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保美の想い

１．のしかかる不安

　梢子とナミがヤマタノオロチを鎮めて無事に咲森寺に帰還し、合宿を終えて青城女学院に戻っ

てから数日が過ぎた。 

　あれから体の調子がすっかり良くなった保美は、マネージャーとしてではなく選手として部活に

参加するようになった。 

　まるで何か重い枷が外れたかのような保美の太刀筋は、とても初心者とは思えない程に力強く、

輝きに満ち溢れていた。 

　入部したばかりの頃のように素振りをしただけでへばってしまうなんて事は無く、それ所かとても

剛直で、雷撃のような太刀筋だった。 

　保美は一心不乱に竹刀を振り続けた。迷いを振り払うかのように。 

　あの卯良島での一件以来、梢子と保美の絆はそう簡単には断ち切れない程の、より深く強い物

になっていた。にも関わらず、保美の心は不安で満ち溢れていた。 

　自分が好意を抱いている梢子。 

　始業式の日に貧血で倒れた所を梢子に助けてもらってから憧れを抱き、やがてその憧れは梢子

への淡い恋心へと昇華した。 

　その梢子が、近いうちに夏夜とナミに取られてしまうのではないか、と。 

　合宿から帰った後、夏夜とナミは梢子の家に同居する事になった。 

　始めの内は別に何とも思わなかった。だが日が経つにつれて保美はその事に不安を感じるよう

になっていた。 

　いつも優しく接してくれる梢子。いつも構ってくれる梢子。 

　だが梢子のその優しさはいつもいつも他の部員にも、そして夏夜とナミにも平等に向けられてい

た。 

　保美は、それが不安なのだ。 

　梢子先輩は家に帰ってから、夏夜さんや維己お姉ちゃんと何をしているんだろう。どんな話をし

ているんだろう。 

　一緒にお風呂に入ったりもするのかな？もしかしたら同じ布団の中で寝たりとかも・・・。 

　そしてもし梢子先輩が２人のどちらかに惹かれ、一線を超えてしまったら・・・。 

　耐えられなかった。想像すればするほど、保美の心に重い不安がのしかかった。 

　何しろ寮生活の自分と、梢子と同居している夏夜やナミとでは、梢子と一緒にいられる時間の長

さがあまりにも違うのだ。 

　そのハンデを背負っている時点で、保美はあまりにも不利だった。 

　嫌だ、嫌だ、嫌だ、嫌だ。 

　梢子先輩を誰にも取られたくない。梢子先輩には私だけを見て欲しい。 



　「・・・保美？」 

　一心不乱に竹刀を振り続ける保美。 

　「ねえ、保美？」 

　重くのしかかる不安を振り払うかのように、ひたすら竹刀を振り続ける保美。 

　「ちょっと保美？聞いてる？」 

　聞こえていなかった。 

　「ねえ、保美ってば。」 

　誰かに自分の肩を触られて、保美はビクッと身体を震わせた。 

　「ひあああっ！？」 

　「・・・全く、熱心なのは認めるんだけどね。」 

　「しょ、梢子先輩・・・！？ごごごごめんなさい、私あのその・・・」 

　「ねえ保美、部活が終った後、ちょっと時間ある？」 

　「え・・・？あ、あの、特に用事は無いですけど・・・寮の門限が１０時までなので、それさえ超えな

ければ・・・。」 

　「なら部活が終ってから少しだけ買い物に付き合って欲しいんだけど、駄目かな？」 

　「・・・・・え？」 

　「大丈夫よ。１０時までにはちゃんと寮に帰れるようにするから。」 

　思わぬ梢子の誘いに保美は一瞬動転してしまったが、すぐに即答した。 

　「は、はい！！喜んで行きます！！」 

　「じゃあ部活が終ってから一緒に行きましょうか。」 

２．抑えきれない想い

　保美は梢子に連れられて、青城女学院からさほど遠くない商店街へと来ていた。 

　予想もしていなかった梢子からの誘い。保美はとても嬉しかった。 

　梢子先輩が、私を誘ってくれた。 

　梢子先輩が、私と２人きりで・・・。 

　「ごめんね保美。こんな事に付き合わせちゃって。」 

　「いえ、いいんです！！梢子先輩と一緒なら、私は別に・・・！！」 

　「ああ、この店なんだけど・・・。」 

　連れて来られたのは小さなファッションショップだった。 

　梢子と一緒にいられるなら、保美は別にどこでもよかった。 

　だが保美の甘い妄想は、梢子の次の言葉によって一瞬で打ち砕かれてしまう。 



　「あのね、夏姉さんに似合いそうな服を探してるんだけど・・・ほら、夏姉さんって女の人にしては

結構長身でしょ？だから女性用でサイズが合いそうなのが中々無くて・・・。」 

