
 おばけの季節【図書館篇】            陽羅義光 

 

 

 村上春樹に、 

『図書館奇譚』 

 という本があります。 

 カット・メンシックのイラスト入りのしゃれた本です。 

 作者いわく、これは、 

「ヴァージヨン４」 

 だそうだから、決定版と考えてもいいでしょう。 

 いわば、いささか大人向けの怪談です。 

 村上春樹調に「いささか」と言ったのは、子供向けに書かれた、 

「ヴァージヨン３」 

 もあるそうで、このときは絵本体裁にして、 

『ふしぎな図書館』 

 と題したそうです。 

 これは残念ながら読んだことがないが、 

「ヴァージヨン１」 

 も、 

「ヴァージヨン２」 

 も読んだ記憶があります。 

 けれども今回の「ヴァージヨン４」は、手直しもよく効いているのだろう、とて

も優れた短篇になっていて、村上春樹の短篇のなかで三番目くらいに良いものであ

ると思われます。 

 考えてみると図書館というものは、怪談本ならずとも、いろんな作者のいろんな

思いが詰まっている本が、沢山在る場所なわけだから、お化けのひとつやふたつや

みっつ出て来ても、不思議でも何でもないかもしれません。 

 この本には、お化けは出ては来ませんが、お化けよりもお化けっぽい（「今ひと

つすっきりしない禿げ方の」） 

「老人」が出て来ます。 

 大体において、というか常套的（じょうとうてき）に「老人」は怖くないはずで、

「老女」（「老婆」と書くと怒る親しい老女作家がいるので）のほうが怖いのだが、

「老女」でないところが独創的なのかもしれません。 

 

 とにかく面白い。 

 そして怖い。 

 子供の頃、宮沢賢治の、 

『注文の多い料理店』 

 を読んだときの怖さに似ている。 



 得体の知れない「老人」に、図書館の地下室に監禁（かんきん）された「ぼく」

は、「美少女」の示唆によって、「羊男」と共に逃げ出す。 

 話は『おばけの季節』以上に単純なのだが、「老人」が「ぼく」を、「頭をのこぎ

りで切って、脳味噌をちゅうちゅう吸う」 

 つもりでいることや、 

（「本物の羊の皮をすっぽりとかぶった」） 

「羊男」が「老人」に逆らうと、 

「一万匹くらいの元気な毛虫が詰まった大きな壺」 

 に入れられてしまう話など、ジッとする、いやゾッとする。 

「見ているだけで心臓がふたつに裂けてしまいそうな」 

 微笑をたたえた「美少女」は、私見では「母親」の化身だと思われるが、その「母

親」が死んで、「ぼく」がひとりぽっちになる結末も切なくていい。 

 それでも童話仕立てだし、これはハッピーエンドの怪談といってもいいでしょう。 

 

 というわけで、この本に触発（しょくはつ）されて、今回は、 

【図書館篇】 

 とします。 

 この本くらいパーフェクトな怖さにはならないだろうが、半分くらいの怖さを目

指します。 

 さてこれから、独創的な部分を考えることにします。 

 つまり「怖いやつ」（ここでは自作のタイトルに背かず「お化け」としますが）

をだれにするか。 

 村上春樹に「老人」はやられちゃったし、「老女」はありふれているし、「中年の

おばさん」ということにしましょうか。 

 

 金ちゃんも懐爺も、「美少女」のお化けを期待するでしょうが、人生そんな甘い

ものではありません。 

 

 村上ほどの才能はなくとも、村上以上にお化けには詳しいので、きっとジッとす

る、いやゾッとする話になるはずです。 

 しかも【便所篇】みたいに臭くはないし、下ネタも出ないし、出るのは教養くら

いだから、子供にも安心して読んであげられるはずです。 

 まちがいなく、きっと、たぶん、おそらく、もしかすると。 

 

                        禿光山人 拝 

 

        ＊    ＊ 

 

