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★添い寝

１．ドキドキ添い寝タイム

　『・・・それでね、祝勝パーティーにいきなり汀ちゃんが乱入してきてね、美咲ちゃんに宣戦布告 

してきたの。みさっち～、オサの仇を取ってやるからな～とか言って。』 

　「汀ったら・・・他校の祝勝パーティーにしゃしゃり出てくるなんて、何考えてるのかしらね。」 

　『うんうん、他の皆も先生も凄く驚いててね、ちょっとした騒ぎになったの。だけど美咲ちゃんは 

余裕の態度で汀ちゃんに応対してたよ。』 

　梢子は桂のマンションで、パジャマ姿で布団に寝転がりながら、携帯電話で桂と会話していた。 

　そして梢子の傍に寄り添うように、同じくパジャマ姿の柚明が布団の上に座り込んで、そんな梢

子の様子を穏やかな表情で見つめている。 

　「全国大会・・・私たちの分まで頑張ってね。応援してるから。」 

　『うん。全力を尽くして頑張るよ。ところで梢子ちゃん。話は変わるんだけど・・・。』 

　「何？どうしたの？桂。」 

　『あのね・・・今日は柚明お姉ちゃんの添い寝の為に、わざわざ私の家まで泊まりに来てもらって、

本当にごめんね。柚明お姉ちゃんったら、１人じゃ寂しくて眠れないとか言い出すから・・・』 

　「・・・ああ、その事なの。別に添い寝くらいなら幾らでも付き合ってあげるから、気にしなくて いい

わよ。それにお礼として、姉さんの美味しい手料理をご馳走になってるんだし。」 

　『本当にありがとね、梢子ちゃん・・・それじゃあ、もう夜遅いから・・・』 

　「うん。お休みなさい、桂。」 

　『お休みなさい、梢子ちゃん。また明日ね。』 

　通話を切った梢子は、大きなあくびをしながら携帯電話のアラームをセットして、枕元に置いた。 

　あの卯奈坂での合宿が無事に終わり・・・季節が移り変わり、清々しい秋空の下で開かれた剣道

の 県大会。 

　その決勝戦で青城女学院と桂の高校が激突し・・・百子が桂を破ったものの、それから２勝２敗 

で大将戦までもつれ込み、壮絶な死闘の末に梢子が美咲に敗北し、青城女学院は全国大会出

場を逃してしまったのだ。 

　その代わりに桂の高校が全国大会に出場する事になり、桂はチームメイトと共に数日間外泊す

る事になったのだが、そこで柚明が 

　『１人じゃ寂しくて眠れないの』 

　と言い出した為、全国大会への出場を逃した梢子が、柚明の添い寝の相手をする事になったの

だ。 

　「梢子ちゃん。もうこんな時間だし、そろそろ寝ましょうか。」 



　「そうですね、姉さん。」 

　時計の針は、夜１２時を回っていた。 

　明日は土曜日で学校は休みだが、剣道部の練習には出なければならない。 

　早く寝ないと、確実に明日の部活動に支障が出てしまうだろう。 

　まして、部長である梢子が寝不足などという事になったら、他の部員たちに対して示しがつかな

い。 

　部屋の明かりを落とし、梢子と柚明は同じ布団の中で横になる。 

　窓から微かに漏れる月の光に優しく照らされた、静寂に包まれた部屋の中で、柚明が梢子の身

体にしがみついてきた。 

　柚明の体の柔らかさと温もりが、直に梢子に伝わってくる。 

　だがその時、梢子は柚明の体が少し震えているのを感じ取っていた。 

　「姉さん・・・？」 

　「・・・・・。」 

　桂から聞いた話だと、柚明はオハシラサマとして１０年間ずっと孤独で１人ぼっちで、それが凄く

寂しくて、１０年間その寂しさにずっと耐えてきて・・・それ故に１０年ぶりに桂との幸せの日々を取り

戻した今では、１人で眠るのがどうしても怖くなってしまったのだという。 

　暗闇の中で１人で眠っていると、何だか自分の目の前から桂が消えてしまいそうで、不安になっ

てしまうから。 

　（だから姉さんは、こんなにも震えているのね・・・桂が急に数日間いなくなる事で、寂しくなっ

て・・・） 

