
アカイイト新章・神の化身の少女

番外編・卒業

１．保美のけじめ

　秋が過ぎ、冬が終わり、まだ肌寒さが残る３月・・・

　清々しい青空の下、全国の高校において卒業式が行われていた。

　それは青城女学院も例外では無く、体育館において厳格な雰囲気の中で、多くの来賓や生徒

の保護者を迎え入れ、卒業式が行われている。

　そして卒業式が終わった直後、剣道の日本選手権大会で準優勝した梢子の祝勝会も、同時に

行われた。

　大学生や現役の警察官、道場主までもが多数出場する、いわゆる本当の意味で全国の猛者が

集う・・・それこそ高校生の全国大会などとはレベルが違う日本選手権大会・・・それに僅か１８歳と

いう若さで出場し、しかも準優勝・・・いずれも大会の史上最年少記録を大幅に上回る輝かしい記

録だ。

　ちなみにこの大会で優勝したのは、梢子を決勝戦で破った夏夜だったりする。

　

　その梢子は、来月から特待生・・・しかも授業料完全免除という破格の条件で、青城女子大学に

通う事になっている。

　同じく特待生として招かれた綾代と、これまで違う高校で敵同士だった桂と共に。

　そう・・・来月から正真正銘、大切な人である桂と同じチームで剣道が出来るのだ。梢子にとって

これ程嬉しい事は無い。

　だが同時に梢子が桂と同じ道を歩む事で、梢子と共に歩む道を断たれてしまう者も・・・。

　「梢子先輩、お忙しい所を突然呼び出してしまって申し訳ありません。」

　

　無事に全ての行事が終わり、卒業生がそれぞれの道へと歩み始めた頃。

　梢子は保美と百子に呼び出されて、学校の裏庭へとやって来ていた。

　「別に構わないわよ。どっちみち保美と百子には挨拶に行くつもりだったから。まあ、あまりゆっく

りはしていられないけど・・・。」

　卒業式が終わって自宅に戻ってから、本格的に桂と柚明が住むマンションへの引っ越しの準備

を進めなければならないのだ。

　桂が迎えに来る時間まで少し余裕はあるものの、それでものんびりしていられる状況でも無い。

　

　「それで保美、私に話って何？」

　「はい・・・えっと、そのですね・・・」

　隣で百子が見守る中、保美は１度深く深呼吸してから・・・精一杯の勇気を込めて、梢子に告白

した。



　自分の正直な嘘偽りの無い、精一杯の梢子への想いを。

　「梢子先輩・・・私・・・ずっと前から梢子先輩の事が・・・好きでした・・・」

　「・・・保美・・・」

　「入学式のあの時・・・貧血で倒れた私を助けて下さった、あの時から・・・」

　ありったけの勇気を込めて、保美は梢子に自らの想いを告げた。

　そう・・・梢子に振られる事になると分かっていても。無駄な努力だという事を分かっていても。

　何故なら、今の梢子の隣には・・・

　「だけど今の梢子先輩の隣には、桂先輩がいますから・・・今更告白したって、私の想いが梢子

先輩に届かない事は分かっています。」

　「・・・保美・・・ごめん・・・私は・・・」

　「いいんです。謝らないで下さい。いいえ、お願いですから謝らないで下さい。」

　

　精一杯の笑顔を見せながら、保美は梢子をじっ・・・と見据える。

　

　「梢子先輩と一緒に過ごした２年間は私にとって、何物にも代えられない大切な思い出ですから。

梢子先輩に謝られたら、その全てを否定される事になってしまいますから。」

　例え想いが届かなかったとしても、それでも保美にとって梢子と一緒に過ごした２年間は、決して

無駄な物では無いのだ。

　梢子のお陰で保美は心身共に強くなれた。それにマネージャーとしてではなく、選手として剣道

をする事も出来るようになり、今では立派なレギュラークラスの実力者だ。

　そして梢子と共に過ごした２年間もの学園生活・・・それはとても充実した物であり、学校の授業

などでは決して得られない、沢山のかけがえの無い物を得る事が出来たのだ。

　だからこそ保美は、梢子に謝って欲しくないのだ。

　梢子に謝られたら、これらの大切な思い出・・・そして梢子との学園生活で得られた物を全て否定

される事になってしまうと・・・そう保美は思ったから。

　「だから梢子先輩・・・私は梢子先輩を吹っ切りたいから・・・けじめを付けさせて下さい。」

　「けじめ・・・？」

　「梢子先輩・・・私にはっきりと告げて下さい。・・・桂先輩の事が好きだって。」

　梢子から直接それを伝えられる事で、保美ははっきりと心の整理を付けたいのだろう。

　それによって、どれだけ胸が締め付けられる事になると分かっていても。

　梢子もそれを分かっていたからこそ、保美を傷つける事になると分かっていても、それでも保美

にはっきりと告げる事にした。

　全く嘘偽りの無い、自分の正直な気持ちを。

　「・・・保美。私は桂が好き。桂は私の大切な人。私はずっといつまでも、桂と同じ日々、同じ時を

過ごしていきたいって思ってる。」

　「・・・梢子先輩・・・」

　「保美も知ってると思うけど、私は今日から桂とノゾミと姉さ・・・柚明さんと同じマンションで暮らす

事になってるの。」

　「知っています・・・維己お姉ちゃんから聞かされましたから。」



　

　胸が痛い。覚悟を決めたはずなのに、それでも締め付けられるような痛さが保美に襲い掛かる。

　堪え切れなくて、涙がポロポロと溢れ出てくる。

　保美はこれでようやく、梢子に振られたのだという事を思い知ったのだ。

　想いを寄せる梢子の口からはっきりと「桂が好き」と言われたのだから。

　

　だがそれでも保美は梢子に、精一杯の笑顔を見せる。

　梢子の前では絶対に泣かない・・・そう心に決めていたから。

　「保美・・・」

　「駄目です、梢子先輩。私にこれ以上優しくしないで下さい。」

　保美を慰めようとした梢子を、慌てて保美は制した。

　精一杯の笑顔を見せ、１歩、２歩・・・と後ろに下がる。

　

　「私は馬鹿ですから・・・これ以上梢子先輩に優しくされたら、私は嫌な女になってしまいます。

きっと桂先輩や柚明さんの事を、凄く傷つける事になると思います。」

　

　泣かないと心に決めていたが、もう堪え切れない。

　だから保美は後ろを向く。梢子に自分の泣き顔を見られたくないから。

　「梢子先輩・・・卒業おめでとうございます・・・どうか桂先輩や柚明さんと、お幸せに・・・」

　「・・・ありがとう。保美。」

　「今まで２年間、本当にありがとう・・・ございました・・・っ！！」

　それだけ言い残し、涙を流しながら、保美は梢子の元から走り去っていった。

　

　「保美・・・っ！！」

　「オサ先輩！！」

　

