Carpenter and ‘Oniroku’
Long, long ago, there was a wide river flowing through two villages.
People on both sides of the river thought it would be convenient if
there were a bridge across the river. They cooperated to build a fine
bridge. Soon people began visiting each other's places easily going and
coming across the bridge. How happy they were!
But the river was notorious for its rapid current after heavy rain.
The rainy season came as usual that year. As they had worried, the
rapid current carried the bridge away. The villagers could see only
some of the bridge piles and girders left in the water. They were very
disappointed and decided to build a stronger bridge, which could stand up to the
rapid water. But although they worked hard, the second bridge wasn't strong
enough, either.
One day they had a meeting to discuss rebuilding the third bridge.
"How can we build a bridge strong enough to hold back the rapid stream," one
man said.
"How about asking the most skillful carpenter in this area to build the ideal
one?"some people suggested.
"That's a good idea," they agreed unanimously. Soon a man who was the most
famous carpenter for building bridges was called and asked if he could do the job.
The carpenter agreed, and he went to the river immediately to examine the
current he'd heard about. It was fiercer than he'd expected. Actually he's never
seen such a rapid flow.
"What a wide river and a rapid current. It's a tough work to build a bridge over
this river," he thought deeply about his task. When he was watching the swirling
water, an ogre appeared on the surface of the bubbling water and said,
"Hey, Carpenter, what are you thinking about?"
"Well, the villagers asked me to build a durable bridge to stand up to the rapid
current here. So I'm thinking about that," he answered.
"Is that so? Hmm. Even if you were the most skillful carpenter, I don't think you
could build such a bridge here. But I can do it. If you give me both your eyes, I'll
do it for you." Carpenter didn't think even an ogre could do the tough work easily,
so he said lightheartedly,
"All right. If you can build a strong bridge in a day, I'll give you my eyes."
Next morning the carpenter hurried to the river. To his surprise, he found a
splendid bridge over the river. When he surprisingly gazed at the bridge by the
river, the ogre showed up on the surface of the water. It cried.
"You see, I built the strong bridge in only a day as you've asked me. You haven't
forgotten your promise, have you? Now it's your turn to give me your eyes." The
carpenter was shivering and begged the ogre not to take his eyes,
"I said I'd give you my eyes, but, but--- if I gave you both of my eyes, I couldn't see

anything. I couldn't do any of my work. Would you forgive me my words? Please,
please forget taking my eyes."
"No means no! But losing both your eyes would cause you a lot of trouble. OK, I'll
forgive you but with one condition. Guess my name. Answer with the right name,
and you won't lose your eyes." The carpenter asked the ogre to wait until
tomorrow.
"All right. But if you can't come here tomorrow, I'll kill you," the ogre said with a
scary face.
He was at a loss, and ran away into a forest to solve the new but much more
difficult problem.
"If I can't guess its name, it will kill me. What should I do?" he thought and
thought, but no good idea came to mind. Just then he heard a song.
## We like human's eyes.
We wait for Oniroku.
Coming back with human's eyes.##
He peeped between trees. Look! Some children are playing and singing over
there. Oh, they have horns on their heads. They must be ogres' children!
"Oniroku--- Hmm, it must be the ogre's name."The carpenter jumped with joy,
and hurried back home.
The next day, when he was on the bridge and looked down at the river, the ogre
came out of the water.
"Hey, carpenter, are you ready to give me your eyes?"it cried.
"No, I'm not. As I said I can't do anything with out my eyes."
"Then guess my name. I don't think it's easy for you. If you can hit on my name, I
won't take your eyes. But if you can't, I'll kill you and get your eyes."
"Wait, wait, wait a minute, I'll try."The carpenter pretended to think about its
name.
"Your name must be Akaoni. (Red ogre)"
"No, no. Your answer is wrong," it laughed loudly.
"Then your name should be Aooni, (Blue ogre)" the carpenter said to the ogre in a
little voice, pretending he didn't have much confidence.
"No, no. It's quite different," the ogre laughed again.
"Then your name is --- Onihachi, (Eighth ogre)"
"No, it's not either. I don't think you can guess the right name." But this time, its
face turned a little bit pale.
"Then your name is--- Onishichi, (Seventh ogre)"
"No, no. Now it's time you gave up. Give me your eyes." It cried and shot out its
hairy arm to him.
"Wait. I know your name. Oniroku!(Sixth ogre) Your name is Oniroku!" the
carpenter cried as largely as he could. The moment he cried, the ogre disappeared

into the water blowing bubbles out of its mouth. And that was the last time he
saw that ogre.
The bridge, which the ogre had built, has never been broken or flown away no
matter how rapidly the river flew.
○「鬼」は「大工」とどういう約束をしたのでしょう。