　桂の話を思い出し、梢子は何だか切なくなって、柚明の身体をぎゅっと抱き締めた。 

　心なしか柚明の体の震えが、少し増したように感じられる。 

　大切な人と１０年間離れ離れになり、ずっと１人ぼっちだった・・・それがどれだけ辛くて悲しい事

なのか。梢子は柚明の苦しみを充分に理解しているつもりだ。 

　自分も８年前に夏夜を失った時に孤独の恐怖に耐えられなくなり、その時の記憶を自ら閉ざして

しまったのだから。 

　柚明は今もこうして、自分の傍に桂がいない事への不安と恐怖に、必死に耐えているのだろう。 

　だがそれでも、今の柚明は１人ではない。 

　今の柚明の目の前には、こうして梢子が自分の心の支えになってくれているのだから。 

　「・・・姉さん。私では桂の代わりとしては不足かもしれませんけど・・・それでも桂が全国大会から

帰ってくるまでの間、私が姉さんの心の支えになりますから。」 

　「・・・・・。」 

　「私が姉さんに、決して寂しい思いはさせませんから。」 

　「・・・・・。」 

　「・・・姉さん・・・？」 

　「・・・・・。」 

　全く問いかけに応えない柚明の態度を、梢子は怪訝に思ったのだが。 



　（・・・梢子ちゃんの体って柔らか～い！！こんなにフニフニしてたっけ～！？） 

　何だか物凄く幸せそうな表情で、柚明は梢子の身体にしがみついていた・・・。。 

　（とってもシリアスな展開だったのに、どうして私はこんな事を考えてしまうのかしら！？） 

　（こんな事になってしまったのも、梢子ちゃんが桂ちゃんに匹敵する可愛さだからだわ！！） 

　そう・・・柚明が震えていたのは、桂が数日間いなくなる事への寂しさからではない。 

　梢子の体が凄くフニフニしていた事に、心の底から興奮したからなのだ・・・！！ 

　先程まで物凄くシリアスな展開だったのに、この変態のせいで全て台無しである。 

　「・・・ねえ梢子ちゃん。梢子ちゃんは桂ちゃんの事が好きなのよね？」 

　「・・・はい？」 

　この場にそぐわない意味不明な柚明の質問に、戸惑いを隠せない梢子。 

　「そりゃあ、まあ・・・好きですけど・・・」 

　「なら、私にとって梢子ちゃんは、妹も同然という事になるわよね？」 

　「ま、まあ・・・そうですよね。」 

　そもそも梢子が柚明の事を姉と呼ぶようになったのは、柚明が梢子にそう望んだからなのだが。 

　梢子の返答を聞いた柚明は、とっても嬉しそうな表情になった。 

　「・・・じゃあ問題無いわよね♪」 

　「問題無いって何が・・・ひああっ！？」 

　攻守逆転。 

　柚明は梢子を押し倒し、そのままマウントポジションの体勢になった。 

　窓から微かに漏れた月の光が、柚明の姿を美しく照らし出す。 

　柚明はとっても嬉しそうな表情で、パジャマの上着のボタンを次々と外していた。 

　淫らに開かれた上着から見える、柚明のブラジャー。 

　それを見た梢子の顔が、物凄く赤くなってしまった・・・。 

　「ちょ・・・一体何が問題無いんですかああああああああああ（汗）！？」 

　「別に問題無いでしょう？だって私達は義理とはいえ、姉妹なんだから。」 

　「し、姉妹だったら余計にまずいと思うんですけど！？」 

　「こんなにも可愛い梢子ちゃんがいけないのよ・・・？」 

　「うわああああああああああああああ！！」 

　「きゃっ！！」 

　がばっ！！ 

　慌てて梢子は起き上がった。 

　マウントポジションの体勢になっていた柚明を、その驚異的な身体能力で無理矢理押し戻す。 

　いかに元オハシラサマで最強の術者である柚明といえども、単純な身体能力では『安姫の血』を

身体に宿し、普段から身体を鍛えている梢子には敵わないようだ。 



　「わわわわわわわわわわ私、朝から部活があるんで、早く寝ないとまずいんですけど！！」 

　「そ・・・そうよね・・・私ったら梢子ちゃんの体がフニフニしてて凄く気持ちよかったから、つい興奮

