
アカイイト新章・神の化身の少女

最終話「神の化身の少女」

１．今、出来る事を

　「身の程知らずにも程があるわね。あなた。」

　

　桂と柚明の屋敷に忍び込もうとした指名手配中の強盗が、ノゾミによって叩きのめされていた。

　彼女の周囲を舞う無数の月光蝶を見て、強盗が怯えた表情で後ずさる。

　「ば・・・ば・・・化け物・・・！！」

　「死にたくなかったら、さっさと消えなさい。目障りよ。」

　「ひ、ひいい！！ひあああああああああっ！！」

　目の前の非日常的な光景に恐怖を覚え、強盗は怯えた表情で屋敷から逃げていった。

　人気の少ない山奥にあり、しかも普段は誰も住んでいない・・・今では桂と柚明が年に数回訪れ

るだけの別荘と化している屋敷であるが故に、強盗は格好の潜伏場所に選んだのだろうが、そこ

にたまたまノゾミがいた事が運の尽きだった。

　コハクはこういう時の為に汀を屋敷に残したのだが、コハクが言っていたように「余計なお世話」

だったようだ。

　汀はとても暇そうに、縁台で柚明と将棋を指していた。

　そんな２人の傍らで、桂は部屋の中で静かに手を組み、梢子の無事を祈っている。

　　

　「ノゾみんのせいでアタシは今、する事が無くて凄く暇なんだけど～。」

　「汀の出番なんか無いわよ。私がいる限り、桂と柚明には指一本触れさせやしないんだから。」

　「へいへい、さすがは羽藤家の守護神様だわ。・・・あれ！？詰んでる！？そんな！！」

　「全く、本当に熱心な護衛役だこと・・・」

　溜め息を付くノゾミだったが、突然桂と柚明が厳しい表情になった。

　２人の体に流れる贄の血が、蘇った馬瓏琉の気配を感じ取ったのだ。

　それも、１年前とは比較にならない程の強大な力を。

　

　「柚明お姉ちゃん・・・感じた？」

　「ええ・・・この気配は、馬瓏琉ね。」

　「そんな・・・どうしてあの人が・・・それもこんな強大な力・・・」

　「梢子ちゃんたち・・・大丈夫かしら・・・」

　とても心配そうに、馬瓏琉の波動を感じた方角を見つめる桂と柚明。

　今の２人には、梢子の手助けをしてあげられない事がとても辛かった。

　梢子も遥も、自分たちの手の届かない場所で馬瓏琉と戦っているのだから。

　今の２人に出来る事と言えば、せいぜい梢子の無事を祈る事だけだ。



　だが、それでも。

　「・・・今の私には・・・祈る事しか出来ない・・・」

　「桂ちゃん？」

　「だから・・・私が梢子ちゃんの為に精一杯出来る事を・・・今の私に出来る事を・・・！！」

　

　祈る事しか出来ないのなら、せめて梢子の為に精一杯祈ろう。

　梢子の無事を信じて。梢子が元気な顔で自分たちの下に帰ってくる事を信じて。

　桂は再び手を組んで、ひたすら祈った。

　梢子ちゃんが無事でありますように・・・と。

　

　無駄な事だと言われるかもしれない。笑われるかもしれない。

　だがそれでも、桂は祈らずにはいられないのだ。

　今の桂には、梢子の無事を祈る事しか出来ないのだから。　

　

　そんな桂の傍に柚明は寄り添い、桂の肩を右手で抱き寄せ、左手を桂の両手にそっ・・・と重ね

合わせた。

　梢子の事が心配なのだろう。桂の肩が少し震えているのを柚明は感じていた。

　その柚明の体の感触と温かさが、今の桂にはとても安心出来た。

　「・・・私も付き合わせてくれる？桂ちゃん。」

　「柚明お姉ちゃん・・・」

　「私たちの祈りは、きっと梢子ちゃんに届くわ。だって今の梢子ちゃんは、私たちと繋がっている

んだから。」

　そう、梢子は桂や柚明と、『アカイイト』の絆で結ばれたのだ。

　だからどれだけ離れていようとも、２人の想いはきっと届く・・・柚明はそう信じていた。

　身を寄せ合って静かに目を閉じて祈る２人を、汀とノゾミは神妙な表情で静かに見つめていた。

２．果てしなき戦い

　急造コンビとはとても思えない程の、息が合った見事な連携を見せる梢子と遥だったが、それで

も馬瓏琉の圧倒的な力の前に完全に押されていた。

　馬瓏琉の力は、１年前に卯良島で梢子と戦った時よりも格段に強くなっていた。

　梢子と遥の神速の斬撃も、龍戟と氷のアーゼに阻まれ、馬瓏琉には届かない。

　その２人の戦いぶりを、渚がとても心配そうに見つめている。

　「馬瓏琉！！私は貴様だけは・・・貴様だけは絶対に許さん！！」

　「はっ！！自業自得だろうが！！てめぇもそこの小娘も、てめぇの母親も、天照の子孫のくせに、

よりにもよって卯良島に踏み入っちまうんだからよ！！」

　「私たちはただ、根方宗次に剣術の指導を請いに来ただけだったんだ！！それを！！」

　「根方は気付いていなかったようだが、俺はすぐに分かったぜ！！てめぇらが天照の血を宿して

るって事によ！！これじゃあ生贄にしてくれって言ってるようなもんだろうがぁ！！」

　「貴様は何の為に瑠璃宮の門を開こうとしたんだ！？貴様は一体何が欲しかったんだ！？何の

為に父さんと母さんを殺したんだ！？」



　「馬鹿かてめぇは！？瑠璃宮の門を開く目的なんざ、１つしかねえだろうが！！」

　「海神クロウクルウの力か・・・！！そんなくだらない物の為に、貴様は！！」

　「てめぇだって俺と同類だろうが！！俺への復讐の為に富岡京介を利用したくせによ！！」

　「貴様と一緒にするなぁっ！！」

　怒りの形相で、遥は馬瓏琉と戦う。

　だが梢子と同時に相手にしているというのに、馬瓏琉の表情には余裕すら感じられた。

　天照やアポロンよりも勝っている龍戟のリーチの長さを巧みに利用し、梢子と遥を懐まで攻め込

ませない。さらに氷のアーゼによる防御も鉄壁で、全方位どこにも隙が見当たらない。

　「貴様のせいで私も渚も、人生を台無しにされたんだ！！幸せを壊されたんだ！！」

　「天照の血をその身に宿すてめぇらが、幸せな生活なんざ送れるわけねえだろうが！！」

　「それでも私たちは幸せに暮らしていたんだ！！それを貴様は・・・！！」

　「仮に俺が手を出さなかったとしてもだ！！天照の子孫であるてめぇらを、鬼切り部の連中がむ

ざむざと放っておくわけがねえだろうが！！」

　「くっ・・・それは・・・っ！！」

　「何だよ、心当たりがあるんじゃねえかよ！！それでもてめぇらは俺が介入せずとも幸せなままで

いられたと、そう言い切れるのかよ！？」

　

