２ ５ 【 ど く まる 】
下校中 、乞 食（こ じき） にで あうの は 、めずら しい ことで はあり ませ
ん。
でも、 乞食 のこど もにで あうの はめ ず らしい。
舌打ち をし ている 。
つっつ っつ
つつつ っつ
つっっ つつ
乞食の 子は 油断が できな い。
乞食の かっ こうを してい て、そ の実 、 王子様だ って 話があ る。
それに ぼく のかっ こうだ って、 乞食 の かっこう とあ まり変 わらな い。
つまり 、乞 食の子 なら、 ぼくの 仲間 と いうわけ 。
そのつ もり で、
「ぬしは だれ じゃ」
ぼくは 、な れなれ しくき きまし た。
（もしか する と、か いじい のこど もだ っ たりして ）
とのお もい も、少 しはあ ったの です 。
「おれは 、清 丸（き よまる ）じゃ 」
「いいな まえ じゃの う」
「おまえ の名 前は」
「わしは 、き んちゃ んじゃ 」
「そんな 名前 あるか 。金太 郎とか 金五 郎 とかじゃ ろ」
「すまん のう 。わす れたか もしれ ん」
「おまえ は作 文とか 書かん のか」
「さくぶ んは す きじ ゃ」
「そこに 金之 助とか 金次郎 とか書 くじ ゃ ろ」
「いんや 、か いたこ とねえ なあ」
「あほら しい 。名前 のない 子は乞 食の 子 じゃ」
「ぬしに いわ れたく はない のう」
ぼくが そう いうと 、清丸 は笑い まし た 。
つつっ つつ つ

つっつ っつ っ
つつつ つつ っ
そうか 、さ っきの は舌打 ちでは なく 、 笑い声だ った のか。
「金ちゃ んは 、おれ を知っ ている かい 」
清丸は 歩き ながら ききま した。
「しっと る。 さっき あった きよま るじ ゃ ろ」
ぼくも 歩き ながら 答えま した。
「おまえ は面 白いや つじゃ 。面白 いや つ はいいや つじ ゃ」
清丸は 真 面 目くさ った顔 でいい まし た 。
気づく と清 丸は裸 足（は だし） でし た 。
砂利道 だか ら、足 が痛い はずで す。
ぼくは 靴を 片方あ げまし た。
「これで 、い たさも はんぶ んずつ じゃ 」
ぼくは 偉そ うに胸 を張っ ていい まし た 。
清丸の 足は 、ぼく よりも 少し小 さい 。
でも清 丸は うれし そうで した。
「おまえ は親 切なや つじゃ 。親切 なや つ は長生き でき ん」
清丸は そう いうと 、とた んに駆 けだ し ました。
速いの なん の、と てもつ かまら ない 。
清丸は 、小 山の方 に消え て行き まし た 。
ぼくは その まま、 懐爺の ところ に行 き ました。
「 せ つな いの う」
「またお ばけ に遭遇 しまし たか」
「いんや 、と もだち ができ たんじ ゃ」
「それは 目出 度（め でた） い、目 出度 い ですねえ 」
「すぐに とも だちを なくし たんじ ゃ」
「なるほ ど。 それは 切ない 話です 」
「でも、 くつ をかた ほうあ げたん じゃ 」
「もしか して 、舌打 ちする ふうに 笑う 子 ですか」
「かいじ い、 きよま るをし ってお るん か 」
「その子 は清 丸では ないで す」
懐爺は 断言 しまし た。