　普段の百子からは想像も付かないような真剣な表情で、百子が梢子の前に立ちはだかる。

　それは保美の事を、とても大切に想っているからこそ。　

　「ざわっちの事を振ったんですから、はと先輩の事を必ず幸せにしてあげて下さい！！浮気なん

かしたら絶対に許しませんから！！」

　「・・・分かってる。そんなの百子に言われるまでも無いわよ。」

　「それと、ざわっちの事を忘れないであげて下さい！！ざわっちは・・・」

　「忘れるわけ無いでしょう？ううん、保美だけじゃない。私にとって百子も他の部員たちも、私に

とってかけがえの無い人たちなんだから。」

　とても穏やかな笑顔で、梢子は百子の頭にポン、と手を置いて、撫で撫でする。

　そんな梢子の笑顔を見て、百子も堪え切れなくて涙が溢れ出てきた。

　何だかんだ言って、百子も梢子がいなくなるのは寂しいのだ。

　「百子。私の事はもういいから、保美の事を慰めてあげなさい。」

　「オサ先輩・・・！！」

　「私はそろそろ行かないといけないから。」



　腕時計をチラリと見る梢子。そろそろ家に戻らないとまずい時間だ。

　名残惜しいが、これ以上ここでのんびりしてはいられない。

　早く家に帰って、引っ越しの準備をしないといけないから。

　

　「・・・オサ先輩！！２年間ありがとうございました！！」

　「うん・・・百子も剣道部の部長になって大変だろうけど、保美と一緒に頑張ってね。」

　「はい！！それでは失礼します・・・っ！！」

　

　最後は号泣しながら、百子は保美を追いかけていく。

　とても穏やかな瞳で、梢子は百子の背中を見えなくなるまで見つめる。

　「百子、保美・・・２人で力を合わせて頑張ってね。さよならは言わないわよ？」

　梢子はとても穏やかな笑顔で、見えなくなった保美と百子にそう言い残し、去っていった。

２．永遠の絆　　

　卒業式が滞りなく無事に終わり・・・桂と美咲は３年間を共に過ごした、剣道部の練習場へと足を

運んでいた。

　今日は部活動は一切禁止という事になっており、練習している部員は誰も居ない。ここにいるの

は桂と美咲の２人だけだ。

　静まり返った練習場の片隅で、桂と美咲は壁にもたれかかって座り込む。

　「・・・こうして美咲ちゃんと一緒にここに足を運ぶのは、これで最後になっちゃうね。」

　「そうね・・・本当にあっという間の３年間だったわ。」

　「うん・・・本当にあっという間だった・・・。」

　桂は静かに目を閉じて、これまでの美咲との思い出を振り返る。

　経観塚での事件において、皆に守られてばかりで何も出来なかった自分の無力さが悔しくて、

美咲に剣道部に入りたいと懇願した事。

　そして美咲に徹底的にしごかれて、レギュラーを任される程までに強くなった事。

　自分がレギュラーになったせいで、レギュラーから落とされた御門との確執があった事。

　県大会の決勝で皆の力を合わせて青城女学院を破り、全国大会に出場した事。

　全国大会での滞在先のホテルで、美咲と同じベッドで寝た事。

　そして大会での活躍が認められ、いくつかの大学からスカウトされ・・・青城女子大学に剣道の特

待生として、推薦入学する事になった事・・・。　

　本当に、あっという間の３年間だった。

　ひたすらに練習に打ち込んで、がむしゃらに強くなって、レギュラーになって、大会にも参加して、

全国大会にも出る事が出来て・・・

　今思えば桂の学園生活の大半は、本当に剣道一筋だったような気がする。

　受験勉強で忙しかった他の３年生と違い、桂は剣道の特待生として青城女子大学への推薦入

学が決まっており、昨日まで引退する事無く、美咲と一緒に部活動に励んでいたのだから。　　



　

　だが、桂が青城女子大学に進学するという事は、美咲とは４月から敵同士という事になる。

　そう・・・美咲は烏月に誘われて剣道の特待生として、北斗院女子大学に推薦入学する事になっ

ているのだ。

　これまで一緒に切磋琢磨してきた２人が、これからは敵同士になる・・・桂は正直言って複雑な心

境だった。

　「美咲ちゃん・・・来月からは敵同士だね。」

　「そうね・・・小山内さんや羽藤さんと別の大学に進む事になったのは、正直残念に思うけど・・・」

　

　だが、それでも。

　「だけど美咲ちゃん。私たちが３年間もの間に積み重ねてきた沢山の思い出は、永遠に変わる事

の無い大切な宝物だよ？」

　「ええ。私と羽藤さんがこれまで培ってきた絆は、永遠の物・・・私達の仲はこれからも、決して変

わる事は無いわ。」

　「うん。そうだよね。」

　そう・・・それでも桂と美咲がいつまでも親友同士だという事は、何も変わる事は無いのだ。

　例え別々の大学に進む事になり、敵同士になってしまったとしてもだ。

　だから桂と美咲は今もこうして、互いに笑顔でいる事が出来るのだ。

　

　「美咲ちゃん。私が青城女子大学に入ったのはね・・・梢子ちゃんと一緒に剣道をやる為だけ

じゃないんだよ？」

　親友だからこそ、桂は美咲には話しておこうと思った。

　自分のこれからの夢・・・目指すべき目標を。

　「私ね・・・教師になりたいの。」

　何の迷いも無い力強い瞳で、桂は美咲をじっ・・・と見据える。

　「私・・・この学校ではあまりいじめられた事なんて無かったけど、中学までは結構いじめに遭って

たんだよ？私はこんな性格だから格好のいじめの標的になっちゃって・・・私の家族の事でも散々

からかわれたの。どうしてお前には母親しかいないんだーって。」

　「羽藤さん・・・」

　「私はこの学校で剣道部に入って立花先生に出会って・・・立花先生が学生時代に私より酷いい

じめに遭ってて、それで強くなりたいと思って剣道を始めて、自分のようにいじめに悩む子供たち

を助けたくて教師になったって聞かされて・・・私、その時に立花先生の事を本当に凄いって思っ

たの。心の底から尊敬したの。」

　「そうね・・・私は立花先生がいじめに遭ってたなんて、本当に今でも信じられないもの。」

　