してしまったわ。」 

　梢子は明日・・・というか今日の朝から部活に出ないといけないのに、その梢子とエッ（ry）をして、

逆に疲れさせてどうするのか。 

　柚明の『力』では傷を癒す事は出来ても、疲れを取る事までは出来ないのだ。 

　私は何という身勝手な行為をしてしまったんだろう・・・柚明は心の底から反省していた。 

　「梢子ちゃん、ごめんね・・・」 

　「い・・・いえ、分かってくれればいいんですよ。姉さん・・・。」 

　「桂ちゃんとは、その・・・ちゃんとそういう時間を作って、してるんだけど・・・」 

　「・・・・・（汗）。」 

　再び梢子と柚明は、同じ布団の中で横になる。 

　今度は梢子の体のフニフニで理性がぶっ飛ばないように、柚明は静かに目を閉じて深呼吸して、

気持ちを落ち着かせる。 

　対する梢子は柚明の温もりに包まれて、急に眠気が襲ってきた。 

　今日も授業が終わってから、夜遅くまで部活動に励んでいたのだ。その疲れがどっと押し寄せて

きたのだろう。 

　眠気に導かれ、梢子の意識は次第にまどろみの夢の中へと・・・ 

　「・・・梢子ちゃん。やっぱり眠れないわ。」 

　落ちる事無く、逆に柚明に起こされてしまった。 

　「私、何だか急に目が冴えて来ちゃった・・・。」 

　「ね、姉さん、取り敢えず横になって静かに目を閉じてて下さい。そうすれば自然と眠りにつけま

すから。」 

　「駄目・・・さっきの興奮が収まらないの・・・」 

　所詮、柚明の理性は本能には打ち勝てなかったようだ・・・。 

　「そ、そうだ！！素数を数えてみたらどうですか！？」 

　素数というのは２や３や５のように、１と同数以外の整数での割り算では整数にする事が出来ない

数字の事だ。 

　例えば８なら２で割れば４、４で割れば２になるのだが、３や５は１と同数以外のどんな整数で割っ

ても小数点が付いてしまい、整数にする事が出来ない。素数というのはそういう数字の事なのだ。 

　本来なら定番だと言われているのは羊の数を数える事なのだが、今では羊ではなく素数を数え

る事がブームになっているらしい。 

　「え、ええ・・・分かったわ。やってみる。」 

　柚明は１度深呼吸して、一生懸命数字を数え始める。 

　「２・・・３・・・５・・・７・・・１１・・・」 



　『あはははは・・・柚明お姉ちゃ～ん！！』 

　『私の血は、甘いよ・・・？』 

　『柚明お姉ちゃん、だ～い好き！！』 

　『柚明お姉ちゃん・・・ずっと一緒だよ・・・？』 

　『柚明お姉ちゃん・・・ちゅっ♪』 

　「け・・・桂ちゃんが１３人・・・桂ちゃんが１７人・・・ああ、桂ちゃん、そんな・・・１９人がかりでなん

て・・・ああ、さらに桂ちゃんの増援が２３人・・・またさらに２９人・・・迎撃が追いつかないわ！！」 

　「姉さん、ストーーーーーーーーーーーップ（汗）！！」 

　「・・・梢子ちゃん。やっぱり眠れないわ。どうしよう？」 

　「て言うか、何で途中から桂の人数を数え始めてるんですか！？て言うか何想像してるんです

かーーーーー！？」 

　「だって、桂ちゃんったら可愛いから・・・」 

　「・・・・・（汗）。」 

　自分にしがみつきながら柚明が物凄く興奮してるもんだから、梢子も安心して眠れなくなってし

まった・・・。 

　このままでは、流れ的に柚明とエッ（ry）という事になりかねない。 

　「姉さん、マジで勘弁して下さい・・・私、朝から部活なんですけど・・・朝６時半に起きないといけ

ないんですけど・・・（泣）。」 

　時計の針は、１２時３０分を回っていた。 

　「梢子ちゃん、ごめんね・・・。」 

　「・・・ま、まあ、私は桂と姉さんが相手なら別に・・・しても構わないんですけど・・・その・・・明日は

早起きしないといけないから・・・ボソボソ・・・」 

　「・・・え？梢子ちゃんごめん、よく聞こえなかったんだけど・・・。」 

　「な、ななななな何でも無いです！！」 

