
アオイシロ・アナザーストーリー

★ホワイトデーバトル

　３月１４日・・・ホワイトデー。

　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。

　２人共バレンタインデーにチョコレートを沢山貰う上に、しかも２人共変に律儀なのできちんとお

返しをしているのだが、そのお返しを貰う為に沢山の女の子が２人の下に殺到し、壮絶な死闘を

繰り広げるのだ。

　

　そして今年のホワイトデーは土曜日・・・休日なのだが、この日は午前中に桂の高校で青城女学

院と、剣道部の練習試合が行われる事になっている。

　だが・・・。

　

　美咲「一体何が起こっているの？信号が全て赤のまま動かないなんて・・・」

　桂の高校の剣道部の部長にして、桂の剣術の師でもあり、かけがえの無い友人でもある松本美

咲。

　彼女は登校中に、一向に赤のまま変わらない信号のせいで、足止めを食らってしまっていた・・・。

　葛「ふふふ・・・桂おねーさんへのバレンタインのお返しは、誰にも渡させはしませんよ。」

　部下Ａ「あの・・・葛様・・・幾ら何でもこれは大人気無いと思うんですけど・・・」

　

　あのバレンタインデーの一件で桂にこっぴどく怒られた葛は、結局桂からチョコレートを貰う事が

出来なかったのだ。

　当然ながら葛はお返しを桂に渡す事が出来ない。だが桂からチョコレートを貰った他の女の子

は、桂にお返しを渡す事が出来る。

　それが面白くない葛は誰にも桂にお返しを渡させない為に、他人の迷惑も全然顧みない、こん

な手の込んだ妨害を行っているのだ・・・。

　部下Ｂ「葛様・・・あちこちで渋滞が起こってるんですけど、本当にいいんですか？」

　葛「構いはしませんよ。そんな小さな事より、桂おねーさんへのお返しを阻止する事の方が遥か

に重要です。」

　部下Ｃ「はぁ・・・（汗）」

　葛「それで、鬼切り部隊の状況はどうなっています？」

　部下Ｄ「はっ、全員予定通りに配置に付きました。」

　葛「よろしい、迎撃作戦を開始しなさい！！」

　美咲「もう、今日は私にチョコレートをくれた皆の為に、心を込めてクッキーを焼いてきたというの

に・・・。」

　烏月「残念だけど、それを桂さんに渡させるわけにはいかないよ。」

　美咲「な・・・！？」



　烏月「はあっ！！」

　突然背後から、烏月が美咲に斬りかかる。

　烏月の狙いは、美咲が持っているレジ袋。

　その中には美咲が皆の為に用意した、手作りのクッキーが大量に入っている。

　

　美咲「くっ・・・！！」

　烏月の木刀による斬撃を、美咲は同じく木刀で受け止める。

　烏月「只者では無いな・・・私の斬撃を受け止めるとは・・・」

　美咲「あなたは、確か千羽烏月さん・・・一体どういうつもりなんですか！？」

　烏月「葛様の命令でね。桂さんにバレンタインデーのお返しを渡そうとする者は、誰であろうと阻

止しろと言われているんだよ。」

　美咲「・・・成る程・・・そういう事だったの・・・」

　烏月の言葉で、美咲は全てを理解した。

　赤信号のまま動かない信号も、そして烏月の襲撃も、全て葛の仕業であるという事を。

　そして桂にバレンタインのお返しを渡すのを阻止する為という、何ともしょーもない葛の嫉妬によっ

て引き起こされた事態だという事を。

　

　あまりの葛のアホ加減に呆れた美咲は、溜め息を付いて一旦烏月から間合いを離す。

　そしてクッキーが入ったレジ袋を一旦地面に置き、そして・・・

　烏月「な・・・レジ袋の周囲に結界を！？」

　美咲「さすがにクッキーを庇いながらだと、私も満足に戦えませんから。」

　烏月「美咲さん・・・貴方は一体何者なんだ・・・！？」

　美咲「うふふ、それは内緒です。」

　美咲は木刀を構えて、烏月に斬りかかる。

　