　「・・・・・え？」 

　……チクッ。 

　保美の心に鋭い痛みが走った。 

　どういう事？夏夜さんの？服を探してる？ 

　私の事を誘ってくれたんじゃなくて？ 

　「だけど私、こういうのには疎い方だから・・・。それで保美に見繕ってもらえたらと思ったんだけ

ど・・・。」 

　保美の心の中で、夏夜への嫉妬が次第に大きくなっていった。 

　「ちょっと、保美？どうしたの？顔色悪いわよ？」 

　「・・・・・。」 

　「もしかしてまた気分悪くなった？あの合宿以来調子が良さそうだったから、大丈夫だと思ったん

だけど・・・」 

　「・・・・・。」 

　「ごめん、私、保美に無理させちゃったかしら・・・」 

　「・・・・・。」 

　保美は強引に梢子の手を取って駆け出した。 

　梢子を連れて、商店街を駆け抜けて行く。 

　「ちょ、保美！？」 

　「はあ、はあ、はあ、はあ・・・」 

　「保美、ちょっと、ねえ、どうしたの！？」 

　「うううううううううううううあああああああああああああああああああああ！！」 

　泣き声とも叫び声とも取れるような奇声をあげながら、保美は梢子を連れ去っていった。 

　……保美が梢子を連れ出した先は、商店街から離れた小さな公園だった。 

　もう夜だという事もあり、周囲に人影は無かった。電灯が１本立っているだけで、薄暗かった。 

　梢子は公園の芝生の上で、保美に押し倒されていた。 

　保美の突然の突拍子な行動に、大人しくて控えめな保美からは想像も出来ないような大胆な行

動に、梢子は明らかに戸惑い、抵抗出来なかった。 

　戸惑う梢子の瞳を、保美は真っ直ぐにじっと見据える。 

　まるでコハクの邪眼のような綺麗で澄んだ瞳の前に、梢子は目を逸らす事が出来なかった。 

　「ちょ、ちょっと、保美・・・？」 

　「・・・梢子先輩にとって、私は一体何なんですか！？」 

　「・・・え？」 

　「どうして私に夏夜さんの服を見積もらせるんですか！？梢子先輩にとって、私は夏夜さんの引

き立て役なんですか！？」 

　「ちょ・・・引き立て役って・・・何を・・・」 

　「やっぱり私より夏夜さんの方がいいんですか！？もう私なんかどうでもいいんですか！？」 



　梢子は、保美の言葉の意味を一瞬で理解した。 

　そう言えば合宿から帰ってきて以来、梢子は同居している夏夜やナミの事で頭が一杯で、保美

の事を全然構ってあげていなかった。 

　ずっとほったらかしにしておいて、久しぶりに買い物に誘っておきながら、そこでもまた保美の事

を全然構ってあげずに、『夏姉さんの服の見繕らせ要員』として扱ってしまった。 

　（ああ、私は何という事を・・・。） 

　保美は、ずっと寂しかったのだ。梢子はその事に気付いてあげられなかった自分の心の狭さを

恥じた。 

　どうせ百子がついてるんだから・・・そういう考えもあって、保美の事をいい加減に扱っていたのか

もしれない。 

　ずっとほったらかしにしておいて、久しぶりに買い物に誘ってもらっておきながら、他の人の服の

見積もりをしてくれなんて言われたら、梢子だって怒るかもしれない。 

　「・・・そういえば私、最近保美の事を全然構ってあげてなかったわね・・・。」 

　「私、怖いんです！！梢子先輩が、夏夜さんや維己お姉ちゃんに取られちゃうんじゃないかっ

て！！」 

　「取られるなんて、別にそんな事は・・・私だって、保美の事は大切に思ってるわよ？」 

　「だけど梢子先輩は私の事を全然・・・」 

　「うん、最近保美の事をほったらかしにしてた。ごめん・・・。」 

　保美の目から涙がポロポロ溢れてきていた。 

　もう我慢が出来なかった。不安で不安で仕方が無かった。 

　このままでは本当に梢子先輩が、夏夜さんや維己お姉ちゃんに取られてしまうかもしれない。 

　だったらその前に既成事実を、自分が先に・・・。 

　保美は、もう迷わなかった。 

　「・・・梢子先輩！！」 

　「保美・・・？」 

　「好きです！！」 

　「・・・・・え？」 

　「私、梢子先輩の事が好きです！！」 

　「保美、何を言っ・・・」 

　そのまま保美は梢子にキスをする。 

　突然の出来事に梢子は驚いた。 

　だが驚きながらも、温かくて柔らかい保美の優しい唇の感触は、とても心地良い物だった。 

　「んんっ・・・っは・・・や、保美・・・」 

　「梢子先輩には私だけを見て欲しいです！！夏夜さんや維己お姉ちゃんには渡したくない！！」

 

