
アカイイト・アナザーストーリー

★桂の焦り

１．強くなる為の第一歩

　あの経観塚での出来事を無事に乗り越え・・・夏休みの期間中に設けられた登校日。 

　桂は陽子や凛と共に、久しぶりに学校までやってきた。 

　久しぶりに顔を見せたクラスメイトたちに、いつものように軽く挨拶する桂。ここまでは久しぶりな

がら、いつも通りの光景だった。 

　だが・・・今日の桂は、いつもと様子が違った。 

　「ほら、はとちゃん。勇気を出して。」 

　「う、うん・・・」 

　陽子と凛に付き添われて、桂が１人の少女の下に歩み寄る。 

　席に座ってクラスメイトと談笑するその少女・・・普段は自分から話し掛ける機会が滅多に無い、

特に親しくも無いその少女に、桂は少し緊張しながら話し掛けた。 

　「ね、ねえ・・・美咲ちゃん・・・」 

　「・・・あら？珍しいわね。羽藤さんの方から私に話しかけてくれるなんて。」 

　「う、うん・・・。」 

　「それで、どうしたの？私に何か用？」 

　顔を少し強張らせている桂とは対照的に、美咲と呼ばれたその少女は特に桂を嫌がる様子も無

く、それ所かとても優しげな微笑みを桂に見せる。 

　桂は１度深呼吸をしてから・・・とても真剣な表情で、彼女への用件を話した。 

　「あ・・・あのね、美咲ちゃん・・・」 

　「なあに？」 

　「私・・・剣道部に入りたいの。」 

　「・・・え？」 

　「その・・・私、剣道の経験は全く無い初心者だけど・・・駄目かな？」 

　桂のとても真剣な表情に、美咲は一瞬驚いた表情を見せる。 

　普段は滅多に会話する事の無い相手なだけに、余計に驚いたようだ。 

　しかし今にも泣きそうな桂を安心させる為に、美咲は優しげな微笑みを崩さずに、とても穏やか

に桂に応対した。 

　「羽藤さん、いきなりどうしたの？急に剣道部に入りたいだなんて。」 

　「私・・・強くなりたいの。自分の身を自分で守れる位、強く・・・」 

　「・・・もしかして、誰かにいじめられたりでもした？確かに羽藤さんは大人しくて、いじめの標的に

なりやすい性格をしてるけど・・・」 



　「ううん、そうじゃないの。私は別にいじめられたりなんかしてないよ？」 

　いじめられたのをすっ飛ばして、経観塚で命を狙われたのだが。 

　「なら、どうして急に強くなりたいだなんて思ったの？」 

　「そ・・・それは・・・」 

　「・・・羽藤さん？」 

　「・・・・・。」 

　強くなりたい理由・・・それは経観塚で皆に守られてばかりで、自分を守って皆が傷ついて、何も

出来なかった自分の力の無さが悔しかったから。 

　だが、あの経観塚での出来事を美咲に話すべきかどうか・・・桂は言葉に詰まった。 

　無理も無いだろう。あの経観塚での一件はあまりにも非日常的で空想的で、とても普通の人に話

しても信じて貰えないような出来事だからだ。 

　その時、桂の携帯電話から鈴の音が聞こえた。 

　「・・・あ、美咲ちゃんごめん、ちょっと待っててね。・・・もしもし、ノゾミちゃん？」 

　『桂、あなた何をためらってるのよ？経観塚での出来事を正直に言えばいいでしょう？』 

　「そんな事言っても、皆に信じて貰えるかどうか分からないよ～。それ所か私、皆に変人扱いされ

るかもしれないよ？」 

　『全く、これ位の事でウダウダ悩むなんて・・・そんな事で本当に強くなれるのかしら？』 

　「だ、だってノゾミちゃん・・・」 

　桂の通話（？）の様子を、じっ・・・と見つめる美咲。 

　やがて桂が携帯電話をポケットの中にしまってから、美咲はとても穏やかな笑顔で桂に話し掛け

た。 

　「・・・ふうん、成る程ねぇ・・・。」 

　「美咲ちゃん・・・？」 

　「話したくないなら別にいいわ。私も深入りするつもりは無いから。」 

　美咲は立ち上がり、桂の両手を優しく握り締める。 

　その優しくて温かかい感触、そして美咲の優しくて穏やかな瞳。桂は何だかとても安心出来た。 

　まるで桂の心が、美咲の瞳の中に吸い込まれてしまうような・・・。 

