
アカイイト新章・神の化身の少女

前章・伝説の女剣士

１．憧れの人の面影

　「遥さん、渚さん・・・ちょっといいかしら？」

　桂が通う高校の剣道部の、咲森寺での合宿中。

　初日の夕食が終わって皆がくつろいでいる頃、立花先生は少しためらいがちに、根方との試合

の為に咲森寺に訪れていた遥と渚に話しかけた。

　桂や美咲と談笑していた遥と渚の隣に、立花先生はそっと寄り添うように腰を下ろす。

　先程、和尚と豪快にビールを飲んでいた為か、顔が少し赤くなっている。

　それでも完全に酔ってはいないようで、しっかりとした意志を秘めた、とても穏やかな表情を遥と

渚に見せていた。

　　

　「どうかしましたか？立花先生。」

　「あのね・・・違ってたら本当に申し訳無いんだけど・・・」

　穏やかな笑顔で応対した遥に、立花先生は意を決して問いかけてみた。

　遥と渚の星崎という名字から、立花先生が気になって仕方が無かった事。

　「・・・もしかして遥さんと渚さんって、あの星崎栞さんの娘さんだったりする？」

　

　星崎栞。娘たちを馬瓏琉から守って死んでしまった・・・公式記録では事故死という事になってい

る、遥と渚の母親。

　凄まじいまでのフェンシングの達人で、日本選手権や世界選手権、オリンピックなどで数多くの

多大な戦績を残し、彼女が勝ち取った膨大な数のメダルやトロフィーや賞状は、今も遥と渚の家に

大事に飾られている。

　その凄まじい活躍ぶりから、周囲から『伝説の女剣士』とまで呼ばれていた女性だ。

　

　遥もフェンシングをやっていて、しかも梢子や烏月に匹敵する程の実力者である為なのか、遥は

『伝説の女剣士の再来』だとか『サラブレッド』だとかで、スポーツ新聞や週刊誌で色々と記事にさ

れていたりする。

　

　「ええ、星崎栞は私と渚の母ですが・・・」

　「やっぱりそうなのね・・・だって貴方たち、本当に若い頃の栞さんによく似ているから・・・。」

　「私も渚も、それはよく言われますよ。」

　「・・・あの時の小さな子供が、こんなに立派に成長して・・・死んでしまった栞さんも、きっと喜んで

いるでしょうね・・・。」

　若い頃の栞さんに似ている。あの時の小さな子供。

　遥はこれらの単語が気になって、逆に立花先生に質問してみた。



　

　「あの・・・もしかして立花先生は、過去に母と会った事があるんですか？」

　「ええ。今から１５年前・・・栞さんの講演会の時にね。」

　「１５年前というと・・・私と渚が３歳の頃ですね。」

　「その時、私は中学１年生でね・・・私はその時の講演会で、栞さんに心を救われたの。」

　「心を救われたって・・・母が立花先生に、何かしたんですか？」

　「何もしてはいないわ。あの人はただ、私の事を励ましてくれただけ・・・」

　とても慈愛に満ちた瞳で、立花先生は遥と渚を見つめていた。

　自分が心の底から憧れた人が、この世に遺した宝物・・・立派に成長した娘たちを。

　

　「私はね・・・中学の頃は酷いいじめに遭っていてね・・・親にも、教師にも、警察にも・・・誰にも助

けて貰えずに、生きる希望を完全に失っていた時期があったの。そんな絶望のどん底に沈んでい

た私の心を、栞さんは救ってくれたのよ・・・。」

　　　　

　立花先生は穏やかな笑顔で、遥と渚に昔話を始めた。

　絶望の闇に包まれていた自分の心に一筋の光明を与えてくれた、憧れの人の物語を・・・。

　

　