　美咲「・・・はっ！！」

　烏月「ちいっ！！」

　２人の木刀が何度もぶつかり合う。２人の周囲に無数の閃光が走る。

　美咲は烏月を相手に、互角に渡り合っていた。

　美咲「くっ・・・さすがに手強い・・・！！」」

　烏月「梢子さんが認めた使い手だとは聞いていたが・・・まさかこれ程とは・・・！！」

　美咲「千羽さん、あなたもアホな上司を持って大変ですね。こんなしょーもない事に付き合わされ

るなんて。心の底から同情しますよ。」

　烏月「気持ちはありがたいが、同情は不要だよ。私達にとって頭の命令は絶対だからね。」

　奮闘する美咲だが、相手は鬼切り部千羽党の鬼切り役。いかに全国クラスの剣道の達人である

美咲といえども、簡単に勝てる相手ではない。

　それでも美咲は大切な皆にクッキーを渡す為、こんな所で引き下がる訳にはいかなかった。

　だが、烏月は梢子に匹敵する程の実力の持ち主だ。まともに戦えば苦戦は免れない。



　

　あくまでも『まともに戦えば』の話だが・・・。

　美咲「・・・うふふ、よく見ると千羽さん、とっても素敵な人じゃないですか。」

　烏月「な・・・戯言を・・・！！」

　　

　鍔迫り合いの状態のまま、睨み合う両者。

　だが、そこへ美咲の顔がどんどん烏月の顔に近づき・・・

　烏月「ちょ、ちょっと美咲さん、何を・・・」

　美咲「折角の機会だから、今日は千羽さんにしようかと思って。」

　烏月「・・・は？」

　美咲「ちゅっ。」

　烏月「・・・・・！？」

　２人の唇が触れ合った。

　いきなりの出来事に唖然とする烏月。だがこれだけでは終わらない。

　

　烏月「んんっ！？」

　そこから美咲の舌が、烏月の口の中にねじこまれる。

　そして烏月の舌が、美咲の舌に絡め取られる。

　ぐちゅぐちゅ。ちゅっちゅっ。

　美咲の熟練された絶妙なテクニックの前に、烏月の体から力が抜ける。腰が砕ける。

　そして美咲は右手の木刀で烏月の木刀を押さえ込んだまま、左手で烏月の胸を優しく撫でる。

　美咲の指が、烏月の胸を的確に刺激する。

　

　烏月「ん・・・んっ・・・」

　

　ビクンビクンビクン。

　体中を走る電撃。烏月の体が震える。　　

　今まで体験した事の無い快感、というか予想もしなかった在り得ない状況に、烏月は困惑する。

　あまりの気持ちよさに、烏月の木刀を握る握力が低下した。

　それを美咲は右手の感触で敏感に感じ取り、そしてその隙を見逃さなかった。

　美咲「・・・んっ！！」

　烏月「んんっ・・・！？」

　

　唇を重ねたまま、美咲の木刀が烏月の木刀を弾き飛ばす。

　乾いた音を立てて、烏月の木刀が地面に転がり落ちた。

　美咲は、烏月に勝った（？）のだ。

　

　美咲「・・・ふうっ、ご馳走様。」

　ようやく烏月から離れた美咲の唇は、烏月と自らの唾液によってベトベトになっていた・・・。

　その湿った唇を舌でペロリと舐めながら、美咲はとても爽やかな笑顔でクッキーの結界を解いた。

　　



　美咲「千羽さんゲ～ット♪さ～て、明日は誰にしようかしら？」

　烏月「ま・・・待て・・・」

　美咲「ごめんなさい。本当ならもっと千羽さんと愛し合いたい所なんですけど、さすがに周囲に人

がいないとは言っても屋外ですし・・・」

　烏月「い、いや・・・そうじゃ・・・なくて・・・（泣）」

　

　烏月は顔を紅潮させ、その場にしゃがみこんだまま動けない。

　美咲のテクニックの前に圧倒され、頭の中が真っ白になっていた。

　というか、一体何が起こったのかさえも、今の烏月には理解出来ていなかった・・・。

　　

　美咲「それに、今日は小山内さんたちと練習試合がありますから。だから千羽さんの相手は今度

またじっくりと・・・ね？」

　

　ちゅっ。

　別れ際に美咲は烏月と軽くキスを交わして、携帯用のメモ用紙に自分の携帯電話の番号を書い

て、烏月に手渡す。

　そして美咲はクッキーが入ったレジ袋を手に学校へと向かおうとするのだが、信号が赤のまま動

かないという事を完全に忘れていた。

　