　「そう？」 

　顔を赤くしながら、慌てふためく梢子。 

　このままでは落ち着いて眠ることなど出来やしない。 

　何か、柚明が心地良く眠れる策は無いものか・・・梢子は必死に考えていたのだが。 

　「・・・そうだ！！姉さん、何か癒し系の音楽でも流しながら眠るってのはどうですか！？」 

　「癒し系の音楽・・・ごめんね梢子ちゃん。そういうＣＤは持ってないの。」 

　「だ、だったら、適当にラジオをつけてみますね！？そういう音楽を流す番組がやってるかもしれ

ませんから！！」 

　梢子は起き上がり、桂の部屋からラジカセを持ってきて、ラジオを起動させてチャンネルを適当

にいじってみる。 

　無論、近所迷惑にならないように、なるべく小さい音量でだ。 

　『は～い、皆さんこんばんわ～。毎日恒例の不眠バスターの時間がやってまいりましたぁ！！今

日もまた不眠症に悩む皆さんをグッスリと眠らせるべく、この僕が聞いてるだけで眠くなってしまうよ

うな、とても退屈でつまらないお話を皆さんにお聞かせしますよ！！』 



　どうやらビンポイントでヒットしたようだ・・・。 

　途端に梢子は、とっても嬉しそうな表情になった。 

　「ほら姉さん、この番組なら聴いてる内に眠くなるなるかもしれませんよ！？」 

　「そ・・・そうね・・・」 

　『今日のお話は、警備会社ファルソックの経観塚支部で働く女性警備員・星崎遥ちゃん（１７）が

提供してくれたお話・・・タイトルは「私の恋物語」。遥 ちゃんが学生だった頃に、実際に体験した

実話なんだって。どれだけ視聴者の皆さんの眠気を誘うお話なのかな？凄く退屈なお話だといい

ですよね！？』 

　（・・・これで眠れる。これで姉さんは寝てくれる。） 

　『それではミュージック・・・スターーーートッ！！』 

２．私の恋物語

　私は去年の夏まで、経観塚高校という県立の高校に通う学生だったんですが、ある事件がきっ

かけで高校を辞めて、現在はファルソックという警備会社で正社員として働いています。 

　このお話は、その経観塚高校で私が実際に体験した物語です。 

　凄くつまらなくて、本当に視聴者の皆さんがすぐに眠くなってしまうような、とても退屈なお話だと

思うのですが・・・それでもこの話を皆さんが最後まで聞く事無く、ぐっすりと眠って頂けたら嬉しい

です。 

　「凄いじゃない遥さん！！まだ１年生なのに、今度の大会でレギュラーを任される事になったん

ですって！？おめでとう！！」 

　「あ・・・ありがとう。明美。」 

　私は当時、高校のフェンシング部に所属していました。 

　そこで私は１年生でありながら、先輩たちを差し置いてレギュラーの座を獲得してしまったんです。

　そして私のクラスメイトで、フェンシング部のマネージャーを務めている・・・明美という子がいたん

ですけど、彼女がそんな私の事を、まるで自分の事のようにとても喜んでくれました。 

　まあ・・・大会に出場する前に、私は高校を辞めてしまったんですけど・・・。 

　「遥さんがレギュラーになれて・・・私は本当に嬉しい・・・」 

　「いや、明美・・・何もそんなに大袈裟に喜んでくれなくても・・・」 

　「大袈裟なんかじゃないわ・・・だって私・・・私・・・」 

　「明美・・・？」 

　「私・・・」 

　明美は私の瞳をじっ・・・と見据えて・・・彼女のとても澄んだ瞳に、私は思わず引き込まれそうに

なってしまいました。 

　そして明美は、私への淡い想いを・・・はっきりと口にしました・・・。 



　「私・・・遥さんの事が好きだから・・・胸が張り裂けそうになる位、遥さんの事を愛しているか

ら・・・」 

　「あ・・・明美・・・！？」 

　「お、おかしいかしら？女の子が女の子を好きになるなんて・・・だけど、私のこの気持ちは嘘偽り

の無い真実・・・私の想いを、遥さんにどうしても知って貰いたかったの・・・」 