　遥は自分の体に宿る『神の血』のせいで、鬼切り部と何らかの関わりでもあったのだろうか。

　苦虫を噛み締めるかのような遥の表情から、少なくとも友好的な関わりでは無かった事が伺える。

　俺がいなくても、鬼切り部の連中が放っておくわけがない・・・馬瓏琉の言葉が、遥の心に重くの

しかかる。

　そんな遥の動揺を楽しみながら、馬瓏琉は梢子と遥を弾き飛ばす。

　そして勝ち誇った表情で、馬瓏琉は空中に浮遊している氷のアーゼに命じた。

　「見せてやるよ！！氷のアーゼは防御しか能の無い式神じゃねえんだよ！！」

　「何だと！？」

　「行けよ！！氷のアーゼ！！」

　氷の盾として馬瓏琉を守ってきた氷のアーゼが、突然無数の氷の塊に分離した。

　それらが全方位から、まさしく氷の刃となって遥に襲い掛かる。

　「遥！！」

　「梢子！！お前は渚を守れ！！」

　遥は的確に氷のアーゼを斬り捨てていく。

　まるで背中にも目が付いているかのように、遥は全方位からの攻撃に対応していく。

　遥によって、半数近くの氷のアーゼが破壊されていく。

　だが馬瓏琉は、遥が自分から目を離した一瞬・・・その隙を見逃さない。

　氷のアーゼはただの囮。遥の注意が逸れた所を目掛けて、本命の一撃を遥にぶつける。

　　　

　「おいおい、隙だらけだぜ！！星崎遥ぁ！！」

　「何っ！？」

　

　馬瓏琉が生み出した漆黒のエネルギー弾が、容赦なく遥に襲い掛かる。

　氷のアーゼの迎撃に集中していた遥は、反応が遅れた。



　「しまっ・・・！！」

　「遥！！」

　

　情け容赦なく遥を飲み込むエネルギー弾。

　祭壇に響く、派手な爆発音。

　直撃を受けた遥は、渚がいる方角へと吹き飛ばされ、壁に叩きつけられる。

　「がはっ・・・！！」

　「姉さんっ！！」

　

　そのまま意識を失い、地面に倒れ伏す遥。

　慌てて渚は遥を介抱するが、遥が受けたダメージは相当な物のようだ。

　

　「姉さん！！姉さん！！」

　「遥！！」

　涙を流しながら遥を介抱する渚。だが遥は一向に動く気配が無い。

　それを見た梢子の頭の中で、『何か』が弾けた。

　「こんのーーーーーっ！！よくもーーーーーーーーーーーー！！」

　「何だと！？」

　梢子の体が、青く白く美しく光り輝く。梢子の背中に蝶の羽根が生える。

　　

　「その技は羽藤柚明の・・・！！」

　「だああああああああああああああああっ！！」

　自らの体を蝶の化身と化して、梢子は馬瓏琉に斬りかかる。

　先程よりもさらに威力と速度が増した、梢子の神速の斬撃。

　「・・・ええい、何てスピードだ！！」

　天照と龍戟が何度もぶつかり合う。

　天照の聖なる力と龍戟の邪悪な力がぶつかり合い、２人の周囲に火花が走る。

　先程までとは一転して、２人の戦いは互角だった。　

　梢子が馬瓏琉に繰り出しているのは、コハクの縦横無尽かつ軽快な太刀筋。

　「そらそらそら！！えい！！やあっ！！とおっ！！」

　「今度は虎姫の太刀筋だと・・・！？一体何なんだこいつは！？」

　馬瓏琉は一旦梢子から間合いを離す。そして氷のアーゼが全方位から梢子に襲い掛かる。

　「くっ・・・氷のアーゼ！！」

　「舞い上がれ！！」

　そこへ、梢子の周囲を無数の月光蝶が舞い上がる。

　それがまさしく旋風（つむじ）のように梢子を包み込み、氷のアーゼから梢子を守る。



　月光蝶の神聖な力により、氷のアーゼが全て砕け散る。

　予想外の出来事に、馬瓏琉は驚きを隠せない。

　

　「何だ・・・何だってんだ・・・てめぇは・・・！？」

　梢子の体は、青く白く美しく光り輝いている。

　威風堂々と馬瓏琉を睨む、梢子のその神々しい姿は、まさに蝶の化身だ。

　

　「小山内梢子・・・てめぇは一体何者だ！？」

　そう言えば梢子は、資格が無い者だと近づいただけで身も心もズタズタにされるはずの《剣》に

対して、何故か強い耐性を持っていた。

　いや、それだけでは無い。常人には猛毒な筈のヒノクスリ・・・その原液でさえも、梢子は何故か

自らの力へと変える事が出来たのだ。　

　　

　「てめぇは・・・本当に人間なのか・・・！？」　

　「馬瓏琉ーーーーーーーーー！！」

　「くそがあっ！！」

　

　梢子と馬瓏琉が壮絶な戦いを繰り広げる。

　その傍らで、渚が涙を流しながら、意識を失っている遥を介抱していた。

　遥のダメージは相当深く、呼吸も弱々しい。渚の呼びかけにも全く反応しない。

　だが、それでも渚は諦めてはいなかった。

　「それでも・・・まだ繋がってる・・・！！」

　今の遥の体には、渚の『力』が宿っているのだ。

　今の遥の心には、渚の『想い』が宿っているのだ。

　「私と姉さんが、ちゃんと繋がってるのが分かるよ・・・！！」

　

　遥と渚は、『アカイイト』の絆で繋がっているのだ。

　

　「だから私は・・・！！」

　遥の懐からカッターナイフを取り出し、渚は自らの右手人差し指を傷つけた。

　「あなたの命を、手繰り寄せる！！」

３．帰るべき場所

　「ここは・・・」

　気が付くと遥は、いつの間にか花畑の上に立っていた。

　目の前に広がる光景は、清々しい青空、とても澄んだ泉、美しい森。

　まるでこの世の物とは思えない程の、美しい光景。遥はしばらく目の前の幻想的な景色を呆然と



見つめていた。

　

　「何だここは・・・私は一体どうしたんだ・・・あのとき馬瓏琉の攻撃を受けて・・・っ！？」

　遥はこの時、ようやくアポロンが手元に無い事に気が付いた。

　そして先程まで自分が戦っていた馬瓏琉も、そして梢子も渚も、どこにもいない。

　

　「ま・・・まさか・・・私は・・・」

　「遥ちゃん・・・」

　遥の背後から、とても懐かしい声が聞こえる。

　あまりにも懐かしいが故に、遥は戦慄を覚える。

　慌てて振り向くと、そこにいたのは・・・

　「・・・父さん・・・母さん・・・！？」

　「遥・・・久しぶりだな・・・」

　「そ・・・そんな・・・！！」

　馬瓏琉に殺され、この世にいないはずの両親だった。

　そして殺された時は３０代後半だったはずの遥の両親は、とても若々しい２０代の姿へと変貌して

いたのだ。

　そのありえない状況から、遥は瞬時に悟った。悟ってしまった。

　「私は・・・馬瓏琉に殺されたのか・・・！？」

　

