
  おばけの季節【無化篇】                陽羅 義光 

 

 

 怪談話にお化けが出てこないのは、 

「大衆食堂の秋刀魚定食」 

 に、秋刀魚はあっても、 

「ご飯とみそ汁が付かない」 

 のと同様で、だれも頼まない、意味のないメニューであります。 

 だが、お化けは出てこなくとも、お化けが出てくる、 

「気配」 

 というか、 

「予感」 

 がして、怖い話があります。 

 また、お化けはまず出てこないだろうと解っても、お化けが出てくるよりも怖い

じゃないか、という話があります。 

 小説で言うなら、外国ではＲ・エイクマン、日本では内田百間や室生犀星の作品

に、そういうものが沢山あります。 

 

 いままでもいくつかは、具体的なお化けが出てこない話を書いたけれども、ここ

でそういうものの特集をしたいとおもいます。 

 具体的なお化けと言ったけれども、本来お化けは、具体的でないもののほうが怖

いんです。 

 あれこれの世界で、 

「怪物」 

 とか、 

「化物」 

 とか、 

「妖怪」 

 とか、 

「鬼神」 

 とか言われる人がいるけれども、そういう人の怖さというか凄さは、人間離れを

しているということでしょう。 

 もしくは、エイクマンの本の解説者の言葉を借りれば、 

「あたかも目に見えぬ病原菌がゆっくりと体を蝕んでゆくように、人間存在に関わ

る恐怖感を読者に募らせてゆく」 

 という怖さもあります。 

 そこにエイクマンの芸があるそうだが、私にそういう芸が発揮できるか、自信も

保証もありません。 

 これは孫に読んであげるために書き始めたものなので、たぶんそれほど怖くはな



いでしょう。 

 お化けは出ないが、何となく不思議な話というものになりそうです。 

 なぜなら孫は、怖い話が苦手ですから。 

 

 いずれにしろ、そんな観点で書こうと思うけれども、章題を、 

「無化篇」 

 としたのはそんなふうな意味であって、無化は、お化けが出ないという意味の造

語です。 

 

 お化けが出ないなら、お化け退治のスペシャリストである懐爺の出る幕がないの

か、それともあるのか。 

 それは、書いてみないと解りません。 

 

                        禿光山人 拝 

 

 

   ＊    ＊ 

 

 

     １ 

 

 

 夕暮れ時、お使い帰りで、躑躅峠を歩いていると、とつぜん湿った妙な風が吹い

てきて、その風にのって、 

「あかん、あかん」 

 という村の大人の声が聞こえます。 

 また別の声が、 

「あかんのう」 

 と言っています。 

 ちょっと武者震いみたいなものがして、立ち止まっていると、向うから大人たち

が四人やってきました。 

 

 四人とも見たことのない大人です。 

 正確には五人です。 

 五人目は、四人の大人たちに、それぞれ手と足を一本ずつ掴まれているのです。 

 五人目は、生きているようには思われません。 

 まるで撃ち取られた熊です。 

 だらしなく仰向けで、体がでかくて重いためか、尻の部分が地面に付きそうです。 

 顔がぐちゃぐちゃにつぶれていて、知っている人なのか知らない人なのか、ちっ



とも解りません。 

 それでも目を凝（こ）らすと、胸のあたりが動いているので、呼吸はあるはずで

す。 

 たったいま中川から引き上げられてきたのか、ずぶ濡れになっています。 

「だめじゃ、だめじゃ」 

 という声。 

「だめじゃのう」 

 という声。 

 声もみんな濡れています。 

 大人たちはぼくに近づいてきて、ぼくを睨むと、 

「金ちゃん、だれにも言ってはならんぞ」 

 と言いました。 

 どうしてぼくの名前を知っているのだろうと、不思議におもっていると、別の大

人が、 

「金ちゃん、今晩見たことは忘れることじゃ」 

 と言いました。 

 ぼくが、一度大きく震えてから、黙って首を縦にふると、 

「それでええ、それがええ」 

 と言いました。 

 湿った妙な風のせいか、やっぱり声は濡れていました。 

 