　もうやけくそだった。梢子に嫌われる事を覚悟の上での行動だった。 

　保美はこの間百子と一緒に、テレビの恋愛相談か何かの番組を何となく観ていたのだが、そこで

こんなやり取りがあった事を思い出していた。 



　『つまり貴様はＫと結婚したいと、そういうわけだな？』 

　『はい、でもＫちゃんが私の気持ちを受け入れてくれるか不安で・・・もしＫちゃんが私の事を嫌い

になってしまったらと思うと・・・』 

　『ならばウダウダ言ってないでさっさと貴様の正直な気持ちを伝える事だ。このまま気持ちを伝え

ないまま離れ離れになってしまえば、貴様は一生後悔する事になるぞ。そのＫとやらに嫌われる事

など恐れるな。貴様の気持ちを伝えねば何も進展せぬし何も始まらぬわ。』 

　『・・・そうですね、どうもありがとうございます。お陰で気持ちの整理がつきました。私、帰ってから

Ｋちゃんに自分の気持ちを伝えます。』 

　『気持ちを伝えられぬまま離れてしまうより、気持ちを伝えて玉砕した方が心の整理がつき易い

物だからな。まあせいぜい頑張るがいい。』 

　気持ちを伝えて玉砕した方が心の整理がつき易い。 

　だからもう玉砕覚悟だった。 

　もう梢子先輩に嫌われてもいい。だけど自分の気持ちだけは梢子先輩に分かって欲しい。 

　例え叶わぬ想いだったとしても、夏夜さんや維己おねえちゃんに梢子先輩を取られたとしても、

自分の唇の感触と温もりだけは梢子先輩の心と身体に刻んでおこう。 

　そうする事で梢子先輩の心と記憶の中に、いつまでも自分の存在を残しておく事が出来るから。 

　「下さい・・・！！梢子先輩を、もっと下さい！！」 

　「や、保美・・・ふあっ・・・」 

　保美はそのまま梢子の唇から頬へ耳へ、首筋へとキスをする。 

　梢子は抵抗しようと思えば出来たはずなのだが、何故か抵抗する事が出来なかった。無抵抗の

まま、保美にその身を預けていた。 

　保美の温かくて心地よい唇の感触が、保美の澄んだ綺麗な瞳が、梢子から抵抗する気力を奪っ

ているかのようだった。 

　「ああ、梢子先輩・・・私・・・もう・・・」 

　そして保美が梢子のネクタイをほどき、胸のボタンを外そうとしたその時だ。 

　「君達、青城の生徒だろ？こんな時間に一体どうしたんだい？」 

　巡回警備中の警察官が２人を心配して駆け寄ってきた。 

　慌てて保美は梢子から離れる。 

　まさか、今までの『行為』を見られていたの！？保美は思い切り焦っていた。 

　「あああああああの、その、これは、えっと！！」 

　「２人で倒れてたみたいだったけど、どこか体調でも悪いの？」 

　「・・・・・え？」 

　どうやらこの警察官は、２人が体調を崩して倒れたと勘違いしているようだった。 

　いや、女同士で寝ているという状況だったからこそ、そういう勘違いをしたのかもしれない。 

　「２人とも寮生？だったら今から寮の方に電話しておこうか？体調を崩してるならタクシーも手配

しておく？ああ、それか寮長に車で出迎えてもらった方がいいかもしれないね。この時間だと夜間



料金で３割増しになっちゃうから。」 

　警察官にそう言われて、保美は自分の腕時計を見てみた。 

　「・・・あああああああああっ！！」 

　既に夜１０時を回っていた。不覚にも門限破りをしてしまったのだ。 

　だが慌てふためく保美の傍らで警察官が既に寮に電話をしていた。 

　「もしもし、青城警察署の者なんですが、今そちらの生徒の方が２人、さざなみ公園で倒れてい

たもので・・・はい、はい・・・ええ、どうやら２人とも体調 を崩して動けなかったみたいなんですよ。

それで差し支え無ければ車で出迎えに来て頂きたいのですが・・・はい、さざなみ公園です。・・・２

人の名前です か？ちょっと待って下さいね。・・・え～と・・・小山内梢子さんと・・・相沢保美さんで