　美咲の瞳から、桂は目を逸らす事が出来ない。 

　「うふふ・・・ようこそ羽藤さん、剣道部へ。」 

　「・・・へ？」 

　美咲のこの言葉に、桂は一瞬あっけに取られてしまった。 

　まさか全くの初心者の、しかもこんなにもドジでマヌケで運動音痴な自分が、こんなにもあっけな

く剣道部に入れるとは思わなかったからだ。 

　しかも桂の学校の剣道部は、県内では有数の強豪だ。そんな場所に自分は相応しくないのでは

ないかと、桂も心の底では思っていた程だ。 

　だが美咲は、桂とは全く逆の考えを持っていた。 



　「うちは初心者でも大歓迎よ？『来る者拒まず・去る者追わず』がモットーだから。」 

　「よ、良かった～！！もし断られたら、この近くの道場に入門しようかなって思ってた所だか

ら・・・。」 

　「じゃあ早速、今日の午後からの練習に出て貰おうかしら。」 

　「うん！！」 

　「やるからには徹底的にしごくわよ～？覚悟して頂戴ね？うふふ。」 

　「そ、それはもう！！美咲ちゃん、私の事を滅茶苦茶にして構わないから！！」 

　桂は楽しく剣道をやりたいなどという甘い考えは、微塵も持ち合わせていない。柚明や烏月のよ

うに、真剣に強くなりたいと思っているのだ。 

　だからこそ、『徹底的にしごく』という美咲の言葉は、逆に今の桂には凄くありがたい物だった。 

　だが『私の事を滅茶苦茶にして』という桂の大声に、他のクラスメイトたちは驚いた表情を見せる。

　黄色い悲鳴を上げる者、顔を赤らめる者、恥ずかしくて桂の顔を直視出来ない者・・・。 

　陽子は仰天しており、凛はクスクスと小さく笑っている。 

　桂は『徹底的に鍛えて欲しい』という意味で言ったのだが、他の者たちは別の意味で捉えてしまっ

たようだ・・・。 

　「・・・もう、羽藤さんったら・・・」 

　「え？何？どうしたの？」 

　「それって、私への愛の告白だと捉えてもいいのかしら？うふふ。」 

　「・・・・・！？」 

　美咲のこの言葉で桂はようやく、今の言葉を皆がどう捉えたかを理解したようだ・・・。 

　あまりに恥ずかしくて、桂の顔が赤くなる。 

　「ちょ・・・あのね皆、そういう事じゃなくて！！私は美咲ちゃんに徹底的に鍛えてほしいっていう

意味で言ったんだからね！？」 

　「うふふ、そういう事にしておいてあげるわ。」 

　キーンコーンカーンコーン。 

　チャイムと同時に、担任の先生が教室に入ってくる。 

　それを見た他のクラスメイトたち、そして陽子も凛も、一斉に自分の席へと戻っていく。 

　「あ・・・それじゃあ美咲ちゃん、そういう事だから・・・」 

　「ええ、今日から一緒に頑張りましょうね。羽藤さん。」 

　「うん！！」 

　桂もまた、慌てて自分の席へと戻っていく。 

　強くなる為の第一歩・・・桂の剣道部での修練の日々が、今日この時より始まった。 

２．秘められた素質

　あまりに急な話で桂の道着と防具をすぐに用意出来なかったので、当面は道着と防具が届くま

での間、桂だけジャージ姿で練習する事になった。 

　美咲に付き添われて体育館にやってきた桂を、他の部員たちも顧問の先生も歓迎した。 



　自分のような初心者が、何の事前通告も無くいきなり入部しても邪魔者扱いされなかったので、

桂は正直心の底からホッとしたようだ。 

　「先生。羽藤さんの面倒は、当分は私に見させて頂きたいんですけど・・・」 

　「そうね。クラスメイトだし、何よりも羽藤さんを連れてきた張本人だしね。」 

　「はい、この私が責任を持って、羽藤さんを徹底的に鍛えさせて頂きます。」 

　先生の言葉に、美咲はとても充実した笑顔で答える。 

　「それじゃあ、早速練習を始めるわよ。まずは準備体操から・・・羽藤さんも用意はいいわね？」 

　「は、はい！！よろしくお願いします！！」 

　先生の号令に、桂はとても真剣な表情で答えた。 

　その真剣な表情は、何としてでも強くなるという桂の覚悟の証だ。 