 大人たちは、ぼくの目の前で、くるりと踵（きびす）を返すと、やってきた方に

戻って行きました。 

 だいぶ急いでいる様子です。 

 泥棒が逃げるときの足取りに似ていました。 

 遠くから、湿った風に乗って湿った声が届きます。「金ちゃん、だれにも言って

はならんぞ」 

「金ちゃん、今晩見たことは忘れることじゃ」 

 

 山寺の鐘がひとつだけ、ぼーんと鳴りました。 

 

 

    ２ 

 

 

 一年前の秋の話です。 

 完ちゃんとぼくとで、中山の麓（ふもと）で山菜を採っていると、見慣れない太

った中年男が、山から降りてきました。 

 でっかい袋を担いでいます。 



 ぼくらはそれを見て、 

「ありゃ、もしかすっと、まつたけじゃぞ」 

「まつたけたあ、ごうせいじゃのう」 

 なんて、囁きあっていると、太った中年男は立ち止まり、ぼくらに向かって叫び

出します。 

「おまえら、山に入っちゃなんねえぞ」 

（きっと松茸を独占する気だ） 

 と思いましたが、ぼくらは今回は山菜だけでいいと母親に言われています。 

 それにもう薄暗くなりはじめています。 

 変な雲も空にわだかまっています。 

 そこで、完ちゃんが叫び声で答えます。 

「入らん、入らん、入れいうても入らん」 

 中年男は、益々険しい顔になって、 

「信用できん、まったく、おまえらは信用できん」 

「信用してくれよう、信用してくれよう」 

 完ちゃんが言うと、太った中年男は、でっかい袋からでっかい猟銃を取り出し、 

「ちっとでも入る気配があったら、撃ったるで」 

「うつな、うつな、わしらはくまじゃねえ」 

 完ちゃんは叫びました。 

「うつな、うつな、うったら、ばけてでるぞい」 

 ぼくも叫びました。  

 太った中年男はこんどは、でっかい袋から、 

「通行止め」 

 の看板を出してきて、その場に立てました。 

「まるで玉手箱じゃな、こんどは何が出るんじゃろ」 

「なにかださせてみようかのう」 

 と相談しあって、完ちゃんが、 

「通行はせん、通行はせんが、空を飛ぶ」 

 むささびの真似をして言いました。 

 すると太った中年男は、でっかい袋のなかから、でっかい饅頭を出しました。 

「それはなにかのう」 

「むささびの大好物、鼠の肉で作った饅頭じゃ。しかもなかに毒を入れておる」 

「どんなどくじゃ」 

「毒蛇の毒じゃ」 

「くったらどうなる」 

「この饅頭食ったら、むささびは飛べなくなって、鼠になってしまうんじゃ」 

「そんなら、むささびになるのは、やめじゃ。ひこうきになるぞい」 

 すると太った中年男は、でっかい袋のなかから、でっかい網を出しました。 

「それはなにかのう」 



「これは飛行機を捕まえる網じゃ」 

「そんなもんで、ひこうきが、つかまるもんか」 

「嘘なもんか」 

「うそつき」 

「いんちきなもんか」 

「いんちき」 

 すると太った中年男は、ちょうど頭上を飛んでいる飛行機めがけて、網を放り投

げました。 

 飛行機は網に捕まって、中山の天辺に墜落してしまいました。 

「大変じゃ、救急車を呼ぼう」 

 完ちゃんが叫ぶと、太った中年男はでっかい腹を抱えて大笑いして、 

「あれは紙ひこーき、だからだれも乗っておらん」 

 ぼくらはほっとして、帰ることにしました。 

「帰るんなら、これに乗っていけ」 

 太った中年男は、でっかい袋のなかから、自転車を出してきました。 

 ぼくらはその自転車で、二人乗りをして帰りました。 

 

 もちろん、ぼくはいまでも、その自転車を使っています。 

 太った中年男に返そうにも、それから太った中年男を見かけたことがないのです

から。 

 

 

     ３ 

 

 

 これは今年の夏の話。 

 あるとき、隣のお姉さんが浴衣姿でひょっこり家にやってきて、ぼくに向かって、 

「金ちゃん、絶交です」 

 とひとことだけ言って帰ってしまいました。 

 とつぜん絶交だなんて、意味が解らない。 

 

 隣に行って確かめようと考えましたが、絶交なんだから口も聞いてくれないはず

です。 

 