　死んだ筈の両親が目の前にいる事が、何よりの証。

　そして目の前の美しい光景・・・ここは天国なのだろうか。

　遥の両親はとても穏やかな表情で、目の前の愛娘を見つめている。

　「遥ちゃん・・・こんなに大きくなって・・・立派に成長して・・・！！」

　「母さん・・・」

　「顔をよく見せて・・・遥ちゃん・・・あなたの顔を・・・！！」

　目を潤ませる遥の顔を、じっ・・・と見つめる遥の母。

　両親と再会出来たのは嬉しいが、まさかこんな形で再会してしまうとは。

　遥は自分の置かれた状況に、戸惑いを隠せなかった。

　そんな遥の両肩を優しく掴み、遥の父はじっ・・・と渚を見つめる。

　「遥・・・僕と栞がいなくなってから、随分と苦労して・・・そして、それでも強く生きて来たんだな・・・

お前と渚の事は、今までずっと見守って来たんだぞ。」

　「父さん・・・私は・・・」

　

　話したい事が沢山ある。言いたい事が山ほどある。

　両親が馬瓏琉に殺されてからの、自分と渚の波乱の人生を。両親への想いを。

　だが、何か言おうとした遥の口を、母の右手人差し指が優しく塞いだ。

　「んんっ・・・！？」



　「遥ちゃん、何も言わないで。私たちの話を聞いて頂戴。」

　遥の母が左手をかざす。そこに現れた映像を見て、遥は驚愕の表情になった。

　「梢子・・・！！」

　

　梢子が蝶の化身と化して、必死に馬瓏琉と戦っている。

　そして渚が泣きそうな表情で、右手人差し指を遥の口の中に突っ込んでいる。

　「渚・・・私に『神の血』を飲ませているのか！？」

　「遥。お前はまだ死んではいない。まだ死んではいないんだ。」

　とても穏やかな、しかし悲しげな笑顔で、遥の父はそう断言した。

　「お前はまだ生死の境をさまよっているだけなんだ。お前はまだ生きているんだ。」

　「父さん・・・」

　「そしてお前は、まだ死ぬべきじゃない。まだここに来るべきじゃない。今のお前には、まだやる

べき事があるだろう。帰るべき場所があるだろう。」

　

　遥がやるべき事・・・それは馬瓏琉を倒し、渚を守り、渚と共に幸せの日々を掴み取ること。

　遥が帰るべき場所・・・それは渚の下。そして渚と共に暮らしていた、両親が遺した家。

　言葉には出さないが、遥の両親の瞳がそう告げていた。

　

　遥もまた、両親の想いを、両親が言いたい事を、敏感に感じ取る。

　本来いるべき場所へと帰れ・・・そう言っているのだと。

　そしてそれは、折角再会した両親との別れを意味するのだ。

　遥はまだ生きているが、遥の両親は死んでいるのだから。

　遥はまだ『あちら側』の人間であって、『こちら側』の人間では無いのだから。

　それを思うと、遥の目から涙が溢れ出てくる。

　「父さん・・・母さん・・・私は・・・！！」

　「遥ちゃん、そんなに悲しまないで。そんなに寂しがらないで。私たちはいつでも渚ちゃんと遥ちゃ

んを見守っているから・・・！！」

　「うん・・・！！」

　「だからもう帰りなさい。遥ちゃんが本来いるべき場所・・・渚ちゃんがいる場所に。」

　渚の『神の血』に導かれ、目の前の景色が、渚の両親の姿が、光に包まれて見えなくなっていく。

　そして遥の体が、どんどん急降下していく。

　遥の意識が、本来あるべき場所へと戻っていく。

　「遥ちゃんのアポロンは、まだ輝きを失せていない・・・あんなに神々しく輝いてる・・・」

　「自分の信じた道を突き進むんだ。例えそれが過ちだったとしても、恐れるな。」

　「遥ちゃん・・・渚ちゃんと幸せにね・・・！！」

　「僕たちの分まで、強く生きるんだぞ？遥。」

　両親の言葉も次第に遠くなっていく。目の前に光が広がっていく。

　折角再会出来た両親との、再度の別れ。



　だが今の遥が帰るべき場所は、両親の下じゃない。渚の下なのだ。

　そして遥の両親は、いつでも遥と渚を見守ってくれているのだ。

　だから遥は、悲しんでなどいられない。

　今の遥には、渚との幸せを掴む為に、やらなければならない事があるのだから。　

　「父さん・・・母さん・・・私は生きるよ・・・渚と共に、父さんと母さんの分まで・・・！！」

　

　何があっても強く生きる。渚と共に幸せになる。

　その強い決意を心に秘めて、遥は光の向こう側・・・見えなくなった両親に向かって、力強い表情

で敬礼を交わした。

　　

４．神の化身の少女

　「千羽妙見流奥義・・・魂削り！！」

　「ちいっ！！」

　梢子の渾身の一撃を、馬瓏琉は龍戟で受け止める。

　馬瓏琉と互角に渡り合う梢子。今の馬瓏琉からは、先程までの余裕は微塵も感じられない。

　　

　「この・・・いつまでも調子に乗ってんじゃねえぞ！！小娘がぁ！！」

　「あぐっ・・・！！」

　

　馬瓏琉は梢子を弾き飛ばし、左手に漆黒のエネルギー弾を生み出す。

　先程、遥を倒した恐るべき技。それが今度は梢子に襲い掛かる。

　体勢を崩した今の梢子では、回避が間に合わない。

　「くっ・・・天照で受け止めるしか・・・！！」

　「死にさら・・・何っ！？」

　突然、馬瓏琉に襲い掛かった数匹の魍魎。

　とっさに馬瓏琉はエネルギー弾の標的を魍魎に切り替える。

　エネルギー弾が梢子から逸れて、あさっての方向へと飛んでいく。

　脆弱な力しか持たない魍魎は、その強大な力の前にあっけなく消滅してしまった。

　「魍魎だと・・・！？一体誰が・・・！？」

　「・・・まさか、富岡から譲り受けたゴブリンの召喚符が、こんな形で役に立つとはな。」

　「な・・・！？」

　馬瓏琉の目の前には、いつの間にか起き上がっていた遥がいた。

　

　「姉さん・・・！！」

　「渚、アポロンを！！」

　「うん！！」

　渚からアポロンを手渡された遥は立ち上がり、一片の迷いも無い瞳で馬瓏琉を見据える。



　

　「星崎遥・・・てめぇ、まだ・・・！！」

　「梢子、お前は渚を守ってやってくれ。馬瓏琉は私が倒す。」

　