　女の子が女の子を好きになる・・・これは女子高とかだと別に珍しくないそうですが、まさか経観

塚高校のような共学の高校で、こんな風に同性から想いを告げられるなんて、私は正直思ってい

ませんでした。 

　私は周りから男勝りの性格だとよく言われるんですが・・・それ故に私は高校ではクラスの男子か

ら『男女』だとか『染色体レベルでは多分男』とか『その胸はパットだろ？』とか、随分とまあ失礼な

事を言われた物です。 

　そんな中で、私に対して想いを寄せてくれる人がいた・・・それが同性からの告白だったとしても、

私には凄く嬉しい物でした。 

　「明美・・・気持ちは嬉しいよ。ありがとう。」 

　「遥さん・・・」 

　ですが私は・・・その想いに応える事は出来なかったのです。 

　「だけど・・・済まない。私には他に好きな人がいるんだ。」 

　「そんな・・・！！遥さんに好きな人が・・・！？」 

　そう・・・私には明美から告白されるよりもずっと前から相思相愛の仲で、私とエッ・・・契りを交わし

た、とても大切な人がいるんです。 

　彼女は私と同じ年、同じ月、同じ日、同じ時間に生まれ・・・その時から離れる事無く、ずっと一緒

でした。 

　「あ、姉さん、こんな所にいたんだ。」 

　「渚・・・」 

　「そろそろ羽様行きのバスが出る時間だよ？乗り遅れる前に早く帰ろ？」 

　「あ・・・ああ、そうだな・・・」 

　そう・・・彼女は私の双子の妹。その名も星崎渚。 

　私たちは血の繋がった双子の姉妹でありながら、中学３年の頃から互いの事を姉妹以上の存在

として、深く愛し合うようになってしまっていたのです・・・！！ 

　「明美・・・私は渚と愛し合っているんだ・・・。」 

　私は渚の肩を抱き寄せ、とても申し訳無いと思いながらも・・・それでも自分の正直な気持ちを、

はっきりと明美に伝えました。 

　渚が好きだという事を。渚と愛し合っているという事を。 

　明美は驚愕の表情で、私と渚の事を睨みつけていました。 

　「そんな・・・だって渚さんって・・・遥さんの双子の妹じゃないの！？」 

　「そうだ。だが私はそれでも渚が好きなんだ。そして私たちは、既にエッ（ry）をしている仲なん



だ・・・！！」 

　「何それ！？それって近親相姦じゃないのよ！！」 

　「済まない、明美。悪いがそういう事だから・・・私はお前の想いに応える事は出来ない。」 

　「・・・・・！！」 

　話の流れから私が明美に告白されたと悟った渚は、何とつまらなさそうな表情で、むー！！と頬

を膨らませ・・・私に抱きついて、唇を重ねてきました。 

　渚の奴・・・私なんかと違って普段はとても清純で大人しくて、本当に女の子らしい女の子なんで

すけど・・・時には思いもよらない程に、大胆になる事があるんですよね。 

　「・・・な・・・渚・・・何も明美が見ている目の前で・・・」 

　「いいじゃないの姉さん。私達が正真正銘愛し合っているという事を、明美さんに見せ付けてあ

げれば。そうすれば明美さんも諦めが付くでしょう？」 

　「それはまあ・・・そうだが・・・」 

　「そういう事なんで明美さん。姉さんは私の双子の姉にして恋人ですから、綺麗さっぱり諦めて下

さいね。それじゃ。」 

　「お、おい、渚・・・」 

　とても勝ち誇った笑顔で、渚が私の腕を引っ張って、私の事を連れて行こうとします。 

　ですが・・・その時でした・・・。 

　ドスッ。 

　「・・・・・え？」 

　私のわき腹に、いつの間にか包丁が突き刺さっていました。 

　一瞬私は、何が起きたのか理解出来なかったのですが・・・ 

　気が付くと私の懐で、明美が物凄いジト目で私の事を睨みつけていました。 

　「・・・遥さんは・・・誰にも渡さない・・・！！」 

　「あ・・・明・・・美・・・！？」 

　わき腹からどんどん溢れてくる血。私の純白のセーラー服が赤色に染まります。 

　そして時間差で私のわき腹から激痛が走り・・・私はその場にうずくまりました。 