 ぼくは困惑して、懐爺のところへ行きました。 

「ぜっこうたあ、みにおぼえがない」 

「身に覚えがある人は、絶交される前に謝ってしまいますから、身に覚えがないの

は当り前です」 

 懐爺は平然と言いました。 



「よくおちついていられるのう」 

「だってわたしが絶交されたわけではないですから」 

「それはのう、わしがぜっこうなら、かいじいもぜっこうなんだ」 

 ぼくは無茶な理屈を言いました。 

 懐爺は間に受けたのか、 

「そういうことですか。それなら真面目に考えないといけませんねえ」 

「まじめが、いちばんじゃ」 

 懐爺は腕組みしてしばらく考えていましたが、 

「金ちゃん、解りました」 

「さすがは、かいじい」 

「隣のお姉さんは、絶交と言ったのではなく、絶好と言ったのですよ」 

「おなじじゃんか」 

「いえ、交わりを絶つの絶交ではなく、絶好の機会の絶好」 

「ぜっこうの、きかいか。どんなきかいなんじゃ」 

「たとえば、これから行水をするので、覗き見るなら絶好の機会」 

「ぎょうずいか。ええのう」 

「ほら金ちゃん、その気になっていますね。やっぱり行水ですよ」 

「しかしのう、おねえさんは、もうぎょうずいをおえて、ゆかたじゃった。かみが

ぬれておった」 

「隣のお姉さんの黒髪は、いつも濡れている感じですがね」 

「ならやっぱり、ぎょうずいかのう」 

「違うでしょうね。行水だったら、このわたしにも声がかかるでしょうから」 

「ばかこけ」 

「冗談、冗談」 

「じょうだんじゃない」 

「おそらく花火ですよ。今日の夕方から、大川の土手で花火大会があります。絶好

の場所を確保したから、一緒に観に行きましょう、ということかも」 

「それじゃ、それじゃ」 

  

 ぼくは懐爺に手を振って、走って帰りました。 

 その足で隣に行き、 

「おねえさん、おねえさんよう。はなびにいこうよう」  

 声をかけると、お姉さんはすぐに出てきました。 

 さっき見た浴衣姿です。 

「あら、金ちゃん、花火大会なら明日よ」 

「だって、おねえさん、さっき、うちさきて、ぜっこうって」 

「あら、今日はお裁縫していたから、ずっと家にいましたわよ」 

「おかしいのう」 

 お姉さんは楽しそうに笑って、 



「金ちゃんったら、狐に化かされたのね」 

（いんや、お姉さんに化かされたんじゃ） 

 と言おうとしたが、我慢しました。 

 

 

     ４ 

 

 

 ここ数年、お正月は隣のお姉さんと双六（すごろく）をやります。 

 ところがこの年の双六は何か妙です。 

 ふたつの骰子（さいころ）の目が、六と六の十二が出れば、ぼくのあがりなのに、

ぞろ目の一と一しか出ません。 

 また一と一、また一と一、これではあがりまで六回はかかります。 

 そしてお姉さんに抜かれます。 

 これが何回やっても同じ。 

 あがりが近づくと、必ず一と一のぞろ目しか出ません。 

 十回やって十回負けたとき、さすがにぼくはお姉さんに文句を言いました。 

 なぜなら十連敗すると、隣の家の周りを雪かきしなければならないからです。 

「このさいころ、しかけがあるんじゃろ」 

「あら、そんなことはないとおもうけど」 

 お姉さんはとぼけ声です。 

「あがりがちかづくと、わしは一と一しかでん」   

「金ちゃん、緊張してるんじゃないかしら」 

 お姉さんはとぼけ顔です。 

「きんが、ちょうした、ことなんか、ないぞい」 

「だって、私も同じ骰子でやっているのよ」 

「いかさまじゃ、いかさまじゃ」 

 ぼくは騒ぎはじめました。 

「いいわよ、金ちゃん。それほど雪かきしたくないのね」 

 ぼくは強がって、 

「ゆきかきは、さんどのめしより、だいすきじゃ」 

「そんなに雪かきが好きなの」 

「あたりまえじゃ、わしのために、こんなにゆきがふるんじゃ」 

「それなら、隣の隣のそのまた隣のお婆さんの家の周りもお願いね。雪かき大好き

な力持ちに来てもらいました、と言ったら、お婆さん、喜ぶわ」 

「そうかのう、よろこぶかのう」 

「ほんとに金ちゃんって、頼りになるわ」 

「そうかのう、たよりになるかのう」 

「金ちゃん、素敵よ」 



「そうかのう、すてきかのう」 

 