　美咲「ああでも、取り敢えずこの赤信号をどうにかしないと・・・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・・・」

　

　自分にウインクをする美咲を見て、烏月は思い知った。

　彼女はこれまで数え切れない程の女を抱いてる、百合の達人なのだと・・・。

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

　柚明「一体何がどうなっているのかしら？信号が赤のまま動かないなんて・・・。」

　桂「もう、今日は梢子ちゃんたちと練習試合があるっていうのに・・・」

　桂と柚明もまた、いつまで経っても赤のままの信号のせいで足止めを食らっていた。

　柚明が手にする鞄の中にあるのは、梢子たちへのバレンタインチョコのお返しのクッキー。当然

ながら柚明の手作りだ。

　

　柚明「もしかして鬼切り部が絡んでるのかしら？信号機を全て赤にするなんて、そんな芸当が出

来る組織と言ったら・・・」

　コハク「クックック・・・察しがいいな。その通りよ。」

　柚明「な・・・！？」

　

　桂と柚明の前に、勝ち誇った笑顔のコハクが現れた。

　

　コハク「葛の阿呆からの命令でな。わしには良く解からぬが、桂への『お返し』とやらを何としてで

も阻止しろと言われておるのだ。」

　桂「・・・つ～～～づ～～～ら～～～ちゃ～～～～～ん（激怒）！！」

　

　部下Ａ「あの・・・葛様・・・コハク殿が桂様に今回の一件について、全部バラしちゃったみたいな



んですけど・・・」

　葛「ああもう、あの人は何でそんなにも馬鹿正直なんですか！？これではまた桂おねーさんに怒

られてしまうじゃないですか（泣）！！」

　部下Ｂ「葛様！！烏月様が松本美咲に犯されたとの報告が！！」

　葛「はあ！？何をやってるんですか烏月さんは！！」

　部下Ｃ「葛様、大変です！！我々のシステムが何者かのハッキングを受け、制御不能です！！

信号も全て元通りに・・・！！」

　葛「ええ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！！・・・『千羽さんはとっても美味しかっ

たわよ♪』との事です！！」

　

　桂「むー！！後で葛ちゃんを叱ってあげないと・・・！！」

　コハク「まあ、そういう訳だ。お主らをここから先に行かせる訳にはいかぬのでな。」

　柚明「くっ・・・私たちは今、貴方に構っている暇は・・・」

　コハク「クックック・・・随分と邪険に扱われた物だな。ならばお主らの視線をわしに釘付けにして

やろう！！研究に研究を重ねて編み出した、このわしの究極奥義でな！！」

　

　コハクは勝ち誇った笑顔で、高々と叫んだ。

　　

　コハク「虎ん斬む！！」

　

　その瞬間、コハクの体が赤く輝く。

　コハクの体から放たれた、凄まじい『力』。それを敏感に感じ取り、桂も柚明も驚きを隠せない。

　コハクの言う通り、桂と柚明の視線がコハクに釘付けになっていた。

　

　桂「な・・・な・・・な・・・！？」

　柚明「そんな・・・あれは・・・トランザム！？」

　コハク「柚明よ。お主とは以前から手合わせ願いたいと思っていた所でな。まあ折角の機会だ。

ここでわしと・・・」

　

　いつの間にか物凄い速度で、コハクが柚明の背後に回り込んでいた。

　

　柚明「くっ・・・速い・・・！！」

　コハク「・・・戦ってもらおうか！！」

　

　コハクの木刀が柚明に迫る。

　柚明はとっさに桂をお姫様抱っこしてバックステップで避け、周囲に無数の月光蝶を展開する。

　コハク「ほう、今のはよく避けたな。」

　桂「ちょ・・・コハクさん！！いきなり何するんですか！？」

　コハク「言ったはずだがな。わしは柚明と以前から手合わせをしたかったと。」

　柚明「・・・コハクさん。私はともかく、桂ちゃんやノゾミちゃんに手を出したら・・・」

　コハク「安心しろ。お主や剣鬼ならともかく、桂などわしと戦うに値せんわ。まして陽の光のせいで

移し身を作れぬノゾミなど論外だ。」

　桂「何それ！？コハクさん酷～い！！」



　コハク「そういう訳だ。わしは桂やノゾミには一切手を出さぬから、お主も安心してわしと全力で戦

うがいい！！」

　