「ないな ら、 なんじ ゃ」
「【ど くまる 】で す。【どく まる】 とい う おばけ」
「おばけ には みえん かった のう。 やさ し かったの う」
「おばけ にみ えるお ばけは 、お ばけに み えないお ばけ にくら べれば 、可
愛いもん です 」
「わしは なん もされ んぞ」
ぼくは 強調 しまし た。
「靴を片 方盗 まれた でしょ う」
「あれは ぬす まれた んじゃ ない、 あげ た んじゃ」
「でも誉 めら れたん であげ たん でしょ う 。それが 【ど くまる 】のや り口
です」
懐爺は 断言 しまし た。
「ほめら れた せいじ ゃねえ 。はだ しで あ しがいた そう だった からじ ゃ」
「それも 【ど くまる 】のや り口で す」
懐爺は 断言 しまし た。
今日の 懐爺 は断言 ばかり する。
懐爺が 断言 すると 、ぼく は言葉 を喪 （ うしな） う。
「金ちゃ んに 【 どく まる】 の住 処（す み か）をみ せて あげた い。そ うや
ってせし めた 物品で 、溢れ かえっ てい ま すよ」
「つまら んの う」
ぼくは 騙さ れた自 分が、 つまら なか っ たのかも しれ ない。
「いえい え、 乞食の 子は実 は王子 様と い う話は面 白い でしょ う」
懐爺は わざ と舌打 ちする ふうに 笑い ま した。
「よかっ たの う。き よまる はこじ きで な く、おう じで よかっ たのう 」
ぼくは 知ら ずに涙 を流し ていま した 。
ぼくの 涙が 乾くの を待っ て、懐 爺は い いました 。
「【ど くまる 】は 本物 の乞食 ではな いので すが、本物の 乞食 は仏様 のおば
けですか ら、 大切に しなけ ればい けま せ ん」
「おうじ でな く、ほ とけか い」
「【こ ちじき 】と いうお ばけで す」
ぼくは 頭が 混乱し てきま した。
本物の 乞食 が仏様 で、そ れは【 こち じ き】とい うお ばけと は。

「ほんも のの こじき なら、 やっぱ しこ じ きだろの う」
「乞食は 偽物 が多い ですか ら、本 物は 少 ないので す」
懐爺が そう いうな らそう なのだ ろう 。
「【こ ちじき 】は 、こわ いおば けか」
ぼくは 気に なるこ とをき きまし た。
こわい か、 こわく ないか では、 大変 な ちがいで すか ら。
「【こ ちじき 】は昔 から、昔から とい うの は平安時 代か らです が、ず いぶ
ん い じ め られ てきま した。 です からお ば けのなか でも 一番怨 念（お んね
ん）が 強い 。
【こ ちじ き】を いじ めてし ま った者は 、ど んなに 偉くて 高い
地位の人 でも 、じつ に悲惨 な死に 方を し ます」
「どんな いじ めかた するん か。ど んな し にかたす るん か」
ぼくは 興味 津々（ きょう みしん しん ） で懐爺に すり 寄った もので す。
「だいた い乞 食に対 して乞 食と 呼んで 蔑 むのは、 病人 に対し て病人 と蔑
（さげす ）む のと同 じくら い卑 怯（ひ き ょう）な こと なので す。た だ言
葉で虐め られ るのは まだ序 の口で す。
【こ ちじき 】はよ く石 を投げ られま
す。よく 糞も 投げら れます 。そ んな こ と をした者 は、 体が石 になっ て糞
尿を垂れ 流し て死ぬ のです 」
「おそろ しい のう」
ぼくは 石に なった 自分を 想像し てい ま した。
「【こ ちじき 】は 仏様 のおば けです からね 。神様 とか仏 様は 実にこ わいも
のです。 神仏 の罰が 当たる とい うでし ょ う。あれ は神 仏の祟 り、つ まり
復讐です 」
「【こ ちじき 】に あいた いのう 」
ぼくは 懐爺 に懇願 しまし た。
懐爺な ら、 何とか してく れるに ちが い ない。
「そうい うと おもい ました よ。でも 残念 ですが、金 ちゃ んは【こ ちじき 】
にはあえ ませ ん」
「なぜじ ゃ」
「なぜっ て、
【こ ちじき 】は 、い じめた 者 に現 れる ので す。金 ちゃん は乞
食をいじ めた りしな いから あえな いの で す」
「ならば 、い じめて みよう かのう 」
もちろ ん冗 談です 。

懐爺も わか ってい て、苦 笑しま した 。
「あえぬ が仏 です。 それで いいで はあ り ませんか 」
「あえぬ がほ とけ、 あえぬ がほと け」
ぼくは 念仏 （ねん ぶつ） を、と なえ る 気持ちで 繰り 返しま した。

