おばけの季節【学校篇】
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現実は さて おいて も、映 画や テレビ や 漫画など で、 学校に 出るお ばけ
が恐いの は、 ひとつ に狙わ れるの が子 供 たちだと いう ことで す。
それは 、子 供たち が狙わ れる 傷害事 件 や誘拐事 件が 恐いの と似て いま
す。
その意 味で は、学 校に出 るおば けは 、 けしから ん。
それに ここ しばら く、懐 爺に ばかり 話 をさせた ので 、金ち ゃんの 出番
が少ない 。
今回、 学校 の怪談 にしよ うとし た理 由 は、そう い う ことで す。
でも、 場所 が場所 ですか ら、 なるべ く 可愛いお ばけ に絞ら せてい ただ
きます。
じっさ いに そうな るかは、金ちゃ んに おまかせ する しかな いので すが 。
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「かいじ いよ 、たま には、 わしに 、は な しをさせ んか のう」
ぼくは 提案 しまし た。
「それは 、願 ったり 叶った りです 。待 っ てました 、金 ちゃん 」
懐爺は そう いいま したが 、ほ んとう に 待ってい たか どうか はわか りま
せん。
「わしの はな しは、 しょう がっこ うに で る、おば けの ことじ ゃ」
「いいで すね え。小 学校は 、お ばけに と って、最 も住 み心地 のいい 住処
（すみか ）で すよ」
ほんと うに いいか どうか は分か りま せ んが、ぼく は話し はじ めまし た。
「がっこ うの おばけ は、や っぱ し、こ ど ものなま えが 、おお いのう 。し

かも、お んな のこの なまえ ばかり じゃ 。
【はなこ ちゃ ん】
【さだこ ちゃ ん】
【しめこ ちゃ ん】
【いわこ ちゃ ん】
【きくこ ちゃ ん】
【でんこ ちゃ ん】
【うんこ ちゃ ん】」
「それら はお ばけと いうよ りも 、みん な 幽霊です ね。 たまに 男の幽 霊も
いますが 、幽 霊は女 と相場 がきま って い ます」
懐爺の 蘊蓄（ うんち く）が始 まると、話 ではなく 会話 になっ てしま う。
「なぜに 、お んなな んじゃ 」
「そうで すね え。色 気の問 題です かね 」
「こども でも 、いろ けのも んだい かい 」
「それと 、女のほ うが恨 みがま しい 。男 に は諦めも 覚悟 もあり ますか ら。
男が、う らめ しやー とやっ ても 、飯屋 は その裏か とい われる のがお ちで
しょうね 」
「うらみ がま しいわ しは、 おんな かの う 」
「男と女 は紙 一重で すから ねえ 。金ち ゃ んも、十 年後 に は女 になっ てい
るかもし れま せん」
「かいじ いも 。いじ わるじ ゃの う。か い じいの〈 いじ 〉は、 いじわ るの
〈いじ〉 かの う」
「そんな こと より、 学校の 怪談を よろ し く」
「おう、 そう じゃっ た。だ ば、 はじめ は 【うんこ ちゃ ん】で いこう かの
う」
「最初か ら臭 い話で すか」
懐爺は 鼻を つまみ ました 。
「それも そう じゃな 」
ぼくは 気を とりな おし、 気分を 新た に 、喋り始 めま した。