 というわけで、ぼくは隣のお姉さんの家の周りの雪かきをしてから、隣の隣のそ

のまた隣のお婆さんの家の周りの雪かきをしました。 

 くたびれはてたぼくは、結局、自分の家の周りの雪かきをできませんでした。 

 

 

    ５ 

 

 

 ぼくは積もった雪のなかを、長靴をはいて懐爺の祠へ行きました。 

「おうい、かいじいやい、とうみんかのう」 

「冬眠です」 

 祠の奥から声がしました。 

「とうみんでも、こえがでるんか」 

「冬眠だから声が出るんです。でも、冬眠を邪魔されたら声が出なくなりますよ」 

「じゃまはせん、じゃまはせん。そのしょうこに、わしが、こもりうたを、うたっ

てあげるでのう」 

 ぼくは得意の五木の子守唄を歌い始めました。 

「あのねえ、金ちゃん。子守唄というものは、そんなに大声で歌うものではありま

せんよ」 

「そうかのう。ちいさいこえでは、きこえんじゃろ」 

「聞こえなくていいんです。聞こえなくても子守唄を歌ってくれているという感じ

がして、安心して眠られるものなのです」 

「そういうもんかのう。じゃが、どうして、あんしんしてねむらねば、いかんのじ

ゃ」 

「安眠というのは、人間にとって一番大切なものです」 

「しねば、あんみん、できるじゃろ」 

「あのねえ、死んで安眠するのと、生きていて安眠するのとでは、大違いです」 

「どう、おおちがいなんじゃ」 

「つまり、その、ええと、あれ、どう大違いなんでしょうか」 

「わしが、きいとるんじゃ」 

「ところで金ちゃん、何かご用ですか」 

 懐爺は、ごまかしました。 

 まんまとぼくの手にのったのです。 

 懐爺は蒲団を頭からかぶったまま、入口に出てきました。 

 

「となりの、おねえさんじゃがのう」 

「お姉さんがどうかしたんですか」 



「さいきんはのう、おねえさんが、きつねにおもえてのう、しかたないんじゃ」 

「それは、お姉さんがどうかしたのではなくって、金ちゃんがどうかしているので

す」 

「さいきんはのう、どんなてんきのひでも、おおやまに、きつねのよめいりが、み

られるんじゃ」 

「大山は、〈狐の嫁入り〉の宝庫ですからねえ。それは見られるでしょうよ」 

「あのきつねびが、なにか、おねえさんに、あいずをおくってる、きがしてのう」 

「ああ、それはきっと、お姉さんがお嫁に行くのを、金ちゃんが怖がっているから

でしょう」 

「いみがわからん」 

 懐爺は、ひとつ大きな咳をしてから、 

「竹取物語って知っていますか」 

「かぐやひめなら、まえからしっとる」 

「かぐや姫も、最後は月に帰ってしまうんです」 

「いみがわからん」 

「つまり、かぐや姫みたいなお姉さんも、いずれは遠くへ行ってしまうんです」 

 懐爺は、せつなそうな表情を作って言いました。 

「わしは、そうおもわん。おねえさんは、ずっととなりにおる。おるんじゃが、だ

んだん、きつねになる」 

「女性はみんな狐か狸なんです。お姉さんも例外ではありません」 

「それは、たとえばなしじゃろ。わしは、ほんまにおねえさんが」 

「ですから、お姉さんだって、たまには本物の狐に見えることがあるんです。それ

は、お姉さんのせいではなく、金ちゃんの問題です」 

「わしの、もんだいかのう」 

「はい。金ちゃんが、だんだん子供から大人になっていって、女性を狐にしてしま

うんです」 

「いみがわからん」 

「もう少し大人になったら、意味が解りますよ」 

 懐爺はにっこり笑いました。 

 ぼくは笑う気にもなれませんでした。 

 そうして、大人になってもきっと、意味が解らないのだろうと思いました。 

 