　コハクの斬撃が柚明に襲い掛かる。

　柚明はそれをどうにか障壁を張って受け止める。

　だがトランザムを発動したコハクの圧倒的な力の前に、柚明は完全に押されていた。

　

　柚明「くっ・・・梢子ちゃんたちが待っているというのに・・・！！」

　コハク「なあに、今頃梢子の元には、汀が足止めに向かっている頃だ。」

　柚明「ならば尚更の事・・・ここで貴方に構っている暇はありません！！」

　コハク「ぬ！？」

　柚明「トランザム！！」

　柚明の体が青く白く美しく輝く。背中から蝶の羽根が生える。　

　その美しくも神々しい姿は、まさに蝶の化身だ。

　障壁の威力が増し、コハクの木刀が弾き飛ばされる。

　桂「・・・て言うか柚明お姉ちゃん、それってトランザムだったの（汗）？」

　コハク「クックック・・・そうだ、わしはこれとやりたかった！！」

　

　コハクの斬撃を、柚明は正面から迎え撃つ。

　物凄いスピードで、柚明とコハクの体が何度も交錯する。

　２人の周囲で青と赤の火花がぶつかり合う。

　両者互角のぶつかり合い。あまりの凄まじい戦い故に、桂は手出しをする事が出来なかった。

　だが、手出しは出来なくても、桂には柚明を応援する事は出来る。

　ならば全力を尽くして柚明お姉ちゃんを応援しよう。柚明お姉ちゃんに力を与えよう。

　桂は柚明の勝利を願い、必死で叫んだ。

　桂「柚明お姉ちゃん頑張って！！私、柚明お姉ちゃんの事が大好きだから！！」

　大好きだから！！大好きだから！！大好きだから！！大好きだから！！大好きだから！！ 

　柚明「あああん、桂ちゃあああああん！！」

　コハク「何いいいいいいい！？」

　キュイイイイイイイイイン！！

　柚明はハイパートランザムを発動させた！！

　柚明「桂ちゃん、私の事を好きって言ったわよね！？好きって言ってくれたわよね！？」

　桂「うん！！梢子ちゃんと同じ位、大好き！！だからコハクさんなんかに負けないで！！」

　柚明「あははははははは！！あははははははははは！！あははははははははは！！」

　ばっさばっさばっさ。

　無数の巨大な月光蝶ならぬ「月光鳥」が、一斉にコハクに襲い掛かった！！

　ドカドカバキバキグチャグチャ！！

　



　コハク「ぶぎゃああああああああああああああああ！！」

　

　派手に吹き飛ばされたコハクは、壁に叩きつけられる。

　そのまま地面にうずくまり、動かなくなったコハク。

　柚明は、コハクに勝ったのだ。

　コハク「こ・・・これが・・・愛の力か・・・」

　桂「うええええええん！！柚明お姉ちゃん良かったよぅ！！」

　柚明「桂ちゃん、私が勝てたのは桂ちゃんの愛のお陰よ！！」

　むぎゅっ。

　柚明は満面の笑顔で、桂の体を思い切り抱き締めた。

　

　ちゅっちゅっ。

　もぞもぞ。もぞもぞ。

　桂「・・・ちょ、柚明お姉ちゃん、何を・・・ひああっ！？」

　柚明「だって桂ちゃん、私の事好きって言ってくれたわよね？」

　桂「い、言ったけど・・・コハクさんが見てるし・・・」

　柚明「いいじゃない。見せ付けてあげれば。」

　桂「て言うか、きょ、今日は青城女学院と練習試合だし・・・それに梢子ちゃんたちにバレンタイン

のお返しを届けにいかないと・・・」

　柚明「・・・そうね、私ったらすっかり忘れてたわ。これも桂ちゃんが可愛いからよ？うふふ。」

　

　いつの間にか信号も元に戻っていたようだ。

　柚明は桂をお姫様抱っこして、全速力で桂の学校へと向かっていった。

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

　汀「・・・じゃあ、悪いんだけどオサ、そういう事だから。」

　梢子「くっ・・・桂たちが私を待っているというのに・・・！！」

　

　梢子もまた美咲たちと同様、桂へのバレンタインのお返しを阻止すべく、葛の命を受けた汀から

の妨害を受けていた。

　