　先生の実力は達人クラスだ。美咲や梢子でさえも、たまに１本取られてしまう事がある。

　そんな先生が学生時代に酷いいじめに遭っていた・・・信じられないのも無理も無いだろう。

　そして先生はいじめの苦しみや辛さを見事に乗り越え、強くなったのだ。　

　同じ境遇の桂が先生を尊敬するのも、無理も無い話だろう。



　「それで私、立花先生に憧れてね・・・私もいつか立花先生のように、いじめに悩む子供たちを

救ってあげられるような、そんな教師になりたいって思ったの。」

　「そうだったの・・・。」

　「私のようにひ弱な女の子でも、頑張れば強くなれるんだという事・・・私自身がその手本だという

事・・・そして人を傷つける事がどれだけ痛くて辛い行為なのか・・・授業や剣道を通じて子供たち

に教えて、いじめに悩む子供たちを沢山救ってあげたいの。」

　だから大学を卒業して教育職員の免許も取って、剣道でも活躍して顧問になれるように頑張らな

いといけない・・・それが桂が青城女子大学に通う事を決めた理由でもあるのだ。

　青城女子大学は北斗院女子大学に並ぶ、剣道界の名門・・・そこでレギュラーになるだけでも、

実績としては全く申し分無いのだから。

　とは言え葵先生のように、剣道がど素人なのに剣道部の顧問になってしまった例も、あるにはあ

るのだが・・・。

　「小山内さんや柚明さんには話したの？」

　「うん。２人共頑張れって応援してくれたよ。」

　「私も応援させてもらうわね。きっと羽藤さんなら最高の教師になれると思うから。」

　「うん・・・ありがとう、美咲ちゃん。」

　桂は誰にでも思いやりがあって包容力があって、人を傷つける事の『痛み』を知っている。

　そして、いじめという物がどれだけ辛くて、悲しい行為だという事も。

　だから桂が教師になれば、きっと沢山の子供たちを救ってあげられるだろう。

　いじめられっ子の苦しみは、いじめられっ子だった桂が一番理解出来るのだから。

　桂ならきっと、沢山の子供たちの心の支えになってあげられるはずだ。

　

　「そう言えば、美咲ちゃんの将来の夢は？」

　「烏月さんのお嫁さんよ。」

　「・・・そ・・・そうなんだ・・・（汗）」

　あまりにも美咲が何の迷いもせずにはっきりと告げる物だから、桂は正直あっけに取られてしまっ

ていた・・・。

　「今から烏月さんのご家族に挨拶に行く予定なの。烏月さんは私の大切な人だって。大学を卒

業したら烏月さんを私の家に招待したいって。烏月さんを私に下さいって。」　

　「烏月さんも幸せ者だよね。こんなに可愛くて料理も得意な女の子が、お嫁さんになってくれるん

だから。」

　「うふふ、ありがとう、羽藤さん。」

　

　烏月は、美咲の大切な人。

　これからも烏月と同じ時を、烏月と共に過ごしていたい・・・烏月の事を支え、癒してあげられるよ

うな存在になりたいと・・・美咲はそう思っているのだ。

　

　

　練習場での思い出話を済ませた桂と美咲は、帰宅する為に学校の正門へと向かう。

　そこにいたのは、私服姿の烏月だった。

　とても穏やかな笑顔で、２人の事を見つめている。



　「桂さん、久しぶり。元気そうで何よりだ。」

　「うん。烏月さんも。」

　

　烏月は２人の前に歩み寄り・・・美咲に右手を差し出した。

　「・・・迎えに来たよ、美咲。準備はいいかい？」

　「はい。心構えは出来ています。いつでも大丈夫です。」

　

　とても穏やかな笑顔で、美咲は差し出された烏月の手を取る。

　手を繋いだまま、互いに見つめ合う烏月と美咲。

　

　「それじゃあ私は、そろそろ梢子ちゃんを迎えに行く準備をしないといけないから、この辺で・・・」

　「ええ。私は今から烏月さんの家に行くから。」

　ここから２人は、別々の道へと進み始める。

　２人は来月から違う大学で、敵同士。だがそれでも２人の絆は永遠の物だ。

　それに家が近いし、練習試合や大会で顔を合わせる機会もあるだろうから、これから嫌でも頻繁

に会う事になるだろう。

　

　「・・・美咲ちゃん。もし練習試合や大会で、私と対戦する機会があったら・・・」

　「その時は正々堂々と、全力で戦いましょう。」

　「私は負けるつもりは無いからね。必ず美咲ちゃんを倒してみせるから。」

　「私も楽しみにしているわね。羽藤さんと真剣勝負が出来る、その時を。」

　「だから美咲ちゃん・・・」

　「ええ、互いの健闘を祈って・・・」

　バシッ！！

　ハイタッチをする桂と美咲。

　そして２人共穏やかな笑顔を見せて・・・別々の道へと歩み始めた。

　桂は梢子の家に・・・美咲は烏月の家に・・･互いの幸せを掴み取る為に。

　

３．それぞれの道

　自宅に帰った梢子は昼食を食べた後、すぐに桂のマンションへの引っ越しの準備を始めた。

　この後サクヤが桂を連れて、車で迎えに来てくれる事になっている。

　事前にホームセンタで買ってきたダンボールに、梢子は自分の荷物を詰め込んでいく。

　そして梢子の隣で、ナミもまた・・・。

　「ナミ。Xbox360とソフト一式は、ナミが全部持っていきなさい。」

　「梢子ちゃん、よろしいのですか？」

　「本体は桂のマンションにもあるし、ソフトも全て桂が持ってる物ばかりだから、今の私にはもう必

要無いの。お爺ちゃんも夏姉さんも、ゲームは全くやらないって言うし。」

　「分かりました。それではありがたく頂きます。」

　「一緒に遊んであげれば、綾代もきっと喜ぶと思うわよ？」

　「はい。綾代さんと一緒に遊びます。」



　そう・・・梢子が桂や柚明と同居する事になったのと同じように、ナミもまた綾代に引き取られる事

になったのだ。

　そしてナミは青城女学院の編入試験に見事に合格し、来月から青城女学院の生徒として、保美

や百子と一緒に新たな学校生活を送る事になる。

　クロウクルウに捧げられる贄として、人生の大半を卯良島という閉ざされた世界で過ごしたナミに

とって、初めての体験となる学校生活。

　ナミはきっと学校生活を通じて、沢山の楽しい思い出を作る事が出来るはずだ。

　無事に荷物の整理が終わり、夏夜と談笑しながら一休みをしていた頃。

　呼び鈴が鳴った後に、仁之介が居間に入ってきた。

　「おいナミ。お迎えが来たぞ。」

　仁之介に呼ばれたナミが、とても嬉しそうに玄関へと駆け出していく。

　玄関にはとても穏やかな表情をしている綾代と、彼女の父親がいた。

　「ナミちゃん、迎えに来ましたよ。さあ、お荷物を車に乗せましょうね。」

　「はい、綾代さん。」

　「ナミ、荷物なら私が運ぶわ。」

　ダンボールは結構重量があり、非力なナミが持つには少々心許ない。

　梢子はそれを軽々と持ち上げ、車の荷物入れの中に押し込んだ。

　「それでは皆さん、ナミちゃんは私達が責任を持って預からせて頂きます。」

　「おう、ナミの事をよろしく頼むわ。お嬢ちゃんと一緒なら、ナミも幸せに暮らしていけるだろうよ。」

　「はい。この私がナミちゃんの事を必ず幸せにしてみせます。」

　「ナミ。たまには俺たちに顔を見せに来いよ。歓迎するからよ。」

　綾代はナミを抱き寄せ、車の中へと案内する。

　とても無邪気な表情で、ナミは綾代をじっ・・・と見据える。

　「それでは行きましょうか。ナミちゃん。」

　「はい、綾代さん。」

　「・・・ナミちゃん、違うでしょう？私は今日からナミちゃんのお姉さんになったのよ？」

　