 また雪が降ってきました。 

 

 

    ６ 

 

 

 雪が降る。 



 しきりに雪が降るなかを家に急いでいますと、後ろから声をかけられました。 

「金ちゃん、金ちゃん」 

 振り向きましたが、だれもいません。 

 いるのかもしれないが、雪のために見えないのかもしれません。 

 雪はますます降り、視界がほとんどなくなっていました。 

 ぼくはいつもの道なので、目をつむっても帰れますから、安心していました。 

「金ちゃん、金ちゃん」 

 また声がかかります。 

 二度目なので、気のせいではなさそうです。 

 でも、振り返ってもだれもいません。 

「わしは、きんちゃんだが、なにかようかい」 

 そう言ってみると、雪のなかの声は、 

「金ちゃん、金ちゃんに、この世で一番美しい、この世のだれも知らない話を聞か

せてあげようか」 

「それは、ありがたいが、はやくかえりたいのう」 

 ぼくは本音を言いました。 

 雪のなかの声は笑って、 

「家は消えたりしないよ。しかしこの話はこの機会だけだよ」 

「それじゃ、きかせてもらおうかのう」 

 ぼくは立ち止まりました。 

 雪のなかの声は、 

「立ち止まらなくていいんだよ」 

 と言ってから、囁き声で話し始めました。 

 この世で一番美しい、この世のだれも知らない話を。 

 話はとても短いものでした。  

 ぼくは感動なのか戦慄（せんりつ）なのか寒さなのか、とにかく震えに震えまし

た。 

 その話ですか。 

 それは他人に言わない約束なので。 

 

 それにしても、この世で一番美しい、この世のだれも知らない話をしてくれたの

は、いったいだれなのでしょう。 

 懐爺の声ではありません。 

 村長の声ではありません。 

 一度も聞いたことのない、静かで優しく穏やかで厳かな声でした。 

 もしかすると、雪そのものの声だったのかもしれません。 

 

 

    ７ 



 

 

 隣のお姉さんに呼ばれて、ちょっとしたお手伝いをすることになりました。 

 お姉さんが軒に吊るして作った干柿を、小分けするのです。 

「三百個作ったから、この紙袋に十個ずつ分けてほしいの」 

「おやすいごようじゃ」 

 十個ずつ分けた干柿を、ご近所さん三十人に〈お年賀〉として差し上げるとのこ

とです。 

 

 ぼくは算数は苦手だけれど、これなら三つの子でもできる。 

 ぼくはひとつひとつ丁寧に紙袋に入れました。 

  

 終了したけれど、三個余りました。 

「おかしいわねえ、余るはずがないのに」 

「ならば、もういちど」 

 ぼくはもう一度しっかりと数えました。 

 それでも三個余ります。 

「おねえさん、つくったのは、さんびゃくさんこだべ」 

「おかしいわねえ、きっちり三百のはずなのに」 

「すくないよりは、ええじゃろ」 

 ぼくはお姉さんの許しもなく、三個の干柿を三十秒で胃のなかへ入れてしまいま

した。 

 その間、お姉さんが数えています。 

「金ちゃん、この紙袋、七個しか入ってないわよ」 

「おかしいのう」 

 その紙袋はたしかに十個だったはずです。 

 ぼくはお姉さんに提案しました。 

 ひとつの袋に八個にしたらどうかと。 

 八という数字は十よりも縁起がよいからと。 

「そうねえ、そうしましょ」 

 八個ずつなら、二百四十個なので、あと五十七個余るはずです。 

「あまったやつは、おねえさんのおやつじゃ」 

 ぼくはそう言いながら、また作業を開始しました。 

 

 終了したけれど、こんどは三個足りません。 

「おかしいのう、ろくじゅうの、ほしがき、どこいったんじゃ」 

「金ちゃん、食べちゃったんじゃないの」 

「そんなにいっぱいは、くえん」 

「仕方ないから、七個ずつにしましょうね」 



 お姉さんは、八個ずつ入っている九つの紙袋から、ひとつずつ干柿を取り出して、

そのうち三個を足りない紙袋に入れました。 

 六個の干柿が余りました。 

 それを、お姉さんとぼくで三個ずつ食べながら、もう一度紙袋のなかを確かめま

した。 

「大変よ、金ちゃん。この紙袋一個も入っていないわ」 

「そらあ、かみぶくろの、そこさ、あながあいとるんじゃろ」 

 それしか考えられません。 

 でも、お姉さんが確かめると、穴なんかあいていません。 

「しかたないわね、六個ずつにしましょう」 

「それがええ、それがええ」 

 