２．いじめられっ子の少女

　「由香！！いい加減起きなさい！！もう朝よ！？」

　「・・・・・。」

　とてもよく晴れた、4月の清々しい金曜日の朝。
　由香の部屋に、母親の怒鳴り声が響き渡る。

　だが由香は頭から布団を被ったまま、全く起きようとしない。

　いや・・・既に由香の意識は完全に覚醒してはいるのだが、ベッドから起き上がろうという意欲を

全く見せていないのだ。

　そう・・・布団の中で抱き枕を抱えて、まるで何かに怯えているかのような・・・。

　「ああもう、いい加減にしなさいよ！！アンタはぁっ！！」

　たまりかねて由香の母親が、強引に布団をどかして娘を起こそうとする。

　だが由香は抱き枕を抱き締めたまま身体を震わせて、まるで起きようとしなかった。

　「嫌・・・私、学校に行きたくない・・・！！」

　「馬鹿な事言ってんじゃないの！！さっさと起きて制服に着替えなさい！！早くしないと遅刻す

るわよ！？」

　「だって・・・学校に行くと・・・皆が私の事をいじめるから・・・！！」

　「アンタねぇ、たかがいじめ位でメソメソしてるんじゃないの！！」

　由香の母親は抱き枕をも強引に取り上げ、無造作に由香に叩きつける。

　それでも起きない由香に業を煮やした由香の母親は、由香の胸倉を掴んで無理矢理ベッドから

引きずり降ろした。

　ベッドから出たのはいいが、それでも由香はその場にしゃがみ込んで、動こうとしない。



　

　「本当にアンタって子は・・・ちゃんと学校に行かないと、内申書に響くでしょうが！！」

　「嫌・・・！！学校に行くと、皆が私の事をいじめるんだもん・・・！！」

　「アンタがそうやってメソメソしてるから、格好のいじめの標的になるんでしょう！？やられたらやり

返せばいいじゃないの！！甘えた事言ってんじゃないの！！」

　

　娘の苦しみに、由香の母親は少しの理解も示そうとしない。

　学校に行けば、皆にいじめられる・・・由香のこの訴えを、由香の母親はただの『甘え』としか思っ

ていないのだ。

　そうやってメソメソしているから、格好のいじめの標的になってしまうのだと。

　もっと堂々としていれば、いじめられる事なんて無いはずだと。

　いじめる奴なんか捻り潰してしまえばいいのに、どうしてこの子はそれをしないで、ただ泣いてば

かりなのか・・・あまりにも情けない・・・と。

　「ほら、さっさと制服に着替えて！！さっさと朝ご飯を食べて、早く学校に行きなさい！！」

　「嫌・・・嫌・・・！！」

　「ああもう、本当にアンタは情けない子ね！！」

　入学式を終えてから僅か３日だというのに、不登校で引きこもりになった。

　そんな噂が近所に流れてしまえば、間違いなく母親である自分は、周囲から白い目で見られる

事になってしまう・・・由香の母親はそれを危惧しているのだ。

　一体、娘をどんな風に育てているのか・・・と。

　それにこのまま不登校になってしまえば、間違いなく内申書に響いてしまう。

　娘にはいい高校、いい大学に進んで、ちゃんとした学歴を取って貰わないといけない・・・由香の

母親は娘の将来の為・・・いや、正確には自分の見栄と体面の為にも、不登校など許すわけには

いかなかった。

　そう・・・由香の母親は、娘の苦しみに少しも目を向けようとしていないのだ。

　たかがいじめ位で、娘を不登校にさせるわけにはいかない・・・と。

　いじめられた経験が全く無いせいで、いじめの苦しみを理解出来ない故に。

　「どうしても学校に行かないっていうのなら、アンタが学校に行くまで、ずっとご飯抜きよ！？」

　「・・・・・！？」

　由香の母親は娘に対して、荒療治を行う事にした。

　それを聞いた由香は、驚愕の表情になる。

　

　「お母さん・・・ずっとご飯抜きって、そんな・・・！！」

　「それが嫌なら、さっさと制服に着替えて支度しなさい！！」

　「・・・・・。」

　このまま学校に行かないのであれば、餓死しろとでも言うのか。

　どうしてお母さんは、私の苦しみを少しでも理解しようとしてくれないのか。

　

　お母さんにとって私は、一体何なの・・・？

　