　ナミは綾代の言葉の意味を、即座に理解した。

　顔を赤くしながら恥ずかしそうに、それでも嬉しそうな笑顔で、ナミは綾代に告げる。

　梢子が柚明の事を『姉さん』と呼ぶ事になったのと同じように、ナミもまた・・・

　「・・・お・・・お姉ちゃん・・・」

　

　今この瞬間からナミは正真正銘、綾代の妹になった。

　とても嬉しそうな表情で、ナミは綾代をぎゅっと抱き締める。

　「はい、良く出来ました。うふふ。」

　「何だか・・・ちょっと恥ずかしいです・・・」



　ナミを車の後部座席に乗せて、綾代は穏やかな笑顔で梢子に向き直った。

　

　「綾代。ナミのお姉さんになったんだから、ちゃんとナミの面倒を見てあげなさいよ？」

　「はい、責任を持ってナミちゃんの面倒を見させて頂きます。」

　「うん。ナミの事は任せたわよ、綾代。」

　「梢子さんも、どうか桂さん達とお幸せに。」　

　

　綾代はそれだけ言い残し、ナミと共に自宅へと向かう。

　そして綾代たちと入れ替わるように、サクヤが運転する赤い車が玄関の前に停車した。

　車から穏やかな笑顔で降りてきた、桂とサクヤ。

　「梢子ちゃん、迎えに来たよ。準備は出来てる？」

　「うん。荷物ならここに全部まとめてあるわよ。」

　

　着替えや日用品などが入ったダンボール箱を、梢子は胸にかかえながらサクヤの車まで持って

いく。

　「アタシが手伝ってやるよ。梢子。」

　「サクヤさん、どうもすいません。」

　「これ位、気にする事は無いよ・・・って、意外と軽いんだねぇ。」

　「箱の中には必要最低限の物しか入れてませんから。」

　梢子はサクヤと一緒に、ダンボールを車の荷物入れの中に押し込んだ。

　その様子を仁之介と夏夜は、少し寂しそうな笑顔で見つめている。

　娘を嫁に出すというのは、きっとこんな気持ちなのだろう・・・２人はそれを実感していた。

　「梢子。ナミにも言ったが、たまには俺達に顔を見せに来いよ。」

　「うん。週に１度は遊びに来るつもりだから。」

　「お前は柚明に養ってもらう立場なんだからよ。あまり迷惑をかけるんじゃねえぞ？」

　「分かってる・・・お爺ちゃんも夏姉さんも元気でね。」

　「おう。お前も身体に気をつけて頑張れよ・・・またな、梢子。」

　仁之介と夏夜に見送られて、桂と梢子を乗せた車は桂のマンションへと走り去って行った。

　その場に２人きりで取り残された、仁之介と夏夜。

　「梢ちゃんとナミちゃんが２人共いなくなるなんて・・・寂しくなりますね。お爺さま。」

　「あいつらが自分の意志で決めた事だ。俺らに止める権限なんかねえよ。」

　「そうですね。それに柚明ちゃんと綾代ちゃんになら、安心して送り出せますし。」

　「まあ、居候先はそんなに遠くはねえし、別に永遠の別れって訳じゃねえしな。」

　梢子もナミも週に１度は顔を見せに来ると言っているし、互いの住所も近いのだ。仁之介の言うよ

うに、これから会う機会は幾らでもあるだろう。

　それに柚明と綾代なら、きっと梢子とナミの事を幸せにしてくれるはずだ。

　だから２人共、梢子とナミがいなくなった事について、そんなに悲しい事だとは思わなかった。

　それに大切な人と一緒の時を過ごしたいという２人の気持ちは、仁之介も夏夜も心から理解して

いるのだ。



　「あの～、すいませ～ん。ちょっと腰が痛くなっちゃったんで、診て貰いたいんですけど・・・」

　その時、店まで治療を受けに来た青年が腰をすすりながら、仁之介と夏夜に話しかけてきた。

　２人は笑顔で頷き合い、仕事へと戻っていく。

　「いらっしゃいませ。ご予約の方ですか？」

　「いえ、急に腰が痛くなっちゃって・・・予約してないんですけど大丈夫ですか？」

　「はい、この時間なら大丈夫ですよ。すぐに治療を行いますので、こちらへどうぞ。」

　とても穏やかな笑顔で、夏夜は青年を店まで案内していった。

４．大切な人

　一方その頃・・・美咲の事を紹介した烏月を、烏月の祖父が厳しい表情で睨みつけていた。

　烏月の隣で礼儀正しく正座をする美咲。彼女は烏月の両親と東条には快く迎えられたが、烏月

の祖父にだけは全く歓迎されていないようだ。

　無理も無いだろう。烏月が祖父に告げた事は、今後の千羽家の存亡を揺るがしかねない重大な

代物だからだ。

　「烏月よ・・・お前は自分が何を言っているのか・・・本当に分かっているのか・・・！？」

　「はい。美咲は私の大切な人で、大学卒業後に美咲と一緒に暮らしたいと言いましたが・・・それ

が何か？」

　「明良亡き今、お前はこの千羽家の唯一の跡取りなのだぞ！？それなのに大学卒業後にこの家

を離れ、その娘の下で暮らしたいだと！？そのような愚劣な行為を、この私が承諾すると思ってい

るのか！？」

　「別に私はこの家を離れてからも、鬼切り役を辞めるつもりはありませんが？葛様も松本グループ

の会長も、私と美咲の事を祝福して下さいましたし。」

　「そういう問題では無かろうが！！千羽家の跡継ぎはどうするのかと聞いておるのだ！！」

　先祖代々に渡って受け継がれてきた千羽の血筋・・・長男の明良が死んでしまった今となっては、

それを受け継ぎ、後世へと残していける者は烏月しかいない。

　それ故に烏月は千羽家の跡取りとして、相応の者と結婚して子供を残していかなければならな

い・・・烏月の意志など関係無く、それが千羽家の長女として果たさなければならない責務だと、烏

月の祖父はそう思っているのだ。

　別に烏月の祖父は、孫娘の自由恋愛を咎めるつもりは微塵も無い。烏月と本気で愛し合い、千

羽家の一員として鬼切り部の世界に関わる覚悟がある男性ならば、その者と幸せになればいい

と・・・烏月の祖父はそう思っていた。

　だが、烏月と美咲は女同士・・・当然の事ながら、女同士で子供など産めるはずがない。

　つまりこの２人が一緒になるという事は、千羽の血筋が烏月の代で絶える事を意味するのだ。そ

れが烏月の祖父には到底許す事が出来ないのだ。

　まさか烏月が同性愛に走るなど・・・烏月の祖父は全く想定していなかったのだ。

　

