
アカイイト・アナザーストーリー

★ヤンデレのユメイに死ぬほど愛されて眠れない桂

　私はユメイ。 

　貴方達に敵対し、桂ちゃんを全身全霊を賭けて守る者。 

　貴方達のような愚物に、桂ちゃんには指１本触れさせはしないわ。 

　桂ちゃんから離れなさい！！ 

　ドカッ！！バキッ！！グシャッ！！ 

　桂ちゃん、大丈夫だった？怪我は無い？ 

　いきなりあの２人に襲われて、怖かったでしょう？でももう大丈夫よ。 

　桂ちゃんを襲ったノゾミちゃんとミカゲちゃんは、たった今この私が殺したから。 

　私が来たからには、もう何も怖い事は無いわ。桂ちゃんに近づく邪なる者は、この私が全て叩き

のめしてあげるからね。 

　……桂ちゃん、私の事を覚えていないの？ 

　まあ、あの時の桂ちゃんはまだ子供だったし、あの時の出来事は桂ちゃんにとってあまりにもショッ

クだったでしょうから・・・。 

　精神的なショックで記憶を失ってしまっても、おかしく無いかもしれないわね。 

　だけど、これだけは信じてくれる？私は何があっても桂ちゃんの味方よ。 

　私の存在の全てを賭けてでも、私は桂ちゃんだけは守り抜くつもりだから。 

　ええ、そうよ。他の全てを犠牲にしてでも、私は桂ちゃんだけは守り抜くわ。絶対にね。 

　桂ちゃんどうしたの？頭が痛いの？ 

　え？私の事を思い出そうとしてくれてるの？それで頭が・・・ 

　桂ちゃん、無理はしないで。無理に思い出そうとしてくれなくていいから。 

　焦らなくてもいいわ。これからゆっくりと時間を掛けて、私の事を思い出してくれればいい。 

　これからの私たちには、悠久の時があるのだから・・・。 

　え？何の事って？うふふ、簡単な事よ。 

　私はこれからもずっと、桂ちゃんと一緒にいるという事よ。 

　言ったでしょう？私は桂ちゃんを全身全霊を賭けて守る者だって。 

　さっきのノゾミちゃんやミカゲちゃんのような鬼が現れたとしても、私が桂ちゃんを守ってあげるか

ら。 

　これからは私が、ずっと桂ちゃんの傍にいてあげるからね。 

　え？嬉しい？ありがとう桂ちゃん。私も桂ちゃんにそう言って貰えて嬉しいわ。 

　ただね・・・さっきの戦いで、私・・・ちょっと力を使い過ぎてしまったみたいなの。 

　このままだと私は、ここから消える事になってしまうわ。 

　力が足りなくなって、ご神木に戻らないといけなくなってしまうの。 



　大丈夫よ、そんな顔しないで・・・。消えるといっても、私の存在そのものが消えてしまうわけでは

無いわ。 

　巻いたオルゴールのネジが、いつかは止まってしまうのと同じ。オルゴール自体が壊れるわけじゃ

ない・・・ただそれだけの事なのよ？ 

　でもね・・・逆に言うと、このままでは私は力が足りなくなって、ご神木に戻らないといけなくなって

しまうの。 

　だから桂ちゃんの血を、少しだけ私に飲ませてくれる？ 

　桂ちゃんの血は特別だから。桂ちゃんの血を飲めば、私は強力な力を手に入れる事が出来るか

ら。 

　そうすれば私は、ずっと桂ちゃんと一緒にいられるの。 

　巻いたオルゴールのネジを巻き直せば、また綺麗な音が出る・・・そういう事よ。 

　桂ちゃん・・・嬉しい・・・。桂ちゃんはそうやって素直でいい子だから、とても好きよ？ 

　優しくしてあげるからね・・・動かないで・・・。 

　ん・・・んぐ・・・んぐっ・・・んは・・・ぁ・・・ 

　はぁ・・・っ・・・やっぱり桂ちゃんの血は・・・凄いわ・・・ 

　何だか・・・全身に力が漲ってくる・・・体中が熱い・・・たったこれだけの量で、こんなにも力を得ら

れるなんて・・・ 

　ノゾミちゃんとミカゲちゃんが、桂ちゃんを襲うのも理解出来るわね。 

　大丈夫よ、桂ちゃん。そんな顔をしないで。私がずっと桂ちゃんを守ってあげるから。 

　私は桂ちゃんから『力』を貰ったから。この『力』があれば、私はもう誰にも負けやしないわ。 

　ええ、桂ちゃんに近づく邪な者は、これからはこの私が全て排除してあげるから。 