 ぼくが祠の前を通り過ぎようとすると、なかから懐爺の声がします。 



「おうい、金ちゃん、どこ行くの」 

 ぼくは立ち止り、 

「どうしてわしだと、わかったのかのう」 

「それは、金ちゃんの足音は特別ですからね」 

 懐爺はなかから出てきました。 

「どう、とくべつなんじゃ」 

「それは言えません。わたしの第六感（だいろっかん）としか言えません」 

「ふうん、それにしちゃ、いつもわしがくると、なかなかおきてこんのう」 

「それは、金ちゃんだと解るからです。隣のお姉さんならすぐに起きます」 

「いいかげんじゃのう。けしからんのう」 

 でも、ぼくは怒りません。 

 こんなことで怒っていたら、毎日怒っていなければならない。 

「今日はわたしに用ではなさそうですね。一体どこに行くつもりなのですか」 

「つもりもやもりも、あるかい。としょかんじゃ」 

「あら、村の図書館でまた怪談本を借りるのですか」 

「あほぬかせ。かいだんばかりかりる、わしではない」 

「それなら、まさか、いやらしい本を」 

 懐爺はいやらしい顔をしました。 

「あほぬかせ。としょかんに、そんなほん、ないわい。ゆうとうせいたる、わしが

かりるのは、とうぜん、まじめなほんじゃ」 

「しかし、金ちゃんに、聖書（せいしょ）とか仏典（ぶってん）は似合いませんね」 

「そんなもん、よむかい」 

「まあ、失礼千万。ではどんな高尚（こうしょう）な本を読むと言うのですか」  

「ううむ、いいたくはないがのう」 

 ぼくは珍しく渋りました。 

「言いたくはない本なら、余計に聞きたいですねえ」 

 懐爺は珍しく興味津々（きょうみしんしん）です。 

「しゅくだいを、たのしくやるほうほう、というほんじゃ」  

「げほげほ、ぶほぶほ」 

 懐爺は噎（む）せるくらいに笑いました。 

「しつれいせんばん、じゃぞい」 

 ぼくが抗議すると、 

「そんな本、村の図書館にはありませんよ。そうでなくとも、町の図書館の十分の

一しか蔵書（ぞうしょ）がないんですから」 

「だば、まちのとしょかんに、いくかのう」 

「そんなもの、本を読まなくとも、わたしが教えてあげますよ」 

 そうか、どうしてそれを思い付かなかったのか。 

 でも、こういう展開になったから、懐爺も言い出したのでしょう。 

 しめしめ。 



「おしえてちょ」 

「子供の宿題はもともと、楽しくて簡単なものです。大人になると、二時間くらい

では解決できない、苦しくて困難な宿題が沢山あります」 

「それが、こたえかい」 

「いえ、答はこれからです。宿題が楽しくない理由を考えることです。本当は怪談

本を読みたいのだけど、宿題をやらないといけないとか」 

「そういうこっちゃ」 

「でしょ。それなら宿題を怪談本だと思って、お化けを退治する気持でやれば、楽

しいんじゃないでしょうか」 

「なるほどのう」 

 ぼくは急いでいたので、この程度の答で納得することにした。 

 すると、懐爺は予想外のことを言い出すのです。 

「実は最近、村の図書館には、怖いお化けが出るのです。それも半端ではない怖さ

ですよ。やめておいたほうがいいんじゃないでしょうか」 

「おもしろそうじゃのう」 

「面白がってはいけないお化けですよ。どうかやめてください」 

 なるほど、それで懐爺は起き出してきたのか。 

 それでもぼくは、ご存じの通り天の邪鬼（あまのじゃく）です。 

「いまぞゆく、いまぞゆく、いまぞゆく」 

「行きはよいよい帰りは怖い」 

「どんなおばけなんじゃ」 

「【としょかんおばさん】です」 

「おばさんかい。あまりこわそうじゃないがのう」 

 ぼくはもう本を借りる気持はなくなって、【としょかんおばさん】に会いたい気

持でいっぱいでした。 

「何を言っても行くつもりですね。仕方がありません。それならこれを持って行っ

てください」 

 懐爺は、ぼくの手に何かを握らせました。 

 おにぎりかと思ったが、でっかい饅頭でした。 

 ぼくはそれを、腰の手拭いで包んで首に巻きました。 

 まだ腹はすいてはいないが、実に旨そうだったので。 

 

      ＊     ＊ 

 