 終了しましたが、干柿は余りませんでした。 

 お姉さんは溜息をついて、 

「もうやめましょう。いくつ入っているか解らない、干柿福袋ということで、お渡

ししましょう。それなら、あそこよりうちが一個少ない、なんて苦情も出ないでし

ょうから」 

「それがええ、それがええ」 

 ぼくはもう面倒臭くなっていました。 

 というわけで、ともかくも〈干柿福袋〉三十個完成です。 

  

 あとでお姉さんが、〈干柿福袋〉を持って、うちにもやってきましたが、開けて

みると、干柿が一個しか入っていませんでした。 

 

 

    ８ 

 

 

 隣のお姉さんは、ご存じの通り、やまもとふじこさんという名前ですが、表札が

ありません。 

 あるときお姉さんに直接、 

「ひょうさつないのは、どういうわけじゃ」 

 と聞いてみました。 

 するとお姉さんは少し淋しそうに笑って、 

「私はお友だちがいないから、だれも手紙をくれないのよ。だから表札はいらない

でしょう」 

 友だちの手紙だけでなく、役所からの通知もくるだろう、郵便配達は苦労するだ

ろうと思っていると、 

「お役所とかは、こちらで毎月出向くから、通知なんかいらないのよ」 



 とお姉さんは言いました。 

「わしは、ともだちじゃないんか」 

「金ちゃんは大切なお友だちよ。でも金ちゃんからは手紙がこないし」 

「となりだもんな。てがみはいらんわな」 

「隣でも、手紙はまた格別なのよね」 

「そうかのう。よくわからんが、てがみだすかのう」 

「あら、それなら、一週間だけ表札を出しておくわ」 

 

 手紙出すなんて言うんじゃなかった。 

 ぼくはどんな手紙にしたらいいのか、一晩中眠れませんでした。 

 こういうときは、やっぱり懐爺です。 

 

「おうい、かいじいやい。まだ、とうみんちゅうかのう」 

「もうすぐ春ですねえ」  

 歌いながら懐爺は出てきました。 

「とうみんは、おわったんか」 

「たったいま、冬眠は終わりました」 

「ちょうどよかった。ききたいこと、あるでのう」 

「また隣のお姉さんのことですか」 

 懐爺は微妙な表情です。 

「またはないじゃろ。またでのうて、たまたまじゃ」 

「またも、たまたまも、近いですがね」 

「すけべなことに、つきおうとる、ひまありゃせん」 

「それでは暇つぶしにお聞きしましょうか」 

 懐爺は祠の入口近くの石に腰掛けました。 

 ぼくは土の上に腰掛けました。 

「おねえさんがのう、てがみくれ、いうとる。どんなてがみが、ええかのう」 

「手紙ですか。女性が男性に手紙欲しい時は、まずきまって、恋文の要求です」 

「こいぶみたあ、なんじゃ。まないたのうえの、こいみたいなもんか」 

「まさしく俎板の上の鯉です」 

「わしはてがみを、かいたことがねえ」 

「それは初耳ですね。年賀状とか出さないんですか」 

「わしが、ねんがじょう、だしたいんは、かいじいだけじゃ」 

「それは有難う。じゃあ、こんど年賀状よろしく」 

「じゃがのう。ここは、じゅうしょがねえじゃろ」 

「おや、そうでした。それで金ちゃんは出せなかったんですね」 

「それだけじゃねえ。まいにちあっとるのに、ねんがじょうはのう」 

「それもそうですね。でも恋文は年賀状とは違います。毎日会っている人にでも出

します」 



「ようわからん。わからんから、かいじい、たのむぞい」 

「つまり、わたしが代筆を、わたしが金ちゃんに代わってお姉さんに恋文を、とい

うわけですか」 

「そうじゃ、めいあんじゃろ」 

「むむむ」 

 唸りながら、懐爺は祠の奥に消えました。 

 

