
アオイシロ・アナザーストーリー

★バレンタインバトル

　２月１４日・・・聖バレンタインデー。

　それは、桂と梢子の周囲が毎年のように修羅場と化す、とても恐ろしい日である。

　去年もこの２人にチョコレートを渡す為に、あるいはチョコレートを貰う為に、互いの学校でこの２

人を巡って凄まじい激闘が繰り広げられた物だ。

　

　そして毎年のように大量のチョコレートを貰って、しかも２人共変にお人好しで優しいから断る事

も捨てる事も出来ず、処分に困ってしまう桂と梢子。

　特に去年の桂などは、柚明から

　「・・・ねえ・・・桂ちゃん・・・その大量のチョコレート・・・一体誰から貰ったのかしら・・・（激怒）？」

　などと、物凄いジト目で言われたりもした物だ。

　それは総誘い受けの桂と、総誘い攻めの梢子が持つ、圧倒的なカリスマ性故に。

　

　そして今年もまた、この２人のチョコレートを巡って、壮絶な戦いが繰り広げられようとしている・・・。

　いや、今年は去年以上に、２人の周囲は凄まじい修羅場と化すであろう。

　何故なら今年のバレンタインデーは土曜日・・・休日なのだが、実は桂の学校と青城女学院の、

剣道部の練習試合が組まれている日・・・つまりは互いに剣道部に所属するこの２人が、公の場で

直接出くわす日でもあるのだ。

　そして何よりも今年は、互いに毎年のように大量にチョコレートを貰ってるこの２人が、近い将来

同居する事が決まっている程の親しい関係になっているという、恐ろしいまでのおまけ付きなのだ

から・・・！！

　

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

　美咲「羽藤さん、おはよう。今日もいい天気ね。あら、今日は柚明さんもご一緒なんですか？」

　桂「あ、美咲ちゃん、おはよ～！！」

　柚明「ええ、たまには桂ちゃんの試合を見てみたいと思ってね。それに今日はバレンタインデー

だし、皆にチョコレートを配ろうかと思って。」

　美咲「疲れた時には甘い物が一番ですものね。うふふ。」

　柚明「そういう事だから・・・はい、美咲ちゃんにチョコレート。私と桂ちゃんの手作りよ？」

　美咲「うわあ、柚明さんありがとうございます！！嬉しいです！！」

　柚明「美咲ちゃんにはいつも、桂ちゃんがお世話になってるから。」

　桂「実は梢子ちゃんの分の余りなんだけどね。それでも良かったら・・・。」

　美咲「ううん、それでも嬉しいわ。ありがとう。」

　柚明「生チョコだから、出来るだけ早く食べて頂戴ね。」

　

　今日は青城女学院で、桂の学校と剣道部の練習試合の日。

　互いに電車で２駅程度しか離れていない程の近場である上に、もう何度も練習試合を行ってい



る親しい関係である為なのか、この両校が練習試合を行う時は、いつも互いに現地集合という事

になっている。

　美咲「そのお礼と言っては何だけど・・・はい、私から羽藤さんと柚明さんに、私の手作りのチョ

コ・・・」

　ズガァァァァァァァァァァァァァン！！

　上空から放たれた閃光が、美咲が手に持つレジ袋を正確に直撃した・・・。

　桂「な・・・何・・・？今の・・・」

　柚明「今、上空から何かが・・・」」

　

　部下Ａ「メメントモリ射出完了。狙い通り、松本美咲がレジ袋に入れていたチョコレートを全て消

滅させました。」

　葛「よろしい。次発チャージ急ぎなさい。」

　部下Ｂ「了解。メメントモリ、エネルギーチャージを開始します。」

　葛「ふふふ・・・桂おねーさんにチョコレートなど、誰にも渡させやしませんよ。今年はこの私が桂

おねーさんに、この私が権力に物を言わせて世界一のパティシエに作らせた、この超高級チョコレー

トを渡すのですから。誰にも邪魔などさせる物ですか。ククク・・・」

　青城女学院へと向かう車の中で、葛がノートパソコンで現在の状況を把握しながら、通信機で部

下たちに指令を送っていた・・・

　桂「み、美咲ちゃん！？大丈夫！？」

　美咲「え、ええ・・・私は大丈夫・・・！？チョコが・・・！！」

　桂「さっきの、雷みたいなの？・・・で溶けちゃった・・・。」

　美咲「・・・ふ・・・ふふふ・・・」

　桂「み・・・美咲ちゃん・・・？」

　美咲「だ・・・誰の差し金か知らないけど・・・衛星兵器だなんて、随分と面白い真似をしてくれるじゃ

ない・・・私が皆の為に心を込めて作ったチョコレートを・・・許せないわ・・・ふふふ・・・」

　美咲はとても引きつった笑顔で、携帯電話を取り出して電話を掛けた。

　美咲「松本グループを敵に回した事、後悔させてやるわ・・・あ、もしもし、松本です。いつもお世

話になっております。ちょっと頼みたい事があるんですけど・・・」

　