すね。ああ、小山内さんは通いの生徒だったんですか。相沢さんは寮 生・・・そうですか。はい、分

かりました。それじゃあ、そういう風に伝えておきますんで。はい、どうも～。」 

　電話を切った警察官は２人を安心させるためなのか、とてもにこやかな笑顔で話しかけてきた。 

　「今から寮長さんが車で２人を迎えに行くそうだから。それにしても、２人とも本当に大丈夫なのか

い？」 

　「は、はい、あの、えっと・・・大丈夫・・・みたいです・・・」 

　「まあ、しばらくゆっくり休んでるといいよ。こんな薄暗い所じゃ暴漢にでも襲われるかもしれない

しね。ほら、最近そういう事件が多いから。」 

　むしろ保美が梢子を襲っていたのだが。 

　「だからそういう奴が襲ってきてもいいように、オジサンがお嬢ちゃんたちを守ってあげるから安心

していいよ。」 

　「・・・て言うか、むしろ邪魔なんですけど・・・。」 

　「ん？何か言ったかい？」 

　「いえ、何でも無いです・・・。」 

３．結ばれた絆

　結局、警察官が妙な勘違いをしてくれたお陰で、『買い物の最中に梢子と保美が気分を悪くして、

２人揃って倒れた所を警察官が保護した』という事になり、結果的に保美は門限破りの罰則を食ら

わずに済む事になった。 

　「それにしても珍しいわね。相沢さんはともかく、小山内さんまで気分を悪くするなんて・・・。」 

　「あ、あはははは・・・。す、すいません、色々とご迷惑をおかけしてしまって・・・。」 

　「でも、２人とも本当に無事で何よりだったわ。小山内さんも気分が悪いなら今日はここに泊まっ

てく？」 

　一方、保美は今頃になって、公園での出来事を思い出すと物凄く恥ずかしくなり、顔を赤くして

いた。 

　あの時は勢いに任せて梢子を愛撫したのだが、今改めて考えると、何か恐ろしくとんでもない事



をしてしまったような気がする。 

　「・・・それとも、鳴海さんに車で迎えに来てもらいましょうか？その方が・・・」 

　「えっ！？あ、あああ、あの、梢子先輩！！今日は私と百ちゃんの部屋に泊まっていって下さ

いっ！！」 

　保美はまた、とんでもない事を口走ってしまった・・・。 

　それを聞いた梢子は公園での出来事を思い出してしまい、思わず顔を赤くしてしまう。 

　梢子のその様子を見て、寮長はとても不安そうな表情になった。 

　「まあ、小山内さん、熱でもあるのかしら？やっぱり相沢さんの言う通り、今日はここに泊まってい

くべきだわ。」 

　「え！？ちょ、ちょっと、小林先生！？」 

　「今から鳴海さんにそういう風に伝えておくから待っててね・・・あ、もしもし、青城女学院の寮長を

務めております小林という者なんですが、鳴海夏夜さんはご在宅でしょうか？ああ、鳴海さんです

か？あのですね、実は小山内梢子さんが・・・」 

　梢子は思い切り緊張していた。何でまたこんな事になってしまったのか。 

　先程の出来事があった矢先に、保美と同じ部屋で寝るだなんて。 

　保美の唇の感触が梢子の心と身体に、未だに生々しく残っていた。 

　その心地良い感触を思い出す度に、何だか胸の鼓動が激しくなってしまう。 

　梢子は、まるで保美に媚薬か何かを盛られたかのようだった。 

　「・・・はい、では今日はここで一泊させますので。それで、いつ頃迎えに来て下さいます？・・・明

日の朝９時ですね。分かりました。はい、では失礼いたします。」 

　……問答無用で保美と一夜を共に過ごす事になってしまった・・・。 

　保美に案内されて梢子が部屋に入った途端、百子が物凄い勢いで梢子に抱き着いて来た。 

　何しろ普段は規律をきちんと守る優等生の保美が、あろう事か門限破りをしでかしたのだ。 

　何かあったのではないかと心配になって当然だろう。 

　「ざわっち！！今までどこに行ってたの！？全然戻って来ないから凄く心配したんだよ！？」 

　「・・・いや、百子、私なんだけど。」 

