
アカイイト・アナザーストーリー

★仲違い大作戦

１．オナラ大作戦

　「柚明お姉ちゃん、ただいま～。」 

　「桂ちゃん、ノゾミちゃん、お帰りなさい。」 

　とてもよく晴れた土曜日の昼間・・・剣道部の練習から帰宅した桂を、柚明は穏やかな笑顔で出

迎えた。 

　そして桂の傍にいるのは、青城女学院の制服を着たショートカットの少女。 

　「柚明お姉ちゃん。この人がこの間話した、小山内梢子ちゃんだよ。」 

　とても嬉しそうに、桂は梢子の事を柚明に紹介する。 

　梢子は爽やかな笑顔で、柚明に挨拶した。 

　「初めまして。小山内梢子です。」 

　「桂ちゃんの従姉の羽藤柚明よ。桂ちゃんから話は聞いているわ。この間は桂ちゃんを暴漢から

救ってくれて、本当にありがとね。」 

　「いえ、どういたしまして。」 

　「さ、お腹空いたでしょ？お昼ご飯をご馳走してあげるから、遠慮せずに上がって頂戴ね。」 

　「はい、失礼します。」 

　先日の夜、チンピラに絡まれていた桂を身を挺して助けた梢子。 

　桂とノゾミがその事を柚明に話したら、柚明が梢子にお礼をしたいと言い出して、柚明の手料理

をご馳走する事になったのだ。 

　それを桂が電話で梢子に話した所、土曜日の午後からなら時間が取れるという事なので、剣道

部の練習が終わった後に桂が梢子を、青城女学院まで出迎えに行ったという訳だ。 

　「ちょっと席に座って待っててくれる？もうすぐお昼ご飯が出来るから。」 

　「えへへ、柚明お姉ちゃんの料理は本当に美味しいから、期待していてね。梢子ちゃん。」 

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

　その様子を、近くから監視カメラを通じてノートパソコンで見ている者が２人。 

　若杉グループの会長にして鬼切りの頭・若杉葛と、鬼切り部千羽党に所属する鬼切り・東条誠。 

　「あの・・・葛様・・・」 

　「何ですか？東条さん。」 

　「何で羽藤桂の住むマンションの部屋に、監視カメラと盗聴器なんか仕掛けたんですか？と言う

かいつの間に・・・」 

　「マンションだけではありませんよ。桂おねーさんの携帯電話にも監視カメラと盗聴器を仕掛けて



いますし、パソコンとXbox360にもスパイウェアを仕込ませています。」 

　「・・・何でまたそんな事を・・・」 

　「何を言っているのですか。そんなの当たり前じゃないですか。」 

　何の迷いも無い力強い瞳で、葛は東条に力説した。 

　「桂おねーさんが何をしているのか・・・どんなサイトを開いているのか・・・どんなゲームを遊んで

いるのか・・・それを２４時間体制で把握するというのは、桂おねーさんの将来の伴侶となるべきこ

の私にとって、当たり前の事だと思うのですが？」 

　あまりにも葛が純真無拓な表情でそんな事を言う物だから、東条はあっけに取られてしまってい

た・・・。 

　「・・・あの・・・それって完全にストーカーだと思うんですけど・・・（汗）」 

　「馬鹿な事を言わないで下さい。ストーカーではありませんよ。私は桂おねーさんの事を見守っ

ているだけです。桂おねーさんに何かあった時に、すぐに対処出来るように・・・」 

　「そんな事を言っている割には、この間羽藤桂が暴漢に襲われた時に、烏月君は何も出来なかっ

たみたいですけど・・・」 

　「くっ・・・あの時は烏月さんが、『桂さんの好感度を上げるタイミングを逸してしまいました』などと

訳の分からない事を言うから・・・！！」 

　その時に烏月の代わりに桂を助けたのが、今現在桂のマンションに遊びに来ている梢子なのだ。

 