　あまりの桂の真剣な表情に、他の部員たちの多くがどよめいていた。 

　怪我をしないように準備体操を入念に済ませ、そして部員たちは一斉に竹刀を手に素振りを始

める。 

　桂も美咲から竹刀を手渡され、握り方や構え方などを手取り足取り教えられる。 

　当面は美咲が志願した通り、彼女が桂の面倒を見るつもりのようだ。 

　「そう、それが正眼の構えよ。剣道の基本中の基本とも言える構えでもあるし、一番バランスが取

れていて扱いやすい構えでもあるの。」 

　「う、うん・・・。」 

　「それじゃあその構えから、取り敢えず私に向かって面を打ってみて。さっき私が羽藤さんに教え

たみたいにね。」 

　美咲に促され、桂は竹刀を正眼に構えたまま、ゆっくりと深呼吸する。 

　そして自分の目の前で竹刀を正眼に構えている美咲を、自分に襲い掛かってくる鬼だと想定す

る。 

　頭の中で桂は、烏月の太刀筋を思い浮かべる。 

　あの剛直で鋭い斬撃を、体全体でイメージし・・・そして・・・ 

　「・・・めーーーーーーんっ！！」 

　烏月が鬼に対して繰り出す斬撃を思い浮かべながら、美咲の頭部に目掛けて思い切り打ち込ん

だ。 

　桂の渾身の一撃が、美咲に迫る。 

　「な・・・！？」 

　美咲は少し驚いた表情を見せる。 

　そして次の瞬間、美咲の竹刀が桂の一撃を受け止めていた。 

　いや・・・正確には、美咲の体が桂の一撃に勝手に反応していたのだ。 

　美咲は当初は、桂に有効打突の感触を体で覚えてもらう為に、わざと桂の面打ちを食らうつもり

だったのだが、予想もしなかったあまりに鋭い一撃を目の当たりにして、とっさに桂の一撃を受け

止めてしまったのだ。 



　とは言え、桂の太刀筋も体捌きも、まだまだ欠点だらけで初心者同然だ。だがそれでも美咲は、

桂が内に秘めている素晴らしい資質を、今の一撃で感じ取っていた。 

　本気で鍛えれば、それこそ１年もしないうちに、この学校の主力選手になれる・・・美咲は本気で

それを確信したのだ。 

　「・・・驚いたわ。羽藤さん本当に初心者なの？とてもそうは思えないんだけど・・・」 

　「そ・・・そうかな・・・？」 

　「そうよ。だって羽藤さんの今の一撃、とても初心者とは思えないような鋭さがあったから。」 

　桂は一旦美咲から間合いを離し、再び竹刀を正眼に構える。 

　「と言っても、まだまだ羽藤さんの動きには無駄が多くて、直す所がありまくりなんだけどね。でも

羽藤さんは本当に凄い資質を持ってるわ。もしかして羽藤さん、凄腕の剣士の娘さんだったりとか

する？」 

　「・・・サクヤさん・・・私がお世話になってる人から聞いたんだけどね・・・私のお母さんは昔、物凄

い剣の達人だったらしいんだけど・・・」 

　「そうなの・・・。やっぱり私が思った通り、血筋なのね。」 

　何しろ桂の母親は、当代最強の鬼切り役なのだ。 

　しかもサクヤが自慢していたのだが、彼女の強さは１０００年近い鬼切り部の歴史の中でも、間違

いなく『最強』だと言える程の代物だったらしい。 

　だが今の桂にとって、はっきり言ってそんな事はどうでもいい代物だった。 

　「美咲ちゃん、そんな事はどうでもいいから、もう１本！！」 

　早く強くなりたい。力が欲しい。 

　誰にも頼る事無く、自分の身を自分で守れるだけの力を。 

　柚明お姉ちゃんや烏月さんみたいな強さを、私も手に入れたい。 

　今の桂の頭にあるのは、ただそれだけだ。 

　だからこそ、こうやって美咲と軽い雑談をする時間さえも、桂は凄くもったいないと思っていた。 

　「・・・羽藤さん・・・」 

　桂の表情を見て、美咲は少し驚いた様子だった。 

　美咲は構えを解いて桂の目の前まで歩み寄り、面を外して桂の顔をジロジロと見つめる。 

　いきなり美咲の顔がすぐ近くまで来たので、桂は慌てふためいた。 

　「・・・むー。」 

　「ちょ・・・何？美咲ちゃん・・・？」 

　「・・・羽藤さん、ちょっといいかしら？話があるんだけど・・・」 

　「え？ちょっと何・・・うわわっ！！」 

