
★アカイイト・アナザーストーリー

眠り姫

１．去り行く者

　ユメイの封印を破り、主は完全体として蘇った。 

　ご神木は主の放った雷で焼失し、依代を失ったユメイはもう消滅寸前だった。 

　主の攻撃で重傷を負った烏月の代わりにサクヤが主と戦うが、それでも主の力は圧倒的だった。 

　主の放った赤い雷撃が、サクヤに襲い掛かる。サクヤの脳裏に「死」がよぎる。 

　だがその瞬間、桂がとっさにサクヤを庇った。 

　「桂ーーーーーーーーーーーーーーー！！」 

　赤い雷撃が桂を情け容赦なく貫く。 

　桂の全身を電撃が駆け巡る。桂の命を削っていく。 

　慌ててサクヤは桂を抱き止めるが、桂の目は焦点が合っていなかった。 

　「桂・・・！！桂・・・！！何でアタシなんかを庇って・・・！！」 

　「だって・・・サクヤさんが死んだら・・・誰が主と・・・戦うの・・・？」 

　「ああ、何て事だ・・・アタシはまた大切な人を守れなかったのか！！」 

　「サクヤ・・・さん・・・」 

　だが主もまた、烏月とサクヤの攻撃で負傷していた。 

　さすがに分が悪いと判断したのか、主はその場から逃げ出そうとする。 

　「私とて、まさかその娘が飛び出してくるとは・・・。まあいい、今日の所はその娘の命と覚悟に敬

意を表し、ここで引いておいてやる。」 

　「主ぃ！！よくも桂をぉっ！！許さないよ！！」 

　「その娘を放っておいていいのか？最早助かるとは思わぬが、どの道そのままにしておけばその

娘は確実に死ぬぞ？ふはははは！！」 

　「くそっ・・・くそっ・・・くそおっ！！」 

　「ではさらばだ。縁があればまた会おうではないか。」 

　それだけ言い残して主は消えた。だが桂の命は風前の灯火だった。 

　サクヤは依代を破壊され、今にも消え去りそうなユメイに懇願した。 

　もう消滅を待つのみのユメイにそんな力が残されていない事は、サクヤも充分に承知していた。 

　だがそれでもサクヤにはユメイ以外に頼れる者はいなかった。ユメイに頼るしかなかった。ユメイ

に何とかしてほしかった。 

　「なあ、アンタの力でどうにかならないのか！？」 

　「ごめんなさい・・・もう私にはそこまでの力は残されていないから・・・」 



　「くそっ！！観月の民ならこれ位の傷で・・・！！」 

　言いかけて、サクヤの中で「何か」がプツリと切れた。 

　「・・・ああ、そうさ。最初からそうすれば良かったんだ。」 

　「サクヤさん・・・何を・・・」 

　「桂に私の血を飲ませて、観月の民にしてしまえばいいんだ・・・そうすれば桂は助かる・・・」 

　「サクヤさん、桂ちゃんを鬼の体にするというの！？」 

　「・・・ああ、そうだよ。」 

　「桂ちゃんに、人外の存在になれというの！？」 

　「・・・ああ、そうだよ。」 

　「サクヤさん、私は桂ちゃんには人としての生涯を・・・」 

　「じゃあ今のアンタに桂を救えるってのかい！？出来ないくせに偉そうな事言ってんじゃない

よ！！」 

　「サクヤさん・・・」 

　反論出来ないユメイを無視してサクヤは自分の手首を斬り、そこから湧き出る血を桂に飲ませ続

けた。 

　かつて桂が自分にしたように。 

　かつて桂が自分に力を与えてくれたように。 

　「桂はアタシの事を好きだって言ってくれたんだ！！だから桂には責任をとってもらうんだ！！」 

　「・・・そう・・・。」 

　「そうさ、桂にはずっとアタシのそばにいてもらうんだ！！アタシはずっと桂のそばにいるん

だ！！」 

　「・・・そう・・・。」 

　「だから桂！！頼むから目を覚ましておくれよ！！アタシはもう１人は嫌なんだよ！！」 

　サクヤの血を飲んだ桂の体がビクンビクンと震える。 

　やがて弱々しかった桂の呼吸は、規則正しい物へと変化していく。 

　サクヤは安堵の表情を見せた。 

　良かった、これで桂は助かる。 

　「ああ・・・桂・・・良かった・・・本当に良かった・・・！！」 

　だが。 

　「駄目だサクヤさん・・・桂さんは・・・もう・・・」 

　烏月は、サクヤが抱きかかえている桂とは全く別の所を見て呟いた。 