　「大体Xbox360にスパイウェアなんか仕込まなくても、羽藤桂のゲーマータグにフレンド登録を

依頼すれば済むだけの話だと思うんですけど・・・そうすれば羽藤桂がどんなゲームを遊んでいる

のかなんて、リアルタイムで簡単に分かりますし・・・」 

　「分かっていませんね。それでは桂おねーさんが誰とオンライン対戦をしているのか、把握出来

ないじゃないですか。」 

　「いや、何もそんな事まで把握しなくても・・・」 

　「そんな事よりもですね。」 

　葛は懐から、ある小さな機械を取り出した。 

　それを見た東条が、何とも怪訝そうな表情を見せる。 

　「これより桂おねーさんと柚明おねーさんと、それをあのクソ生意気な小娘を仲違いさせる作戦を

開始します。」 

　「葛様・・・それってどこからどう見ても、ドラゴンボールに出てくるスカウターにしか見えないんで

すけど・・・（汗）」　　 

　「これは我が若杉グループの技術力の総力を結集して作り上げた、感情測定システムです。正

式な名前はまだ決めていませんが・・・」 

　「何なんですか？その感情測定システムというのは・・・」 

　「ある人物がある人物に対して、どんな感情を抱いているのか・・・それを単位化・数値化して詳

細に測定する機械なのですよ。ちなみに特許庁に特許出願中です。」 

　葛はスカウターを右耳に取り付けて、ボタンを押す。 

　ピピピピピピピピピピピ。 



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

　「はい、梢子ちゃん、あ～ん。」 

　とても嬉しそうな表情で、柚明が作った肉じゃがを梢子に食べさせようとする桂。 

　「・・・・・。」 

　それを見た柚明が、物凄いジト目で梢子の事を睨んでいる・・・。 

　「いや、桂・・・幾ら何でもそれは恥ずかしいわよ。」 

　「もう、梢子ちゃんったら照れ屋さんなんだから。」 

　「そ、それに、柚明さんも見てるし・・・」 

　「別に恥ずかしがる事なんか無いじゃない。だよね？柚明お姉ちゃん。」 

　（ちょっと・・・この２人、幾ら何でも仲が良過ぎるんじゃないの・・・！？） 

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

　ピピピッ・・・ピーーーーーーーーッ。 

　『羽藤桂→小山内梢子・・・３０マッジモ』 

　『羽藤桂→羽藤柚明・・・３０マッジモ』 

　『小山内梢子→羽藤桂・・・３０マッジモ』 

　『小山内梢子→羽藤柚明・・・１０マッジモ』 

　『羽藤柚明→羽藤桂・・・１００ブギャー』 

　『羽藤柚明→小山内梢子・・・－５０ベボンベボン』 

　「・・・あの・・・単位の意味が全然分からないんですけど・・・」 

　「成る程・・・柚明おねーさんは梢子さんに嫉妬しているのですか。これは使えますね。」 

　「はぁ・・・（汗）」 

　数値化されたデータを見た葛は、思わずニヤリとする。 