　「・・・分かった・・・私、ちゃんと学校に行くから・・・だから・・・」

　「サボろうなんて考えたら駄目よ！？後で学校に電話して、アンタがちゃんと登校したか確認す

るからね！？」

　「・・・・・。」

　

　その後、母親からの圧力で仕方なく、入学式以来・・・３日ぶりに学校に出向いた由香だった

が・・・そこで待ち受けていたのは、あまりにも残酷な現実だった。

　由香の机の上を埋め尽くす程の、あまりにも酷い落書き。

　配膳された給食に、唾やチョークの粉をかけるクラスメイトたち。

　さらにトイレに行っている隙に鞄の中を荒らされ、教科書やノートもボロボロにされてしまった。

　そんな由香に対してクラスメイトの誰もが、手を差し伸べようとしない。

　クラスメイト全員が由香をいじめているという訳では無いのだが、由香を助ける事によって自分も

いじめの標的にされてしまう事を恐れ、誰も由香を助けようとしないのだ。

　由香はこの惨状を担任の先生にも訴えたが、先生は由香をいじめる生徒にではなく、逆に由香

に対して注意をする始末だ。

　お前がそうやってメソメソしているから、格好のいじめの標的にされてしまうんだ・・・と。

　

　由香はたまりかねて警察にも足を運び、自らの惨状を警察官に訴えた。

　だが警察官の誰もが、そんな由香の事を快く思っておらず、それどころか

　『その程度の事で警察は動かない』

　『怪我でもしないと事件に出来ない』

　

　とまで言い出す者さえいる始末だ。

　ただでさえ色んな事件を追っていて忙しいのに、これ以上余計な仕事を増やすな・・・いじめ位

でウダウダ抜かすな・・・彼らは由香にそう言っているかのようだった。

　誰も、由香の悲しみを理解しようとしない。

　誰も、由香に対して手を差し伸べてくれない。

　クラスメイトも・・・両親も・・・教師も・・・警察官さえも・・・。

　今の由香は、完全に四面楚歌・・・一人ぼっちだった。

　「ううっ・・・ぐすっ・・・！！」

　由香は自宅に帰ってから部屋にこもり、布団の中で涙を流して震えていた。

　

　「由香！！晩御飯が出来たわよ！？早く降りてきなさい！！」

　「ぐすっ・・・ひぐっ・・・！！」

　「由香！！」

　「ううっ・・・うあああああああああああん！！」

　「・・・ったくもう・・・毎日毎日メソメソ泣いてばかり・・・！！本当に情けないんだから・・・！！」

　「ああああああああああああああああああ！！」

　「晩御飯、台所に置いておくからね！？後で自分で温めて食べなさいよ！？」

　どうして、私の事を心配して駆け寄ってくれないの！？



　私が泣いているのに、どうしてそうやって知らん振りなの！？

　学校でいじめられている私を、どうして少しでも助けようとしてくれないの！？

　お母さんにとって私は、一体何なの・・・！？

　