　「師父殿、烏月君が自らの意志で決めた事なのですから、烏月君の好きにさせてあげるべきなの



では・・・」

　「では東条よ。お前はこのまま千羽の血筋を根絶やしにしても良いと言うのか！？」

　「それは分かりますが・・・しかし・・・」

　「しかもよりによって、相手が松本の血筋の者だとは・・・烏月よ！！私は松本グループにはこれ

以上関わるなと忠告したはずだぞ！？」

　烏月の祖父は、烏月が過去に美咲の両親を殺した事を言っているのだ。

　その烏月が、殺した相手の娘と恋仲になる・・・こんな因縁めいた話があるだろうか。

　だがそれでも尚、今の烏月と美咲の心はしっかりと繋がっているのだ。

　例えどんな事があろうとも、絶対に断ち切れる事が無い程までに。

　「おじい様。こればかりは私も一切譲るつもりはありませんよ。」

　「烏月・・・！！」

　「私は美咲が好きです。心から美咲の事を愛しています。おじい様が何と言おうとも、私は美咲と

共に同じ道を歩んでいきたいと思っています。」

　「・・・・・。」　

　

　今思えば、烏月が祖父に対してこんなにも反抗的な態度を取ったのは、もしかしたらこれが初め

ての事かもしれない。

　烏月の祖父が、千羽党の党首だから・・・という事もある。鬼切り部の人間にとって党首の命令は

絶対なのだから。

　だがそれでも、烏月にも譲れない想いがあるのだ。

　それは美咲が、烏月の大切な人だから。ずっといつまでも傍にいたいと思っている人だから。

　その決意と覚悟を秘めた瞳で、烏月は祖父をじっ・・・と見据える。

　祖父の鋭い眼光にも、烏月は全く怯まない。

　

　「・・・確か、美咲と言ったな？いや、朱雀と呼べばいいのかな？」

　不意に、烏月の祖父は美咲に向き直った。

　美咲もまた、何の迷いも無い力強い瞳で、烏月の祖父をじっ・・・と見据えている。

　「今の私は松本美咲です。美咲で結構ですよ。」

　「・・・美咲よ。烏月はお前の両親を殺した張本人だ。お前はそれを知っているのか？」

　「・・・知っています。」

　「お前はそれを知っても尚、烏月と共に添い遂げたいと思っているのか？」

　「はい。私は烏月さんの事が好きです。心から愛しています。」

　何の迷いも無く、美咲は烏月の祖父にはっきりと告げた。

　烏月と同様、絶対に譲る事の出来ない・・・とても大切な想いを。

　

　「それに私の両親は、烏月さんに『殺された』のではない・・・烏月さんの手で『救われた』のだと、

私はそう思っていますから。」

　「・・・烏月から事情を聞かされたようだな。烏月の言い分が見苦しい言い訳だと、お前は思わな

かったのか？」

　「私は烏月さんの覚悟と想いを、この身でしっかりと受け止めましたから。」



　美咲の何の迷いも無い表情を見て、烏月の祖父は思い知った。

　決して美咲が烏月に同情している訳では無く、また両親を殺した罪を盾にして、美咲が烏月に

対して交際を強要している訳でも無いのだと。

　烏月と美咲は互いの想いを正面からぶつけ合い・・・本当に互いの事を、心の底から愛し合うよう

になったのだと。

　「ですから、義祖父（おじい）様・・・烏月さんを私に下さい。」

　「・・・・・。」

　「お願いします。」

　烏月の祖父に土下座をする美咲。

　かつては神だった者が、こうして人間ごときを相手に土下座する・・・それがどれだけ屈辱的な事

なのか。

　だが美咲は烏月の祖父への土下座が、少しも屈辱だとは思っていなかった。

　美咲は心の底から、烏月の祖父にお願いしているのだから。

　烏月との交際を承諾してほしいと。

　そんな美咲の誠意と想いを受け止めた烏月の祖父は、深く溜め息をつき・・・

　「・・・よかろう。烏月はお前にくれてやる。２人で仲良くするがいい。」

　観念したかのように、烏月の祖父は美咲にそう告げた。

　それを聞いた烏月と美咲の表情が、とても明るくなる。

　「ありがとうございます、 義祖父様。」

　「ただし、もしお前が烏月の事を不幸にするようであれば・・・その時は無理矢理にでもお前と烏

月を引き離すぞ。いいな？」

　「はい。必ず烏月さんを幸せにしてみせます。」

　　

　自分達の交際を烏月の祖父に認めて貰えて、烏月と美咲は心の底から喜んでいた。

　いや・・・正確には烏月と美咲の熱意に負けて、烏月の祖父が折れたと言うべきか。

　何だかんだで烏月の祖父も、孫娘の幸せを願っているのだ。

　「ところでお前達は、交際を始めてからどれ位になるのだ？」

　「そうですね・・・私が烏月さんに告白してから、もう３ヶ月になります。」

　「そうか・・・では烏月と一体どこまで進んでいるのだ？」

　「はい、既に烏月さんとエッ・・・」

　「うわああああああああああああああああ（汗）！！」

　

　言いかけた美咲の口を、烏月が右手で慌てて塞ぐ。

　家族と東条が見ている前で、いきなり堂々と何を言い出すのか・・・烏月は顔を赤らめて、物凄く

焦っていた。

　だが、もう既に手遅れだったようだ。

　烏月の両親は苦笑いをし、東条は顔を赤らめている。

　「・・・烏月よ。」

　「はい・・・。」



　「・・・したんだな？」

　「・・・はい・・・美咲と・・・その・・・しちゃってます・・・（照）。」

　「・・・・・。」

　烏月の祖父は呆れたように、深く溜め息を付いた。

　よもや、たった３ヶ月でそこまで深い仲になるとは。しかも２人共まだ未成年だというのに。

　あの奥手な烏月がここまで大胆になった事に、烏月の祖父は少し驚いていた。

　いや、烏月と美咲が、それだけ深い絆で結ばれているという証拠なのか。

　

　「・・・烏月よ。そこまでしたのであれば、浮気だけは絶対に許さんぞ。お前が責任を持って、必ず

美咲の事を幸せにしろ。いいな？」

　

　祖父にそう言われて烏月は一瞬戸惑ったが、すぐに穏やかな笑顔になり・・・

　「・・・誓います。この世界でただ１人、美咲だけを生涯愛し続ける事を・・・。」

　まるで教会での結婚式で神父に誓うかのように祖父に告げて、烏月は美咲を背後から優しく抱き

締めたのだった・・・。

５．ずっと、一緒に・・・

　「柚明お姉ちゃん、ただいま～。梢子ちゃんを連れてきたよ～。」

　「桂ちゃん、ノゾミちゃん、お帰りなさい。それと・・・」

　帰宅した桂を柚明は笑顔で出迎え・・・

　「・・・梢子ちゃん、いらっしゃい。よく来てくれたわね。」

　「はい、今日からお世話になりますね。姉さん。」

　とても穏やかな笑顔で、柚明は梢子を見つめていた。

　２年前に桂や柚明と約束した事・・・青城女学院を卒業したら、一緒に暮らすという約束・・・それ

がようやく果たされる時が来たのだ。

　