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

　梢子「はぁ・・・今年もやっぱりこうなるのね・・・」

　

　梢子の前に立ちはだかるのは、梢子にチョコレートを渡そうとする無数の青城女学園の生徒たち。

　無数の人だかりが出来ていて、梢子は先に進む事が出来ない。

　

　生徒Ａ「梢子先輩！！私のチョコレートを貰って下さい！！」

　生徒Ｂ「オサ先輩！！」



　生徒Ｃ「小山内さん！！」

　生徒Ｄ「オサ！！」

　梢子「あ、あのね・・・私、今から剣道部の練習試合があるから・・・そこを通して欲しいんだけ

ど・・・」

　

　生徒Ｅ「駄目です！！私のチョコレートを受け取ってからでないと、先には進ませません！！」

　生徒Ｆ「何言ってるのよ！？オサ先輩は私のチョコレートを受け取るの！！」

　生徒Ｇ「梢子さん！！つべこべ言わずに私のチョコレートを受け取りなさい！！」

　生徒Ｈ「くっ・・・オサ先輩！！私も！！」

　物凄いジト目で皆に迫られて、完全に涙目の梢子。

　だが、その時だ。

　ナミ＆保美「「させません！！」」

　生徒たち「ぶぎゃあああああああああああああああ！！」

　突然現れたナミと保美の「させません」が、生徒たちを吹っ飛ばした。

　あまりの衝撃に地面にうずくまり、動けない生徒たち。

　ナミ「私達２人が力を合わせれば・・・」

　保美「み、皆さんを吹き飛ばす事が出来ます！！」

　ナミ「梢子ちゃんにチョコレートを渡すのは私たちです。」

　保美「だ、誰にも邪魔なんかさせませんから！！」

　ナミと保美の「させません」によって、ぽっかりと開いた道。

　呆然とする梢子の袖を、ナミがぐいぐいと引っ張る。

　梢子「ナミ、保美・・・！？」

　ナミ「すみちゃん、これで邪魔者はいなくなったよ。」

　保美「そうだね、維己お姉ちゃん・・・梢子先輩、これ、私とナミちゃんの手作りのチョコ・・・」

　ズガァァァァァァァァァァァァァァァァァン！！

　保美が取り出したチョコレートを、青く白く美しく輝く光弾が貫いた・・・。

　あっという間に溶けてしまった、ナミと保美の手作りのチョコレート。

　保美「え？・・・え？・・・えええ！？」

　梢子「何・・・？今の・・・」

　ナミ「今、あそこから何かが飛んできたような気が・・・」

　梢子「あそこからって・・・遠すぎてよく見えないんだけど・・・」

　鬼切り桂「さすが柚明お姉ちゃん。相変わらずの正確無比の銃の腕前だね。」

　鬼切り柚明「梢子ちゃんにチョコレートを渡すのは私たちよ。誰にも邪魔はさせないわ。」

　柚明が霊銃・雪月花を狙撃モードに変形させて、ナミと保美のチョコレートを狙い撃っていた・・・。

　鬼切り柚明「全く、私達を誰だと思ってるんだか。ねえ、桂ちゃん？」



　鬼切り桂「だよね～。私達を差し置いて梢子ちゃんにチョコを渡そうなんて。」

　鬼切り柚明「身の程知らずにも限度って物があるわよね。」

　鬼切り桂「うざいよね。」

　美咲「・・・ね、ねえ・・・２人共、何だか雰囲気が変わったような気がするんだけど・・・？」

　唖然とした表情の美咲・・・。

　桂「・・・さ、さあ、気のせいじゃないかな！？」

　柚明「美咲ちゃんはね、きっと疲れが溜まってるのよ。」

　美咲「う～ん・・・確かに最近は練習がハードだったから・・・」

　桂「そ、そうだよ！！きっとそうだよ！！美咲ちゃん最近頑張ってるから！！」

　美咲「でも・・・今、柚明さんが銃を構えてたような気がするんだけど・・・」

　柚明「私が構えてたのはこれよ。美咲ちゃん。」

　美咲「・・・やっぱり私、疲れてるのかしら・・・デジカメを銃と見間違えるなんて・・・」

　