　そして美咲は何を思ったのか、いきなり桂の右手を掴んで、体育館の物置へと桂を連れて行っ

た。 

　そんな２人の様子など全く目に入らないといった感じで、他の部員たちは熱心に竹刀をぶつけ

合っていた・・・。 



３．何の為に

　物置の中で、桂と美咲は２人きりだった。 

　部屋の外から竹刀がぶつかり合う、乾いた音が響き渡る。そして他の部員たちの元気のいい掛

け声も聞こえる。 

　彼女たちがとても真剣に練習に励んでいるという事を、桂は感じ取っていた。 

　（私も早く練習したいのに・・・早く強くなりたいのに・・・！！） 

　桂は焦りの表情、そして苛立ちを隠せない。 

　今日は２人で親睦を深めようとでもいうのか。だが今の桂にはそんな事はどうでも良かった。 

　桂は強くなりたいのだ。柚明や烏月のような強さを自分も手に入れたいのだ。 

　その為に、その為だけに、剣道部に入ったというのに。 

　だが美咲は何を思ったのか、物置の扉のロックを内側から掛けてしまった。 

　「な・・・美咲ちゃん！？」 

　「ちょっと、誰にも邪魔をされずに羽藤さんと話がしたくてね。」 

　「美咲ちゃん、そんな事よりも早く練習を・・・！！」 

　「羽藤さん、いいから私の話を聞いてくれる？」 

　美咲は桂の両肩を掴み、その優しい瞳で桂をじっ・・・と見据える。 

　今日の朝にも桂に見せた、桂が引き込まれた、優しさと神々しさを合わせ持った美咲の瞳。 

　そう、まるで柚明の瞳のような。 

　またしても桂はその瞳に引き込まれてしまい、美咲から目を逸らす事が出来ない。 

　その美咲の瞳に圧倒されて、桂は思わず黙り込んでしまった。 

　「・・・ねえ、羽藤さん・・・一体何をそんなに焦っているの？」 

　「・・・え？」 

　とても真剣な表情で、美咲は桂にそう告げた。 

　予想外の美咲の言葉に、桂は動揺を隠せない。 

　「だって羽藤さん、何だか凄く怖い顔をしてるんだもの。それこそ鬼のような。」 

　「鬼のようなって、そんな大袈裟な・・・」 

　「大袈裟なんかじゃないわ。私は本気で言っているのよ？」 

　「・・・美咲ちゃん・・・」 

　確かに美咲が指摘した通り、先程までの桂の表情からは焦りと苛立ちが見え隠れしていた。 

　それは、早く強くなりたいという桂の焦りによる物だ。 

　それを美咲に指摘されて、桂もようやく自覚したようだ。 

　ようやく桂本来の、とても可愛らしい表情に戻る。 

　それを見た美咲はホッと一息付いて、とても安心した表情を桂に見せた。 

　「・・・羽藤さんは、強くなりたいから剣道部に入りたいって言ってたわよね？」 



　「うん・・・そうだけど・・・」 

　「じゃあ、何で強くなりたいって思ったの？」 

　「そ・・・それは・・・」 

　それは、桂が朝に言いそびれた事。 

　あの経観塚での出来事・・・自分を守って皆が傷ついて、自分は何も出来なかった事が悔しくて、

だから強くなりたいと思ったから。 

　あまりに非現実的で空想的な出来事で、美咲に信じて貰えるかどうか分からないし、それどころ

か変人扱いされるかもしれないと思って言えなかった事。 

　だが・・・ 

　「ノゾミちゃん・・・って言ってたわよね？今日の朝から羽藤さんに寄り添ってる、そこの鬼の女の

子。」 

　「・・・・・！？」 

　美咲の言葉に、桂は驚きを隠せなかった。 

　「彼女が朝に言っていたけど、『経観塚での出来事』って一体何なの？それが羽藤さんが強くな

りたいって思った理由なのよね？」 

　「美咲ちゃん・・・ノゾミちゃんの姿が見えているの！？」 

　「ええ、はっきりと。」 

　よく見ると美咲の両目が、淡く金色に輝いていた。 

　烏月のあの蒼白の瞳と同じ・・・いや、その本質は烏月の物とは違う。 

　烏月の蒼白の瞳は、見ていてとても力強さと鋭さ、威圧感を感じさせられる物だ。 

　だが美咲の金色の瞳は対照的で、とても優しくて穏やかで、見ていてとても安心出来る物なのだ。

 

