＋ ８ 【 お お くび 】
それは 真夜 中のこ とでし た。
どうい うわ けか眠 れない ので 、縁側 （ えんがわ ）か らまん まるの お月
さまを眺 めて いると 、お月 さまの 近く に 何やらま るい ものが ある。
お月さ まは 黄色い けれど も、そ れは 上 半分白く て下 半分赤 い。
じっと 眺め ている と、だ んだん 近づ い てくる気 がし ます。
どうや ら赤 いのは 口で、 口がや けに 大 きい女の 首で した。
眼の錯 角（ さっか く）か とお もって 、 何度もこ すっ たけれ ども、 やっ
ぱり女の 首で 、よく 見ると 黒い髪 の毛 が 無造作に 生え ていま す。
恐ろし いと いうよ りも、 どう してこ ん なものが 宙に 浮いて いるの か、
不思議で した 。
そのう ち、 赤い口 をかっ とひら きま す 。
ぼくに 、こ わがれ といっ てる かんじ の 開き方な ので 、ぼく はこわ がり
ました。
でもこ んな 時間に 懐爺の ところ へは い けません 。
それは とに かく大 きな首 で、近 づく と ふつうの 顔の 百倍は ありま す。
月光に 照ら されて ぬらぬ らと ひかる 赤 い口に、 ぼく は呑み 込まれ るか
とおもい まし た。
赤い口 から はよだ れが滴 り落ち てい る のですか ら。
しかし 【ま るのみ おんな 】で はない の だから、 そん なこと もない だろ
うと、ぼ くは この大 きな首 に、【おお く び】と名 付け ました 。
懐爺で もそ ういう だろう とおも いま し た。
【おおく び】 はぼく の前で 何かい いた そ うにしま す。
きっと 生前 よほど ひどい 目にあ った の でしょう 。
ほんと うに うらみ がまし い眼を して い ます。
そこで ぼく から声 をかけ ます。
そう恐 ろし くかん じては いない はず な のに、声 がふ るえま す。
「おまえ はだ れじゃ 」
【おおく び】 はこた え ます 。
「あたし はあ たし」
「あたし じゃ わから ん」

「あたし はあ たしな の」
「ふん」
とぼく は鼻 をなら しまし た。
それか らこ うきき ました 。
「どうし てわ しのと こにで てきた んじ ゃ 」
「だって 、そ ろそろ でしょ 」
「なにが そろ そろじ ゃ」
たしか にそ ろそろ じゃわ からな い。
そろそ ろ死 んでし まうの か、そ ろそ ろ おばけに なっ てしま うのか 。
【おおく び】 は妙な 笑い声 をたて ます 。

うおっ ほほ とほと
まはま はま んまん
いっひ いい んいん
あはあ はあ なあな
それか ら飛 んで、 お月さ まのほ うへ 飛 んで、消 えて しまい ました 。
翌日懐 爺に ききま した。
「それは たし かに【 おおく び】で すね 」
「あたっ たか のう。 それで あれは なん な んじゃ」
懐爺は じつ にいい にくそ うにし なが ら 、
「まあい いで しょう 。金 ちゃん にも いず れはわか るこ とです 。
【 おお くび 】
は女のあ そこ のおば けです 」
「あそこ たあ なんじ ゃ」
「あそこ はあ そこで す」
「【お おくび 】と おんな じいい かたじ ゃ のう」
「まあ、 その 、しか し、あ の」
「はっき りせ いや」
「こんど いい ますね 。今日 はかん べん し てくださ い」
「かんべ んな らんの う」
そうい った けれど も、い くら ぼくだ っ て、
〈女の あそこ 〉く らいは 、ど
ういうも のだ か解っ ていま した。

ところ でぼ くが、 おとな にな っても 女 嫌いなの は、 こども のころ 【お
おくび】 を見 てしま ったか らにち がい あ りません 。