　ようやく立ち上がった梢子を庇うように、馬瓏琉の前に遥が立ちはだかる。

　その表情からは、先程までの馬瓏琉への怒りや憎しみは、微塵も感じられなかった。

　今の遥にあるのは、大切な存在・・・渚を守りたいという強い想い。

　馬瓏琉への怒りや憎しみも全く無いと言えば嘘になるが、それでも今の遥には、渚を守りたいと

いう想いの方が強かった。

　

　「お前が先程私に言っていた事の意味が、今なら私にも分かる気がする。」

　それは梢子が遥に諭した、憎しみの心で戦うのではなく、大切な物を守る為に戦えという事。

　馬瓏琉を憎むのではなく、渚を守る為に剣を振るえという事。

　「そして、お前のお陰で私は、失っていた大切な物を取り戻せたような気がする。」

　馬瓏琉とファルソックへの復讐心に支配され、遥が失いかけた物。　

　それは遥がフェンシングを習った理由・・・渚を守りたいという強く純粋な想い。

　

　「お前のお陰で私は、鳴海夏夜の二の舞にならずに済んだようだ。礼を言わせて貰うぞ。」

　「遥・・・」

　「馬瓏琉！！今度は私が相手だ！！」

　力強く澄んだ瞳で、遥はアポロンを構える。

　

　「私は渚を守りたい・・・渚と共に幸せになりたい・・・私の願いは、ただそれだけだ！！その為に

私はお前を倒す！！」

　

　その遥の強く純粋な想いが、遥の真の力を覚醒させた。

　「何っ！？」

　遥の体、そしてアポロンが、金色に光り輝く。

　これこそが、渚との『アカイイト』の契りによって目覚めた、遥の・・・そして『神の血』の真の力。

　遥の心から邪念が消えた事で、渚を守りたいという強い想いが、遥の力を覚醒させたのだ。

　今の梢子が蝶の化身なら、今の遥はまさしく神の化身だ。

　

　「天照・・・だと・・・！？」

　古き時代より伝わる、梢子の木刀の名前の由来にもなっている、そして渚と遥の先祖でもある、

太陽神天照。馬瓏琉はその名を思わず口に出してしまった。

　それほどまでに、今の遥から神々しさを感じたのだ。

　

　「馬瓏琉ーーーーーーーーーーーーーー！！」

　遥は馬瓏琉に斬りかかる。



　常人を遥かに超えた、人間のレベルを超越した、遥の神速の斬撃。

　その威力も速度もキレも、馬瓏琉の攻撃で気絶する前よりも、さらにレベルアップしていた。

　「くっ・・・！！」

　「はあああああああああああああっ！！」

　アポロンと龍戟が何度もぶつかり合う。2人の周囲に糸状の閃光が走る。
　聖なる力と邪悪な力がせめぎあい、２人の周囲に火花が走る。

　先程までと違い、馬瓏琉の表情からは完全に余裕が消えていた。　　

　「小娘が・・・この俺を・・・夷の王を、舐めるなああああああああああああああっ！！」

　

　龍戟が遥の左胸を貫く。

　だが。

　「な・・・手応えが！？」

　遥の体が、光の粒子となって消えていく。

　その瞬間、馬瓏琉はとっさに背後に殺気を感じた。

　

　「ぐっ・・・！！」

　

　馬瓏琉はとっさに遥の斬撃を受け止める。

　だが、その遥の姿が再び光の粒子となって消えていく。

　「何っ！？・・・ぐあっ！！」

　さらに遥のアポロンが、左側から馬瓏琉の頬を掠める。

　馬瓏琉はとっさに龍戟をなぎ払うが、またしても遥の残像を切り裂いただけだ。

　そして馬瓏琉の目前で、いつの間にか遥が威風堂々と馬瓏琉を見据えていた。

　「くっ・・・縮地法の連発だと・・・！？だが、まさか残像が残る程のスピードとは・・・！！」

　遥の神速の動きに翻弄される馬瓏琉。

　だがそれでも馬瓏琉には、とっておきの切り札が残されていた。

　

　「・・・いいだろう・・・この俺をここまで追い詰めたお前に敬意を表し、特別に見せてやるよ！！」

　「な・・・！？」

　

　左目の眼帯を外す馬瓏琉。

　突然の馬瓏琉の行動に、遥は戸惑いを隠せない。

　

　「目ってのは、脳みそに直結している唯一の感覚器官な訳だが・・・」

　「眼帯を・・・！？馬瓏琉、貴様一体何を！！」

　「俺の頭がイカれちまったのは、こいつのせいかもしれねえなあっ！！」

　馬瓏琉の左目が、禍々しく光る。



　その瞬間、遥の体に走る『衝撃』。

　「ぐっ・・・こ、これは・・・！？」

　「俺の左目は大昔に、とんでもなくやばい物に犯されちまってなぁ！！」

　「その左目は・・・邪眼なのか・・・！？だが、何て強力な・・・！！」

　「言っておくが俺の邪眼は、目を逸らした程度じゃ逃げられねえぜ！！」

　ノゾミの物より遥かに強力な、馬瓏琉の邪眼。

　ノゾミと違って対象を操り人形にする事は出来ないが、それでもその圧倒的な「圧力」よって、対

象の精神を容赦なく破壊する。

　常人ではとても耐えられない、それこそ命さえ蝕む程の、凄まじいまでの破壊力。

　「だが・・・それだけの強力な力・・・使えば使う程、貴様自身の精神も蝕まれるはずだ・・・っ！！」

　「だから不便なんだよ！！こいつのせいで俺は、常に眼帯を付けていなければならなくなっちまっ

たんだからなあ！！」

　「ぐあっ！！」

　「どうした星崎遥！？太刀筋が鈍ってるぞ！？」

　馬瓏琉の邪眼に気圧され、遥は防戦一方になっていた。

　遥の強靭な精神力、そして『神の血』が遥を守っているお陰で、遥はどうにか馬瓏琉の邪眼に耐

える事が出来ているのだが、それでも馬瓏琉の邪眼は容赦無く遥の体を蝕んでいた。

　馬瓏琉自身も邪眼の影響を受けているようだが、遥のダメージはそれ以上だ。

　

　「ふふふ・・・ふははは・・・ふはははははは・・・はーーーーーーーっはっはっはっはっは！！」

　「全く・・・冗談ではない・・・ふざけるな・・・っ・・・！！」

　

　龍戟をアポロンで受け止めるだけで精一杯の遥。

　体が思うように動かない。反撃の糸口を掴めない。

　

　「負けてたまるか・・・こんな下らない物に・・・この私が・・・！！」

　