　「・・・・・へ？」 

　「・・・いや、だから私なんだけど。」 

　………………。 

　「えええええええええええええええええええええええええええええ！？」 

　梢子は、百子に事情を説明した。 

　「そ、それで、オサ先輩は今日はここに泊まっていくと！？」 

　「ま、まあ、何故か成り行きでそういう事になっちゃったんだけどね・・・。ごめんね百子。」 

　「いや、私は別にいいんですけどね、でもベッドが２つしかありませんよ？あ、何でしたらオサ先

輩、私と一緒に寝ます？この際だから別にいいですよ？」 



　その瞬間、保美はまたとんでもない事を口走ってしまった・・・。 

　「いいよ百ちゃん！！梢子先輩は私と一緒に寝るから！！」 

　「えええええええ！？ちょっと、保美！？」 

　「梢子先輩、先にお風呂に入って下さい！！その間に梢子先輩のパジャマを用意しておきます

から！！」 

　…そして、消灯時間が過ぎた。 

　梢子と保美は同じベッドの中で顔を赤くしながら横になっていた。 

　何しろ公園であんな事があったばかりなのだ。普通なら平常心を保てるわけがない。 

　隣のベッドで爆睡している百子とは対称的に、２人は全然眠れなかった。 

　保美は、精一杯の勇気を振り絞った。梢子の右腕にしがみついた。 

　梢子は反射的にビクッと身体を振るわせたのだが、保美は梢子を離さなかった。 

　「梢子先輩・・・ごめんなさい・・・私・・・」 

　「保美、どうして謝るの？」 

　「だって私、梢子先輩にあんな事・・・今思い出したら凄く恥ずかしくて、梢子先輩に申し訳無く

て・・・。」 

　梢子の右腕にしがみつく保美の両手が震えていた。 

　しがみついていないと梢子がどこかに消えてしまいそうで、不安だった。 

　「私、梢子先輩が最近私の事を全然見てくれなくて、何だか夏夜さんや維己お姉ちゃんに梢子

先輩を取られそうで、それで不安になって・・・」 

　「保美・・・」 

　「だから私、そうなる前に梢子先輩を自分の物にしようと思って、ついカッとなって・・・」 

　「保美、もういいわ。私は気にしてないから。」 

　梢子は保美を優しく抱き締める。 

　保美は梢子の胸の中で泣いていた。 

　梢子への申し訳ない気持ちで一杯だった。 

　「梢子先輩・・・ごめんなさい・・・ごめんなさい・・・」 

　「・・・て言うか、途中でおまわりさんに止められちゃったもんね・・・。」 

　梢子はじっ・・・と保美の瞳を見据えた。 

　改めて見てみると、保美の瞳は本当に澄んでいて、綺麗だった。梢子は何だか保美の瞳に吸い

込まれそうだった。 

　ああ、何て綺麗な瞳なんだろう・・・。 

　「保美・・・」 

　「梢子・・・先輩・・・？」 

　梢子は保美にキスをした。 

　キスをした、というより、まるで吸い寄せられるように、いつの間にかキスをしていた。 

　それほどまでに、保美の瞳に梢子は引き込まれてしまったのだ。 



　「せ・・・先輩・・・！？」 

　「・・・私も、保美の事が好きだから・・・だから今まで保美の事を放っておけなかったんだと思う。」 

　梢子は、ようやく自分の気持ちに気が付いた。 

　ああ、私は保美の事が好きだったんだ・・・。 

　ずっと保美のそばにいて、ずっと保美に構っていたからこそ、保美の事が好きだという気持ちに

気付かなかったのかもしれない。 

　だからこそ、保美が寂しい思いをしていた事に気付かなかったのかもしれない。 

　梢子は何だか急に、保美の事がいとおしくなっていた。 

　「ああ・・・梢子先輩・・・！！」 

　「保美・・・今まで寂しい思いをさせてごめんね・・・」 

　「やっと、叶った・・・私の大切な想いが、やっと・・・！！」 

　保美は梢子の胸に顔をうずめて、涙を流して泣いていた。 

　紛れも無く、それは嬉し涙だった。 

　ずっと、ずっと憧れていた梢子先輩に、好きだと言ってくれた。 