　柚明が梢子に嫉妬している・・・つまりここからさらに梢子が柚明の機嫌を損ねるような事態にな

れば、柚明はブチ切れてと梢子と大喧嘩・・・そんな２人に桂は見切りをつけて、葛がそんな桂に

手を差し伸べる・・・というのが、葛がたった今思いついた作戦なのだ。 

　「今からこんな事もあろうかとあらかじめ桂おねーさんの部屋に仕掛けておいた、若杉グループ

の技術力の総力を挙げて作り上げた、この『オナラの匂いと音をリアルに再現する小型爆弾』を、リ

モートコントロールで爆発させます。」 

　「葛様。そんなしょーもない代物に、若杉グループの技術力を結集しないで下さい（汗）。」 

　「この爆弾は爆発しても全くの無害なのですが、爆発音が派手なオナラの音で、さらにオナラの

匂いを忠実に再現した硝煙を周囲に撒き散らすという素晴らしい代物なのですよ。これを爆発さ

せるとですね・・・」 

　ブッブブブブブーーーーーーーーッ！！ 



　『ちょっ・・・梢子ちゃん、貴方今オナラしたでしょ！？』 

　『はあ！？私じゃないですよ！！柚明さんじゃないんですか！？』 

　『何言ってるのよ！？私が桂ちゃんの前でオナラなんて、そんなはしたない真似をするはずが無

いでしょう！？』 

　『信じられない・・・自分が放ったオナラを他人に押し付けるなんて！！』 

　『何ですって！？もう１度言って御覧なさいよ！！』 

　『この変態が！！』 

　『クサレ外道が！！』　 

　『もう、柚明お姉ちゃんも梢子ちゃんも最低！！大っ嫌い！！』 

　「・・・と、いう事になるのですよ。分かりましたか？」 

　「・・・・・（汗）」 

　ニヤニヤしながらノートパソコンと睨めっこしている葛を見て、周囲の者たちはヒソヒソしながら、葛

の事を軽蔑の表情で見つめている・・・。 

　そんな周囲の視線など全く気にする事無く、葛は爆弾を爆発させるためのパスワードを入力し・・・

 

　「ふひひひひひ！！」 

　キーボードの Enterキーを押した。 

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

　ブッブブブブブーーーーーーーーッ！！ 

　派手なオナラの音と共に、部屋中にオナラの匂いが充満する。 

　いきなりの事に顔をしかめる桂と柚明。 

　だが、その時だ。 

　「・・・すいません！！今のオナラは私がやりましたーーーーーー！！」 

　突然梢子が立ち上がって、とても申し訳無さそうに柚明に土下座をした（汗）。 

　いきなりの事に、柚明は驚きを隠せない。 

　「しょ・・・梢子ちゃん・・・！？」 

　「食事中にオナラをするなんて、私は本当に最低な女ですよね・・・！！でも私・・・どうしても我慢

出来なくて・・・すいません！！」 

　「梢子ちゃん、私は気にしていないから土下座なんかしないで！！お願いだから！！」 

　「でも・・・まさか私とした事が、こんなに大音量のオナラを食事中にかましてしまうなんて・・・！！」

 