　そう、遥は負けるわけにはいかないのだ。

　ここで遥は死んでしまえば、正真正銘、渚は天涯孤独になってしまうのだから。

　これからは遥が、渚を守ってやらなければならないのだから。

　だから遥は、こんな所で馬瓏琉に殺されるわけにはいかないのだ。

　「私は父さんと母さんに・・・そしてこのアポロンに誓った・・・！！これからは私が渚を守ると・・・渚

と共に幸せの日々を掴み取ると・・・！！」

　「掴み取ってみろよ！！掴み取れるもんならなぁ！！はーーーーっはっはっはっはっは！！」

　「ああ・・・掴み取ってみせよう・・・私と渚の・・・絆の結晶の力で！！」

　渚と遥の『神の血』の力で、金色に輝くアポロン。

　まるで邪眼から両目を守る盾とするかのように、遥はアポロンで自分の両目を守り、その刀身を

馬瓏琉に向ける。

　金色に輝く刀身に映ったのは、馬瓏琉の邪眼。

　「鏡・・・だと・・・！？」



　

　邪眼の力が、そのまま馬瓏琉へと跳ね返っていく。

　

　「ぐああっ・・・！！」

　馬瓏琉の表情が苦痛に歪む。遥への呪縛が解ける。

　その一瞬の隙を、遥は見逃さない。

　「馬瓏琉！！動きが止まったぞ！！」

　「な・・・！？」

　遥の奥義・ライジングフォース・・・徹底的に突貫力のみを追及した、極限までの『突き』。

　両親と渚への想いを込めた一撃を、遥は馬瓏琉に放つ。

　狙うはただ１点・・・馬瓏琉の邪眼。

　「貫けーーーーーーーーーっ！！その一点を砕けーーーーーーーーーーっ！！」

　「ぐあああああああああああああああああっ！！」

　　

　遥の渾身の一撃が、遂に馬瓏琉の邪眼を貫いた。

５．本来あるべき場所へ

　渚と遥の『神の血』の力で、金色に輝くアポロン。

　その聖なる力によって馬瓏琉の体が光に包まれ、邪悪な力が浄化されていく。

　それは決して苦痛などではなく、むしろ温かさと優しさに包まれた、とても安らげる感触。

　馬瓏琉の右目に映ったのは、遥の背後で穏やかな微笑みを見せる、１人の女性の姿だった。　

　　

　「・・・天・・・照・・・！！」

　馬瓏琉が口にしたのは、日本神話に伝わる太陽神の名前。

　だが梢子にも渚にも遥にも、そんな物は見えてはいない。

　見えているのは、今にも天へと召されようとしている馬瓏琉だけだった。

　

　「てめぇ・・・この俺の死さえも・・・情で見送ろうってのかよ・・・！！」

　「馬瓏琉！！貴様が本来あるべき場所へと・・・遥かなる天空の彼方へと還るがいい！！」

　「ふざけるな・・・そう簡単にお前らの思い通りになど・・・させてたまるかよ・・・！！」

　

　馬瓏琉は無理矢理アポロンを左目から抜き、残された力を振り絞り、遥から間合いを離す。

　そして潰された邪眼を自ら抉り取り、握りつぶした。

　そこから湧き出る漆黒の塊。それが馬瓏琉の力で、魔獣の姿へと変造されていく。

　「この俺からお前らへの・・・最期のプレゼントだ・・・遠慮せずに受け取れや・・・」

　「貴様・・・邪眼を餌にしてマタムを・・・！！」

　「何ならお前らも・・・マタムに食われて消えちまえ・・・俺の邪眼を食らったマタムは・・・はっきり言っ

て半端じゃねえぞ・・・」



　「くっ・・・！！」

　「最も・・・仮にお前らが・・・それこそ何かの間違いで・・・マタムを退ける事が出来たとしてもだ・・・

今のお前らを鬼切り部の連中が・・・放っておくとは思えねぇけどなぁ・・・」

　それは、先程馬瓏琉が遥に言っていた事。

　そして遥が、その身をもって思い知っている事。

　苦虫を噛み締めたような遥の表情を楽しみながら、馬瓏琉が『神の血』の力で天へと還っていく。

　

　「そういう事だからよ・・・先にあの世で・・・待ってるぜ・・・俺は・・・先に・・・」

　光に包まれた馬瓏琉が、とても安らかな表情で光の粒子となって、消えていく。

　そして馬瓏琉が遺したマタムが、禍々しい目で梢子たちを見据えている。

　梢子が倒したガルガンドラやヴァリカルマンダなどとは比較にならない、圧倒的な、そして純粋な

『混沌』の力。

　

　「馬瓏琉・・・最後の最後にやってくれたわ・・・！！」

　

　天照を正眼に構え、厳しい表情でマタムを睨む梢子。

　圧倒的なマタムの『圧力』に気圧され、梢子の天照を持つ両手が震える。

　だが、その時だ。

　「うろたえるな。阿呆が。」

　「な・・・！？」

　突然梢子の前に現れた主の映像が、威風堂々と梢子を見据えていた。

　予想外の出来事に、梢子たちは驚きを隠せない。

　　

　「主！？」

　「今の貴様らが、マタム如きに遅れを取るはずが無かろうが。」

　「どうして・・・あなたがここに・・・！？」

　「羽藤白花に命じて、貴様の木刀を介して私の分霊をここに飛ばさせたのだ。貴様がその身に

宿す安姫の血を、マタム如きにくれてやるのは気に入らないのでな。」

　「私たちを・・・助けてくれるの・・・！？」

　梢子のその言葉を聞いた主が、途端に不機嫌そうな表情になった。

　私にそこまで甘えるなと・・・梢子にそう告げるかのように。

　「自惚れるな小娘。あの程度の愚物に気圧される情けない貴様らに、喝を入れに来ただけだ。」

　「主・・・」

　「確かに私は貴様の血を欲してはいる。だが貴様を守る義理まで、この私にあると思っているの

か？貴様がマタム如きに食われるようなら、所詮はその程度の小娘だという事だ。」

　主の姿が、どんどん希薄になっていく。

　「フン・・・羽藤白花め・・・せっかちな奴だ・・・」

　「主！！」

　「小山内梢子。貴様は私が喉から手が出るほど欲している力を、その身に宿しているのだぞ。そ



れだけは忘れるな。」

　「主・・・あなたは・・・！！」

　「あの天照の化身の娘と共に、マタムをさっさと片付けて来るがいい。あのような愚物如きに貴様

が殺されるのは、この私が許さんぞ。貴様を殺して安姫の血を手に入れるのは、この私なのだから

な。いいな？」

　

　それだけ告げて、主の姿が完全に消えてしまった。

　取り残された梢子は一瞬あっけに取られてしまったが、すぐに気を取り直してマタムに向き直る。

　主は梢子に、遠回しにこう告げたのだ。

　自分の力を信じろと。桂や柚明との絆の力を信じろと。

　　

　「主・・・私を励ましてくれて、ありがとう。」

　「梢子！！」

　「遥！！私たちでマタムを還すわよ！！」

　

　梢子がマタムを見据えたまま、力強く遥にそう告げる。

　そして梢子の体が再び青く白く美しく輝き、背中から蝶の羽根が生える。

　それを見た遥は力強く頷き、自らの体を再び金色に輝かせる。

　蝶の化身と化した梢子と、神の化身と化した遥。

　そんな２人を心配そうに見守る渚。

　梢子の天照が青く白く美しく輝き、遥のアポロンが金色に神々しく輝く。

　