　保美「私達の・・・私達の手作りのチョコレートが・・・」

　ナミ「折角昨日、すみちゃんの寮に泊りがけで作ったというのに・・・」

　梢子「ほらほら、２人共泣かないの。私はその気持ちだけでも充分に嬉しいから。」

　ナミ「でも・・・梢子ちゃん・・・」

　梢子「ほら、保美とナミに・・・私からチョコレート。」

　保美「え！？梢子先輩から私たちに！？嬉し・・・」

　梢子「はい、義理だけど。」

　保美「・・・ぎ・・・ぎ・・・ぎ・・・」

　ナミ「板チョコ（９８円）・・・」

　保美「ぎぃぃぃぃぃぃぃぃやぁぁぁぁぁぁぁぁぁ！！」

　梢子「ちょ、保美！？どうしたの！？保美！？」

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

　烏月「くっ、今頃は青城女学院に桂さんがいる時間だというのに・・・！！」

　

　真・大魔王バーン「カイザーフェニックス！！」

　邪神ガーゼル「ブラックレイン！！」

　大魔術師ワードナー「ティルトウェイト！！」

　闇の皇子ユリウス「ロプトウス！！」

　

　烏月「何故よりによって、今日に限ってこれ程の強大な鬼が複数も・・・ぐはあっ！！」

　サクヤ「くっ、今頃は青城女学院に桂がいる時間だってのに・・・！！」

　取引先Ａ「浅間さん、例の写真どうなってます？急な納期変更で悪いんですけど、出来れば今

日中に収めて貰えませんかね？」

　取引先Ｂ「浅間さん、すいません、急な事で申し訳無いんですけどねぇ、どうしても今日中に書い

て欲しい記事があるんですけど・・・」

　取引先Ｃ「浅間さん、ちょっと特急物件が入ったんですけど・・・」



　サクヤ「何でよりによって、今日に限ってこんなに大量に仕事がどかどか入ってくるんだい！？」

　葛「そうですか、上手く行きましたか。これで烏月さんとサクヤさんはリタイアですね。」

　部下Ａ「あの・・・烏月様が今にも死にそうなんですけど・・・本当にいいんですか？」

　葛「大丈夫です。あの程度の事で死ぬような鍛え方はしていません。」

　部下Ｂ「葛様、メメントモリのエネルギーチャージが終わりました。」

　葛「よろしい、このまま発射体勢を維持。桂おねーさんに近づく者が現れたら、すぐにでも発射出

来るように・・・」

　部下Ｃ「・・・ちょ、ちょっと待って下さい！！メメントモリに高速で近づく熱源を感知！！」

　葛「何ですって！？」

　部下Ｄ「ライブラリー照合・・・こ、これは・・・ガンダムです！！」

　葛「ええええええええ！？」

　刹那「トランザムを使う！！」

　

　キュイイイイイイイイイイイン！！

　ズガァァァァァァァァァァァン！！

　刹那「・・・標的の破壊を確認。ダブルオーライザー、これよりトレミーに帰還する。」

　

　美咲「・・・そうですか、ご苦労様です。報酬の方はたった今振り込んでおきましたので、ご確認下

さい。・・・はい。また何かあったらよろしくお願いします。それでは。」

　桂「ねえねえ美咲ちゃん。今の電話、誰からなの？」

　美咲「うふふ、内緒。」

　柚明「・・・あ、流れ星。綺麗・・・。」

　葛「迂闊でした・・・松本美咲・・・松本グループの会長の孫娘とはいえ、まさかソレスタルビーイン

グと深い繋がりがある程の広い人脈の持ち主だったとは・・・！！」

　部下Ａ「・・・て言うか、一体彼女は何者なんですか（汗）？」

　部下Ｂ「葛様、奈良陽子と東郷凛が桂様に接近しています。このままのペースだと１５分後に遭

遇するのではないかと・・・。」

　葛「くっ・・・あの２人が・・・」

　部下Ｃ「さらに梢子様も桂様に接近中。このままでは１０分後に桂様と遭遇します。」

　葛「まずい・・・東条さん、青城女学院まで後どれ位かかりますか！？」

　運転手「ここからだと２０分はかかると思いますが・・・。」

　葛「間に合いませんか・・・仕方がありません、かくなる上は・・・！！」

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

　ピンポンパンポーン



　『お呼び出しいたします。羽藤桂さん。理事長がお呼びですので、至急、理事長室まで来て下さ

い。繰り返しお呼び出しいたします。羽藤桂さん。理事長がお呼びですので、至急、理事長室ま

で・・・』

　