大工と鬼六
むかし、むかし、二つの村の間に大きな川が流れていました。両岸の村人達は、川を
渡る橋があったら、どんなに便利なことだろうと思っていました。そこで協力し合って
立派な橋を建てました。まもなく橋が出来ると、村人達は橋を渡って両方の村をたやす
く行き来出来るようになりました。みんな大喜びでした。
でも、その川は大雨の後ものすごい急流になるという、名うての荒れ川でした。その年
の雨季、村人たちが心配した通り、橋は急流に呑まれてしまいました。川に残っていた
のは橋の残骸・・・橋杭が何本か、それに橋桁も何枚か、それだけでした。村人たちは
大層がっかりしましたが、急な流れにも耐えられるもっと頑丈な橋を建てることにしま
した。でも、力を合わせて建てた二番目の橋も長くはもちませんでした。
ある日のことです。村人たちは、三番目の橋をかける相談で寄り合いを持ちました。
「どうすれば、急流に耐えられる橋を建てることができるだろう。」とある村人。
「この辺りで一番腕のいい大工に俺たちが考えているような頑丈な橋を架けるのを頼んでみたらどう
だろう。」との声。
「そうしよう。」満場一致で決まりました。さっそく橋作りでは右に出るものがいないと言われる一
人の男を呼びました。そしてこの仕事を引き受けるかどうか尋ねました。
大工は承知をすると、うわさに聞いた流れを見に、直ちに川に行ってみました。想像していた以上の
凄さでした。今まで、それ程までに急な流れは見たことがありませんでした。
「とてつもなく大きな川、とてつもなく急な流れ。この川に橋を建てるのは骨の折れる仕事じゃ。」
大工はこれからの作業のことをじっと考えました。
大工が、川の渦を見ていた時のことです。一匹の鬼がその水飛沫（みずしぶき）の中から姿を現し、
こう言いました。
「おい、大工。何を考えている。」
「俺は、この急な流れに耐えられる頑丈な橋を建てるよう村人に頼まれた。だからそのことを考えて
いるのだ。」
「そうかい。ふん。お前さんがどんなに腕のいい大工でも、そんな橋はここにはかけられないよ。で
も俺さまならできるな。お前さんが俺さまに両目をよこせばな、お前さんの代わりにやってやるよ。」
大工は、いくら鬼でも、そんなやっかいな仕事は易々（やすやす）とはできないと思い、軽い気持ち
で言いました。
「いいよ。一日で頑丈な橋ができたら、俺の目をやるよ。」
次の朝です。大工は急いで川に行ってみました。何と、立派な橋が川にかかっているではありませ
んか。川岸で、驚きのまなこで橋を眺めていると、鬼が水の上に出てきました。そして、大きな声で、
「おい、たった一日で、お前が言ったとおり、頑丈な橋を建てたぞ。約束を忘れたわけじゃないだろ
うな。さあ、お前さんの目をよこせ。」
大工は震えながら、目を取らないようにお願いしました。
「目をやる、と言いました。で、でも、両目をやってしまうと何も見えなくなってしまいます。仕事
も出来なくなってしまいます。ご勘弁下さい。目のことは忘れてください。」
「ふざけるな！でも両目が無くなると、何かと不便だろうな。条件付きで許してやろう。俺さまの名
前を当てて見ろ。俺さまの名前が正しく答えられたら、目は取るまい。」
大工は、明日の朝まで待ってくれるよう鬼に頼みました。
「よかろう。でも明日ここに来なければ、殺すぞ。」鬼は、恐い顔で言いました。

大工は、どうしたらよいかわかりません。新たな、ずっと困難な問題の糸口を求めて森の中に逃げ込
みました。
「鬼の名前が当てられなければ、殺される。どうすればいいんだ。」考えても考えても、名案は浮か
んできません。そんな時、歌が聞こえてきました。
♪♪おいらは人の目が好きさ

鬼六帰ってこないかな

目ん玉持ってこないかな♪♪

大工は、木々の間から覗いて見ました。すると、子どもがそこで歌って遊んでいました。頭に角があ
るではありませんか。きっと鬼の子どもです！
「鬼六だと、ふーん。あの鬼の名前に違いない。」大工は嬉しさのあまりに飛びあがらんばかり、急
いで家に帰りました。
次の日、大工が橋の上に立って川を見下ろしていると、鬼が水から出てきました。
「おい、大工。目をくれる気になったか。」
「いや。そんな気にはなれんな。前に言ったように、目が無いと何もできない。」
「じゃ、俺さまの名前を当てて見ろ。難しいぞ。俺さまの名前が当てられたら、目は取らない。でも
当てられなかったら、お前を殺して、目を取るからな。」
「待、待って、ちょっと待ってくれ。やってみる。」大工は名前を考えるふりをしました。
「お前の名前は、赤鬼。」
「違う、違う。はずれだ。」鬼は大声で笑いました。
「じゃ、お前の名前は青鬼だろう。」大工は、自信がなさそうに小さな声で言いました。
「違う、違う。大外れだ。」鬼は、また笑いました。
「それじゃ、お前の名前は鬼八かな。」
「違う、それも違う。お前に俺の名前が当てられるはずがない。」でも、今度は鬼の顔がちょっと青
ざめました。
「じゃ、名前は、鬼七。」
「違う、違う。もう潮時だ。目をよこせ。」鬼はそう叫ぶと、毛むくじゃらな腕を大工に伸ばしまし
た。
「待った。名前は知ってるぞ。鬼六！お前の名前は鬼六だ！」
大工は、ここぞとばかり大声で叫びました。その瞬間、鬼は口から泡を吹きながら川の中に消えまし
た。それからは大工の前に二度と姿をあらわしませんでした。
鬼の建てた橋は、どんなに川の流れが急になっても、壊れたり、流されたりすることはありませんで
した。