 村の図書館には、中年のおばさんがひとりで受付にいました。 

 他にはだれも、ひとりもいませんでした。 

 館内は薄暗く無音でした。 

 村の図書館はこういう時が多いので、気にはなりません。 

 受付は、いままで中年のおじさんでしたが、病気にでもなったのかもしれません。 



 おばさんは、白髪まじりの髪、化粧っ気のない柔和な顔、普段着を着て、自然な

声で、 

「坊ちゃん、いらっしゃい」 

 と言いました。 

 懐爺の言う、半端ではない怖さの【としょかんおばさん】とはとても思われない

し、そんなことを思い出したりもしませんでした。 

 このおばさんがお化けなら、村のおばさんはみんなお化けです。 

 ぼくがうろうろしていると、 

「坊ちゃん、何を借りにきたん」 

 おばさんは優しい声で聞きました。 

 ぼくが言いにくそうにしていると、 

「もしかしてお化けの本かしらん」 

 ぼくは正直に、 

「おばけのほん、よみたいけど、ここには、いま、さんさつしかない。そのさんさ

つは、もうさんかい、よんどる」 

 と答えました。 

 おばさんはにこにこして、 

「地下の倉庫にいっぱいありますよん」 

 と言いました。 

 ぼくは知らなかったことを烈（はげ）しく後悔しました。 

「ほんまかいな」 

「嘘なんか言いませんよ。坊ちゃん、自分の目で確かめてみたらどうなのん」 

「そうじゃのう」 

 おばさんは、鍵を持って階段を降りて行き、ぼくは後について行きました。 

 おばさんは地下の倉庫の扉の鍵を開けると、 

「さあ、どうぞん」 

 と優しくぼくを招き入れました。 

 そこには地上よりもいっぱい書棚があり、一見しただけでも、全部が全部お化け

の本であることが解りました。 

「うひょひょ」 

 思わずぼくは歓喜の声をもらし、書棚を巡りました。 

 あるあるあるある、お化けの本ばっかし。 

『日本妖怪全集』 

『世界妖怪全集』 

『化物大特集』 

『百鬼一覧』 

『変化選集』 

『悪霊特集』 

『怪談千物語』 



『鬼さんこちら』 

『幽霊いくらでも』 

『お化けこれでもか』 

 ぼくは興奮して尿意を催しました。 

 おばさんに便所の場所を聞いて、出すもの出して、落ち着いてから、じっくり本

を選びたい。 

 けれども、おばさんの姿が見えません。 

 仕方なくぼくはいったん地上に行こうとしましたが、倉庫の扉が開きません。 

「まいったのう。ここでやっちまうかのう」 

 そうつぶやくと、ぼくの声が聞こえたのでしょう、扉が音もなく開いて、おばさ

んが溲瓶（しびん）を手にしていました。 

 おばさんは溲瓶を丁重にぼくに渡し、 

「この中にしてくださいねん」 

「すまんのう」 

 ぼくが遠慮なくその場で流し込むと、 

「本が決まったら、また声をかけてくださいね。この扉は壊れていて、外からでな

いと開かないのですよん」 

 おばさんはそう言い残し、やはり丁重に溲瓶を持って戻っていきました。 

 ぼくはすっきりして、再びずらり並んだ怪談本に目をやりました。 

 村の図書館で借りられるのは、一度に三冊だけ。 

 それを三週間以内に返さないといけません。 

 ぼくは三週間で読めそうな三冊を、慎重に選びました。 

『お化け大会』 

『幽霊大行進』 

『赤鬼がゆく』 

 の三冊です。 

 どれも怖い挿し絵が入っていて、掘り出し物の印象がありました。 

「きまったぞい」 

 ぼくは声をあげました。 

 おばさんはすぐにやってきて、扉を開けてくれました。 

「このさんさつに、きめたぞい」 

「あらまあ、この三冊は貸し出し禁止ですよん。ほらここにそういう判子（はんこ）

が捺してあるでしょう」 

「ほんまじゃ。こまったのう」 

「まあいいでしょう。内緒にしておきますから、三週間経ったら必ず返してくださ

いねん」 

「もちろんじゃ」 

 ぼくは上機嫌になりました。 

「本を入れる袋は、ありますかん」 



「てぬぐいだけじゃが、まんじゅうをつつんでおる」 

 ぼくは首から手拭いをはずして、懐爺にもらった饅頭を見せました。 

「まあ、美味しそうですねん」 