　「私は、桂や姉さん・・・そしてノゾミとの幸せを掴み取る。」

　「私は、渚との幸せを掴み取る。」

　「その為に私たちは、マタムを倒す。」

　「お互い、こんな所で死ぬわけにはいかないな。」

　「だから遥。斬りましょう。」

　「ああ、斬ろう。そして帰ろう。」

　「「私たちが本来あるべき場所に。」」　

　

　２人に向かって突進するマタムを、梢子と遥が迎撃する。

　そして梢子と遥は、同時にマタムに斬りかかる。　

　「「千羽妙見流奥義・・・鬼切り！！」」

　２人の渾身の鬼切りが、マタムを貫く。

　天照とアポロンの聖なる力が、混沌の落とし子を浄化していく。

　強烈な光に包まれる２人。あまりの光の強さに、思わず渚が目を背ける。

　

　光が収まる。

　恐る恐る渚が目を開けると・・・そこにいたのは梢子と遥の無事な姿。

　そして馬瓏琉が最期のあがきで生み出したマタムが、光の粒子となって消えていく。

　穏やかな笑顔で渚を見つめる梢子と遥。

　涙を流しながら、遥に抱きついた渚。



　梢子と遥は、見事にマタムを還したのだ。

　

６．戦いが終わって

　「梢子ちゃん、お帰りなさい！！」

　

　梢子たちが羽様の屋敷に帰ってきた途端、桂が満面の笑顔で梢子に抱き着いた。

　穏やかな笑顔で、梢子は桂の体を抱き寄せる。

　「桂、姉さん、ノゾミ・・・ただいま。汀も桂たちを守ってくれてありがとう。」

　「いや、アタシは柚明さんと将棋を指してただけよん。ノゾみんに獲物を取られちゃってさ。」

　「獲物を取られたって・・・汀、私が留守の間に何かあったの？」

　「この屋敷に強盗が忍び込んでさぁ・・・それをノゾみんが追い出したのよね。」

　「そうだったの・・・ノゾミ、桂と姉さんを守ってくれてありがとう。」

　穏やかな表情で梢子に優しくそう言われ、ノゾミは思わず顔を赤らめる。

　

　「べ、別に礼を言われる程の事じゃないわよ！！私は桂と柚明を傷つける奴を・・・」

　「許さない・・・か？貴様も随分と変わったな。ノゾミよ。」

　移し身を作った白花に連れられて、主の映像がニヤニヤしながらノゾミにそう告げた。　

　引きつった笑顔で、ノゾミは主を睨み返す。

　互いに互いを裏切った者同士。２人の視線の間に火花が走る。

　「主さま・・・今更私たちに何の用なのかしら？」

　「用だと？ミカゲに言われたであろう。貴様はもう用済みだと。」

　「あら、そうですの。奇遇ですわね。私も今更貴方なんか、眼中にありませんから。」

　「フン・・・私とミカゲの操り人形でしかなかった貴様が、随分と反抗的になった物だな。」

　「くっ・・・主さま・・・！！」

　「そんな事よりだ・・・小山内梢子。」

　ノゾミを一瞥して、主は桂を抱き寄せている梢子に向き直る。

　梢子にしがみついて、心配そうな表情を見せる桂。

　だが梢子は、とても穏やかな瞳で主を見つめていた。

　その予想外の梢子の表情に、呆気に取られる主。

　「主・・・貴方のお陰で私は・・・」

　「勘違いするな小娘が。あの時も言ったであろう。貴様を殺し、安姫の血を頂くのはこの私だと。

私は貴様の血を、マタム如きに奪われるのが気に入・・・」

　「それでも言わせて頂戴。主。」

　主の言葉を、梢子は強引に遮った。

　主が言いたい事は分かる。主はただ単に梢子の血を、他の者に奪われるのが気に入らないだけ

なのだ。

　確かに主は梢子を助けた。だがそれでも、主が梢子の血を狙っている事に変わりは無いのだ。



　それでも・・・それを踏まえた上で、梢子が主にはっきりと告げた。

　

　「私を励ましてくれて、ありがとう。」

　「・・・貴様に礼など言われる筋合いなど無いわ。」

　「だけど、それはそれ、これはこれよ。」

　そう、それとこれとは話は別なのだ。

　今度は一転して、桂を抱き寄せながら、梢子はとても厳しい表情で主を睨む。

　　

　「主・・・貴方は未だに、桂と姉さんの血も狙っているんでしょう？」

　「その通りだ。必ずやこの小僧の封印を解き、私は貴様らの血を手に入れてやる。」

　「もし万が一、それこそ何かの間違いで、貴方が白花の封印を破り、桂と姉さんの前に現れるよう

な事になったら、その時は私が・・・って、姉さん！？」

　

　言いかけた梢子を庇うように、主の前に柚明が立ちはだかった。

　一片の迷いも無い力強い瞳で、柚明は力強く宣言する。

　「その時は私が貴方を討ちます。桂ちゃんと梢子ちゃんには指 1本触れさせはしません。」
　「ほう・・・まるで潰しがいの無いクズ同然だった貴様が、随分とマシな目をするようになったでは

無いか。」

　「確かに昔の私は、貴方にとっては潰す価値も無い存在だったでしょう。あの頃の私は、桂ちゃ

んの為なら死んでもいいと・・・私はどうなっても構わないと・・・桂ちゃんの気持ちを何も考えない、

そんな甘ったれた覚悟しか持ちあわせていませんでしたから。ですが、今の私は違う。」

　柚明は真っ直ぐに主を見据える。

　今の柚明には、自分を支えてくれる大切な人たちがいるから。

　だから今の柚明は、死んでも構わないとか、自分はどうなっても構わないとか、そんな間違った

覚悟ではなく、桂や梢子、ノゾミと共に『生きる覚悟』を持ち合わせているのだ。

　「クックック・・・羽藤桂と小山内梢子が貴様を変えたか。」

　「そうですね。桂ちゃんと梢子ちゃんが私を変えてくれました。２人共私に生きる希望を与えてく

れた、生きる覚悟を教えてくれた、私のかけがえのない、大切な妹たちですから。」

　「貴様のその目・・・今の貴様ならば、潰しがいがありそうだ。」

　「私は絶対に貴方には負けませんよ。・・・いいえ、負けるわけにはいきません。」

　「せいぜい楽しみにしているがいい。私が貴様らの血を頂きに来る、その時をな。」

　それだけ言い残して、主の姿が完全に消えてしまった。

　白花が溜め息をついて、とても穏やかな表情で柚明を見つめる。

　

