１ ６ 【 さ る なし 】
村はず れの 駄菓子 屋（だ がしや ）で 、 完ちゃん をみ かけま した。
完ちゃ んは 、駄菓 子の代 金を、 ねぎ っ ているの でし た。
「ばあち ゃん 、昔は べっぴ んだっ たや ろ 」
「わかる んか い」
「そらあ 、い までも 、いく らかべ っぴ ん だもの。 五円 まけろ や」
「十円の 菓子 、五円 まけろ たあ、 半額 （ はんがく ）に せいっ てこと か」
「十円玉 には 穴があ いてな い。 五円玉 に は丸い穴 があ いとる 。丸く おさ
めろとい う、 めいれ いや」
完ちゃ んは 五円玉 を、ば あちゃ んに わ たします 。
「誰が命 令し たんか 」
「そらあ 、神 さんや 」
「神さん なら しかた ねえ。 売る 売る売 る ぞい。だ が気 をつけ ろや、 その
菓子は、 おば け菓子 じゃか らな」
「なんち ゅう 菓子や 」
「おめえ は、 菓子の 名もし らんで 、く い たいんか 」
「こんぺ いと うでも 、かり んとう でも 、 ないこと は、 しっと る」
「金平糖 みた いに、 安い菓 子じ ゃねえ 。 こいつは 【さ るなし 】じゃ 、本
当は、五 円玉 が百個 ねえと 、くえ ねえ 」
「【さ るなし 】じ ゃと。 ばあち ゃんが 、 猿からか っぱ らった 菓子か い」
「ひとぎ きの 悪いこ と、い うも んじゃ ね え。これ は、 猿が猿 酒つく っと
るあいま に、 くっと る梨じ ゃ。 だから 猿 梨じゃ。 猿亡 しとも いうな 。猿
がこれく って 、よく 死ぬか ら猿亡 しじ ゃ 。こわい おば け菓子 じゃ」
そうい って いる、 ばあち ゃんの 顔の ほ うがこわ い。
「人間で も死 ぬんか い」
完ちゃ んは 、とう ぜんの 質問を して い ます。
「猿が死 んで 、人間 が死な んわけ がね え 」
「だども さ、 猿は生 でくう んじ ゃろ。 人 間は砂糖 （さ とう） づけを 、く
うんじゃ ろ。 死にゃ あせん 」
「 屁 理 屈 （へ りくつ ）いう 餓鬼 （がき ） じゃのう 。ま あええ から、 くっ
てみい」

「おう、 さる なしが こわく て、人 間で き るかって こと よ」
完ちゃ んは ぼくの ところ にくる と、【 さるなし 】を さしだ した。
すきと おっ たふく ろに、 うす い緑色 を した、梅 干し くらい の大き さの
やつが、 十個 ほどは いって いる。
「金ちゃ んに 、ぜん ぶあげ るよ」
「ぜんぶ かい 。はん ぶんで いいよ 」
完ちゃ んと 、ふた りでた べれば 、こ わ くない。
それで 、完 ちゃん と半分 ずつ、 たべ た ものです 。
ものの 五分 とたた ずに、 腹が 痛みだ し 、それか ら、 はげし い下痢 （げ
り）。
ふたり とも 、便所 にいく ひま もない の で、みち ばた で下痢 下痢や りま
した。
何かい 下痢 したか わから ないけ れど も 、ようやく 落ちつ いて きてか ら、
懐爺のと ころ にいき ました 。
「金ちゃ んと 完ちゃ ん、【さる なし】 た べました ね。 おばけ 菓子を 」
「くうた くう た」
「あんな うめ えもん 、はじ めてく うた 」
「おいし い話 にも、 おいし い菓 子にも 、 毒（どく ）が ある。 あのお ばけ
菓子は、 便秘 （べん ぴ）に なった ひと が 、たべる もの ですよ 」
「おばけ 菓子 たあ、 冗談か とお もうた が 、ばあち ゃん 、ほん とのこ とい
うたんじ ゃな 」
完ちゃ んが 、感心 したふ う な、 いい か たをしま す。
完ちゃ んほ ど素直 じゃな いぼく は、 文 句をいい ます 。
「おばけ なん か、ふ つうう るか い。お ば けをうる ばあ ちゃん は、お ばけ
じゃない んか 」
懐爺に きく と、
「あれれ 、金 ちゃん たら、 あの ばあち ゃ ん、おば けな の、知 ってる んで
すか。
【う るうる ばあち ゃん 】とい うおば けで、たしか もう 、三百 歳にな
るはずで すよ 」
「それは 、す げえ」
「それは 、す げえ」
ぼくは 、完 ちゃん といっ しょに 声を あ げました 。

「そうい えば 、
【 すげえ 】と いうお ばけが 、村に やって きたの 、知 ってま
すか」
「しらん 」
「しらん 」
「 そ れ で は、み てきた らい いでし ょう 。
【 うるうる ばあ ちゃん】の駄 菓子
屋の、む かい の空き 小屋に すみつ いた 、 というこ とで すよ」
「どんな おば けなん じゃ」
「特徴（ とく ちょう ）です か。 目が、 あ の空の色 をし ている 。背が 、そ
この杉の 木く らいあ る。足 が、 うらの 竹 やぶの竹 くら い長い 。それ と、
声が、雲 雀（ ひばり ）そっ くりの 、あ い らしさ。 そん なとこ ろです か」
「つまり 、そ の、で っかい 、おば け、 ち ゅう、こ とじ ゃろ」