　汀「はっ！！」

　梢子「くっ・・・！！」

　汀の棍と梢子の天照が何度もぶつかり合う。

　リーチの長さを巧みに生かし、汀は梢子を懐に飛び込ませない。

　　　

　汀「アタシも本当はこんな下らない事はしたくなんだけどさあ、頭からの命令には逆らえないのよ

ね～。解るでしょ？」

　梢子「ええ、汀に同情するわ。アホな上司を持って汀も大変ね。」

　汀「だからさ、そのクッキーをアタシに渡してくれると助かるんだけど。」

　梢子「そんなの・・・はいそうですかって素直に従える訳無いでしょ！？」



　汀の巧みな棒術の前に、防戦一方の梢子。

　だが梢子は防戦一方ながらも、追い詰められているとは少しも思わなかった。

　あの根方宗次の神速の斬撃、そして究極奥義・海石瑠。

　梢子は卯良島でそれを体感し、そして見事に打ち破っているのだ。

　確かに汀のトリッキーな棒術は厄介だが、それでも根方よりは戦いやすい相手だと梢子は感じ取っ

ていた。

　

　梢子は一旦汀から間合いを離し、天照を上段に構える。

　防御を無視した、攻撃に特化した構え。

　

　汀「甘いよオサ！！片手面なんか撃たせるかっての！！」

　

　リーチの長さを生かし、梢子に攻撃させる暇も与えず、汀は一気に押し切ろうとする。

　防御を無視した攻撃特化の構え故に、今の梢子は隙だらけだ。

　だが、それこそが梢子の罠。梢子は汀を攻め込ませる為に、わざと隙を作ったのだ。

　上段の構えはフェイク。汀が梢子に殴りかかった瞬間、梢子は構えを正眼に戻す。

　汀「な・・・！？」

　

　汀の棍が、梢子の天照に絡め取られる。

　汀「しまった！！巻き技！？」

　梢子「はあっ！！」

　汀「ぐあっ・・・！！」　

　汀の棍が、宙を舞う。

　呆然とする汀の足元に、棍が転がり落ちた。

　汀「くっ・・・腕を上げたわね、オサ・・・！！」

　梢子「汀、いい加減降参する気になった！？」

　

　迷いの無い力強い瞳で、梢子は天照を汀に突きつける。

　だが汀の武器は、棍だけでは無いのだ。

　汀「・・・オサ、それでアタシに勝ったつもりなのかしらん？」

　梢子「な・・・！？」

　汀「アタシにはまだ、とっておきの切り札があるのよ！！」

　汀は梢子から間合いを離し、懐からワイヤーを取り出した。

　梢子「・・・そういえば忘れてたわ。汀って忍者だったわよね。」

　汀「イエス、忍者♪」

　梢子「くっ・・・さすがにその武器は厄介だわ・・・」

　

　汀はワイヤーを両手でしっかりと握り、梢子の出方を待つ。

　梢子もまた、汀のワイヤーを警戒してその場から動かない。

　互いに相手の出方を伺う２人。戦いは膠着状態になっていた。



　だが、その膠着状態は一瞬にして破られた。

　陽子「あれ？オサちゃん、こんな所で何やってるの？」

　梢子「陽子！！凛！！」

　梢子の元に、陽子と凛が駆けつけて来たのだ。

　そして梢子の手に握られている天照を見て、２人は状況を一瞬で理解した。

　凛「・・・あらあら、性懲りもせずに、今度はホワイトデーの妨害ですか。」

　汀「アタシだって不本意だけどさ、頭の命令だから逆らえないのよね。」

　凛「成る程、よ～く分かりました。」

　余裕の笑みを見せながら、凛は携帯電話を取り出す。

　それを見た汀は、慌ててワイヤーを陽子に向かって投げつけた。

　ワイヤーが陽子の体に絡め取られる。そして汀は慌てふためく陽子を無理矢理自分の下へと手

繰り寄せた。

　

　梢子「な・・・！？」

　陽子「何これ！？何これ！？もしかして束縛プレイ！？」

　汀「おっと、今アタシにメメントモリを撃ったら、ならっちまで巻き添えになるけど・・・いいのかしら

ん？」

　梢子「この・・・汀のウスラ馬鹿！！」

　