　美咲は普通の人間には見えないはずのノゾミを、その黄金の瞳でじっ・・・と見据えている。　 

　「ノゾミちゃん。あなたはついこの間まで羽藤さんに憑いていなかったわよね？ノゾミちゃんが言っ

ていた『経観塚での出来事』に関係しているの？」 

　「・・・驚いたわ。あなた本当に私の姿が見えているみたいね・・・。」 

　「うふふ、とっても可愛らしいのね。その赤い瞳。」 

　「・・・桂、この人になら話してもいいんじゃないかしら？桂が強くなりたいって思った理由・・・あの

『経観塚での出来事』を。」 

　あまりに非現実的で空想的な出来事で、普通の人間に話しても信じてもらえないばかりか、変人

扱いされるかもしれない。ノゾミも心の中では、桂の言いたい事は分かっていた。 

　だが美咲は、ノゾミと会話が出来ている。そしてノゾミをじっ・・・と見据える美咲の金色の瞳。 

　美咲が普通の人間では無い事は、もう明らかだ。 

　だからこそノゾミは、彼女になら話してもいいのではないかと桂に告げているのだ。 

　それは美咲の存在自体が、あまりにも非現実的で空想的な代物なのだから。 

　「美咲ちゃんって・・・一体何者なの・・・！？」 

　「羽藤さん、私に教えてくれる？どうして強くなりたいって思ったのか・・・そして羽藤さんが強くな

る事を焦る理由を。」 



　ノゾミと美咲に促されて、桂は少し迷ったが、それでも結局美咲に全てを話す事にした。 

　父が遺した資産である羽様の屋敷を見に行く為に、経観塚を訪れた事。 

　そこで自分の体に、贄の血という特別な血が宿っている事を知らされた事。 

　そしてそれ故にノゾミとミカゲ、そして主に命を狙われた事。 

　そんな自分を守る為に、柚明たちが傷ついた事。 

　でも色々あって、ノゾミが逆に桂の守護神となった事。 

　そのノゾミも主との戦いに勝利したものの、瀕死の重傷を負ってしまった事。 

　そして・・・その戦いの中で自分は守られてばかりで何も出来なくて、そんな自分の無力さが凄く

悔しかった事・・・だから強くなりたいと、そう思った事・・・。 

　「成る程・・・そういう事だったの・・・」 

　桂の心配とは裏腹に、美咲は桂の話を素直に信じ、馬鹿にするような事も無かった。 

　「だから強くなりたいと・・・羽藤さんはそう思ったのね？」 

　「うん・・・」 

　「大切な人達が自分を守って傷ついているのに、自分は何も出来なかった・・・羽藤さんが悔しいっ

て思う気持ちは、私にも分かるわ。」 

　「だから私、強くなりたいの！！柚明お姉ちゃんや烏月さんみたいな、自分の身を自分で守れる

ような、あの圧倒的な力を・・・！！」 

　「ええ、それは決して間違いではないわ。だけどね、羽藤さん・・・ただ強くなるだけでは駄目なの

よ。」 

　「・・・え？」 

　少し寂しそうな笑顔で、美咲は桂をじっ・・・と見据える。 

　いつの間にか美咲の瞳から先程の輝きは失せていたが、それでも桂は相変わらず、美咲の瞳か

ら目を逸らす事が出来ない。 

　「私も昔はそうだったわ。強くなりたい・・・強くならないといけない・・・その為に必死に自分を鍛え

て、自分を追い込んで・・・ただがむしゃらに、強くなる事だけを願ったの。羽藤さんが言うような、

圧倒的な強さを手に入れたかったの。」 

　「美咲・・・ちゃん・・・？」 

　「そして私は強くなった。誰にも負けない位の、それこそ羽藤さんが言うような、圧倒的な強さを手

に入れた。だけど今度は皆が、私を恐れて避けるようになった・・・私、はっきり言って荒れたわ。ど

うして皆、私の事をそんな目で見るの・・・ってね。」 

　「そんな・・・だって美咲ちゃん、こんなに優しい人なのに・・・あんなに皆から慕われてるのに・・・」 

　桂は、美咲の言う事が信じられなかった。 

　美咲が強くなりたいと願った経緯は、桂にはよく分からないし深入りするつもりも無い。 

　だが、こんなにも自分に優しく接してくれる美咲が、あんなにもクラスメイトや他の部員たちから慕

われている美咲が、強くなった事で恐れられて、荒れた時期があったなんて。 

　美咲はこんなにも、とても優しくて綺麗な瞳をしているというのに。 

　「うふふ。ありがとう、羽藤さん・・・だけどね、これは私の過去の過ち・・・逃れようのない事実なの