　「どうせ・・・どうせ私なんか・・・！！」

　この世界のどこにも、由香の居場所は無い。

　誰も、由香の事を助けようとしない。

　誰も、由香の友達になってくれない。

　今の由香は、完全に希望を失っていた。

　今の世の中に・・・この世界に絶望していた。

　もう、生きる気力すら失ってしまっていた。

　かと言って死ぬ勇気があるわけでもなく・・・生きる事も死ぬ事も叶わず、どうしたらいいのか分か

らず・・・由香はただこうして、泣く事しか出来ないでいた。

　布団の中で抱き枕を強く抱き締め、由香は身体を震わせて号泣し続けていた・・・。

３．伝説の女剣士

　土曜日は学校が休みで、由香は部活動には参加していない。

　なので母親から登校を強要される事も無ければ、クラスメイトと顔を合わせる事も無い。

　だがそれでも由香は家でのんびりしようという気にはなれず、朝から外出してブラブラしていた。

　何故なら家には、自分の苦しみを全く理解してくれない母親がいるから。

　母親と一緒にいる事自体が、今の由香には苦痛なのだから。

　まるで死んでいるかのような生気を失った瞳で、由香は行く当ても無く徘徊する。

　由香の瞳には何も映っておらず、ただ虚ろな表情で道を歩いているだけだ。

　それ故に由香は何度も通行人にぶつかってしまうのだが、由香は謝ろうとしないどころか、通行

人の存在自体を認識していないかのように、何事も無かったかのように無視して歩き続けた。

　「・・・いてっ！！」

　「・・・・・。」

　「・・・んだよてめぇ・・・おい！！ぶつかっておいて謝らねぇってどういう事だ！？ああ！？」

　「・・・・・。」

　「おい・・・俺らの事をシカト（無視）かよ・・・女だからって何でも許されると思ったら大間違いだ

ぞ！？コラ！！」

　由香に肩をぶつけられた不良の男が、無視された事に腹を立てて因縁を付けた。

　そんな由香に、周囲の誰もが手を差し伸べようとしてくれない。

　下手に関わり合いになって、面倒事に巻き込まれるのは嫌だ・・・そう思っているのだろう。

　それが由香の心を、さらに絶望のどん底へと突き落とす事になる。

　

　「・・・して・・・」



　「・・・あ？」

　「殺して・・・私を殺して・・・」

　「は？何言ってんのこいつ？」

　「ねえ・・・お願いだから・・・私を殺して・・・」

　生きる希望を持てず、かと言って自ら死ぬ勇気も持てない由香。

　だからこそ、誰かに自分を殺してほしい・・・それこそ、苦しまないように一撃で楽にしてほしい・・・

　由香は目の前の不良にそう願っていたのだが。

　「何だよこいつ、頭がイカれてんじゃねえのか？」

　「おい黒田、こんな奴ほっとこうぜ。早く行かねぇと講演会が始まっちまうぞ。」

　「・・・ああ、そうだったな。」

　不良は由香を無造作に離し、由香の事など歯牙にもかけず、足早にその場を去って行った。

　涙を流しながら、由香はその場に崩れ落ちる。

　私は、死ぬ事さえも許されないというの？

　じゃあ神様は、私に一体どうしろというの？

　もうこんな世界は嫌・・・由香がそんな事を考えていた、その時。

　

　「あの伝説の女剣士に会えるんだからな。確かにあんなイカレ女に構ってる暇はねぇよな。」

　「そう言えばサイン会もやる予定だったよな？」

　「おお。伝説の女剣士のサインだなんて、凄ぇプレミアだぜ？」

　（伝説の・・・女剣士・・・？・・・講演会・・・？）

　自分から離れていく不良たちの会話に、由香は思わず耳を傾けていた。

　よく見ると不良たちの後を追うかのように、沢山の人が同じ方向へと向かっている。

　あの方角には確か、市民ホールがあったはずだ。

　

　「あ、あの・・・すいません・・・」

　由香は何故か凄く気になって、思わず立ち上がって通りすがりの男性を１人捕まえ、問い詰めて

いた。

　「うん？どうかしたのかい？」

　「あ、あの、『伝説の女剣士』の講演会があるって聞いたんですけど・・・」

　「・・・ああ、今日の１０時から市民ホールで、星崎栞さんの講演会が行われるんだよ。」

　「星崎・・・栞・・・？」

　「知らないのかい？この間行われたフェンシングの世界選手権大会で、見事に金メダルを獲得し

た女性剣士の事だよ？」

　

　そう言えば由香はテレビのニュースで、彼女の事が話題になっていたのを思い出した。

　先日フランスで行われた、フェンシングの世界選手権大会・・・女子のサーブル部門で、圧倒的

な強さを見せ付けて優勝した金メダリスト。それが星崎栞だ。

　その試合だけではなく、彼女は数多くの大会で優勝を飾り、凄まじいまでの戦績を残している。

　あまりの強さ故に、彼女は周囲から『伝説の女剣士』とまで呼ばれているのだ。



　　　