　桂「あれ？今、私が呼ばれたよね？」

　柚明「一体桂ちゃんに何の用なのかしら？」

　美咲「んもう、今から小山内さんたちと練習試合なのに・・・」

　桂「美咲ちゃん、悪いけど先に行って待っててくれる？」

　美咲「仕方が無いわね。でも、なるべく早く済ませて来てね？羽藤さんはうちの剣道部の主力な

んだからね？」

　桂「ごめんね美咲ちゃん。それじゃあ行ってくるね。」

　ピンポンパンポーン

　『お呼び出しいたします。小山内梢子さん。校門でお客様がお待ちです。繰り返します。小山内

梢子さん。校門でお客様が・・・』

　梢子「私、今から美咲たちと練習試合なんだけど・・・」

　ナミ「校門に行かないと、どうなりますか？」

　梢子「そうねぇ・・・後で先生に怒られるわね。きっと。」

　ナミ「それは嫌です。怒られるのは嫌です。」

　梢子「なら、行くしかないわね。保美、悪いけどナミを連れて先に行って待っててくれる？」

　保美「はい、分かりました。でも梢子先輩、なるべく早く戻ってきて下さいね。何しろ梢子先輩は

部長なんですから。」

　梢子「うん。分かってる。それじゃあ行ってくる。」

　葛「これで少しは時間が稼げるでしょう。後は私が桂おねーさんの所に辿り着くまでに、少しでも

時間を稼ぐようにあの３人に伝えておいて下さい。」

　部下Ａ「・・・そう上手く行きますかねぇ・・・。」

　　

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

　理事長「や、やあ、よく来てくれたね・・・って、柚明君まで一緒なのかい？」

　柚明「当然です。私は桂ちゃんと『アカイイト』の絆で結ばれていますから。」

　理事長（ううう・・・後で葛様に殺される・・・）

　桂「理事長さん・・・私に一体何の用なんですか？」

　理事長「・・・誰か、桂君と柚明君にお茶の用意を。」

　桂「・・・あの、あまりゆっくりしてはいられないんですけど。今から梢子ちゃんたちと練習試合があ

りますから。それに美咲ちゃんたちも待たせてますし・・・」

　理事長「そ、その事なんだけどね・・・少し待ってて貰えないかな？」

　桂「だから待てませんってば！！私たち、早く体育館に行かないといけないんですけど！！」



　理事長（葛様も無茶苦茶言ってくれるよなぁ・・・このまま葛様が来るまで時間を稼げだなんて・・・）

　