　烏月には『視えて』いるのだ。桂とユメイの魂が泣きながら抱き合っているのを。 

　「あはは・・・柚明お姉ちゃん・・・私、なんか死んじゃったみたい・・・」 

　「桂ちゃん・・・まさか、記憶が・・・」 

　「でも・・・やっと柚明お姉ちゃんの事を思い出したのに・・・私・・・」 

　「桂ちゃん・・・御免なさい・・・私は桂ちゃんを守れなかった・・・！！」 

　「いいよ・・・柚明お姉ちゃんが私のそばにいてくれるなら・・・」 



　「桂ちゃんに寂しい思いはさせないから・・・！！私も桂ちゃんと一緒にあの世にいくから・・・！！」

  「うん・・・柚明お姉ちゃんと一緒なら・・・私は寂しくないよ・・・」 

　烏月にはそれが『視えて』いた。桂と柚明の最期の瞬間が『視えて』いた。 

　普段はクールな烏月が、涙を流して号泣した。 

　「ううう・・・・ううううううううあああああああああ！！うああああああああああああああああああああああ

あああああ！！」 

　「烏月・・・アンタ、何を泣いているんだい・・・！？」 

　「私は桂さんを守れなかった！！必ず守ると誓ったのに！！私はあっ！！」 

　「な・・・何を言ってるんだよ烏月！！桂ならこの通り生きてるじゃないか！！」 

　サクヤが抱きかかえている桂は、無表情のまま眠り続けている。 

　傷はすっかり完治し、体も温かい。脈も正常。規則正しい寝息も立てている。 

　桂はちゃんと生きている。生きているじゃないか。 

　「なあ柚明、見てくれよ、桂はこの通り・・・」 

　いつの間にか柚明は消えていた。サクヤには柚明の姿が見えなかった。 

　「消えていく・・・桂さんとユメイさんが・・・」 

　烏月には、桂と柚明が泣きながら抱き合っている姿が『視えて』いた。 

　桂と柚明の会話も『聴こえて』いた。 

　「柚明お姉ちゃん・・・私たち、天国に行けるかな・・・？」 

　「行けるわよ！！桂ちゃんはとっても素直でいい子だから！！」 

　「あの世でも私たち、一緒にいられるのかな・・・？」 

　「当たり前よ！！私は桂ちゃんを離さないから！！神様が駄目だって言っても離さないから！！」

　「でも、みんなには寂しい思いをさせちゃうね・・・それだけが心残りだけど・・・」 

　「泣かないで桂ちゃん・・・！！これからは桂ちゃんには私がいる！！私がいるから！！」 

　「柚明お姉ちゃん・・・離さないでね・・・ずっと私を離さないで・・・」 

　「桂ちゃんこそ、ずっとずっと私のそばにいてね！！私はもう１人は嫌なの！！」 

　「うん・・・ずっと・・・」 

　「桂ちゃん・・・！！」 

　そして烏月は見届けてしまった。桂と柚明の魂が天へと召されていったのを。 

　「桂さん！！桂さん！！何て事だあっ！！」 

　「烏月・・・アンタ・・・何を・・・言ってるんだよ・・・」 

　桂が死んだ？そんなの認められるものか。 

　だって、桂はこうして生きてるじゃないか。 

　サクヤは桂の体をゆすった。必死になってゆすった。 

　「桂、いい加減目を覚ましなよ！！陽子と凛だって桂の帰りを待っているんだろ！？だからアタ

シと一緒に早く帰ろう！！」 



　桂のほっぺをつねってみた。軽く平手打ちしてみた。 

　「そうだ、桂、帰ったらアタシと一緒に暮らそう！！桂の面倒は真弓の代わりにアタシが一生見て

やるからさ！！桂の学費だってアタシがちゃんと払ってやるから安心しな！！アタシはこう見えて

も結構稼いでるんだよ！？それにご馳走だってアタシが毎日作ってやるから！！」 

　桂は、目を覚まさない。 

　規則正しい寝息を立てながら、無表情で眠り続けている。 

　「桂はアタシがずっと守ってやるから！！だから桂！！目を覚ましてくれ！！お願いだから目を

覚ましておくれよ！！アタシを１人にしないでおくれよ！！」 

　サクヤは桂の体を抱き締め、叫んだ。 

　「桂ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー！！」 

２．残されし者

　夏が終わり、秋が訪れ、いよいよ本格的に涼しくなってきた。 

