＋６２【へたれ】
「かいじ い、 くさく ないか のう」
「くさい です か、金 ちゃん 」
「くさく てた まらん のう」
「すいま せん ねえ。 わたし は何 十年も 、 風呂には いっ て いま せんか らね
え」
「かいじ いの におい には、 なれと る。 こ れは、お なら のにお いじゃ 」
「わたし はお ならす るほど 、食べ てい ま せんから ねえ 」
「かいじ いが はんに んとは 、い っとら ん 。におい はあ っちの みちの ほう
からじゃ 」
「ああ 、
〈 桜の花 道〉といわ れてい る、あ の道です ね。牛が糞 でもた らし
ましたか ねえ 」
「うしや うま の、ふ んの、 にお いには 、 なれとる 。こ れは、 なれと らん
においじ ゃ」
「ははあ 、
【 へ たれ 】です かね 。一 年にい っ ぺんしか でて こない んです が、
もう一年 経ち ました かねえ 」
「【へ たれ 】とい うおば けか い。へ をたら すおば け で、へたれ たあ 、たん
じゅんだ のう 」
「まあそ うで す。単 純にお ならが 臭い だ けのおば けで すから 」
「それに して も、あ のひど いにお い、 な んとかな らん のかの う」
「金ちゃ んが 自分で 、話を つけた らい い んじゃな いで すかね 」
「どうは なし つける んじゃ 」
「それは まあ 、出た とこ勝 負です かね 」
「そんな ら、 とくい じゃ」
「では〈 桜の 花道〉 へ、い ってら っし ゃ ーい」
「おうい 、【 へた れ】よ 、でて こいや 」
「ぼくを 呼ぶ のは、 もしか して昔 なじ み の【くさ れ】 ですか い」
「【く され】 じゃ ねえ。 わしじ ゃ」
「もしか して 幼なじ みの【 くそっ たれ 】 ですかい 」
「ふざけ るな 。きん ちゃん だよ」

「金ちゃ んな ら金ち ゃんと いって くだ さ いよ」
「わしを しっ とるの か」
「おばけ の世 界で、 金ちゃ んをし らな い ものは、 もぐ りです よ」
「そうか のう 、そう かのう 、うれ しい の う、うれ しい のう」
「それで は金 ちゃん 、さよ うなら 」
「【へ たれ 】まて や。おまえ 、ふ んころ が しみたい な、ちっち ゃなか らだ
で、よう もま あ、そ んなに くさい おな ら がでるの う」
「臭い人 間の 臭い世 の中の 臭い 空気を 吸 っとると 、臭 いおな らがで ない
ほうがお かし いでし ょう」
「それに して も、く さすぎ るのう 」
「 金 ちゃ んた ら。教室 でお ならば かりし て、
【 おおへ たれ】って陰 で呼ば
れてるの 、し らない んです ねえ」
「わしが 【お おへた れ】じ ゃと。 しら ん しらん」
「同級生 はみ んな優 しいか ら、 という よ り、金ち ゃん がひど く怖い もん
だから、 金ち ゃんに いえな いで我 慢し て るんです ねえ 。かわ いそう に」
「わしの どこ がこわ いんじ ゃ」
「怖い怖 い。 おばけ より怖 いです 」
「なんた るぶ じょく 」
「誉（ほ ）め ている んです よ。 おばけ を 怖がらな い人 間ほど 怖いも のは
いません 」
「わしの おな らは、 そんな にくさ いん か のう」
「とても 人間 のおな らとは おもえ ませ ん 」
「なぜか のう 。なん とかな らんの かの う 」
「蛙の干 物ば かり食 ってる せい ですね 。 蛙の干物 は控 えて、 蛇の干 物に
するとい いで すよ」
「ようわ かっ た。そ うする ぞい」
「本当に 良か ったで す。そ れでは さよ う なら」
「まてま て。 まだま だはな しある ぞい 」
「ぼくは 忙し いので 、この へんで 失礼 し ますよ」
「おいお い。 もしか してお まえは 、か え るのおば けじ ゃなか ろうな 」
「蛙がな くか ら、帰 ろ」
「またあ える かのう 」

「臭いぼ くで も会っ てくれ るんで すか 。 鼻がまが りま すよ」
「おたが いさ まじゃ 」
「それで は来 年の桜 の季節 に、〈桜の 花 道〉でお あい しまし ょう」
「だば、 さよ うなら 」
「はい、 さよ うなら 」