　私の隣では、渚がパニック状態になって泣き叫んでいました・・・。 

　「嫌あああああああああああ！！姉さああああああああああああん！！」 

　「そうよ・・・遥さんは私の物・・・私だけの物・・・アンタのように料理と裁縫しか取り柄の無い鈍くさ

い女なんかに、渡してたまるもんですか・・・！！」 

　「が・・・はあっ・・・！！」 

　明美は私のわき腹から包丁を抜いて・・・包丁についていた私の血を、ペロリと舐め取ってしまい

ました。 

　とっさに急所は外したので致命傷だけは免れたのですが・・・それでも私は激痛で、しばらく動け

ませんでした。 

　ですが・・・明美が私の血を飲んでしまった事が・・・こんな残酷な結末を招く事になってしまった

んです・・・！！ 



　「明美・・・お前・・・何という事を・・・！！」 

　「だって・・・遥さんがいけないのよ？近親相姦は犯罪なんだからぁ・・・！！」 

　「そうじゃなくて・・・私の血は・・・資格無き者が飲んだら・・・！！」 

　「資格？何を馬鹿な事を・・・っ！？」 

　明美は突然、拒絶反応を起こし・・・とても苦しそうにのたうち回り始めました・・・。 

　そして・・・ 

　「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ああああああああ！！」 

　「明美・・・っ・・・！！」 

　「あぁぁぁぁぁぁべぇぇぇぇぇぇぇしぃぃぃぃぃぃぃっ！！」 

　私の血を飲んだ明美の体がどんどん赤くなっていき・・・膨らんでいき・・・全身から血が噴き出

し・・・両目が飛び出し・・・骨が突き出て・・・最後には爆発しました・・・！！ 

　そして・・・爆発した明美の体から四散した、明美の内臓がその場に残され・・・ 

３．孤独の恐怖

　「うわああああああああああああああああああああああ（汗）！！」 

　慌てて梢子は、ラジカセの電源を切った。 

　「ななななななな何が『聞いてるだけで眠くなってしまうようなお話』よ！？て言うかヤンデレの末

に最後には体が爆発するって、ありえないんだけど！！」 

　「・・・・・。」 

　「じょ、冗談じゃないわ・・・こんなの聞いてたら姉さんは余計に眠れなくなって・・・」 

　「・・・すー・・・すー・・・すー・・・」 

　「・・・・・（汗）。」 

　とっても幸せそうな表情で、柚明は梢子の身体にしがみついて安らかな眠りについていた・・・。 

　それを見た梢子は、ホッと胸を撫で下ろす。 

　やっと姉さんが寝てくれた。これで私もようやく眠る事が出来る。 

　「全く・・・とんでもない番組だわ・・・て言うか、今のが実話だなんて到底信じられないんだけ

ど・・・」 

　梢子は深く溜め息をついて、布団の中に潜り込んだ。 

　「・・・私ももう寝よう・・・」 

　柚明の身体を抱き寄せ、静かに目を閉じる。 

　「・・・・・。」 

　……………。 



　『あぁぁぁぁぁぁべぇぇぇぇぇぇぇしぃぃぃぃぃぃぃっ！！』 

　「・・・っ！！」 

　慌てて梢子は起き上がり、枕元に置いてあった天照を構えた。 

　梢子の全身から冷や汗が流れている。表情が青ざめている。 

　「あ、あああ、ああああありえないわよ！！今のが実話だなんて！！そもそも血を飲んだら体が拒

絶反応を起こして爆発したって・・・一体どんな血なのよ！？」 

　再び布団の中に潜り込み、柚明の身体にしがみつき、梢子は震えながら静かに目を閉じる。 

　「べ、別に私は怖くなんか無いわよ・・・？怖くなんか無いんだから・・・」 

　「むにゃむにゃ・・・梢子ちゃん・・・」 

　「・・・姉さん・・・？」 

　「私の血を飲んで・・・『アカイイト』の契りを・・・むにゃむにゃ・・・」 

　『私の血を飲んだ明美の体がどんどん赤くなっていき・・・膨らんでいき・・・全身から血が噴き出

し・・・両目が飛び出し・・・骨が突き出て・・・最後には爆発して内蔵が・・・』 