　ある日の夜、サクヤはうつむいたまま、誰もいなくなった公園のベンチに１人座り込んでいた。 

　何の目的も無く、力無く公園のベンチに座り込んでいた。 

　サクヤの表情は暗かった。まるで精気を吸い取られてしまったかのようだった。 

　そこへ近づいてくる足音。 

　サクヤはそれが誰の物なのか分かっていた。 

　こんな時に何でまた、あんな奴に出会ってしまうんだ。 

　「・・・久しぶりですね。サクヤさん。」 

　「・・・何だ・・・烏月かい・・・。」 

　顔を上げたサクヤは、烏月の姿を見て驚いた。 

　「アンタ・・・本当にあの烏月なのかい・・・？」 

　サクヤが久しぶりに見た烏月は、とても美しく成長していたのだ。 

　女性としての風格と、鬼切りとしての凛々しさを兼ね備えた彼女は、まるで女神のように美しかっ

た。 

　しばらく会わないうちに、何と美しく成長したのだろう。サクヤは思わず彼女の姿に見とれてしまっ

ていた。 

　「・・・サクヤさん・・・あれからもう３年が経ちました。」 

　「・・・そうだね・・・もう３年になるんだね・・・。」 

　「失礼します。」 

　烏月はサクヤの隣に寄り添うようにベンチに座った。 

　サクヤはため息をつきながら暗い表情になり、再び視線を地面に落とす。 



　だが烏月の視線はサクヤを離さない。サクヤの一挙一動を見逃さない。 

　サクヤはそんな烏月の視線に気付きながらも、特に気にする様子は無かった。 

いや、もはや烏月など眼中に無いのか。 

　「あれから貴方の事を必死で探しましたよ・・・サクヤさん・・・やっと見つけた・・・！！本当に探し

ました・・・！！」 

　「へえ・・・そうかい・・・。」 

　「会いたかった・・・！！私は貴方に会いたかった！！」 

　烏月の声が震えていた。その目には涙さえ浮かんでいた。普段はクールな烏月からは想像がつ

かない姿だった。 

　なのにサクヤは、そんな普段と全く様子が違う烏月にも、全くの無関心のようだった。 

　かつて事ある毎に自分に突っかかってきたサクヤの面影は、今はもう無い。それが烏月には寂し

かった。 

　「・・・サクヤさん、貴方に報告しておく事があります。」 

　「何だい？言ってみな。」 

　「主は私が倒しました。もう二度と蘇る事は無いでしょう。」 

　「そうかい・・・それは良かったね。」 

　「私もその戦いで深手を負って、しばらく入院していたのですが・・・今はこの通り元気に・・・」 

　「そうかい・・・それは良かったね。」 

　「それで、主を倒した功績が認められて、私は葛様から特別ボーナスを貰ったんですよ。」 

　「そうかい・・・それは良かったね。」 

　「そうだサクヤさん、折角会ったんですから今度一緒にレストランにでも行きませんか？私が奢り

ますから。」 

　「いいよ別に。いらないよ。」 

　「・・・っ！！サクヤさん！！」 

　烏月は声を荒げる。あまりにも無気力なサクヤの無様な醜態に、憤りを見せる。 

　こんなのサクヤさんじゃない。私の知っているサクヤさんじゃない。 

　私が憧れていたサクヤさんじゃない。 

　「サクヤさん、貴方はこの３年もの間に変わってしまった！！」 

　「変わらないよ。アタシは永遠のハタチだよ・・・。」 

　「いいえ、変わった！！変わりましたよ！！昔の貴方はもっと強く、凛々しく、美しかったはず

だ！！なのに今の貴方からは、それが微塵も感じられない！！一体貴方は誰だ！？かつての浅

間サクヤはどこに行ってしまったんですか！？」 

　「・・・アタシの事は、もう放っておいてくれよ・・・」 

　「くっ・・・今の貴方を桂さんが見たら・・・きっと失望しますよ・・・！！私と同じように・・・！！」 

　「何言ってるんだい・・・桂なら今もずっと、アタシのそばにいるじゃないか・・・。」 

　「サクヤさん！！あなたはいつまでそうやって逃げ続けるつもりなんですか！？」 

　烏月はサクヤの胸ぐらを掴んだ。その鋭い眼光でサクヤを睨んだ。 

　さあ、いつもみたいに私を睨み返して下さい！！そしていつもみたいに私の事を罵って下さい！！

 