　梢子の目には、うっすらと涙が。 

　まさか料理をご馳走になった家で、しかも食事中に、こんな凄まじい爆音を響かせたオナラをし

てしまうなど。 

　自分がしでかしてしまった事の重大さに、梢子は心を痛めているのだ。 

　手作りの料理をご馳走してくれた柚明に申し訳が無くて、梢子は心の底から泣いていた。 



　そう・・・梢子はこの時、爆弾が爆発するのと全く同じ絶妙なタイミングで、本当にオナラをしてい

たのだ・・・。 

　（何て・・・何て・・・何て・・・） 

　「柚明さん！！本当に申し訳ありませんでしたーーーーーー！！」 

　（何て素直で誠実な子なのーーーーー！？この子、可愛過ぎるわーーーーー！！） 

　きゅん・・・。 

　柚明の梢子への好感度が１００ブギャーに上がった。 

　「・・・梢子ちゃん、もういいから顔を上げて頂戴。」 

　「でも柚明さん・・・私・・・！！」 

　「私はもう気にしていないから。それにオナラというのは人間の正常な生理現象なのよ？出てしま

う時には出てしまう物なのよ。」 

　「・・・柚明さん・・・！！」 

　「梢子ちゃんのその気持ちだけで、私はもう充分だから・・・ね？」 

　「・・・・・。」 

　柚明は土下座する梢子にそっ・・・と寄り添い、ようやく顔を上げた梢子の涙をハンカチで優しく

拭いてあげた。 

　先程のような物凄いジト目などではなく、普段桂に見せるような慈愛に満ちた瞳で、梢子の事を

じっ・・・と見つめる。 

　そんな梢子に、桂はとても純真な笑顔で右手を差し出す。 

　桂の右手を取り、梢子は桂の手を借りて立ち上がった。 

　手を繋いだまま、互いに見つめ合う桂と梢子。 

　「もう、梢子ちゃんったら・・・たかがオナラ位で、本当に馬鹿なんだから・・・」 

　「だ、だって桂・・・私・・・」 

　「でも・・・」 

　顔を赤らめながら、桂は心の中で呟いた。 

　（・・・さすがは、私が好きになった人。） 

　きゅん・・・。 

　桂の梢子への好感度が１５０マッジモに上がった。 

　「でも・・・何？」 

　「ううん、何でも無い！！そんな事より、冷めないうちにご飯食べちゃお！？」 

　「・・・そうね。それもそうよね・・・折角柚明さんが、こんなに美味しい料理を作ってくれたんだか

ら・・・」 

　きゅん・・・。 

　柚明の梢子への好感度が２００ブギャーに上がった。 



　「・・・梢子ちゃん。良かったら晩御飯も食べていかない？」 

　「あ、はい。頂きます。」 

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

　「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！？」 

　その様子をノートパソコンで監視していた葛は、予想外の出来事に驚きを隠せないでいた。 

　「何で！？何で！？何で！？何で！？何でーーーーーーーーー！？」 

　「いや～、小山内梢子って今時珍しい娘ですよね。葛様と違ってあんなに素直で誠実で・・・あ、

いや・・・」 

　「おのれ梢子め！！まさかあの時、本当にオナラをしていやがったとは！！」 

　オナラ爆弾を利用して柚明と梢子を仲違いさせて、桂の心を２人から離れさせるつもりだったの

だが、逆に桂の梢子への好感度が上がってしまったのだ。 

　こんなはずは無かった。こんなはずは無かったのに。 

　葛にとって最大の誤算は、梢子が葛の想像以上に、とても誠実で真面目な人物だったという事

だ。 

　まさかオナラをした事を自ら名乗り出て、しかも柚明に対して土下座までするとは。 

　「・・・仕方がありません・・・作戦を練り直さなければ・・・！！」 

２．ゴキブリ大作戦

　「我が若杉グループの諜報部隊が集めた情報によりますと、柚明おねーさんはゴキブリが大の苦

手なんだそうです。」 

　「葛様。諜報部隊を動かすなら、もっとマシな用件で動かして下さいよ。」 

　「そこで今度は、我が若杉グループの技術力の総力を結集して作り上げた、この『本物そっくりな

ゴキブリのラジコン』を使う事にします。」 