　明日になったら役場に足を運んで転居届を出して、戸籍の手続きも済ませる事になっている。

　つまり明日から梢子は正真正銘、戸籍の上でも柚明の妹になるのだ。

　もっとも名字はこれまで通り、小山内のままなのだが。

　「もうすぐ晩御飯が出来るから、ちょっと待っててね。折角だからサクヤさんもどうですか？」

　「そうだねぇ、久しぶりに柚明の手料理をご馳走になるとするか。」

　「今日の晩御飯はビーフシチューですよ。楽しみにしていて下さいね。」

　

　柚明の手作りの夕食を食べながら、談笑する５人。

　桂や柚明、ノゾミと過ごす、とても穏やかな日々・・・梢子はそれを心から満喫していた。

　これまでは桂のマンションまで梢子が遊びに来る程度だったが、今日から正真正銘この３人の家

族になって、一緒に暮らす事になるのだ。



　　　

　食事が終わってお茶を飲んでいる時・・・サクヤは突然梢子にこう切り出した。

　「・・・梢子。桂たちの事、よろしく頼むよ。」

　「どうしたんですか？サクヤさん・・・急に改まって・・・」

　「今の桂たちにとって、アンタは無くてはならない存在なんだよ。今のアンタは桂たちの生きる目

的・・・いいや、桂たちの身体の一部と言ってもいい程なんだ。」

　

　それは柚明が去年の夏に、経観塚まで旅行に出かけた際に梢子に告げた事。

　桂を失うのが怖くて、孤独の恐怖に耐えられなくなって、１人で眠るのが怖くなってしまったと・・・

さかき旅館で寝る時に柚明が梢子にそう告白して、梢子にしがみついて添い寝して・・・少し震え

ながら、柚明は梢子に懇願したのだ。

　私達の前からいなくならないで欲しい・・・と。

　だがそれはサクヤに言われるまでもなく、梢子とて同じ事だ。

　今の梢子にとって桂も柚明もノゾミも、無くてはならない存在なのだから。

　「・・・分かっています。私はずっと桂たちの傍にいますから。」

　「そうかい・・・それを聞いて安心したよ。どうか桂たちの事を幸せにしてやっておくれ。アンタは凄

くしっかりしてて頼りになるから、アタシも本当に安心して任せられるからさ。」

　「まあ、今の私は姉さんに養って貰う立場ですから、あまり偉そうな事は言えないんですけど・・・

それでも私は、精一杯桂たちの心の支えになりますから。」

　青城女子大学から授業料完全免除という破格の待遇を受けているとはいえ、それでも大学を卒

業するまでは、梢子は柚明に生活の面倒を見て貰う立場なのだ。

　なので梢子はその恩に報いる為に、少しでも桂たちに尽くそうと考えていた。

　心の支えになってほしいというのであれば、幾らでも支えてあげよう。

　傍にいてほしいというのであれば、時間が許す限りは出来るだけ傍にいてやろう・・・と。

　「・・・なら梢子ちゃん。今からその誓いを立てて貰おうかしら？」

　

　梢子の誓いの言葉を聞いた柚明は突然立ち上がって、箱の中から１枚の書類を取り出して、梢

子に手渡した。

　その書類を見て、梢子は唖然としてしまう。

　「・・・あ・・・あの・・・姉さん・・・」

　「今日、役場に行って貰ってきたんだけど・・・」

　「これ・・・婚姻届なんですけど・・・（汗）」

　書類には思い切り『婚姻届』と書いてあった・・・。

　しかも桂と柚明の名前が既に記入されており、捺印まで施されている。

　

　「ここのスペースに梢子ちゃんの名前と、あと捺印もして貰えるかしら？」

　「あの・・・姉さん・・・これに私が署名しても、役場は絶対に受理してくれないと思うんですけ

ど・・・」

　アメリカでは一部の州で同性結婚が認められており、既に数万組もの同性カップルが誕生して



いるそうなのだが、現在の日本の法律では未だに同性結婚は認められていないのだ。

　まして、誰が夫なのかは置いといて、一夫多妻など言語道断だ。

　だが柚明の考えは、全く別の所にあった。

　まさに固定観念に縛られない、柚明の柔軟な発想。

　「別にこれを役場に出す訳じゃないのよ？まあ、役場が受理してくれるのであれば、出すつもり

だったんだけど・・・」

　「出すつもりだったんですか。姉さん・・・（汗）。」

　「これは私と桂ちゃんと梢子ちゃんとの、誓いの証・・・私達がこれからも互いの事を支え合って、

ずっといつまでも一緒にいるという誓いを、証明する物だと思って欲しいの。」

　「誓いの証・・・証明・・・」

　「梢子ちゃんに署名と捺印をして貰ったら、この書類は大切に保管しておくつもりだから。」

　

　柚明の言いたい事が、梢子は何となく分かったような気がした。

　書類に署名と捺印をするという事は、その書類に書かれている事に同意した事を意味する。

　そう・・・役場に出さない婚姻届に署名と捺印をするというのは、そういう事なのだ。

　ずっといつまでも一緒にいるという、桂と柚明と梢子の心からの誓い・・・柚明はそれを形になる

物として、大切に残しておくつもりなのだ。

　だからと言って婚姻届というのは、ちょっと極端な気がするんだけどねぇ・・・サクヤはそう言おうと

思ったのだが、桂と柚明が何だかとても幸せそうな笑顔をしているので、言わない事にした。

　「・・・分かりました。ここに署名と捺印をすればいいんですね？・・・これでいいですか？」

　梢子が署名と捺印を済ませた書類を、柚明は受け取り・・・それをノゾミが強奪して『藤原望』と無

理矢理殴り書きして、柚明に手渡した。

　「何だかよく分からないけど、私だけ除け者にされるなんて気に入らないわ。」

　「・・・そう・・・名前を書いてしまったのね・・・これでもうノゾミちゃんは、私たちから一生逃げられな

くなったわよ？うふふふふ・・・。」

　「ちょ・・・何よそれ！？柚明、貴方一体どういう・・・」

　「梢子ちゃんも同じよ？これでもう私たちは一心同体なんだから。」

　

　婚姻届を箱の中に大切にしまい、柚明は背後から椅子に座っている梢子を抱き締め、耳元で囁

いた。

　「・・・浮気なんかしたら、絶対に許さないからね？うふふ。」

　「・・・ははは・・・それ、卒業式の後に百子にも言われましたよ。保美の事を振ったんだから、絶対

に桂と姉さんを幸せにしろって。浮気なんかしたら絶対に許さないって。」

　