　「お喋りはお終いだよ、主。どうしても梢子たちに言いたい事があるって言うからここまで連れて来

てあげたけど・・・少々でしゃばり過ぎたようだね。」

　「白花ちゃん・・・」

　「安心していいよ。僕が絶対に主をご神木から出さないから。僕が主を還してみせるから。」

　「ねえ、白花ちゃん・・・あとどれ位で主を還せそうなの？」

　「そうだねぇ・・・確証は持てないけど、多分あと５、６年もあれば充分じゃないかな。」

　「白花ちゃん・・・もう、そんなに・・・！？」

　「言っただろ？僕はゆーねぇより遥かにオハシラサマとしての資質があるってね。」



　自信たっぷりに、白花が柚明にウインクしてみせる。

　そんな白花の姿もまた、どんどん希薄になっていく。

　とても穏やかな表情で、白花の姿が消えていく。

　

　「じゃあ、白花ちゃん・・・主を還したら、また私たちと一緒に・・・」

　「ああ、暮らせるようになるといいね。でもゆーねぇ達の『愛の巣』に、僕が土足で踏み込むのもど

うかと思うんだよなぁ。」

　「は・・・白花ちゃんったら・・・」

　「それじゃあ僕もそろそろご神木に戻るよ。」

　「ええ。白花ちゃん元気でね。私たちはまた、ここに遊びに来るからね。」

　「ははは、楽しみにしているよ。・・・それじゃあまた。」

　槐の導きがある時まで・・・そう言い残し、白花の姿は完全に消えてしまった。　

　そして、遥が穏やかな表情で携帯電話を取り出し、梢子に歩み寄る。

　「梢子。私と番号を交換してくれないか？」

　「遥・・・。」

　「改めて礼を言わせてくれ。お前のお陰で私は馬瓏琉を討つ事が出来たし、失っていた大切な

物を取り戻す事も出来た。ありがとう。」

　赤外線通信で、互いの番号を交換し合う梢子と遥。

　そんな２人に、桂と柚明も携帯電話を取り出して割って入る。

　「遥ちゃん。あなたが梢子ちゃんを傷つけた事・・・私は忘れてはいないわよ？」

　「・・・ああ、私を恨むなら好きにしてくれ。柚明。」

　「でも、遥ちゃんが梢子ちゃんを助けてくれた事も事実なのでしょう？だから許してあげる。」

　「・・・心遣い、感謝する。」

　遥は柚明に敬礼をし、桂や柚明とも赤外線通信で番号を交換した。

　そこへ、さらにコハクが割って入る。

　「遥よ。わしとも番号を交換してくれんかね？」

　「・・・・・。」

　「随分と不満そうな顔だな。わしがお主を守天党に誘った事が気に食わぬのか？」

　「・・・・・。」

　「そう言えばお主、千羽妙見流の技をいくつか使っていたと梢子が言っていたが・・・お主、千羽

党との間に何があった？」

　「・・・・・。」

　「・・・話したくないか。まあそれならそれで良い。」

　コハクは遥の携帯電話を強引に奪い取り、赤外線通信で番号を交換した。

　予想外のコハクの強引な行動に、遥は驚きを隠せない。　

　「な・・・！？コハク、何を勝手な！！」

　「だが遥よ。これだけは覚えておけ。わしは馬瓏琉を倒してくれたお主に心から感謝しておるし、

お主の事も気に入っている。お主が千羽党に何をされたのかは知らぬし、深入りしようとも思わぬ



が、それでもわしはお主の味方だ。それだけは約束する。」

　「・・・・・。」

　「わしに相談したい事があれば、いつでも電話するがいい。お主の気が変わって、守天党に入り

たくなった時もな・・・ほれ、返すぞ。」

　遥に携帯電話を返したコハク。

　複雑な表情で、遥はコハクをじっ・・・と見据えていた。

　一体遥は、千羽党と何があったのだろうか。

　いや、千羽党だけではなく、遥は鬼切り部という組織全体に不信感を抱いているようだった。

　

　だが、梢子もコハクと同様、深く追及するつもりは無かった。

　確かに気にはなるが、遥が話したがらない以上、無理に話をさせるのもどうかと思ったのだ。

　それに梢子は遥と、携帯電話の番号を交換したのだ。

　　

　「遥・・・私は・・・」

　あなたの相談相手になら、いつでもなれるから・・・梢子がそう言おうとした、その時。

　

　『ぐりゅるるるるるるるるるる』

　

　梢子の腹が勢いよく鳴った・・・。

　

　「・・・あの・・・姉さん・・・」

　「はいはい、今から晩御飯を作ってあげるから、ちょっと待っててね。」

　

　沢山の笑い声が、梢子を包み込む。

　顔を赤らめながらも、今の自分が幸せだという事を、梢子は心の底から実感したのだった。

　

７．エピローグ

　そして時は流れ・・・梢子は無事に青城女学院を卒業した。

　それから梢子は当初の予定通り、桂や柚明、ノゾミと同居する事になり、桂たちのマンションで新

しい生活を始めていた。

　当初は引っ越しの準備とか、役場や郵便局に転移届を出したりとか、近所への挨拶回りだとか、

とにかく色々とバタバタして大変だったのだが、それでも次第に落ち着きを取り戻し、梢子は戸籍

の上でも、名字は小山内のままなのだが、正式に羽藤家の一員となった。

　

　そして４月・・・桂と梢子の、大学の始業式の日。　

　「ほら、桂。早くしないと電車に乗り遅れるわよ？」

　「はうぅ～、梢子ちゃん待ってよ～。」

　

　慌てて靴を履く桂を、ドアの外から穏やかな笑顔で見つめる梢子。

　柚明もまた、桂の慌てっぷりに苦笑いする。

　



　「桂ちゃんも梢子ちゃんも、今日は昼までには帰って来るのよね？」

　「そうですね。今日は始業式だけですし、剣道部の練習も休みだそうですから。」

　「なら、お昼ご飯を用意しておいた方がいいわね。」

　「寄り道せずに、なるべく早く帰ってきますから。それじゃあ姉さん、行ってきます。」

　「はい、行ってらっしゃい。」

　「桂、準備は出来た？行くわよ？」

　梢子を追って、桂は慌てて外に出る。

　そして幸せそうな笑顔で梢子に寄り添い、桂は梢子と共に駅へと向かっていく。

　そんな２人を穏やかな笑顔で見送り、柚明はデスクトップパソコンの電源を立ち上げた。

　「さて、お仕事お仕事・・・」

　その時、柚明の携帯電話の着信音が鳴り響いた。

　この着信音はサクヤからだ。柚明は用件が何なのかも分かっているようで、慌てる事無く携帯電

話を手に取る。

　「もしもし、柚明です。」

　「おはよう、柚明。元気そうで何よりだよ。桂と梢子は、確か今日から大学だったよね？」

　「はい、今日は青城女子大学の始業式です。」

　青城女子大学と北斗院女子大学・・・どちらに進学するか悩んでいた梢子だったが、結局は青城

女子大学・・・烏月と戦う道を選んだのだ。

　戦うと言っても、当たり前だがあくまでも剣道の大会での話であって、今でも２人は互いに良きラ

イバルであり、良き友人・・・良好な関係を築いている。

　「本当に時が経つのは早いもんだね。あの２人がもう大学生とはねぇ。ところで柚明、今週号の原

稿の進み具合はどうだい？」

　「はい、既に出来てます。今から来週号の分を書こうかと思ってた所なんですよ。」

　「相変わらず仕事が速くて助かるよ。今から取りに行ってもいいかい？」

　「ええ、お茶を用意して待ってますね。それじゃ。」

　柚明はサクヤからの依頼を受けて、今年から週刊誌のコラムの執筆を引き受ける事になった。

　出版社も当初は柚明の執筆能力には期待しておらず、『現代の浦島太郎』と呼ばれている柚明

の『知名度の高さ』で部数を伸ばす魂胆だった。

　だが柚明の独特かつ分かりやすく、内容も面白い文面は雑誌編集者を唸らせ、瞬く間に読者の

心を虜にし、今では人気投票で常に上位に食い込む程までになってしまった。

　