　そう烏月は願った。ひたすらに願った。 

　だがサクヤの自分を見つめる視線には力強さが無かった。精気の失せた表情で、無気力のまま。



 

　烏月は失望した。これがあの浅間サクヤなのかと。 

　私が憧れた、あの浅間サクヤなのかと。 

　「あの時、私は言ったでしょう！？私は桂さんと柚明さんの魂が天に召されるのをこの目で『視た』

と！！」 

　「何言ってるんだい・・・桂は生きて・・・」 

　「死にましたよ！！桂さんも柚明さんも！！」 

　「桂は生きているんだよ！！現にアタシの家で今も！！」 

　「あれはもう桂さんじゃない！！最早ただの抜け殻です！！魂を持たないただの抜け殻です

よ！！」 

　「違う！！桂は！！桂は！！」 

　「いい加減認めたらどうなんですか！？桂さんと柚明さんは死んだ！！それが現実！！」 

　「嫌だ！！桂はまだ生きているんだ！！」 

　嫌だ、嫌だ、嫌だ、嫌だ。 

　認めたくない。そんな戯言なんか聞きたくない。 

　サクヤは烏月の前から逃げ出した。烏月の言葉をこれ以上聞きたくなかった。 

　「サクヤさん！！待って、待って下さい！！」 

　「嫌だ！！アタシは桂の所に帰るんだ！！」 

　「サクヤさん！！お願いですから待って下さい！！」 

　「嫌だ嫌だ嫌だ嫌だ嫌だああああああああああああ！！」 

　必死で追いかける烏月だが、身体能力では観月の民であるサクヤの方が上だ。２人の距離がど

んどん広がっていく。 

　そうだ、早く家に帰ろう。家に帰れば桂が待っている。桂がアタシの事を待ってくれている。 

　もうサクヤには、自分を追いかけている烏月の言葉が全く届いていなかった。 

　『死にましたよ！！桂さんも柚明さんも！！』 

　違う。桂は生きている。それが現実。 

　『桂さんと柚明さんは死んだ！！それが現実！！』 

　違う。桂は生きている。それこそが現実。 

　そしてサクヤは帰った。希望と絶望に満ちあふれた世界・・・桂が眠る場所へ。 

　ドアを開ける。憔悴し切った表情で、サクヤは目の前の抜け殻に語りかけた。 

　「ただいま、桂。今帰ったよ。」 

３．烏月の想い

　何も無い６畳の部屋の中心で、桂は眠っていた。 

　３年前と変わらぬ、１６歳の姿のままで。 

　あれから３年の月日が流れたが、桂の時間はあれから止まったままだ。 



　相変わらず死んでいるかのような無表情で、規則正しい寝息を立てている。 

　そんな桂にサクヤは寄り添う。桂にすがるようにサクヤは寄り添う。 

　「・・・桂、さっき、久しぶりに烏月に会ったんだよ・・・。」 

　桂は答えない。 

　「あいつ、主を倒したんだってさ。あの時は歯が立たなかったくせに、いつの間に強くなったんだ

ろうな、あいつ・・・。」 

　サクヤの声は桂には届かない。 

　「それで、あいつ馬鹿な事を言うんだよ・・・桂はもう死んだって・・・だって、桂はこうやって生きて

るじゃな・・・。」 

　ピンポーン。 

　突然呼び鈴が鳴った。 

　サクヤはため息をつきながら玄関に向かう。 

　正直かなり迷惑に思えたが、それでも出ないわけにはいかない。 

　「誰だいこんな時間に？新聞なら間に合ってるよ？」 

　ドアを開けた。そこにいたのは。 

　「はあ、はあ、はあ・・・サクヤさん、私です・・・。」 

　息を切らした烏月だった。 

　あれからサクヤの事を追いかけてきたのだ。 

　「な・・・烏月、どうしてここが！？」 

　「最初に言いましたよね？私はやっと貴方を見つけたと。貴方の今の住所など、もうとっくに調べ

がついているんですよ。」 

　慌ててドアを閉めようとするサクヤだったが。 

　千羽妙見流奥義・縮地法。 

　一瞬にして烏月は間合いを詰め、そのままサクヤの家に入り込む。 

　そしてそのままの勢いで烏月はドアの鍵を閉めた。 

　「烏月、アンタ、人の家に勝手に入り込んで何を・・・！！」 

　「やはり、貴方は未だに桂さんに縛られ続けているのですね。」 

　烏月は眠り続ける桂を見て歯軋りした。 

　烏月には『視えて』いた。今、目の前にいる桂は魂が入っていない、ただの抜け殻。 