　桂ちゃんは私の大切な人・・・誰にも渡すもんですか。 

　だから桂ちゃんがこれ以上、怖い思いをする事は無いからね。 

　これからは私が、ずっと桂ちゃんの傍にいてあげるからね。 

　さあ、もうこんな時間だし、そろそろ寝ましょうか。 

　桂ちゃん、今日は私が桂ちゃんと一緒に寝てあげるわね。 

　どうしたの桂ちゃん？顔が赤いわよ？ 

　恥ずかしがる事は無いのよ？私が桂ちゃんに素敵な夢を見せてあげるから。 

　それに・・・こうやって抱かれてると、とても安心出来るでしょう・・・？ 

　さあ・・・静かに目を閉じて・・・何も恥ずかしがる事なんか無いから・・・ 

　うふふ、桂ちゃんの体って、とっても温かくて柔らかい・・・ 

　お休みなさい、桂ちゃん・・・ 

　これからは私がずっといつまでも、桂ちゃんの傍にいてあげるからね・・・。 

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

　おはよう、桂ちゃん。昨夜はよく眠れた？ 

　どうしたの桂ちゃん、そんなに驚いた顔して？ 

　え？もう朝なのに、どうして移し身を作れるのか・・・ですって？ 

　うふふ、桂ちゃんから貰った『力』のお陰よ。 

　桂ちゃんが私に『力』をくれたから、今の私は陽の光なんかに負けはしないのよ。 

　だからこうやって、陽の光にさえも耐えられる程の、強固な移し身を作る事だって出来るの。 



　ええ、今の私なら、一日中移し身を維持し続ける事さえも造作も無いわ。 

　言ったでしょう？桂ちゃん。これからは私が桂ちゃんを守ってあげるって。 

　桂ちゃんに近づく邪な者は、この私が全て排除してあげるって。 

　ほら、桂ちゃん・・・触ってみて・・・私の体、こんなにも温かくて、柔らかいでしょう？ 

　私は確かに、ここにいる・・・桂ちゃんが私に『力』をくれたお陰よ。 

　あら？フロントから電話だわ。何かしら？ 

　桂ちゃん、旅館の人は何て・・・朝ご飯が出来たから食堂に来てほしいって？そう・・・ 

　なら、私は一旦移し身を解いた方がいいわね。 

　だって私が桂ちゃんと一緒に姿を現したら、旅館の人も不審に思うでしょう？ 

　大丈夫よ、そんな顔しないで。何も寂しがる必要は無いわ。 

　言ったでしょう？私はこれからはずっと桂ちゃんの傍にいてあげるって。 

　私は今から、桂ちゃんの携帯電話についているお守りに依る事にするわ。 

　そうすれば移し身を作らなくても、私は桂ちゃんと一緒にいられるから。 

　さあ、桂ちゃん行きましょう。早くしないと朝ご飯が冷めちゃうわよ？うふふ。 

　今日の朝ご飯は焼き魚定食ね。和食が大好きな桂ちゃんには、とっても嬉しいメニューよね。 

　え？どうして桂ちゃんが和食好きだって知ってるのか・・・ですって？ 

　だって桂ちゃん、昔から和食が大好きだったじゃない。 

　いつも私が作った料理を、とっても美味しそうに食べてくれて・・・ 

　桂ちゃんどうしたの？頭が痛いの？ 

　え？私の事を思い出そうとして・・・それで・・・？ 

　桂ちゃん、昨日も言ったけど、無理に思い出そうとしてくれなくてもいいのよ？ 

　これからの私たちには、幾らでも時間があるから。 

　だから焦って思い出そうとしてくれなくてもいい。ゆっくりと少しずつ、思い出してくれればいい。 

　私はこれからもずっと、桂ちゃんの傍にいるのだから。 

　ほら、そんな事より桂ちゃん、早く食べちゃいましょう。 

　でないと、桂ちゃんの大好きな焼き魚が冷めちゃうわよ？うふふ。 

　……あら？テレビでニュースがやってるわね。 

　経観塚で女性が変死・・・ですって？一体何かしら？ 

　『本日未明、経観塚の商店街において、○○○にお住まいの千羽烏月さん（１７）と見られる方の

変死体が発見されました。遺体には目立った外傷はありませ んが、奇妙な事にその体には血が

残っておらず、また首筋には噛み付かれたような跡が残されており、近隣住民の間では吸血鬼が