　「・・・・・（汗）。」 

　ガサガサガサガサ。 

　葛のリモコンによって遠隔操作されたゴキブリが、ゆっくりと桂のマンションの部屋へと向かって行

く。 

　「このゴキブリに柚明おねーさんを襲わせるのですが・・・」 

　『きゃーーーーーーーーー！！ゴキブリ！！ゴキブリ！！嫌ーーーーーーーー！！』 

　『ああもう、ちょっと待ってて下さい！！今から私が取ってあげますから！！』 

　『早く・・・早く取って！！お願いだから！！』 

　『ああっ！！ゴキブリが服の中に！！』 

　『わ、私の服の中でゴキブリが暴れ・・・！！』 

　『柚明さん！！取ってあげますから暴れないで下さい！！』 

　『嫌ーーーーーーーーーーー！！』 



　バシッ！！ 

　『痛っ！！・・・だから暴れるなって言ってるでしょうが！！』 

　『嫌ーーーーーーーーーーー！！』 

　バキッ！！ 

　『がはっ！！・・・いきなり何するのよ！？もう頭に来た！！』 

　『嫌！！嫌！！嫌ーーーーーーーーー！！』 

　ドカッ！！ 

　『くっ・・・そんなにゴキブリが嫌なら、こうしてやるわよ！！』 

　『ちょ、ちょっと梢子ちゃん何を・・・！！』 

　『打ち抜けーーーーーっ！！その一点を穿てーーーーーっ！！』 

　ブシューーーーーーーッ！！ 

　『ゲホッ、ゲホッ、ゲホッ・・・！！梢子ちゃん酷すぎるわ・・・！！』 

　『梢子ちゃんったら酷い！！柚明お姉ちゃんに殺虫剤をかけるなんて！！』 

　『だって、柚明さんが暴れるからしょーがないじゃないのよ！！』 

　『梢子ちゃんの馬鹿！！大っ嫌い！！今すぐにここから出て行って！！』 

　「・・・と、いう事になるのですよ。分かりましたか？」 

　「・・・そう上手く行きますかねぇ・・・（汗）」 

　「ふひひひひひひ！！」 

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

　柚明の手作りの昼食をご馳走になった梢子は、桂とテレビを観ながらくつろいでいた。 

　そんな２人の傍らで柚明が鼻歌を交えながら、洗剤で食器を洗っている。 

　だがその時、事件が起こった。 

　「きゃーーーーーーーーー！！ゴキブリ！！ゴキブリ！！嫌ーーーーーーーー！！」 

　ガサガサガサガサ。 

　柚明に向かってゴキブリが勢い良く突進してきたのだ。 

　慌てて梢子は立ち上がって柚明の所に駆け寄るのだが、ゴキブリはいきなりジャンプして柚明の

胸元に飛びかかる。 

　「ああもう、ちょっと待ってて下さい！！今から私が取ってあげますから！！」 

　「早く・・・早く取って！！お願いだから！！」 

　だがゴキブリは物凄いスピードで、柚明の服の中に入り込んでしまった。 

　「ああっ！！ゴキブリが服の中に！！」 



　もぞもぞ、もぞもぞ。 

　「わ、私の服の中でゴキブリが暴れ・・・！！」 

　「柚明さん！！取ってあげますから暴れないで下さい！！」 

　梢子は取り敢えず、柚明の上着を脱がそうとするのだが・・・ 

　「嫌ーーーーーーーーーーー！！」 

　バシッ！！ 

　「痛っ・・・！！」 

　取り乱した柚明が、思わず梢子を殴ってしまった。 

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

　「よっしゃーーーーーーーーーーーーーっ！！」 

　「うわっ！！びっくりした！！」　 

　監視カメラからの映像で柚明が梢子を殴ったのを見て、思わずガッツポーズをする葛。 

　梢子の頬にくっきりと残る、柚明の平手打ちの痕。 

　ここまではまさに、葛の計画通りだった。 

　「我がゴキブリよ！！柚明おねーさんの服の中でもっと暴れるのです！！さすれば柚明おねー

さんはもっと梢子さんを痛めつけて、今度こそ私のシナリオシミュレーション通りに！！」 

　上上下下左右左右ＢＡ。 

　リモコンのボタンを連打してゴキブリを暴れさせる葛。 

　その度に柚明は取り乱し、葛の思惑通りに梢子を殴ってしまう。 

　後はこのまま梢子が柚明を嫌いになり、そんな梢子を桂が嫌いになってくれれば・・・葛はそれを