　そして烏月は『視た』。３年前、桂と柚明の魂が天へと召されていったのを。 

　だから烏月には分かり切っていた。例え何百年何千年経とうが、目の前の桂はもう二度と目覚め

る事が無いという事が。 

　そしてそれを認めようとせずに、いつまでも桂に縛られ続けているサクヤに烏月は憤りを感じてい

た。 



　「・・・サクヤさん、貴方のその腐り切った性根を、今から私が叩き直してあげます。私が元のサク

ヤさんに戻してあげます。」 

　「まさか、桂を斬るつもりなのかい！？そんな事はさせないよ！！」 

　慌ててサクヤは烏月を押し倒した。そのはずみで烏月が上段に構えた維斗が、桂を斬ろうとした

維斗が畳の上に転がり落ちる。 

　そんな事はさせる物か。桂はずっとアタシのそばにいるんだ。 

　逃げているとか言われても構わない。どれだけ烏月に罵られようとも構わない。 

　「くっ・・・貴方にも分かっているはずだ！！桂さんはもう二度と目を覚ます事は無いと！！」 

　「アタシはずっと桂のそばにいるんだ！！それがアタシの一番の幸せなんだよ！！」 

　「そうやって・・・いつまでも死者に縛られ続ける貴方など・・・私は・・・」 

　必死にもがく烏月だが、腕力では観月の民であるサクヤには敵わない。 

　いかに完全体の主を倒した程の実力者だろうと、単純な力勝負ではその実力を活かしようが無

い。 

　「それにサクヤさん、貴方は今、本当に幸せなんですか！？」 

　「何を言ってるんだい、アタシは桂と一緒に」 

　「本当に幸せなら、何故今の貴方はそんなに辛そうなんですか！？」 

　「頼むからもうアタシらの事は放っておいてくれよ！！」 

　「お願いですから元のサクヤさんに戻って下さい！！あの頃の強く凛々しく美しかったサクヤさん

に！！私が憧れたサクヤさんに！！私が好きになったサクヤさんに！！」 

　「・・・烏月・・・アンタ・・・」 

　「お願い・・・ですから・・・！！サクヤさん・・・お願い・・・ですから・・・！！」 

　烏月は泣いた。子供のように泣きじゃくっていた。 

　そのままサクヤにしがみついて号泣した。 

　サクヤは子供のように泣きじゃくる烏月を、そのまま優しく抱き締めた。 

　サクヤの胸の中で、烏月は泣いた。ただひたすら泣いた。 

４．新しい絆

　どれ位、烏月は泣いていたのだろう。 

　いつの間にか、烏月は眠っていたらしい。 

　サクヤが用意したのか、烏月は布団の中で横たわっていた。そして彼女の隣には眠り続ける桂

が。 

　気が付いたら朝の８時を回っていた。 

　「私は・・・いつの間にか眠っていたのか・・・」 

　「目が覚めたかい？烏月。ならさっさと起きちまいなよ。アンタの朝飯を作ってる所だからさ。」 

　「サクヤさん・・・」 

　サクヤと烏月は、黙々と朝食を食べていた。 

　テレビを観ながら何も語らず、ただ黙々と食べていた。 



　結局、烏月は桂を斬る事が出来なかった。 

　いや、例え斬ったとしても、残されたサクヤはどうなるのだろうか。 

　烏月が考えていたように、桂を斬った事でサクヤが元に戻ってくれるのだろうか。 

　いや、それでは何の解決にもならない。サクヤもきっと、元のサクヤには戻らない。 

　一体私は、ここに何をしに来たのだろう。 

　桂さんを斬りに来たはずが、この家で一夜を過ごし、そしてサクヤさんの手料理を食べている。 

　私は、どうしてここにいるのだろう。 

　そこへ突然、烏月の携帯電話の着信音が鳴った。 

　発信先は葛からだった。 

　「もしもし、千羽です。・・・はい、今サクヤさんの家にいます・・・はい・・・はい・・・そうですか、天野

さんが出産・・・なら、今からお祝いに行かな ければいけませんね。分かりました。すぐに行きます。

ここからなら病院までそんなに時間はかからないでしょう。・・・そうですか、双子の姉妹です か・・・。

もう名前も決まって・・・え！？」 

　烏月の表情がこわばっていた。 

　一体何が起きたというのか。怪訝な表情でサクヤは烏月を見つめる。 

　「まさか・・・そんな事が・・・本当に事実なんですか！？葛様、念入りに調べたんですか！？」 