出たのかと騒動になっていま す。警察は事件性が高いと見て捜査をしていますが、一部では青

白く光る蝶が出たとの目撃証言もあり、慎重に関連性を調べています。』 

　（・・・人気の無い所で始末したつもりだったのに、まさかあんな夜遅くに見られていたなんて・・・

でもまあいいわ。見られたからといって、私の計画には何の障害も無い・・・うふふ・・・） 



　まあ、吸血鬼ですって？それもこの経観塚で？物騒な世の中だわ。 

　桂ちゃん、怖がらないで。何があっても私が桂ちゃんを守ってあげるからね。 

　どうしたの桂ちゃん、震えてるわよ？そんなに怖いニュースだった？ 

　え？あの烏月さんって、桂ちゃんの知り合いなの？昨日駅で出会って・・・そうなの・・・ 

　でも、確かにこれは桂ちゃんの言う通り、怖いニュースよね。 

　よりによって、この経観塚で吸血鬼が出ただなんて。 

　そうね・・・きっと桂ちゃんの贄の血を狙って、この経観塚にやって来たのね・・・。 

　桂ちゃんの血は、人ならざる者を引きつけるから。それで桂ちゃんを探し回って徘徊して、たまた

ま出くわした烏月さんが犠牲になったのよ。きっと。 

　でも・・・このまま放置しておけば、恐らくまた犠牲者が出るわね・・・。 

　桂ちゃん、泣かないで。そんなに自分の責めないで。桂ちゃんは何も悪くない。桂ちゃんが悪い

わけじゃないのよ？ 

　悪いのは、桂ちゃんに擦り寄ってくる邪な人たち・・・桂ちゃんに責任があるわけじゃないわ。 

　でも・・・確かに桂ちゃんの血が、人ならざる者を引きつけてしまうのは事実ね。 

　ほら、昨日桂ちゃんを襲った双子の鬼・・・ノゾミちゃんとミカゲちゃんも言っていたでしょう？桂ちゃ

んの贄の血を貰いに来たと。 

　このままでは桂ちゃんの血に誘い込まれて鬼が徘徊し、経観塚の人達が犠牲になってしまうわ。 

　ううん、それだけじゃない。桂ちゃんがこのまま家に帰ってしまえば、きっと桂ちゃんを狙って街の

人達まで鬼の犠牲に・・・ 

　私はオハシラサマとして、桂ちゃんを守る者として、桂ちゃんをこのまま帰すわけにはいかなくなっ

てしまったわ。 

　（な～んてね。私の力をもってすれば、桂ちゃんの贄の血の気配を消す事くらい、別に造作も無

い事なんだけど♪） 

　だから桂ちゃん、提案があるの。 

　単刀直入に言うわね。私と一緒にオハシラサマになりましょう。 

　私と同じように肉体を捨てて魂だけの存在になってしまえば、さすがに桂ちゃんの血に人ならざ

る者たちが誘い込まれて、経観塚の人たちが襲われるような事は無いから。 

　それに・・・桂ちゃんがオハシラサマになってくれれば、私はずっといつまでも桂ちゃんの傍にい

る事が出来るから。 

　大丈夫よ、そんなに心配そうな顔をしないで。肉体を捨てると言っても、単に在り方が変わるだ

け・・・私のように移し身を作る事だって出来るから。 

　さすがにご神木から遠くに離れる事は出来なくなってしまうけど、それでも魂だけの存在になる

事によって、ずっといつまでも永遠に生きる事が出来るようになるから。 

　そう・・・桂ちゃんがオハシラサマになってくれれば、私と桂ちゃんは未来永劫、ずっといつまでも、

永遠に一緒にいられる・・・。 

　だから桂ちゃん、私と一緒にオハシラサマになりましょう。 

　大丈夫よ桂ちゃん。別に痛くも苦しくも何とも無いから。 



　朝ご飯を食べたら、すぐにチェックアウトしてご神木に行って、儀式を済ませてしまいましょう。 

　桂ちゃん・・・何をそんなに悲しそうな顔をしているの？ 

　え？お友達と別れてしまうのが辛い・・・ふ～ん、陽子ちゃんと凛ちゃんって言うの・・・ 

　そうね・・・言われてみれば、そうよね・・・桂ちゃんの大切なお友達ですものね。 

　なら桂ちゃん、今から陽子ちゃんと凛ちゃんに携帯電話で、お別れの挨拶を済ませておきなさい。

　それまでの時間なら、私も待っててあげるから。 

　駄目よ桂ちゃん、桂ちゃんの存在が鬼を引き寄せるって言ったばかりでしょう？ 