想像してほくそ笑む。 

　だが読者の皆、これで終わりだと思う事なかれ・・・！！ 

　そう・・・青城女学院のアイドル・小山内梢子という娘の、真のカリスマ性が発揮されるのは・・・ここ

からだ・・・！！ 

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

　「嫌ーーーーーーーーーーーーーーっ！！」 

　バキッ！！ 

　「がはっ・・・！！」 

　柚明のパンチが、梢子の頬に直撃する。 



　激痛で顔を歪める梢子。それでもなお、取り乱す柚明。 

　だがその時、梢子は周囲の誰もが思いも寄らない行動に出た。 

　「・・・・・！？」 

　むぎゅっ。 

　梢子が柚明をしっかりと抱き締め、取り乱す柚明の頭を優しく撫で始めたのだ。 

　突然の事に、柚明は驚きを隠せない。 

　「大丈夫・・・柚明さん、大丈夫ですから・・・！！」 

　「しょ・・・梢子ちゃん・・・！？」 

　「私の身体をしっかりと抱き締めて、大人しくじっとしていて下さい。私が柚明さんの身体を蝕む

ゴキブリを、この手で取ってあげますから。」 

　梢子の身体の感触と温かさが、直に柚明に伝わってくる。 

　それだけで柚明は、何だかとても安心出来た。 

　「・・・うん・・・！！」 

　もぞもぞ、もぞもぞ。 

　未だ柚明の服の中で這いずり回るゴキブリ。 

　その感触が柚明にはとても気持ち悪かったが、それでもこうやって梢子に抱き締められていると、

その気持ち悪さも薄らいでくる。 

　「まずは上着を脱がしますね。柚明さん、じっとしていて下さい。」 

　「しょ、梢子ちゃん・・・！！」 

　「大丈夫・・・大丈夫ですから・・・。」 

　大丈夫。 

　梢子のこの言葉がまるで魔法のように、柚明から恐怖心を奪い去っていく。 

　震えながらも大人しくなった柚明の上着を、梢子はゆっくりと脱がせていく。 

　やがて柚明の上半身がブラジャーだけになり、柚明の透き通るような綺麗な肌が顕わになる。 

　その上をガサガサと這いずり回る、柚明を苦しめるゴキブリ。 

　柚明の綺麗な肌を汚す、忌まわしいゴキブリ。 

　「こんのーーーーーーっ！！柚明さんから、離れろーーーーーーーーーーっ！！」 

　一点集中。 

　梢子は全神経をゴキブリに集中させる。 

　慌ててゴキブリは柚明から離れようとするのだが、一瞬遅かった。 

　「打ち抜けーーーーーーーっ！！その一点を穿てーーーーーーーっ！！」 

　むんず。 

　梢子の右手が、柚明の身体を這いずり回るゴキブリを捕まえ・・・。 

　「でやああああああああああああああああああああっ！！」 



　そのまま窓を開けて、思い切りゴキブリを投げ飛ばした・・・。 

　溜め息を付いて、梢子は再び窓を閉める。 

　梢子は、ゴキブリに勝ったのだ。 

　「ふうっ・・・柚明さん、もう大丈夫ですから。」 

　「・・・梢子ちゃん・・・」 

　「この私がいる限り、柚明さんのその透き通るような綺麗な肌を、ゴキブリなんかに汚させはしませ

んから。」 

　きゅん・・・。 

　桂の梢子への好感度が３００マッジモに上がった。 

　柚明の梢子への好感度が３００ブギャーに上がった。 

　「梢子ちゃん、ごめんね・・・私ったら、いきなり梢子ちゃんを殴ったりして・・・」 

　「いえ、いいんですよ。気にしないで下さい。柚明さん。」 

　「ちょっと傷口を見せてくれる？」 

　先程自分が殴った梢子の頬を、柚明はとても愛（いと）しそうに撫でて・・・そして・・・ 

　柚明の右手が一瞬、青白く光った。 

　「・・・あれ？痛みが・・・」 

　「はい、これでもう大丈夫。」 

　突然痛みが消えて無くなってしまった事に、違和感を感じる梢子。 

　「う～ん・・・昔から傷の治りは早い方なんだけど・・・」 

　「梢子ちゃん！！柚明お姉ちゃんを助けてくれてありがとう！！」 

　むぎゅっ。 

　とても嬉しそうな表情で、桂は梢子に抱きついた。 

　自分だけでなく柚明の事までも身体を張って助けてくれた梢子に、桂は心の底から感謝してい