　汀「ハ・・・ハロー、オサ。久しぶりね～。」

　コハク「随分と久しいな。梢子よ。先日の『冬のいんたーはい』とやらで会って以来だな。」

　梢子「汀！？コハクさん！？一体どうしてここに！？」

　汀「いや、ちょっと任務でね。あはははは・・・」

　梢子「ふうん・・・ところで２人共、私に一体何の用事なの？」

　汀「・・・そ、それは・・・えーと・・・」

　梢子「私、今から美咲たちと練習試合なんだけど。あまりゆっくりはしていられないんだけど。」

　汀「そ、その事なんだけどね、ちょっと待って貰えないかな？」

　梢子「待てる訳無いでしょう！？私は部長なのよ！？皆が私の事を待ってるんだから！！」

　汀（つづらんも無茶苦茶言ってくれるわよねぇ・・・このままつづらんが、はとっちにチョコを渡すま

で時間を稼げだなんて・・・）

　柚明「・・・理事長さん。用が無いなら私達はもう行きますけど。美咲ちゃん達を待たせていますか

ら。」

　理事長「い、いや、それは困る！！」

　桂「だから何で困るんですか！？もういいよ、柚明お姉ちゃん、行こう！？」

　理事長「だ、駄目だ！！ここにいてくれ！！君達がここにいてくれないと、私が困るんだよ！！」

　柚明「・・・どうもさっきから怪しいですね。」

　桂「そう言えば、さっき梢子ちゃんの呼び出しもあったけど・・・今考えると怪しいよね。」

　柚明「一体どういう事なのか、説明して頂けますか？」

　理事長「そ、それは・・・大人の事情という奴で・・・」

　梢子「・・・どうもさっきから怪しいわね。そう言えば、さっき桂の呼び出しもあったけど・・・今考える

と不自然だわ。」

　汀「さ、さあ、何の事かな！？あははははは・・・」

　梢子「一体どういう事なのか、説明して貰いましょうか？」

　汀「そ、それは・・・大人の事情という奴で・・・」

　コハク「何、簡単な事だ。葛の阿呆からの指示でな。桂に『ちょこれーと』を渡すから、その間にお

主をここに足止めしておけと言われたのだ。」

　……………………。

　梢子「・・・つ～～～～づ～～～～ら～～～～（激怒）」

　汀「・・・って、コハクさん！！何で馬鹿正直にバラすんですか！？」

　コハク「ぬ？」

　汀「ぬ？じゃないですよ！！あ～、全くもう！！」

　梢子「ふ～ん・・・そういう事だったの・・・悪いけど私、もう行くから。」

　汀「ええい、バレてしまったからには仕方が無い！！オサ、悪いけどこっちも任務なんだ。力づく

で言う事を聞いてもらうわよ！！」

　コハク「葛にお主をここに足止めしろと言われておる。わしもこのような姑息な真似は好まぬが、



任務を無事に終えたら最高級の『ういすきーぼんぼん』を渡すと葛が言うのでな。わしはあの酒が

入った甘菓子が好みでのう。クックック・・・」

　梢子「くっ・・・桂が私を待っているというのに・・・！！て言うかコハクさん、物に釣られてどうする

んですか！？」

　コハク「ぬ？」

　梢子「ぬ？じゃないですよ！！あ～、全くもう！！」

　いかに根方宗次を倒した梢子といえども、さすがにこの２人を同時に相手にしては勝機は無い。

　いや、オニワカを入れれば３対１。あまりにも梢子に分が悪い戦いだ。

　だがこの時、梢子の元に頼もしい援軍が現れた！！。

　陽子「あれ？オサちゃん、こんな所で何やってるの？」

　凛「まあ、喜屋武さんとコハクさんもご一緒でしたか。お久しぶりですね。」

　梢子「陽子！！凛！！」

　陽子「オサちゃん、こんな所でのんびりしてていいの？だって今日は剣道部の練習試合なんでしょ

う？そろそろ行かないとまずいんじゃない？」

　梢子「その事なんだけどね・・・実は・・・」

　

　……………………。

　凛「・・・成る程、事情は察しました。」

　陽子「全く、あのお子様は・・・金持ちの考える事は訳が分からないわ。」

　凛「では、貴方がたは私達の足止めもなさるという事ですわよね？」

　コハク「桂に近づく者は全て足止めしろ・・・それが葛の阿呆からの命令なのでな。」

　凛「分かりました。小山内さん、ここは私が何とかいたしましょう。」

　梢子「え？何とかするって・・・一体どうするのよ？」

　

　凛は梢子に余裕の笑みを見せながら、携帯電話を取り出した。

　凛「・・・あ、もしもし、東郷です。いつもお世話になっております。あのですね、ちょっと頼みたい

事があるのですが・・・私の目の前にいるお２人を、ちょっと死なない程度に捻り潰して欲しいんで

すよ。・・・はい、分かりました。それではお願いしますね。」

　梢子「凛、一体誰に電話して・・・」

　ズガァァァァァァァァァァァァァン！！

　

　汀＆コハク「「ぶぎゃ・・・」」

　上空から放たれた閃光が、汀とコハクを正確に直撃した・・・。

　梢子「な・・・な・・・な・・・！？」

　陽子「何・・・今の・・・」

　凛「小山内さん、奈良さん、今の内に。」

　梢子「ちょっと、汀、コハクさん、大丈夫なの！？」

　凛「大丈夫です。２人共この程度の事で死ぬような鍛え方はしていないでしょう。」

　陽子「お凛・・・あんた一体何者なの（汗）？」



　凛「そんな事より、お２人共早く羽藤さんの所に行きましょう。若杉さんが羽藤さんにチョコレート

を渡してしまう前に。」

　梢子「そ、そうだった！！急がないと！！」

　凛「ふふふ・・・東郷グループを敵に回した事、後悔させてあげますわよ。若杉葛さん。」

　陽子「・・・・・（汗）。」

　