　柚明のコラムの面白さはインターネットや口コミで瞬く間に広がり、結果的に週刊誌の部数が飛

躍的に伸びて、お陰で今ではコラムの原稿料も、かなりの額になっている。

　柚明の知名度の高さの影響もあるのだろうが、中には柚明のコラムを読む為だけに、週刊誌を

買うようになったという人までいる始末だ。

　元々柚明は頭が良いので、こういう仕事は適職なのかもしれない。

　「はとちゃん、オサちゃん、おっは～。」

　「お２人共、お久しぶりですね。」

　「梢子さん、桂さん。おはようございます。」



　大学の校門の前で、梢子と桂を待っていた陽子、凛、綾代。

　３人の姿を確認した桂が、嬉しそうに大きく手を振る。

　

　「皆、おはよ～。綾代ちゃん、今までは敵同士だったけど・・・」

　「はい、今日から桂さんと同じチームで剣道が出来ますね。」

　「うん。それに梢子ちゃんも一緒だし。美咲ちゃんとは敵同士になっちゃったけど・・・」

　「今日から４年間、よろしくお願いしますね。桂さん。」

　穏やかな笑顔で、がっちりと握手を交わす桂と綾代。

　そして梢子たちと同様、新しい人生を歩み始めた者たちがここにも。

　「おいおいお前達、熱心に剣道に励むのはいい事だが、学生の本分は勉学だという事を忘れる

なよ？まあ、学生では無い私には関係の無い話だが・・・」

　「おはよう、遥。正月に経観塚で会って以来ね。」

　「ああ、久しぶりだな。梢子。」

　あれから遥はファルソックの経観塚支部に復職したのだが、最近になって青城支部に転属にな

り、青城女子大学の警備担当として配備される事になったのだ。

　そして渚も青城女子大学の調理師としてその腕を振るっており、今では遥と共に大学の寮に住

み込みで働いている。

　「まさか、遥がこの大学の警備員になるなんて思わなかったわ。」

　「正確にはこの大学が私をここに配備するように、青城支部と契約を交わしたんだがな。まあ大

人の事情という奴だ。」

　「ふ～ん・・・色々と複雑なのね。」

　「ファルソックの社員として、フェンシングの日本選手権にも出なければならないしな。これから忙

しくなりそうだ。」

　「ああ、新聞に載ってたけど、世界選手権の出場選手の選考会も兼ねてるんだっけ？」

　「会社のＰＲにもなるから、絶対に活躍しろと上層部がうるさくてな・・・。」

　

　とても穏やかな笑顔で会話をする梢子と遥。

　そこへ、梢子たちに元気よく声を掛けてきた明日菜と、それに付き添う知子が現れた。

　

　「オサ、はとっち、姫、よく来てくれた。青城女子大学へようこそ。」

　「明日菜先輩、お久しぶりです。」

　「３人共、我が青城女子大学剣道部の期待の新鋭だ。特にオサはすぐに大将として試合に出て

貰うからな。はとっちと姫はレギュラーの座を賭けて、先輩たちと競争になるが・・・」

　「・・・あの・・・いきなり大将ですか？１年生の私が？」　

　「何言ってるんだい。今のオサに勝てる大学生なんて、そうそういるもんじゃないだろ？それにあ

の千羽烏月のいる北斗院女子大学に対抗するには、オサの力が必要なんだ。」

　「はぁ・・・。」

　「今年はあの松本美咲も加わって、北斗院女子大学はさらに手強い相手になったからな。オサ

たちには本当に期待しているんだよ？」

　梢子も桂も綾代も、剣道の特待生として青城女子大学にスカウトされており、当然ながら戦力とし

て期待されているのだが、それでもいきなりレギュラー、しかも大将を任される事になるとは思って



いなかったので、梢子は驚いていた。

　もっとも明日菜が言うように、今の梢子に勝てる大学生など・・・いや、鬼切り部の中にさえも、そう

そういる物では無いのだが。

　何しろ梢子は、あの根方宗次を倒した程の実力者なのだから。

　「ところでお前達。もう行った方がいいんじゃないのか？そろそろ始業のベルが鳴る時刻だぞ？」

　遥が腕時計を見ながら、呆れた表情で梢子たちに告げた。

　「・・・本当だ、もうこんな時間。」

　話し込んでいるうちに、随分と時間が経ってしまったようだ。

　よく見ると他の学生たちの動きが、随分と慌しくなっている。

　時間的にまだ少し余裕はあるのだが、それでも急いだほうがよさそうだ。

　「遥、教えてくれてありがとう。」

　「いいからさっさと行って来い。」

　「うん。それじゃあ皆、行こう！！」

　桂と手を繋いで、梢子は構内へと・・・大切な人である桂と共に、大学生としての一歩を踏み出し

ていく。

　それを慌てて追いかける陽子、凛、綾代、明日菜、知子。

　「・・・ねえ・・・梢子ちゃん。」

　「何？どうしたの？桂。」

　「綾代ちゃんにも言ったけど・・・私たち、今までは違う学校で敵同士だったけど、これからは・・・」

　「うん。これからは桂と同じ大学で、桂と味方同士よね。」

　「私、凄く嬉しいの。こうして梢子ちゃんと同じ大学で、一緒に剣道が出来るなんて・・・本当にこ

んな日が来るなんて、夢にも思わなかったから。」

　「・・・桂、そんな次元の低い話じゃないでしょう？」

　「・・・え？」

　とても充実した笑顔で、梢子は桂にはっきりと告げた。

　「私達は同じ大学どころか、今では同じ屋根の下で一緒に暮らしてるじゃない。」

　「・・・えへへ、言われてみればそうだね。」

　「だから私達は大学を卒業してからも、ずっといつまでも一緒だから。姉さんやノゾミとも、ずっと

いつまでも・・・ね。」

　「・・・うん！！」

　そう、２人はずっといつまでも一緒。

　柚明やノゾミと共に、大学を卒業してからも、ずっといつまでも。

　

　互いの手の温もりを感じ合い、梢子と桂はとても幸せそうな笑顔で、その喜びを心の底から噛み

締めていた。
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