た。 

　桂の瞳には、うっすらと涙が。 

　「・・・もう、桂ったら・・・何も泣く事は無いじゃない。」 

　「えへへ、だって・・・」 

　「桂の大切な人なんだから・・・命を賭けて助けるのは当たり前でしょう？」 

　「しょ・・・梢子ちゃん・・・」 

　「この私がいる限り桂も柚明さんも、ゴキブリの魔の手から守り抜いてみせるから。」 

　きゅん・・・。 

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

　「うわあああっ！！」 

　バァン！！ 

　葛のスカウターが突然爆発した。 



　いきなりの事に、東条は驚きを隠せ無い。 

　「ちょ・・・葛様！？」 

　「馬鹿な・・・桂おねーさんと柚明おねーさんの数値が２万を超えたあたりから、突然スカウターが

爆発して・・・！！」 

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

　「・・・梢子ちゃん、良かったら今日はここに泊まっていきなさいな。」 

　「うんうん！！それがいいよ！！今日はここでゆっくりしていって！！ね！？ね！？」 

　「もちろん私たちと一緒のお布団で寝ましょうね。うふふ。」 

　「明日は日曜日だし、いいでしょ！？梢子ちゃん！！」 

　今回のゴキブリの一件で、３人の絆はより深い物になったようだ・・・。 

３．想定外のトラブル

　「何故ですかーーーーー！？何故こんな事になってしまったのですかーーーーー！？」 

　「いや～、僕は多分こういう事になるんじゃないかなーって何となく思ってたんですけどね。」 

　ノートパソコンと睨めっこしながら、ぎりぎりと歯軋りする葛。 

　こんなはずは無かった。こんなはずは無かったのに。 

　まさか梢子があんなに柚明に殴られても、それでも決して柚明の事を嫌いになる事無く、懸命に

身体を張って柚明を助けようとするとは。 

　「おのれぇぇぇぇぇ！！小山内梢子ぉぉぉぉぉ！！よくも私の桂おねーさんをぉぉぉぉぉ！！」 

　「いや、そもそも葛様の物ではありませんから。」 

　だが、その時だ。　 

　「嫌ーーーーーーーーーーーー！！」 

　突然烏月が泣きそうな表情で、葛と東条の元へと突進してきた。 

　「な・・・烏月君！？」 

　「誠さん！！ゴキブリが！！ゴキブリが突然空から飛んで来て、私の服の中に（泣）！！」 

　「・・・・・（汗）」 

　「誠さん、ゴキブリ取って（泣）！！」 

　鬼切り役と言えども、烏月も所詮は年頃の女の子だったようだ・・・。 

　「ああもう、ちょっと待ってろ！！今から僕が取ってやるから！！」 

　「早く・・・早く取って！！お願いだから！！」 

　もぞもぞ、もぞもぞ。 



　「わ、私の服の中でゴキブリが暴れ・・・！！」 

　「烏月君！！取ってやるから暴れるな！！」 

　「嫌ーーーーーーーーーーー！！」 

　バシッ！！ 

　「痛っ！！・・・だから暴れるなって言ってるだろう！！」 

　「嫌ーーーーーーーーーーー！！」 

　バキッ！！ 

　「がはっ！！・・・いきなり何するんだよ！？もう頭に来た！！」 

　「嫌！！嫌！！嫌ーーーーーーーーー！！」 

　ドカッ！！ 

　「くっ・・・そんなにゴキブリが嫌なら、こうしてやるよ！！」 

　「ちょ、ちょっと誠さん何を・・・！！」 

　「オンワカ・シリメイ・シリベイ・ソワカ・・・オンワカ・シリメイ・シリベイ・ソワカ！！」 

　ブシューーーーーーーッ！！ 

　「人を殺さずにゴキブリだけを殺す絶技・・・千羽妙見流奥義・ゴキ切り。」 

　「ゲホッ、ゲホッ、ゲホッ・・・！！誠さん酷過ぎますよ・・・！！いきなり殺虫剤をかけるなんて！！」

　「だって、烏月君が暴れるのだから仕方が無いだろう！？」 

　「誠さんの馬鹿！！最低！！大っ嫌い！！」 

　「ちょ・・・烏月君！？」 

　この後、烏月が機嫌を直すまでに一週間を要したという・・・。 

　おしまい。 
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