　葛「何ですって！？汀さんとコハクさんが！？」

　部下Ａ「は、はい！！どうやらメメントモリがもう一基あったようで・・・！！」

　葛「馬鹿な！？何でもう一基あるんですか！？」

　部下Ｂ「さらに理事長から緊急暗号通信！！桂様の足止めに失敗した模様！！」

　葛「ええい、このままでは・・・！！」

　部下Ｃ「葛様、大変です！！ガンダムが上空から葛様を狙っています！！」

　葛「ええええええええええええええええええ！？」

　部下Ｄ「たった今、松本美咲からのメッセージが届きました！！・・・『さっきの仕返しよ♪』との事

です！！」

　

　ライル「ケルディム、目標を狙い撃つぜ！！」

　ズガァァァァァァァァァァァァァン！！

　葛「ぎゃああああああああああああああああああああああああああ！！」

　ライル「標的の撃破を確認！！これよりトレミーに帰還する！！アニュー！！愛してるぜ！！」

　美咲「まさか、さっきの衛星兵器が若杉グループ所有の物だったなんて・・・私が皆の為に心を込

めて作ったチョコレートを消滅させた罪・・・万死に値するわよ？若杉葛さん。」

　夏夜「美咲ちゃん。今の電話、誰からなの？」

　美咲「うふふ、内緒です。」

　夏夜「それにしても梢ちゃん遅いわねぇ・・・（むしゃむしゃ・・・）。」

　美咲「ところで鳴海さん・・・その板チョコ（９８円）、どうなされたんですか？」

　夏夜「今日の朝、梢ちゃんから貰ったの。義理だって言われたけど・・・（泣）。」

　美咲「義理でも羨ましいですよ。私も小山内さんから貰えるといいなぁ・・・」

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

　桂「・・・あ、梢子ちゃん！！陽子ちゃん！！凛ちゃん！！」

　梢子「桂、それに姉さんも・・・」

　柚明「梢子ちゃん、良かった！！無事だったのね！！」

　むぎゅっ。

　柚明は梢子に抱き着いた。

　梢子「ちょ、姉さん・・・皆が見てますし、恥ずかしいんですけど・・・」

　桂「うええええええええん！！梢子ちゃん本当に無事で良かったよぅ！！」

　



　むぎゅっ。

　桂は梢子に抱き着いた。

　梢子「け、桂まで・・・」

　柚明「大丈夫だった！？怪我は無い！？どこか痛めなかった！？すぐに治してあげるから、お

姉ちゃんにどこが痛いのか、遠慮せずに言って御覧なさい！！」

　梢子「・・・いや、全くの無傷なんですけど・・・」

　柚明「・・・良かった、だって梢子ちゃんに何かあったら、私・・・」

　梢子「いや、て言うか・・・何で２人共そんなに泣きそうな顔をしてるのよ？」

　桂「だって理事長から聞いたんだけど、梢子ちゃんが私と柚明お姉ちゃんを守る為に、最強の魔

王２人と戦ってるって・・・！！」

　梢子「・・・・・（汗）。」

　理事長「殺される・・・葛様からの命令だってバレたら、私は葛様に殺される・・・（泣）」

　凛「ご安心下さい。その魔王２人なら私が始末しておきましたから。」

　桂「え！？そうなの！？」

　陽子「いや～、始末したというか・・・（汗）。」

　梢子「あのね、桂。その最強の魔王っていうのは、実は葛が・・・」

　理事長「殺される・・・葛様からの命令だってバレたら、私は葛様に殺される・・・（泣）」

　