よ。」 



　「美咲ちゃん・・・」 

　「羽藤さんはね、何だか昔の私を見ているようなのよ。自分の無力さが凄く悔しくて、それで力が

欲しいって強く願ってる・・・だけどその代わりに周りが見えなくなって、強さを求め過ぎるあまりに

心が荒れかけてる・・・」 

　「そんな・・・心が荒れかけてるって・・・だって私・・・でも・・・」 

　否定は出来なかった。 

　確かに桂は先程まで、結果的に自分の練習の邪魔をする形になった美咲に対して、苛立ちを感

じていたのだから。心の中で美咲の事をウザイと思ってしまったのだから。 

　しかも美咲は桂の顔を『鬼のような形相をしている』とまで言い切ったのだ。 

　美咲はこんなにも自分の事を心配してくれているというのに、桂はそれをウザイと思ってしまった

のだ。 

　今になって桂は美咲に対して、とても申し訳無いという気持ちで一杯になった。 

　確かに美咲が言う通り、今の桂の心は強さを求めるあまり、荒れかけているのかもしれない。 

　「羽藤さん、はっきり言わせて貰うわね。羽藤さんは凄い素質を持ってる。私がこれから本気で鍛

えれば、１年もすれば間違いなく主力選手になれるわ。」 

　「主力選手だなんて、そんな大袈裟な・・・」 

　「だけどね、今のままだと羽藤さんはきっと、奈良さんや東郷さん・・・ううん。それだけじゃない。柚

明さんやノゾミちゃんにも避けられるようになってしまうわ。大切な人に裏切られた、かつての私の

ように・・・。」 

　「・・・美咲ちゃん・・・」 

　「羽藤さん。剣道部に入りたいって言ってくれた理由・・・もう１度私に言ってくれる？」 

　その理由を忘れるなと・・・・美咲がそう言いたいのだという事を、桂は敏感に感じ取っていた。 

　だからこそ桂は、そんな美咲の優しさに応える為に、何の迷いも無い力強い瞳で美咲に告げた。 

　「守られてばかりじゃ嫌だから。今度は皆に守られるばかりじゃなくて、私が皆を守れるようになり

たいから。」 

　「・・・もう、羽藤さんったら・・・さっきと言ってる事が少し違ってるじゃない。」 

　「えへへ、ごめんね、美咲ちゃん。」 

　「いいのよ。」 

　それでもこれが桂の、嘘偽りの無い想い。 

　美咲は苦笑いしながら、それでもとても穏やかな瞳で、桂を優しく抱き締めた。 

　「その気持ちを、これからも忘れないでね。絶対に。」 

　「美咲ちゃん・・・」 

　「羽藤さんはとっても純粋でいい子だけど、逆に言うと純粋過ぎるのよ。だから羽藤さんは周囲に

影響されて、何色にも染まってしまいかねない・・・私は羽藤さんには、昔の私みたいになってほし

くないから・・・」 

　「大丈夫だよ、美咲ちゃん・・・私はもう大丈夫。大丈夫だから。」 

　こうして美咲が、荒れかけた自分の心を正してくれたのだ。 

　そしてこれからも、美咲が桂の事を支えてくれる事だろう。 

　もし万が一、桂が道を踏み外しかけたとしても・・・きっと美咲が今日のように、桂の事を助けてく



れるはずだ。 

　「そう・・・それを聞いて安心したわ。」 

　「美咲ちゃんのお陰だよ。ありがとう。」 

　「何の為に強くなるのか、何の為に剣を握るのか・・・それだけは忘れないでね。」 

　「うん。」 

　「それを忘れてしまったら、本当に昔の私のように、チンピラ同然になってしまうから・・・想いの無

い強さ程、恐ろしい物は無いから・・・それだけは絶対に忘れないで・・・。」 

　それだけ桂の耳元で告げて、ようやく美咲は桂の体から離れる。 

　そして、昔はチンピラ同然だったとはとても思えないような優しい瞳を桂に見せ・・・扉のロックを

解除した。 

　「そろそろ練習に戻りましょうか。朝も言ったけど、これから徹底的にしごいてあげるから覚悟して

頂戴ね？うふふ。」 

　「うん！！望む所だよ、美咲ちゃん！！」 

　桂は真剣に強くなりたいと思っているのだ。だから徹底的にしごくという美咲の言葉は、桂にはと

てもありがたい代物だった。 

　美咲に連れられて、皆が練習している練習場へと戻る桂。 

　今の桂の表情からは、先程美咲から指摘されたような焦りや苛立ちは、微塵も感じられなかった。

 

４．新しい絆

　そして練習が終わり、後形付けや掃除も済ませ、今日の剣道部の活動は無事に終わりを告げた。

 