　私がさっき言ったように、桂ちゃんの存在そのものが、結果的に人々の脅威になってしまうの。吸

血鬼に殺された烏月さんみたいにね。 

　だから・・・ね？分かるでしょう？桂ちゃんはオハシラサマにならなければいけないのよ。 

　桂ちゃんがオハシラサマになってくれれば、人々は救われるから。 

　それに、何も寂しがる事なんか無いわ。 

　確かに陽子ちゃんや凛ちゃんとは離れ離れになってしまうけど、それでもこれからの桂ちゃんに

は未来永劫、永遠に私が傍にいるから。 

　ええ、それでいいのよ・・・桂ちゃんはとっても素直でいい子で、可愛いわ。 

　私はそんな素直な桂ちゃんの事が、とても好きよ？ 

　何なら、私が電話に出てあげましょうか？ 

　大丈夫？１人で電話出来る？お別れの挨拶を済ませられる？ 

　そう・・・ならいいんだけど・・・ 

　でも桂ちゃん、もう１度言わせて貰うわね。 

　確かに陽子ちゃんや凛ちゃんとは離れ離れになってしまうけど・・・それでも、これからの桂ちゃん

には私がいるから。未来永劫、ずっと私が傍にいてあげるから。 

　桂ちゃんが寂しがる事は、何も無いから。 

　だから陽子ちゃんと凛ちゃんに、お別れの挨拶を済ませておきなさい。ね？ 

　（ふふふ・・・全て計画通り・・・もうすぐ桂ちゃんは私の物になるわ・・・） 

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

　桂ちゃん、これが槐のご神木よ。 

　私が依り代にしている場所、そしてこれから桂ちゃんも一緒に依り代になる場所。 

　ここで桂ちゃんがオハシラサマになってくれれば、人々が鬼の脅威に晒される事は無いのよ？ 

　ううん。それだけじゃない。私と桂ちゃんは未来永劫、ずっといつまでも、永遠に一緒にいる事が

出来るようになる・・・。 

　さあ桂ちゃん、早速だけど儀式を始めましょうか。 

　大丈夫よ。すぐに終わるし、別に痛くも苦しくも無いから。 

　どうしたの桂ちゃん、そんなに怖そうな顔をして？ 

　ああ、この下に眠っている主の事が気になるのね。 

　そうよね、ごめんなさい桂ちゃん。私ったら配慮が足りなかったわ。 



　ちょっと待っててね。桂ちゃんが安心してオハシラサマになれるように、私が今から主を片付けて

くるから。 

　スゥ・・・・ッ・・・ 

　ドカッ！！バキッ！！グシャッ！！ 

　ただいま～、桂ちゃん遅くなっちゃってごめんね。 

　これでもう大丈夫。私が主を殺したから。だから桂ちゃんの不安要素は一切無くなったわ。 

　ええ、桂ちゃんが私にくれた『力』のお陰よ。言ったでしょう？今の私は誰にも負けないって。 

　桂ちゃんが私に『力』をくれたから、私は主を殺す事が出来たのよ。 

　さて、これで桂ちゃんも安心してオハシラサマになれるでしょう？ 

　そう・・・そう言ってくれて、私も嬉しいわ。 

　それじゃあ桂ちゃん、儀式を始めましょうか。 

　ご神木に手をついて・・・そう、肩の力を抜いて・・・ 

　桂ちゃんはオハシラサマになる事に同意してくれてるから、儀式はすぐに終わるわ。 

　ええ、そうよ・・・これで私達は、永遠に一緒にいられるのよ？ 

　……あら？白花ちゃんじゃない。髄分と久しぶりね。すっかり大きく逞しくなって。 

　どうしたの？そんなに怖い顔して。私たちは今ちょっと手が離せないから、用があるなら後にして

貰えないかしら？ 

　桂ちゃんどうしたの？え？この人誰なのって？ 

　そう・・・桂ちゃんは、白花ちゃんの事も忘れてしまったのね・・・ 

　でもね桂ちゃん。さっきも言ったけど、慌てる必要は無いわ。 

　白花ちゃんの事も私の事も、これからゆっくりと思い出して貰えばいいから。 

　これからの私達には、悠久の時があるのだから・・・ 

　そんな事より桂ちゃん、儀式を始めま・・・きゃっ！！ 

　白花ちゃん、どうしたの！？いきなり私に斬りかかってくるなんて！！ 

　え？烏月を殺した事が許せない・・・って・・・白花ちゃん、何を言っているの？ 

