【 ぶ ん ぶ ん くん 】
このお ばけ は、ぶ んぶん 飛ぶ お ばけ で のう。
空を飛 べる という ことは 、わ しらに と っては夢 じゃ からの う、
【ぶ んぶ
んくん】 は、 わしの あこが れでも あっ た わけじゃ 。
それに 【ぶ んぶん くん】 は、 睾丸（ こ うがん） じゃ のうて 、紅顔 （こ
うがん） の、 美少年 じゃっ たから のう 。
その【 ぶん ぶんく ん】が あると き、
「金ちゃ ん困 った、 ぼく飛 べなく なっ た よ」
と、わ しに 相談に きたん じゃ。
相談さ れて も、飛 んだこ とのな いわ し には、よ うわ からん 。
それで、わしを飛ばしてくれたら、懐爺を紹介してやる、懐爺なら、
【 ぶ ん ぶ んく ん】を また飛 べる ように し てくれる はず じゃと 、口か らで
まかせに いっ たんじ ゃ。
するて えと 、
「いいよ 」
と、わし もめん くらっ たくら い 【
、 ぶん ぶんくん 】は即答 したも んじゃ 。

わしは 【ぶ んぶん くん】 に連れ られ て 、城跡に 行っ たんじ ゃがの う。
石垣の 上か ら飛び 立つっ てこ とで、 わ しはじつ は、 高所恐 怖症（ こう
しょきょ うふ しょう ）じゃ から のう、 足 がふるえ て仕 方なか ったも んじ
ゃ。
するて えと 、
「心配い らな いよ、 こうし て飛ぶ んだ よ 」
という がは やいか 、
【ぶん ぶんく ん】は さっさと 飛び 立って しまっ たん
じゃ。
いんや 、飛 び立っ たつも りだ ったの じ ゃろうが 、【ぶん ぶんく ん】は 、
そのまま 真っ 逆さま に、地 上めが けて 落 下してし まっ たんじ ゃ。
わしは 、ぺ しゃん こにな った 【ぶん ぶ んくん】 を、 上から 見下ろ しな
がら、土 下座 （どげ ざ）し て謝り たい と おもった んじ ゃが。
するて えと 、紙っ ぺらみ てえ になっ た 【ぶんぶ んく ん】は 、風に 吹か
れて、ぶ ーん ぶーん と気持 良さ そうに 、 どこかへ 飛ん でいっ ちまっ たん

じゃ。

まだま だい るけど 、喋っ てい ると、 な んだか背 筋が 寒くな ってき よっ
ので、こ れく らいに してお くぞい 。

これで 、学 校の怪 談は、 おしま いじ ゃ 。

＊

＊

「金ちゃ んな ら、も っと逢 ったで しょ う 」
「それが わか らんか ら、おし まいな んじ ゃ。つまり のう、あ のお ばけは 、
ほんとう にお ばけだ ったの か、 おばけ っ ぽかった だけ で、や っぱり 、し
ょうしん しょ うめい 、し ょうが っこ うの 、ともだち だっ たのか もしれ ん。
なんか、 そう おもう ことが あって のう 」
「そうで すか 。おば けは常 にお ばけっ ぽ いもので す。 けれど も、人 間は
たまにお ばけ っぽい もので す」
「もっと 、し んこく なはな しでの う」
「深刻で すか 」
「たとえ ばじ ゃがの う、わ しの しょう が っこうに は、 どうし たわけ か、
しょうが いの あるこ どもが 、け っこう お る。めが よく みえな いこど も、
ほとんど ある けない こども 、せ なかに お おきなこ ぶが あるこ ども、 ぜん
ぜんべん きょ うがで きない こど も、と き どきうな った りさけ んだり する
こども、そ うい うこど もらを、わしら はお ばけじゃ おば けじゃ、とよぶ 、
よぶだけ じゃ のうて 、そう おもい こん ど る」
「だから 金ち ゃんは 、おば けにい つも 同 情的なん です ね」
「そらあ ちが う。わ しはお ばけ にあこ が れたり、 やき もちや いたり した
ことはあ って も、ど うじょ うし た りは せ ん。なぜ って 、おば けは、 ふつ

うのにん げん にはな いもの を、 もっと る からじゃ 。で なけれ ばみん な、
おばけを これ ほどこ わがっ たり はしめ え 。かいじ いが 、まえ にいっ とた
ろ、おだ のぶ ながの はなし 。ぼ うさん は 、ふつう のに んげん にはな いも
のを、も っと るじゃ ろ。だ から おだの ぶ ながは、 やき もちや いたん じゃ
ないかの う」
「そうか もし れませ んねえ 。た しかに お ばけは、 普通 の人間 にはな いも
のを、持 って いるか もしれ ませ ん。け れ どもおば けは 、普通 の人間 にあ
るものを 、持 ってい ないの ではな いで し ょうか」
「それは なん じゃ」
「それは なん で しょ う。そ れを かんが え るのが、 これ からの わたし たち
の課題で はな いでし ょうか 」
「わたし たち とは、 かいじ いとわ しか の う」
「それと 、多 くのわ たした ちです 」