 三分ほどして戻ってきた懐爺は、一枚の紙切れを持っていました。 

「これでどうでしょうか、金ちゃんの気持になって書きましたが」 

 ぼくは紙切れの文字を読みました。 

 懐爺は普通は達筆で、ぼくなんかには読めないのですが、字までぼくに似せてあ

って、これこそ本当の代筆だと思われました。 

 

 おねえさん 

 おねえさん 

 おねえさんがいるから 

 となりにいるから 

 ぼくはまいにち元気でのう 

 学校にもいけるし 

 べんじょにもいけるんじゃ 

 

 おねえさん 

 おねえさん 

 おねえさんがいるから 

 となりにいるから 

 ぼくはまいにち楽しくてのう 

 お化けがでても楽しくてのう 

 かいじいのへたなだじゃれでも 

 楽しくきこえるんじゃ 

 

 おねえさん 

 おねえさん 

 おねえさんがいるから 

 となりにいるから 

 もしもいなくなったことを考えるとのう 

 死んだほうがましだと考えるぞい 

 おねえさん 

 おねえさん 

 おねえさん 



 わしのおねえさん 

 

「どうですか、金ちゃん」 

「ええのう、ええのう。だども、わしのおねえさんは、いいすぎじゃなかろか」 

「恋文は、言い過ぎるくらいが丁度いいのです」 

「わしはのう、わしのおねえさんを、おばけのおねえさん、としたいんじゃが」 

「そんな失礼な。そういうことを好意的に考える人と、悪意的に考える人がいます」 

「ならば、わしのおねえさんを、きれいなおねえさん、としたらどうかのう」 

「そんな失礼な。きれいな人にきれいって言うことは、私に二枚目と言うことと同

じで、当たり前のことを言われても、嬉しくなんかないもんですよ」 

「そういうもんかのう」 

「はい。きれいだなんて言われたことのない人には、効果的でしょうがね」 

「ならな、ならば、これでええ」 

 ぼくは紙切れをもらって、めったに言ったことのない言葉を言いました。 

「かいじいよ、ありがとう」 

 懐爺はとてもとても嬉しそうでした。 

 

 

    ９ 

 

 

 それから三日経って、ぼくが出したあの手紙を持って、隣のお姉さんがやってき

ました。 

「わしのてがみ、とどいたんじゃのう」 

「ええ、それが」 

 お姉さんは言いにくそうです。 

「きにいらんのかのう」 

「これ、ほんとに金ちゃんが書いたのかしら」 

 お姉さんは手紙のなかみを出して、ぼくの目の前で開きました。 

 

 

 おねえさん 

 おねえさん 

 おねえさんがいるから 

 となりにいるから 

 ぼくはまいにち（ちんぽが）元気でのう 

 （くそったれ先公のいる）学校にもいけるし 

 （くそをたれに）べんじょにもいけるんじゃ 

 



 おねえさん 

 おねえさん 

 おねえさんがいるから 

 となりにいるから 

 ぼくはまいにち×楽しくて○苦しくてのう 

 お化けがでても×楽しくて○苦しくてのう 

 かいじいの×へたな○上手なだじゃれでも 

 ×楽しく○悲しくきこえるんじゃ 

 

 おねえさん 

 おねえさん 

 おねえさんがいるから 

 となりにいるから 

 もしもいなくなったことを考えるとのう 

 ×死んだほうがましだと考えるぞい 

 ○嬉しくて屁もでるぞい 

 おねえさん 

 おねえさん 

 おねえさん 

 わしの（きらいな）おねえさん 

 

 ぼくは卒倒（そっとう）しました。 

 目の前が真っ暗になりました。 

 

 数時間後、我に帰ったぼくは、自分の部屋に寝かされていました。 

 母親の作ったお粥が、冷めて枕元にありました。 

 ぼくはこの衝撃的な手紙事件を懐爺に知らせたくて、懐爺に初めて手紙を書こう

と思いました。 

 それを母親に持っていってもらおうと思ったのです。 

 ぼくは手をのばして、ぼくの勉強机の引き出しを開けました。 

 そこにきれいな紙と、削ったばかりの鉛筆が入っているはずです。 

  

 しかし、ぼくの目に入ったのは、あの懐爺が代筆してくれた、お姉さん宛の手紙

でした。 