　ほら、桂ちゃんがこんなに怖そうな顔してるじゃない。変な事は言わないで・・・って、白花ちゃん、

その写真・・・いつの間に・・・ 

　はあ・・・折角計画通り上手く行っていたのに・・・白花ちゃんのせいで台無しじゃない。 

　……そうよ。私が烏月さんを殺したのよ？ 

　だってこれからの桂ちゃんには私がいるから。桂ちゃんにあんなのいらないもの。 

　あんな野蛮な女と一緒にいたら、桂ちゃんは腐ってしまうもの。だから私が殺したのよ。 

　そうね・・・白花ちゃんのせいでバレちゃったから、いっその事全てを話してしまいましょうか。　桂

ちゃんを永遠に私の物にする為の、１０年前から企てていた私の計画の全てをね。 

　別に今更話した所で計画の遂行には、もう全く支障は無いのだから。うふふ・・・。 

　白花ちゃん、１０年前に桂ちゃんに誘われて、屋敷の蔵の扉を開けたでしょう？ 



　あれ、実は私が桂ちゃんを唆（そそのか）したのよ？それで、桂ちゃんと白花ちゃんにも開けられ

るように、蔵の扉を簡単に開けられるようにしておいたのよ。 

　それでノゾミちゃんとミカゲちゃんが封じられている鏡の封印を解いたでしょう？あれも私が桂ちゃ

んに言ってあげたのよ。 

　あの鏡に妖精さんが封じられているから、桂ちゃんの力で解放してあげなさいって。 

　どうしてそんな事をしたのかって？もう、白花ちゃんったらせっかちなんだから。 

　慌てる者は貰いが少ないって言うでしょう？お姉ちゃんの話を最後まで聞きなさい。 

　それでね、ノゾミちゃんとミカゲちゃんが封印から解放されたら、する事といったら１つしか無いで

しょう？ええ、桂ちゃんと白花ちゃんを邪眼で操って、主の封印を解かせる事よ。 

　そうなったら、誰かがオハシラサマの継ぎ手になって、主の封印を維持しなければならなくなるわ

よね？おじさんは力が足りないし、おばさんには資格が無いから、適任者は私しかいないわよね？

　ええ、そうよ。私はオハシラサマになりたかったのよ。 

　私がオハシラサマになる口実を作る事・・・それが私の計画の第１段階よ。 

　ただ、白花ちゃんに主の分霊が取り憑いて、おじさんを殺してしまったのは計算外だったけど・・・

でもその程度の事なら、別に計画の第２段階に支障は無いから、放っておいたわ。 

　その計画の第２段階というのはね・・・１０年後に桂ちゃんがここに来るように仕向けて、私と同じ

年齢になった桂ちゃんを、私と一緒にオハシラサマにする事なのよ。 

　おばさん・・・桂ちゃんのお母さんの羽藤真弓さん・・・この間病死したわよね？ 

　あれ、１０年後に死ぬように、私がおばさんに呪いをかけたからなのよ？ 

　それで、屋敷も処分しないように、おばさんとサクヤさんに暗示も掛けておいたのよ。 

　そうすれば遺産相続の関係で、桂ちゃんはこの経観塚に来る事になるでしょう？ 

　その時にノゾミちゃんとミカゲちゃんに桂ちゃんを襲わせて、そこを私が助けてあげるの。 

　それで、桂ちゃんの体に流れる贄の血に鬼が引き寄せられて、多くの人々が犠牲になるから、桂

ちゃんはオハシラサマになるべきだって説明して、私と一緒にオハシラサマになって貰う・・・ 

　その時に烏月さんが邪魔だったから、桂ちゃんを説得する為に利用させて貰ったわ。 

　桂ちゃんに宿る贄の血のせいで、烏月さんは殺されたのよって。 

　どうして？別に間違ってはいないでしょう？だって桂ちゃんの贄の血が鬼を引き寄せるのは、ま

ごう事無き事実なんだから。 

　そうよ。全ては桂ちゃんを私と一緒にオハシラサマになって貰う為に、私がやった事なのよ？ 

　だって桂ちゃんが１０歳になったら、私は２０歳・・・桂ちゃんが２０歳になったら、私は３０歳・・・私

は桂ちゃんより先に、どんどん歳を取ってしまう・・・。 

　私と桂ちゃんに１０歳もの年齢差があるなんて、そんなの耐えられないもの。 

　だからまず私がオハシラサマになって不老になって、１０年後に桂ちゃんが成長して、私と同じ