　「ひいっ・・・！！」 

　慌てて梢子は起き上がり、枕元に置いてあった天照を構えた。 

　梢子の全身から冷や汗が流れている。表情が青ざめている。 

　「べべべべべべべべ別に私は怖くなんか無いわよ！！怖くなんか無いんだからぁっ！！」 

　「・・・すー・・・すー・・・すー・・・」 

　「そ、そうよ！！そもそも普通は血を飲んだらパワーアップする物でしょう！？私だって桂の『贄

の血』を飲んだお陰で、根方さんに勝てたんだからぁ！！」 

　注：普通の人間は血を飲んだからってパワーアップしません。 

　「・・・すー・・・すー・・・すー・・・」 

　「全く、冗談じゃないわよ・・・本当に下らないったら・・・」 

　再び布団の中に潜り込み、梢子は柚明の身体をぎゅっと抱き締める。 

　ガタガタガタガタガタ。 

　梢子の体が思いっきり震えていた・・・。 

　「・・・ね・・・眠れない・・・（泣）」 

　「・・・すー・・・すー・・・すー・・・」 

　「ね、姉さん・・・眠れないんですけど・・・（泣）」 

　「・・・すー・・・すー・・・すー・・・」 

　「べ、別に怖いわけじゃ無いんですよ？勘違いしないで下さいね？目が冴えて眠れないだけな

んですから・・・」 

　「・・・すー・・・すー・・・すー・・・」 



　怖くて眠れない梢子とは対照的に、柚明は何だかとっても幸せそうな表情で、安らかに眠ってい

た・・・。 

　ついさっきまで柚明は、梢子の体があまりにもフニフニしていたもんだから、興奮して眠れなかっ

たというのに。 

　先程とは完全に立場が逆転していた。 

　「・・・姉さん・・・私を１人にしないで下さいよ・・・（泣）」 

　「・・・すー・・・すー・・・すー・・・」 

　「そ・・・そうだ！！さっきの番組よ！！不眠バスターっていう位だから、きっと最後まで聞けば眠く

なれるに違いないわ！！」 

　梢子は一筋の光明にすがるかの如く、ラジカセの電源を入れてみた。 

　次の瞬間。 

　『呪ってやるーーーーーーーーー！！遥さんを呪ってやるーーーーーーーー！！』 

　『ぎゃああああああああああああああああああああああああ！！』 

　「うわあああああああああああああああああああああ（汗）！！」 

　慌てて梢子は起き上がり、ラジカセの電源を切った。 

　梢子の全身から冷や汗が流れている。表情が青ざめている。 

　「・・・はぁ・・・はぁ・・・はぁ・・・！！」 

　「・・・すー・・・すー・・・すー・・・」 

　窓から月の光が微かに漏れるだけで、部屋の中は暗闇と静寂に包まれていた。 

　それが梢子の恐怖心を、さらに増幅させる。 

　「・・・っ！！」 

　「・・・すー・・・すー・・・すー・・・」 

　「・・・うわあああああああああああああああん（泣）！！」 

　梢子は柚明の胸に顔をうずめ、とうとう泣き出してしまった・・・。 

　柚明の身体にしがみつき、柚明にすがるかの如く、ただひたすらに柚明を求める。 

　だが柚明は応えない。とっても安らかな表情で眠りについている。 

　「姉さん！！怖いです！！怖くて眠れないです！！」 

　「・・・すー・・・すー・・・すー・・・」 

　追い詰められた梢子は、つい本音を漏らしてしまった。 

　「お願いですから私を１人にしないで下さいよ！！」 

　「・・・すー・・・すー・・・すー・・・」 

　「・・・姉さんってばぁ（泣）！！」 



　時計の針は、夜１時を回っていた・・・ 

　「姉さぁぁぁぁぁぁん！！お願いですから、私を眠らせて下さいぃぃぃぃぃぃぃ！！」 

　「・・・すー・・・すー・・・すー・・・」 

　「うわああああああああああああああああああん（泣）！！」 

　……翌日、梢子が寝不足による体調不良と精神的なトラウマで、部活を休んだのは言うまでも無

い。 

　おしまい。 
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