　夏夜やナミに取られてしまうのではないかという不安が、これで完全に消え去った。 

　「あ～、いや～、だけど保美、公園でのアレの続きは、今は隣で百子が寝てるから・・・さすがに

ちょっと・・・（汗）」 

　「じゃあ、今日は私の事を離さないで下さい・・・ずっとそばにいて下さい・・・」 

　「うん・・・私も保美の事を離さないから・・・。」 

　「梢子先輩・・・好きです・・・大好きです・・・。」 

　「私も保美が好きよ・・・ずっと保美のそばにいてあげるから・・・」 

　互いを気持ちを確かめ合うかのように、２人は体を寄せ合い、そしてそのまま深い眠りへと落ちて

いった。 

４．揺るぎない信頼

　清々しい土曜日の、休日の朝。梢子と保美はとても気持ちよく目が覚めた。 

　土日は調理師が休みなので、いつも保美が寮生の料理を作っているのだという。 

　保美が作ってくれた朝食は、とても美味しかった。 

　「美味い！！美味いよざわっち！！今日のはいつもに増して物凄く美味しいよ！！」 

　「あはははは・・・そ、そうかな・・・？いつも通りに作っただけなんだけど・・・。」 

　美味しいのは、保美が梢子のために愛情を込めて作ったからだ。 

　料理というのは、作り手の気持ちがそのまま味に反映されやすい物なのだ。 

　互いの絆をより深め合った梢子のために作ったのだから、美味しくなって当たり前だ。 

　まして、梢子に好きだと言ってもらえたのだから。梢子の方からキスをしてくれたのだから。 

　朝食を食べ終えて３人で談笑していた所へ、夏夜とナミが梢子を迎えに来た。 

　元気そうな梢子の姿を見て、２人とも安堵の表情を見せる。 

　梢子が何か言おうとする暇も無く、ナミが物凄い勢いで梢子に抱き着いた。 



　「梢子ちゃん・・・大丈夫そうで嬉しいです・・・。」 

　「珍しいのね、梢ちゃんが気分を悪くして倒れるなんて・・・。ナミちゃんあれから凄く心配してたの

よ？」 

　「すみちゃん、百子ちゃん・・・。梢子ちゃんを元気にしてくれてありがとう・・・。」 

　「でも、その様子だともう大丈夫みたいね。梢ちゃん、そろそろ帰りましょうか。車を外に止めてあ

るから。早く帰っておじい様を安心させてあげましょう。」 

　夏夜とナミに連れられて帰路へと向かう梢子。 

　だが保美の心の中には、これまでのような不安は全く無かった。 

　自分が寮生であるのと比較して、夏夜やナミが梢子と同居している事など、保美にとっては最早

全く眼中に無かった。 

　何故なら既に梢子と保美は、決して切れる事の無い強い絆で結ばれているのだから。 

　それに真面目一辺倒で融通が効かない梢子なら、何があろうとも絶対に浮気などしないだろう。 

　だからこそ保美は、笑顔で梢子の事を見送る事が出来た。 

　どうせ日曜日にまた会えるのだ。昨日の夜、梢子先輩とデートの約束をしたのだ。 

　それに平日でも毎日学校で会えるのだ。何も不安になる事は無い。 

　梢子先輩と一杯お話して、手を繋いで、腕を組んで、どこかに一緒に出かけて、一緒にお昼ご

はんを食べて・・・。 

　そして部活ではマネージャーとして、梢子先輩を精一杯癒してあげよう。 

　「ざわっち、今日は何だか凄くいい顔してるね。」 

　「え？そ、そうかな？」 

　「うん。何か清々しいっていうか、迷いを振り切ったみたいな。」 

　「・・・うん、確かにそうかもしれないね。」 

　「そうなの？ざわっち何か悩み事でもあった？」 

　「うん・・・でも、もう大丈夫だから。私はもう夏夜さんや維己お姉ちゃんには絶対に負けないから。」

 

　「・・・へ？」 

　保美は、百子には聞こえないよう小さく呟いた。 

　（・・・だって梢子先輩はもう、私の物になったんだから・・・。） 
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