　汀とて馬鹿ではない。凛がここに現れた時点で、前回のバレンタインの時のように衛星兵器で狙

撃される事くらい、事前に想定しているのだ。

　なので衛星兵器を使わせない為に陽子を人質に取り、衛星兵器を撃たせないつもりなのだ。

　だがそれでも、凛は余裕の笑みを崩さない。

　凛「あら？喜屋武さん。そのような事をなされて本当によろしいのですか？」

　汀「な・・・一体どういう事よ！？」

　凛「たった今、メメントモリの発射を依頼したのですが・・・」

　汀「そんな事をすれば、ならっちも巻き添えに・・・！！」

　凛「いえ、狙いは若杉グループの本社ですけど・・・」

　汀「な・・・！？」

　

　全く予想もしなかった凛の言葉に汀は愕然とした。

　対照的に凛は、とても妖艶な笑みを汀に見せている。

　凛「私が今から要請すれば、メメントモリを止める事が出来ますけど・・・ですが喜屋武さんったら、

奈良さんを人質に取っていらっしゃいますし・・・」

　汀「くっ・・・そっちこそメメントモリを止めないと、今ここでならっちを・・・」

　凛「そうですか。ちなみにメメントモリはあと１０秒で発射されますけど・・・」

　汀「うわあああああ！！分かった！！ならっちは解放するから！！だから司令部への攻撃だけ

はしないでくれ！！」

　凛は汀に、交渉の余地さえも与えない。

　汀は慌てて陽子の束縛を解いた。



　自由になった陽子は、慌てて梢子と凛の元に駆け寄ってくる。

　それを見届けた凛は上空に向かって右手を突き出し、指を動かして何やら合図のような物を送っ

た。

　衛星兵器を止めろ・・・というサインなのだろうか。汀の遥か前方の巨大ビルに向かって放たれる

はずだった光は、結局放たれる事は無かった。

　凛「賢明な判断ですね。喜屋武さん。」

　陽子「うええええええええええん！！オサちゃん、お凛、怖かったよぅ！！」

　梢子「よしよし、もう大丈夫だからね。」

　汀「くっ・・・これで司令部への攻撃は・・・！！」

　凛「ええ、若杉グループの本社に攻撃しない事は約束させて頂きます。」

　汀「そ、そうか・・・良かっ・・・」

　ズガァァァァァァァァァァァン！！

　汀「ぶぎゃ・・・」

　上空から放たれた閃光が、汀を貫いた。

　梢子「な・・・な・・・な・・・！？」

　凛「ただし、喜屋武さんに攻撃しないとは一言も言っていませんが・・・」

　陽子「お凛・・・若杉グループの本社を狙ってたんじゃ・・・」

　凛「あれは奈良さんを助けるための嘘です。最初から喜屋武さんに狙いを付けていました。」

　梢子「じゃあ、あと１０秒で発射されるというのも・・・」

　凛「はい、嘘です。喜屋武さんに考える時間を与えないための・・・ね。うふふ・・・」

　梢子「・・・・・（汗）」

　

　自分にウインクをする凛を見て、梢子は思い知った。

　彼女はこれまで数え切れない程の修羅場を潜り抜けた、交渉術の達人なのだと・・・。

　凛「そんな事より、今日は練習試合なのでしょう？早く学校に行きましょう。」

　陽子「て言うか・・・ミギーちゃんをこのまま放っておいていいの？」

　凛「構いはしませんよ。奈良さんを人質に取るなどという愚劣な行為・・・万死に値しますわ。」

　梢子「うわっ、ちょっと、凛・・・」

　凛「さあ、行きましょう。部長の小山内さんが遅刻したら、皆さんに示しがつきませんわよ？」

　梢子と陽子の手を無理矢理引っ張って、凛はとてもにこやかな笑顔で学校へと向かっていっ

た・・・。

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

　ナミ＆保美「させません！！」

　鬼切りＡ「ぐはあっ！！」

　ナミ＆保美「させませんっ！！」

　鬼切りＢ「ぎょえ～っ！！」

　ナミ＆保美「させませんっっっ！！」

　鬼切りＣ「ぎゃああああああああああ！！」



　