「はんぶん、あげるぞい」 

 ぼくはお礼のつもりで、でっかい饅頭を半分に割りました。 

「いいの、坊ちゃん」 

「もちろんじゃ。ぶしに、にごんはない」 

「ごちそうさま。それではあそこで一緒に食べましょねん」 

 おばさんは閲覧室（えつらんしつ）を指さしました。 

 ぼくとおばさんは、閲覧室の椅子に坐って、仲良く一緒に饅頭を食べました。 

「のどがかわいたのう」 

 とにかく半分でもでっかい饅頭ですから。 

「お茶を入れましょう。すこし待っててねん」 

 おばさんはお茶を持ってきて、ついでに袋も手にしていました。 

「この袋に本を入れてお帰りなさい。そうすれば落としても雨が降っても、汚れた

り濡れたりしませんからねん」 

「しんせつじゃのう」 

 と言うと、おばさんは嬉しそうに笑いました。 

「この袋はこの図書館の備品です。しかも返却不要のものですから、心配なくん」 

「いままで、もらったことないのう」 

「今まで務めていたおじさんは、子供嫌いなんですよん。それでしらんふりしてい

たんですね。まあ、ああなるのも仕方ありません」 

「おじさんは、どうなったんじゃ」 

「先週首を切られたんです。それで代りに私がやっていますん」 

「おじさんは、いまなにしとるんかのう」 

「私は親戚ではないからん」 

「まあええ。くびをきられたばかりじゃ、くびとどうたいを、つなげないと、なに

もできんのう」 

 ぼくが冗談を言うと、おばさんは冗談が通じたらしく、お腹をかかえて笑って、

なかなか笑いが止まりませんでした。 

 懐爺もこれくらい、冗談が通じてくれるといいんだが。 

「おや、笑い過ぎたせいでしょうか、お腹が痛くなってきましたん」 

「まんじゅうが、あたったのかのう」 

「坊ちゃんは痛くないのねん。大丈夫、笑い過ぎたせいでしょねん」 

「わしはかえるで。おばちゃんは、すこしやすむとええ」 

「すみませんね、坊ちゃん」 

「だいじにせえよ」 

「はい、坊ちゃんもお気をつけてねん」 

 おばさんは優しく手をふりながら、奥に消えました。 



「おばちゃん、さよなら」 

 ぼくはおばさんが心配だったが、だいぶ暗くなってきたので、村の図書館を後に

しました。 

 

    ＊    ＊ 

 

 帰る途中、鼻歌を歌いながら、祠を通り過ぎようとすると、なかから懐爺がまた

声をかけてきます。 

「金ちゃん、ご無事でしたか」 

「ぶじも、へったくれも、あるかい」 

 懐爺は祠から出て来て、 

「ご機嫌ですね、【としょかんおばさん】を退治したのですか」 

「そんなもの、おらん。しんせつで、やさしいおばさんが、おった」 

「それが、怖い怖い【としょかんおばさん】ですよ」 

「しんじられんのう」 

 ぼくは、村の図書館でのあらましを伝えた。 

「やっぱり【としょかんおばさん】です。まずは村の図書館には、地下の倉庫なん

かありません。地下には便所があるだけです。だから、溲瓶なんか要りません。も

ちろんお化けの本は三冊しかありません」 

「げげっ」 

 とぼくは、袋のなかの三冊の本を出して見ましたが、 

 それはぼくが選んだはずの、『お化け大会』『幽霊大行進』『赤鬼がゆく』ではな

く、ぼくが今まで何度も読んだ『怪談』『奇譚』『鬼話』でした。 

 すると懐爺は袋をいじっていて、 

「これは人間の皮で作られていますね。おそらく村の図書館の中年のおじさんのも

のでしょう。【としょかんおばさん】に首を切られたのですね」 

「げげっ、じょうだんじゃない」 

 まいった、ぼくは本当にまいった。 

「だいたい閲覧室では飲食禁止ですよ。そんなことを受付のおばさんが知らないは

ずはないでしょう」 

「そういえば、そうじゃな」 

「決定的なのは、饅頭ですよ。あれは、金ちゃんなら大丈夫ですが、お化けが食べ

ると、お腹をこわす饅頭なんです。いまごろは下痢が止まらずに、住処（すみか）

に逃げ帰っていることでしょう」 

「わし、おちゃ、のんだぞい」 

「それは問題ないですよ。金ちゃん自身のおしっこですから」 

「ぶるぶるぶるん」 

 ぼくはいまになって震えがきて、なかなか止まりませんでした。 

  