　それでも梢子はどこまでも真面目で真っ直ぐで誠実で、強い心を持っている少女だ。柚明や百

子に言われるまでもなく、何があろうとも浮気など絶対にしないだろう。

　まして役場に提出しない物だとはいえ、婚姻届に署名と捺印までしたのだから、尚更だ。

　

　「・・・梢子ちゃん。」

　「何？どうしたの？桂。」

　



　桂は梢子の両手を優しく両手で包み込み・・・とても可愛らしい笑顔で、梢子に告げた。

　「・・・これからも、ず～っと一緒だよ？」

　「こちらこそよろしくね、桂。今日からずっと一緒にいてあげるからね。」

　「・・・うん！！」　

　自分を背後から抱き締めている柚明の身体の感触、そして自分の両手を包み込む桂の両手の

感触、それをじっ・・・と見つめるノゾミ。

　それを梢子は存分にその身で感じ取り・・・改めて思い知った。

　桂たちとの穏やかで幸せな日々が、今日この時より始まるのだと・・・。

６．導かれし者たち

　翌日の朝・・・警備会社ファルソックの青城支部。

　その社長室に、扉をノックする音が鳴り響いた。

　「入りたまえ。」

　「失礼します。」

　社長からの了承を受けて部屋に入ってきたのは、警備会社の制服に身を包んだ遥。

　椅子にどっかりと腰を下ろしている社長に向けて、遥はとても凛々しい表情で敬礼をした。

　「星崎遥、青城支部への転属命令を受領し、経観塚支部よりただ今到着いたしました。」

　遥の目の前にいたのは、とても穏やかな笑顔で自分を見つめる青城支部の社長と、椅子に座っ

てお茶を飲んでいる、警備会社の制服を着た１人の女の子だった。

　「よく来てくれたね、星崎君。長旅ご苦労だった。」

　「本当は２月にはここに来る手筈だったのですが色々とトラブルがあって、到着するのが今日に

なってしまいました。申し訳ありません。」

　「君が気にする事は無いよ。君のせいでは無い事は分かっているからね。」

　本来なら転属の手続きや住居の手配が１月中には終わり、遥には２月から青城支部で働いて貰

う予定だったのだが、遥の転属を知った経観塚の住民たちが猛反発し、松本グループの本社に

抗議文と署名を送り付ける騒ぎになってしまったのだ。

　この件に関しては、遥の転属を促した張本人である美咲が直接経観塚まで足を運び、遥と一緒

に説明会を開いて、どうにか経観塚の住民たちに納得して貰う事が出来た。

　だが次に問題になったのが、遥がいなくなった後の補充要員を巡って、経観塚支部と松本グ

ループの本社との間でかなり揉めた事だ。

　経観塚支部は遥を青城支部に転属させる見返りに、遥と対等の実力を持つ者を補充要員として

よこせと言い出したのだ。

　無理も無いだろう。遥は経観塚支部のエースなのだ。いなくなられたら経観塚支部にとって確か

に大打撃だろう。

　だが遥と対等の実力者など、そんなに簡単に見つかるはずがない。



　それで散々揉めに揉めてトラブルになってしまい、それでも事情と経緯を説明してどうにか経観

塚支部を説得出来て、遥の転属が今日までずれこんでしまったという訳だ。

　

　「お嬢様から話は聞いていると思うが、君には明日から本格的に、青城女子大学の警備担当とし

て働いて貰う事になっている。取り敢えず君は長旅の疲れがまだ残っているだろうから、今日は大

学で挨拶回りだけして、午前中で上がりたまえ。」

　「それは美咲からの命令ですか？」

　「それもあるが、私の意向でもある。君は昨日の深夜にこの街に来たばかりで、あまり眠れなかっ

たのではないのかね？」

　「そうですね・・・確かに昨夜は４時間しか眠れませんでしたね。」

　「だから午後からしっかりと英気を養い、明日から万全の体調で働けるようにしろと私は言ってい

るのだよ。」

　遥は内心、今日の仕事は午前中で終わりだと言われて、正直ホッとしていた。

　この街に昨日の深夜に着いたばかりで、渚と一緒に引っ越しの準備などにも追われて、４時間程

度しか眠る事が出来なかったのだ。実は今も遥の身体にどっと疲れが残っていて、渚も仮眠をとっ

ている最中だったりする。

　

　「分かりました。お言葉に甘えて、午後からは存分に休ませて頂きます。」

　「うむ、そうしたまえ。それと君に紹介しておこうか。来月から君と共に、青城女子大学の警備を勤

めて貰う事になった期待の新人・・・新堂雨音（しんどう　あまね）君だ。」

　社長に促されて、椅子に座ってお茶を飲んでいた１人の女の子が立ち上がり、少しためらいなが

ら遥の前に歩み寄る。

　小柄で内気な女の子・・・身長は百子と同じ位か。

　少し不安げな表情で、雨音と呼ばれた少女は遥をじっ・・・と見据えている。　

　傍目には何だかとても頼りなくて、とても警備員を勤められるような女の子には見えないのだが、

遥は一目で彼女の内に秘めた力を見抜いていた。

　「・・・成る程、期待の新人ですか・・・確かに一理ありますね。」

　「ほう、大した物じゃないか。一目見ただけで分かるのかね？」

　「見た目だけで人を判断するなという、いい見本ですよ。彼女の動きの１つ１つを見ても、隙が全

く感じられませんから。」

　「新堂君はお嬢様からの推薦を受けて我が社の入社試験を受けて、ぶっちぎりの成績を残した

逸材でね・・・君も知っての通り我が社は警備員としての適正を測る為に、バトルロイヤル方式での

実戦テストを入社試験に取り入れているのだが・・・」

　

　受験者同士のバトルロイヤルでの潰し合い・・・勝敗自体は採用の是非の参考記録でしかなく、

あくまでも警備員としての適正を測る為に行われている実技試験だ。

　つまり負けたとしても将来性と適正が認められ、採用されるケースもある。

　

　逆に言うと仮に勝ったとしても必要以上に好戦的だったり、他の対戦相手に因縁を付けたり脅し

たりして、適正が無いと判断されて不採用にされるケースもあるのだ。

　警備員の仕事は力無き人々を守り、凶悪犯罪者を『捕らえる』事であって、『痛めつける』事では

無いのだから。

　



　「そのバトルロイヤルにおいて、新堂君は僅か 1分間で、１５人の対戦相手全員をたった 1人で
叩きのめしたそうだよ。しかも対戦相手全員が、男塾高校を卒業したばかりの格闘家たちだ。」

