ちか わから ん 、という のは おそろ しい、 いう
とった」
「それだ けで すか」
「おとこ のせ いとの きもち も、 おんな の せいとの きも ちも、 りょう ほう
わかるせ んせ いで、 そうい うこと もお そ ろしかっ た、 いうと ったの う」
「それで すよ 。【 どっち もどっ ちも 】の 怖さは 、【 どっち も どっ ちも】 が
えらいお ばけ だとい う証拠 です」
「えらい こっ ちゃの う。さ んした じゃ の うて、さ んう えかい 」
「三上も 上、 雲の上 ですよ 」
それか ら懐 爺は 、
【ど っちも どっち も】と、若い ころ友 達だっ たこ とを
白状しま した 。