　桂は美咲に徹底的にしごかれて、全身汗だくで疲れ切っていた。 

　その汗を美咲と一緒に、シャワールームで洗い流す。 

　これまで桂は学校でシャワーを使った事は全く無かったので、何だか凄く新鮮だった。 

　蛇口から流れる少し熱めのお湯が、練習で疲れ切った体を癒してくれて、とても気持ちいい。 

　「ふにゅ～・・・生き返るね～・・・」 

　「うふふ、今日も１日お疲れ様。それにしても本当に羽藤さんって凄い資質を持ってるのね。私が

教えた事をどんどん自分の物にしちゃうし。」 

　さすがは最強の鬼切り役の娘なだけの事はある。 

　桂が持つ資質の凄さには、美咲も本当に驚いていた。 

　これから徹底的に鍛えれば、間違いなく桂はどんどん強くなる。それこそ１年以内にこの学校の

レギュラーになる事も決して不可能ではない。美咲は本気でそう思っていた。 

　「だって私、羽藤さんに剣道を教えていて本当に楽しいって思ってるから。はっきり言って、今ま

でこんな経験は無かったわ。」 

　「えへへ、嬉しいなあ。」 

　「そうだ、これから私と一緒にご飯を食べに行きましょうか？私が奢ってあげるから。」 

　「・・・ごめんね美咲ちゃん。柚明お姉ちゃんに寄り道しないで早く帰って来なさいって言われてる



から・・・。」 

　「そうなの。妹思いの優しいお姉さんなのね。羽藤さんが羨ましいわ。」 

　ノゾミが付いているとはいえ、それでも最近は物騒な事件が多いのだ。 

　柚明が桂を心配して早く帰るよう促すのも、無理も無いだろう。 

　だが、早く帰らなければならない理由は、実はそれだけでは無い。 

　「それにね美咲ちゃん。私、帰ったら柚明お姉ちゃんに、贄の血の使い方を色々と教えて貰わな

いといけないから。」 

　「贄の血の使い方って・・・もしかして羽藤さん、術の特訓までやってるの？」　 

　「うん。その１つがこれなんだけどね・・・今の私の力だと、１匹出すのがやっとなんだけど・・・」 

　ふよふよ。ふよふよ。 

　桂が生み出した１匹の月光蝶が、美咲の下へとゆっくりと飛んでいく。 

　美咲はそれを大事そうに、右手で優しく受け止める。 

　右手に伝わる蝶の温かさが、美咲には何だかとても気持ち良かった。 

　「これが贄の血をその身に宿す者が使える、力の結晶・・・私も話だけは聞いた事はあるけど、実

際に見るのは初めてだわ。」 

　「うん。月光蝶だよ。他にも鬼の気配を『視る』方法とか、贄の血の気配を鬼から隠す方法とか、

柚明お姉ちゃんに色々と教えて貰ってるの。」 

　「じゃあお返しとして・・・私も羽藤さんに見せちゃおうかしら。」 

　「見せるって何を・・・っ！？」 

　パタパタ。パタパタ。 