　「・・・それは凄いですね。男塾高校と言えば、格闘界の名門中の名門じゃないですか。あそこの

卒業生１５人を、たったの１分間で・・・」

　「新堂君は昨日、青城女学院を卒業したばかりで、これまでフェンシングの大会で輝かしい実績

を残してきた期待の新鋭だ。今日から 1か月間研修を受けてもらい、来月から本格的に働いて貰

う事になる。」

　そう言えば遥は、新堂雨音という名前に心当たりがあった。

　半年前のスポーツ新聞で、その年のフェンシングの高校の全国大会の記事が掲載されていたの

だが、個人戦部門の優勝者の名前が確か新堂雨音だったのだ。

　だが、よりによって青城女学院・・・梢子と同じ学校の卒業生とは・・・遥は何か因縁めいた物を感

じていた。

　「仕事の上では君の方が先輩だが、それでも彼女は君と同い年だ。それに同じフェンシングの達

人同士だし、君とは何かとウマが合うだろう。だから彼女が仕事に慣れるまでの間、君が存分に彼

女の事をサポートしてやってくれ。」

　「分かりました。任せて下さい・・・星崎遥だ。よろしく。」

　とても穏やかな笑顔で、遥は雨音に握手を求める。

　雨音は少しためらいながらも、遥の右手をぎゅっ・・・と右手で握った。

　内気で頼りない印象を受けるが、それでも雨音の瞳からは力強い意志のような物が感じられる。

　

　「あの・・・新堂雨音です・・・遥さん・・・よろしくお願いします・・・」

　「青城女学院の卒業生だそうだが・・・梢子とは知り合いなのか？」

　「梢子さんとは、その・・・３年生の時だけ同じクラスでしたけど・・・部活が別々でしたし、そんなに

親しい間柄という訳では無いです・・・」

　「そうか・・・何か困った事があったら遠慮せずに言ってくれ。私に出来る範囲で良ければ、力に

なるから。」

　「は、はい・・・ありがとうございます・・・」

　

　遥の笑顔を見て、雨音は少し安心したような笑顔を見せる。

　だが遥は、雨音の瞳の奥底に潜む「何か」を、敏感に感じ取っていた。

　それが一体何なのかは、遥にはよく分からない。だが雨音の中に、得体の知れない何かが潜ん

でいるかのような・・・そんな感覚を遥は感じていた。

　その後、遥は青城女子大学の関係各所に挨拶回りを済ませ、遥がフェンシングの達人だという

事を知った理事長から、大学の警備だけではなくフェンシング部の臨時コーチへの就任も依頼さ

れた。

　遥は平社員である自分に決定権は無いとして、取り敢えず青城支部の社長に話だけはしておく

と告げて、当面はこの話は保留という事になった。

　また、青城女子大学の警備担当のファルソックの先輩たちにも挨拶を済ませ、遥は皆から盛大

に歓迎された。

　

　そうやって挨拶回りをしている内に、あっという間に大学の昼休みのチャイムが鳴り響いた。

　今日は午前中で上がれと社長から言われていた遥は、青城支部に戻ってタイムカードを押して、



あくびをしながら美咲に提供された住まいの、大学の寮に戻ろうとしたのだが。

　「・・・雨音・・・？」

　「遥さん・・・その・・・遥さんを、待っていました・・・。」

　寮の入り口で、雨音が遥をじっ・・・と待っていたのだ。

　少し恥ずかしそうに、雨音は遥を見つめている。

　「どうしたんだ？お前はまだ研修中では・・・」

　「今はお昼休みなので・・・少しだけ抜けてきました。」

　青城支部からこの大学までは、そんなに遠く離れてはいない。確かに昼休み中に顔を出しに行

けない事は無いのだが、一体遥に何の用事があるのか。

　「その、えっと・・・遥さんにどうしても、話しておきたい事があって・・・」

　「話しておきたい事？私にか？」

　「は、はい・・・その・・・」

　雨音は深呼吸して、気持ちを落ち着かせて・・・勇気を振り絞って遥にはっきりと告げた。

　「遥さん・・・私も遥さんと同じで、その・・・『神の血』をその身に宿す者です。」

　「・・・・・！？」

　その瞬間、雨音の身体が金色に光り輝く。

　その神々しくも美しい姿は、まさしく遥や美咲と同じく『神の化身』だ。

　予想外の出来事に、遥は戸惑いを隠せない。

　

　「・・・そんな・・・こんな事が・・・！！」

　

　金色のオーラを解除した雨音は、少し照れたような仕草を見せた。

　

　「その、美咲さんから聞きました。遥さんと渚さんも、私や美咲さんと同じだって。」

　「何という事だ・・・雨音・・・お前もその身に『神の血』を・・・！！」

　「えっと・・・そういう事なので・・・これからも私と、仲良くしてほしいです・・・。」

　「・・・あ、ああ・・・それは勿論・・・」

　「その、えっと・・・よろしくお願いしますね、遥さん・・・それでは。」

　照れ笑いをしながら、雨音はその場を去っていく。

　雨音はこの事を遥に伝える為だけに、わざわざ青城女子大学まで足を運んだのだ。

　ふと、遥の頭をよぎった・・・去年の夏に経観塚で、柚明が遥に語った言葉。

　『遥ちゃん。もしかしたら私たちのような特別な血を宿す人たちは、まるで天に導かれるかのよう

に引かれ合う運命なのかもしれないわね。』

　

　柚明の言葉通り・・・『贄の血』を宿す桂と柚明、『安姫の血』を宿す梢子とナミ、『神の血』を宿す

遥と渚、美咲・・・彼女たちはこうして引かれ合うように、１つの場所に集まろうとしている。

　そして今日、遥の前に姿を現した雨音もまた、その身に『神の血』を・・・。



　「特別な血を宿す者たちは、引かれ合う運命・・・か・・・」

　「あら？姉さん早いのね。今日の警備の仕事はもう終わりなの？」

　寮の玄関の前で呆然と立ち尽くす遥に、仮眠を終えた渚が話しかけてきた。

　渚の言葉で、遥はハッと我に返る。

　「あ・・・ああ、長旅で疲れてるだろうから、今日は午前中で上がれと社長に言われてな。」

　「そうなの・・・お昼ご飯はもう済ませたの？何か作ってあげようか？」

　「いや、いい。さっき青城支部の事務所で、弁当を食べ終わった所だから。それより疲れたから、

今から少し仮眠を取る事にするよ。」

　「姉さん、昨日はあまり寝てなかったものね。今からお布団をベランダから戻してくるから、先に

シャワーだけでも浴びて来たら？」

　「そうだな、そうさせてもらうよ。」

　美咲からの推薦を受けて、ファルソックに入社したと社長が語っていた雨音。

　彼女は研修を終えた後に、来月から自分と一緒に青城女子大学の警備員として働く事になる。

　一体彼女が何者なのか気になるが、取り敢えず自分たちの仲間だと判断してよさそうだ。

　だが、遥が雨音に感じた『違和感』・・・雨音の瞳の奥に潜む『何か』・・・それは一体何なのか。

　遥はその正体を未だに測りかねているのだが、昨夜は全然寝てなくて疲れているので、取り敢え

ず今は仮眠を取って、明日に備えて身体を休める事にした。　

　大きなあくびをしながら、遥は渚と一緒に、自分たちの『愛の巣』へと戻っていったのだった・・・。
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