　桂「葛ちゃんったら酷い！！梢子ちゃんにそんな酷い事を！！汀ちゃんとコハクさんだってそう

だよ！！」

　柚明「桂ちゃん。汀ちゃんとコハクさんは責められないわ。頭からの直々の命令なんだから、逆ら

えないわよ。」

　梢子「いや、コハクさんは完全に物に釣られてましたけど・・・」

　桂「む～！！葛ちゃんを後で叱ってあげないと・・・！！」

　柚明「・・・ああそうだわ。チョコレートで思い出したけど・・・梢子ちゃん、はい、どうぞ。」

　梢子「・・・姉さん・・・これって・・・」

　柚明「私と桂ちゃんが梢子ちゃんの為に作った、手作りのチョコレートよ。受け取ってくれる？」

　桂「私と柚明お姉ちゃんの、愛と月光蝶をたっぷりと込めたから。」

　梢子が手にした箱から、溢れんばかりの青白い光がたっぷりと漏れていた・・・。

　梢子「・・・２人共、ありがとう・・・嬉しい・・・」

　桂「えへへ、と言っても作ったのはほとんど柚明お姉ちゃんで、私は柚明お姉ちゃんを手伝った

だけなんだけどね。」

　梢子「それでも嬉しいわよ。２人が私の為に心を込めてくれた物だから。・・・何だか食べるのが勿

体無いわね。」

　柚明「あのね、生チョコだから出来るだけ早く食べて欲しいんだけど・・・。」

　梢子「そうなんですか？じゃあ練習試合が終わってから食べますね。」

　柚明「ええ、そうして頂戴。疲れた時には甘い物が一番だから。うふふ。」



　梢子「そうだ、私も桂と姉さんに・・・はい、チョコレート。」

　梢子が桂と柚明に渡したのは、保美たちに渡した板チョコ（９８円）ではなく、綺麗な装飾が施さ

れた代物だった。

　梢子「私は保美や姉さんみたいに、凝った物は作れないけど・・・」

　桂「これ・・・梢子ちゃんの手作りなの？」

　梢子「その・・・２人にはいつも、世話になってるから・・・。」

　柚明「・・・梢子ちゃん！！梢子ちゃんは私たちの事をちゃんと見ていてくれたのね！？」

　桂「うぇ～ん！！梢子ちゃん嬉しいよぅ！！」

　むぎゅっ。

　むぎゅっ。

　梢子「ちょ・・・桂、姉さん・・・」

　陽子「私たちだってオサちゃんに負けてはいないわよ？はとちゃん、これ、私とお凛から。」

　凛「私と奈良さんの２人で作ったチョコレートですわ。」

　桂「２人共ありがとう！！はい、お返しのチョコレート！！」

　柚明「梢子ちゃんの分の余りで、申し訳無いんだけど・・・」

　凛「いえ、それでも柚明さんと羽藤さんの手作りなんですよね？嬉しいです。」

　陽子「・・・漏れてる・・・青白い光が漏れてる・・・」

　凛「うふふ、確か生チョコだとおっしゃっていましたから、早く食べないといけませんわね。」

　陽子「て言うか、食べたら一体どうなるんだろう・・・これ・・・」

　

　ピンポンパンポーン

　『お呼び出し申し上げます。小山内梢子さん、羽藤桂さん。間もなく剣道部の練習試合を行いま

すので、至急体育館に・・・』

　梢子「・・・そうだ、こんな所で油を売ってる場合じゃないわ。早く体育館に行かないと。」

　桂「あーーーーー！！そうだ、すっかり忘れてた！！」

　陽子「よーし！！今日は張り切って、はとちゃんを応援するからね！！」

　凛「私も羽藤さんの試合を観てみたいですわ。」

　柚明「ああでも、もし桂ちゃんと梢子ちゃんが戦う事になったら、私は一体どっちを応援すればい

いのかしら！？だって２人共可愛いから！！」

　梢子「・・・・・（汗）」

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

　部員Ａ「ぶ・・・ぶ・・・ぶ・・・」

　美咲「あら？皆どうしたの？そんなに驚いた顔をして。」

　部員Ｂ「部長の背中から・・・蝶の羽根が生えてます・・・（汗）。」

　美咲「もう、何を訳の分からない事を言ってるの？皆、本当に可愛いんだから。」

　部員Ｃ「松本さん・・・そのチョコレート・・・青白く光って・・・」

　美咲「ああ、柚明さんから貰ったの。羽藤さんと柚明さんの手作りなんですって。」



　部員Ｄ「・・・・・（汗）」

　

　白花「主、ただいま～。」

　主「小僧・・・貴様、槐の木を抜け出して今までどこ・・・に・・・」

　白花「ああ、チョコレートを作ってたんだ。今日はバレンタインデーだからね・・・

主、受け取って貰えないかな？」

　主「・・・・・（汗）」
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