　桂の下に、黄金の小さな鳥が１匹飛んできた。 

　予想もしなかった出来事に、桂は驚きを隠せない。 

　「な・・・え・・・えええ！？」 

　「光翼鳥（こうよくちょう）・・・私が勝手に付けた名前なんだけどね。センスが無い名前でごめんな

さいね。うふふ。」 

　桂もまた美咲と同じように、それを両手で大事そうに優しく受け止める。 

　まるで美咲の性質を現しているかのように、その黄金の鳥はとても優しくて、温かい。 

　「美咲ちゃんって・・・一体何者なの・・・！？」 

　「うふふ、内緒。」 

　美咲の言葉と同時に、光翼鳥が黄金の光の粒子となって、桂の両手の中に融けていく。 

　その光の粒子が、竹刀を散々振るって疲れ切っていた桂の両手を、優しく癒す。 

　「あ・・・ありがとう・・・」 

　「羽藤さん。私の目の届く範囲で良ければ、私が羽藤さんを守ってあげるから。」 

　「美咲ちゃん・・・」 

　「ううん、私だけじゃない。羽藤さんにはいつもノゾミちゃんだって付いてるし、それに家に帰れば

柚明さんだっているでしょう？自分の身を自分で守れるようになりたいっていう羽藤さんの言いた

い事は分かるけど・・・」 



　美咲はとても穏やかな表情で、今の桂に必要な事をはっきりと告げた。 

　「だからと言って、何でもかんでも１人で背負い込む必要は無いからね？もっと私の事を頼ってく

れてもいいから。」 

　「うん・・・ありがとう、美咲ちゃん。」 

　「ええ、遠慮なんかする必要は無いからね？私達はチームメイトだし、何よりもこうして仲良くなれ

たんだから。何かあったら私に何でも相談して頂戴ね？」 

　それだけ告げて、美咲はシャワールームを出て着替えを済ませる。 

　桂もまた蛇口を止めて、タオルで慌てて体を拭く。 

　いつの間にか美咲と話し込んでいる内に、随分と時間が経ってしまったようだ。 

　早く帰らないと、柚明が心配してしまう。 

　「良かったら送ってあげましょうか？私の家も羽藤さんのマンションの近くだから。」 

　「え？でもそこまでしてもらうのは・・・」 

　「言ったでしょ？遠慮なんかする必要は無いって。」 

　「・・・そうだね。なら、お願いしようかな。」 

　「ええ、それじゃあ行きましょうか。」 

　着替えを済ませ、桂は美咲と一緒に学校を後にする。 

　「・・・だって羽藤さん、こんなにも可愛いだもの。うふふ・・・」 

　「美咲ちゃん？何をブツブツ言ってるの？」 

　「ううん、何でも無いわ。それじゃあ行きましょうか。」 

　美咲はとっても爽やかな笑顔を桂に見せた・・・。
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