年齢になるのを見計らって、それで桂ちゃんがオハ シラサマになれば、私と桂ちゃんは同じ年齢

で、しかもオハシラサマで不老不死だから、ずっといつまでも、未来永劫、永遠に一緒にいられる

でしょう？ 



　だから私は桂ちゃんに言ったのよ。これからの私達には、悠久の時があるのよって。 

　おじさんとおばさんが死んだのも、ノゾミちゃんとミカゲちゃんに桂ちゃんを襲わせたのも、全ては

この為の布石。ええ、その為に、その為だけに、主を今まで生かしておいたのよ。 

　別にその気になれば主なんか、すぐに殺せたんだけど・・・そうなるとノソミちゃんとミカゲちゃんが、

桂ちゃんを襲う理由が無くなってしまうでしょう？ 

　私もまさか、こんなに上手く行くとは思わなかったけどね。うふふ。 

　ただ最大の誤算は、桂ちゃんに計画の全貌がバレてしまった事なんだけど・・・別に今更バレた

所でどうという事は無いわ。 

　桂ちゃんにはもう、オハシラサマになる以外に道は残されていないのだから。 

　もう、白花ちゃんったら・・・まだ私の邪魔をするつもりなの？ 

　私、できれば白花ちゃんだけは殺したく無いんだけど・・・大人しく引いて貰えないかしら？ 

　そもそも私は白花ちゃんの為を思って、烏月さんを殺したのよ？ 

　だって烏月さん、白花ちゃんの命を狙ってたじゃない。それを私が救ってあげたというのに、恩を

仇で返そうとするなんて・・・ 

　そう・・・あくまでも私の邪魔をするというのね・・・ 

　なら、仕方が無いわ・・・私と桂ちゃんの幸せを邪魔するというのなら・・・！！ 

　ドカッ！！バキッ！！グシャッ！！ 

　全く、この程度の実力で私を殺そうだなんて・・・自惚れもいい所だわ。 

　まあいいわ。邪魔者の白花ちゃんも殺した事だし・・・桂ちゃん、儀式を続けましょうか。 

　こ～ら、桂ちゃん逃げないの。桂ちゃんにはもう、オハシラサマになる以外に道は無いって言っ

たばかりでしょう？ 

　それに桂ちゃんが逃げたら、経観塚の人達が皆、死ぬ事になるわよ？ 

　え？どういう事って？言葉通りの意味よ？ 

　私がその気になれば、今すぐにでも経観塚の人達全員を、ここから１歩も動く事無く、じっくりと苦

しみを味あわせた上で殺す事が出来るのよ？ 

　私ね、万が一こういう事が起こった時に、桂ちゃんが私から逃げられないようにする為に、二重の

策を仕掛けておいたのよ。 

　この１０年間の間にね・・・経観塚の人達の体の中に、月光蝶を少しずつ仕込ませておいたの。 

　それに私の『力』を加えたら、どうなるのかしらね～。 

　派手に爆発させてあげようかしら？それとも少しずつ火傷させてあげようかしら？ 

　ああそうだ！！少しずつ精気を吸い取らせて、衰弱死させるっていうのも面白いかも！！ 

　そうね、桂ちゃんがどうしても私から逃げるって言うのなら、仕方が無いわね。 

　取り敢えず、経観塚駅の駅長さんを殺しておこうかしら。 

　別にもうおじいさんなんだし、そう近い内に寿命で死ぬでしょうから、別に今ここで殺しても構わ

ないでしょう？ね？ 

　もう、桂ちゃんったら・・・『お願いだから私をユメイさんと一緒にオハシラサマにして』だなんて・・・ 



　言われなくても、私はその為に桂ちゃんをここに連れてきたのよ？ 

　うふふ、桂ちゃんはそうやって素直でいい子だから、とても好きよ？ 

　そうよ、そうやってさっきみたいにご神木に両手を当てて・・・体の力を抜いて・・・ 

　大丈夫よ。桂ちゃんは『オハシラサマになる事に同意してくれてる』から、儀式はすぐに終わるわ。

　それに、別に痛くも苦しくも無いからね。だからそんなに怖がらなくてもいいのよ？ 

　そう・・・じっとしててね・・・それじゃあ始めるわよ・・・ 

　桂ちゃん、これからは桂ちゃんには私がいるから。 

　ずっといつまでも、永遠に一緒にいましょうね、桂ちゃん・・・。 

　（これで桂ちゃんは、永遠に私の物・・・） 
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