　「おい烏月、一体どうしたってんだい？あのお嬢ちゃんが一体何を・・・」 

　「・・・はい、分かりました。サクヤさんにも話をしておきます。はい、それでは病院で・・・。では失

礼します。」 

　電話を切った烏月は残っていた味噌汁を一気に喉の中に流し込み、立ち上がった。 

　「サクヤさん、ご馳走様でした。ところで今から時間は大丈夫ですか？」 

　「今日は会社は休みだけど、何かあるのかい？」 

　「なら、今から私と一緒に青城病院まで行きましょう。去年結婚して鬼切りを引退した私の先輩が、

双子の姉妹を出産したんだそうです。」 

　「はあ？何で折角の休日だってのに、アタシがアンタに付き合わないといけないのさ？」 

　「いや、貴方にはその義務があるはずです。・・・サクヤさん。落ちついて聞いて下さい。」 

　「だから何だい。さっさと言いな。」 

　烏月は、しっかりとした口調で断言した。 

　「その双子の姉妹というのは桂さんと柚明さんの生まれ変わりだそうです。」 

　「な・・・・・！！」 

　「しかも、それを葛様から聞かされた私の先輩が、妹に桂、姉に柚明という名前を付けたと・・・。」 

　「生まれ変わりだって・・・そんな・・・馬鹿な・・・」 

　「だからサクヤさん、今から私と一緒に会いに行きま・・・」 

　烏月の目の前で、桂の抜け殻が消えていく。 

　まるでその役目を終えたかのように、光の粒子となって消えていく。 

　「桂さんの・・・体が・・・」 



　「ああ・・・桂・・・桂が・・・消えていく・・・」 

　残されたのは、誰もいなくなった布団と桂のパジャマ。 

　「そうか・・・そういう事かい・・・桂・・・」 

　サクヤは悟った。いや、思い知らされた。 

　桂は死んだ。それが現実。 

　桂は新たな命として柚明と共に生まれ変わった。それこそが現実。 

　「アタシに前を向けと・・・強く生きろと・・・そう言いたいんだね・・・桂・・・分かったよ・・・ああ、分かっ

たよ・・・！！」 

　「サクヤさん、桂さんは・・・」 

　「・・・烏月、青城病院だったね！？今からすぐに桂と柚明に会いに行くよ！！さっさとアタシの車

に乗りな！！」 

　「・・・は、はい！！」 

　まるで何かを吹っ切ったかのように、サクヤの表情は輝いていた。 

　以前のような強く、凛々しく、美しいサクヤに戻っていた。 

　烏月は安堵した。やっと浅間サクヤが帰ってきた。 

　それでこそ、私が憧れたサクヤさんだ。 

　それでこそ、私が好きになったサクヤさんだ。 

　「・・・そう言えば烏月。アンタ昨日、アタシの事が好きだとか言ってたよねえ？」 

　「・・・え？」 

　烏月は何だかとても嫌な予感がした。 

　車を運転しながら、サクヤはニヤニヤしながら烏月に告げる。 

　「だから今日からアンタにはアタシと同居してもらうよ！！いいね！？」 

　「はあ！？」 

　「アンタはアタシの事を好きだって言ってくれたんだ。だから責任を取ってもらわないとねえ。」 

　「いや、ちょっと、サクヤさん、え！？えええ！？」 

　「アンタにはずっとアタシのそばにいてもらうんだ。アタシはずっとアンタのそばにいるんだ。」 

　「ちょ、ちょっと待って下さい、サクヤさん、そんな急な・・・」 

　「・・・アタシはもう、１人は嫌なんだよ。」 

　「・・・サクヤさん・・・。」 

　「だから烏月、頼むからアタシを１人にしないでおくれよ・・・。アタシの事が好きなんだろ・・・？」 

　「・・・分かりました。一生貴方について行きましょう。」 

　「ふふっ・・・ありがとうよ、烏月。」 

　「あの、サクヤさん・・・不束者ですが、よろしくお願いします。」 

　「ははっ、相変わらず堅苦しい奴だねえ。」 

　２人の目前に病院が見えた。桂と柚明が待つ病院が。 

　「サクヤさん、桂さんと柚明さんが・・・いや、桂と柚明が待っています。」 



　「ああ、会いに行こう。そして２人に伝えよう。」 

　サクヤは、はっきりと断言した。 

　「アタシたちは今、幸せに暮らしていると・・・！！」 
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