　夏夜「まだ・・・抜きたくは無かったが・・・仕方あるまい・・・」

　サクヤ「ちょ、夏夜、アンタ何を抜いてるんだい！？」

　鬼切りＤ「うわあああああああ！！夏夜さんごめんなさいごめんなさい～～～～（泣）！！」

　鬼切りＥ「ひ、ひいいいいいいっ！！嫌だああああああああああ！！」

　鬼切りＦ「やめろーーーー！！やめてくれーーーーーー！！」

　夏夜「これで邪魔者はいなくなったわ。さあ、行きましょうサクヤさん。ふふふ・・・。」

　サクヤ「ひいっ！！夏夜！！頼むからそれをこっちに向けるなーーーーー！！」

　

　部下Ａ「葛様！！桂様と柚明様が梢子様たちと合流してしまいました！！」

　部下Ｂ「たった今、松本美咲も合流！！桂様たちにクッキーを渡した模様！！」

　部下Ｃ「さらに根方維己と相沢保美の足止めにも失敗！！梢子様の元へと向かっています！！」

　部下Ｄ「浅間サクヤと鳴海夏夜の迎撃部隊も全滅しました！！」

　結局、梢子たちの桂へお返しを阻止する事が出来なかった。

　絶望が葛の心を支配した・・・。

　葛「・・・ふ・・・ふふふ・・・」

　部下Ｅ「つ・・・葛さま・・・？」

　葛「うふふふ・・・あはははははは・・・あはははははははははは・・・」

　部下Ｆ「葛様！？しっかりなさって下さい！！」

　葛「桂おねーさんにお返しを渡す奴等は・・・皆死んでしまえばいいんですよ・・・ふひひ。」

　部下Ｇ「うわああああああああ！！葛様そのボタンだけは押しては駄目です！！世界が滅んでし

まいますからぁっ！！」

　部下Ｈ「誰かーーーー！！葛様に鎮静剤をーーーー！！」

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

　

　梢子「美咲ったら・・・たかが板チョコ（９８円）のお返しの為に、こんな手の込んだクッキーを作っ

てくれなくてもいいのに・・・」

　美咲「だって、小山内さんが私にチョコレートをくれたのが、凄く嬉しかったんだもの。」

　桂「美咲ちゃん、ありがとね。ありがたく頂くよ。」

　柚明「まさかノゾミちゃんの分まで用意してくれるなんて・・・本当にありがとね。美咲ちゃん。」

　美咲「はあ・・・本当なら私も皆からお返しを貰えるはずだったのに・・・若杉グループが私のチョコ

を、衛星兵器で焼きさえしなければ・・・」

　そう・・・美咲は前回のバレンタインの時に、桂と柚明にチョコレートを渡そうとしたのだが、そこへ

衛星兵器でチョコレートを狙撃されてしまったのだ。

　今この場にいるメンバーの中で、彼女だけはチョコレートを誰にも渡していない。つまりはお返し

を貰う事の出来ない立場にあるわけなのだが・・・

　梢子「それじゃあ・・・はい、私から皆にバレンタインのお返しよ。」

　柚明「うわあ、ありがとう梢子ちゃん！！」

　桂「これって、梢子ちゃんの手作りなの？」

　梢子「うん、クッキーよ。私は保美や姉さんみたいに凝った物は作れないから、あんまり期待しな



いでよね。」

　美咲「・・・小山内さん・・・私にも・・・！？」

　梢子はチョコレートを貰っていない美咲にさえも、お返しのクッキーを渡していた。

　あまりの出来事に、美咲は驚きを隠せない。

　

　梢子「実は昨日は張り切り過ぎて、ちょっと作り過ぎちゃってね・・・。美咲にはいつも、桂が世話

になってるから。それに私のライバルでもあるし。」

　美咲「・・・嬉しい・・・ありがとう、小山内さん・・・」

　梢子「・・・いや、何もそんなに泣きそうな顔をしなくても・・・本当にただのクッキーよ？美咲が焼

いた奴みたいな、手の込んだ代物じゃないから。」

　美咲「ううん、それでも小山内さんの心が込められた、手作りのクッキーなんでしょう？ありがたく

頂くわね。」

　

　美咲は梢子から貰った小包みにそっ・・・と口づけ、大事そうに鞄の中にしまい・・・

　美咲「そうね・・・明日は久しぶりに小山内さんにしようかしら。だってこんなに素敵な人なんです

もの。うふふ・・・」

　梢子「美咲？何をブツブツ言ってるの？」

　美咲「ううん、何でも無いわ。さあ、行きましょうか。」

　とっても爽やかな笑顔を梢子に見せた・・・。
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