３ １ 【 の っ とり 】
ぼくの 家は 自慢で はない けれど も、 あ ばら屋で した 。
今の人 には 想像も できな いくら いの 、 あばら屋 でし た。
ぼくの 友だ ちもみ んな、 あばら 屋で す 。
けれど も、 友だち の自慢 は、家 の中 に 便所があ るこ とです 。
ぼくの とこ ろは、 庭にあ りまし た。
それで もい ちおう 、屋根 もある し扉 も ついてい る。
夜中に 便所 に行っ て扉を あけ ると、 青 大将がい たり 蝦蟇が いたり 鼠が
いたりす る。
たまに 、狸 とか狐 とかが いる。
どいつ もこ いつも 蹴飛ば して、 用を 足 す。
その夜 も、 狸とか 狐とか がいそ うな 予 感がした もの です。
でも、 いた のは大 蛸（お おだこ ）で し た。
茹（ゆ ）で た蛸で もある まい し、月 の 光に照ら され て、恥 ずかし いの
か真っ赤 にな ってい る。
ともか く便 所は、 蛸野郎 に完全 に占 拠 （せんき ょ） されて いる。
ぼくが 開け た扉を 、閉め る。
開けて も、 閉める 。
八本の 足を 、自由 自在に 動かし て閉 め る。
そのう ち、 開かな いよう にして しま う 。
「たこや きに して、 くっち まうか らな 」
くちび るを ふるわ せて、 ぼくは どな り ました。
大蛸は 返事 をしま せん。
しかた ない から便 所の 扉 に向か って 、 おしっこ を飛 ばしま した。
中で大 蛸が もだえ る気配 がしま す。
扉が開 き、 大蛸が 便所の 穴に逃 げて ゆ くのがみ えま した。
便所の 穴を 覗いて みても 、もう 気配 が ない。
翌日、 懐爺 のとこ ろに行 きまし た。
「たこや きに したら 、むら じゅう でく え たのにの う」
ぼくは 説明 してか ら毒づ いたの でし た 。
まさか とお もった が、蛸 野郎も 、

「まちが いな くおば けです 」
と、懐 爺は 即決し ました 。
「たこの おば けがで るんは 、うみ じゃ ろ 」
「【の っとり 】で す。
【の っとり 】は 、も と もと狐や 狸が 化ける んです が、
たまに蛸 にな ります 。欲が 深くな れば な るほど大 蛸に なりま す」
「うちの べん じょな んか、 くれて やっ て もええが の」
「【の っとり 】はひ どく 図々し い奴で すか ら、まず は便所 を取っ たら、味
をしめて 、次 は納屋 （なや ）を、 それ か ら母屋（ おも や）を 取りま す」
「なかな かや るのう 」
ぼくは 、し てはな らない ことを しま し た。
つまり 、感 心した のです 。
「感心し てい る場合 ではあ りま せん。 今 度また【 のっ とり】 がでた ら、
おしっこ 飛ば さなけ ればい けませ んよ 」
「こんど は、 うんこ もとば してや るで 」
「それは いけ ません 。
【 のっ とり】がさら に化けて【く そった れ】になり
ますよ」
ぼくは 呆れ ました 。
「【く そった れ】 は、た こやき でなく 、 いかやき にし てくれ るぞい 」
「金ちゃ ん、よ くご存 じで すね 。
【く そっ たれ】は 狸や狐 が化け て大 烏賊
（おおい か） になる んです 」
ぼくは ます ます呆 れまし た。
懐爺の 作り 話かも とおも われま した 。
「わたし の作 り話で はあり ませ んよ。 烏 賊という 漢字 の後の 文字は 賊と
書くので す。 盗賊の 賊です 。金 ちゃん の うちは取 るも のがな いので 、あ
るいは取 って もつか いもの にな るもの が ないので 、そ ういう ばあい は、
命をとる そう ですよ 」
「おばけ のは なしは 、べん きょう にな る のう」
一年分 くら い寒気 を感じ たぼ くは、 一 年分くら い賢 くなっ た気が しま
した。