　「そ・・・そんな凄い人が、どうしてこんな田舎で講演会なんか・・・」

　「何でもこの街は、彼女の生まれ故郷らしくてね。それで市長が市のＰＲの為に、講演会に出て

欲しいって栞さんにお願いしたらしいんだよ。」

　そんな話、由香には初耳だった。

　それだけの大物の講演会が地元で行われるというのであれば、自治会が回覧板などで各世帯

に伝えているはずだ。なのに由香の母親は、そんな事を由香には一言も話さなかったのだ。

　フェンシングなんて下らない・・・そう思っているのだろうか。

　それとも由香の母親は個人的に、栞に何か恨みでも持っているのだろうか。

　

　一体母が何を考えて、自分に講演会の事を話さなかったのか・・・真偽の程は定かでは無いが、

今はそんな事はどうでもいい。

　何だか由香は、栞の事が物凄く気になって仕方が無かった。

　伝説の女剣士・・・一体どんな人なんだろう・・・と。

　「あの、市民ホールで１０時からですよね！？入場料はいくらなんですか！？」

　「ははは、心配しなくても無料だよ。会場に入れなかった人たちの為に、外部モニターで中継もさ

れるらしいから安心していいよ。と言ってもサイン会だけは、入場整理券を持ってる人でないと参

加出来ないんだけどね。」

　「分かりました！！どうもありがとうございます！！」

　由香は慌てて、市民ホールへと駆け出していた。

　先程までの虚ろな表情とは一転した、とても生気溢れる表情で。

　伝説の女剣士・星崎栞・・・彼女の話を聞くだけでも、いじめられっ子の自分に何か得られる物が

あるのではないか・・・この状況を打破出来るきっかけを掴めるのではないか・・・そう思ったのだ。

　いや、むしろ何でもいいから救いが欲しいという、悲壮な想いからなのか。　

　由香はただ、栞に救いを求めているだけなのかもしれない。

　自分のような一般人には、到底手が届かないような存在なのかもしれないけれど。

　いじめられっ子である自分では、金メダリストの栞とは到底釣り合わないのかもしれないけれど。

　

　それでも由香は駆け出していた。星崎栞がいる市民ホールへと。

　絶望のどん底に落ちている自分に、一筋の光明を与えてくれるかもしれない人物の下へ・・・。

　

４．栞の講演会

　世界選手権の金メダリストの講演会という事もあって、市民ホールは大勢の人で埋め尽くされて

いたのだが、それでも満員御礼には僅かに及ばなかったようだ。

　それ故に由香も、大して苦労する事無く整理券を入手して、すんなりと会場に入る事が出来た。

　会場の外ではダフ屋と見られる数人の男たちが、満員御礼に僅かに届かなかったという予想外

の出来事に、戸惑いを隠し切れないでいるようだ。

　いかに金メダリストの講演会とはいえ、フェンシングは日本ではそれ程メジャーな格闘技では無

い上に、今日は隣町の地方球場で行われるプロ野球公式戦の、デーゲームの開催日と重なって



しまっているのだ。

　地方在住者にとっては、生でプロ野球の試合が観れる数少ない機会なのだ。それ故に多くの市

民の関心が、講演会よりも野球観戦に向いてしまったのかもしれない。

　とはいえ栞と市民ホール側のスケジュールの都合で、今日開催しなければ次に講演会が出来る

のは半年後になってしまうという、止むを得ない事情もあるのだが。

　それでも市民ホールの入場者は定員よりも僅かに少ない程度の大盛況ぶりなので、興行的には

成功と言ってもいいだろう。

　そして伝説の女剣士の講演会という事もあって、会場内にはマスコミの関係者も多数詰め掛けて

いた。

　入場整理券に記されていた由香の席の座席番号は、幸運にもかなり前の席だった。

　ここからなら栞の姿や表情を、間近ではっきりと見る事が出来る。

　受付に手渡されたチラシを見ると、１０時から３０分間の予定で栞の講演が行われ、それからサイ

ン会・・・という予定になっている。

　『皆様、本日はご来場下さいまして、誠にありがとうございます。』

　そうこうしている内に、時計の針が１０時を回ったようだ。

　『それでは只今より、先日フランスで行われたフェンシングの世界選手権大会の、女子サーブル

部門で見事に金メダルを獲得した伝説の女剣士・星崎栞さんの講演会を始めさせて頂きたいと思

います。皆様、本日はどうぞ最後までごゆっくりとお楽しみ下さいませ。』

　会場内に響き渡るアナウンス。

　それを合図にしたかのように、１人の女性が舞台の上に姿を現した。

　彼女の姿を見た観客から、一斉に拍手と歓声が沸き起こる。

　彼女は客席に一礼し、穏やかな笑顔でマイクが置かれた壇上に立つ。

　

　「皆さん、おはようございます。星崎栞です。今日は私なんかの講演会の為に、こんなにも沢山

の人たちに足を運んで頂いた事を、とても嬉しく思っています。」

　（この人が星崎栞さん・・・伝説の女剣士・・・）

　

　何て綺麗な人・・・そして何て凛々しい人なんだろう・・・

　由香は目の前にいる女性の美しくも神々しい姿に、思わず心を奪われてしまっていた。

　目の前にいる女性の服装は、何の変哲も無い普通の安物の服だ。

　それなのに、それをまるで感じさせない程の神々しさを、由香は栞に感じていた。

　

　まるで栞という存在が、『神の化身』であると錯覚してしまう程までに。

　それは他の観客も同じようで、先程まで凄まじい拍手と歓声が鳴り響いていたのだが、栞が言葉

を発した瞬間に、それまでの騒ぎが嘘のように静まり返っていた。

　この間の学校での始業式で、生徒たちが私語をしてばかりで式の進行を妨げ、校長先生に物凄

い剣幕で怒鳴られていたのとは、まるで違う。

　会場にいる全員が誰一人として私語をする事無く、黙って栞の言葉に耳を傾けていた。

　



　「今日の講演会では、市長から『テーマは自由だから何を話してもいい』と言われています。なの

で今日はこの場をお借りして、皆さんに『私がフェンシングを始めたきっかけ』と、それを踏まえた

『私の想い』を話したい思います。私の武勇伝を期待している人には、本当に申し訳無いと思って

いるのですが、それでも最後まで聞いて頂けると嬉しいです。」

　フェンシングを始めたきっかけ・・・一体、どんな楽しい思い出話をするつもりなんだろうか。

　会場の誰もが栞の言動を一途に見守り、その一挙一動に注目する。

　だが栞が次に口にしたのは、観客が期待した『楽しい思い出話』とはあまりにも掛け離れた・・・誰

もが予想もしなかった、とんでもない言葉だった・・・。

　「私は・・・中学の頃まで、クラスメイトから酷いいじめを受けていました。」

　

　（・・・・・え？）

　静寂。

　次の瞬間・・・どよめき、ざわめき。

　会場の誰もが、予想もしなかった栞の言葉に戸惑いを隠せない。

　由香もまた、栞が一体何を言っているのか・・・一瞬理解出来なかった。

　「信じられませんか？周囲から伝説の女剣士とまで呼ばれているこの私が、中学の頃までいじめ

られっ子だった・・・確かに皆さんが信じられないのも無理も無いかもしれませんね。ですがこれは

間違いなく、紛れも無い事実なんですよ？」

　

　先程まで栞に支配されたかのように静寂に包まれていた会場が、一転してどよめきに包まれる。

　栞はそんな観客の態度を予測していたようで、特に気にすることなく話を続けた。

　

　「私は中学生だった頃・・・机に酷い落書きをされて・・・給食に唾やチョークの粉をかけられて・・・

教科書やノートをボロボロにされて・・・毎日のように恐喝されて、暴力を振るわれていました。」

　

　どよめきが一層大きくなる。

　予想もしなかった栞の・・・いや、伝説の女剣士の悲壮な話に、客席の誰もが戸惑いを隠せない

でいた。

　それでも栞は客席のどよめきに戸惑う事無く、何の迷いも無い強い意志を秘めた瞳で、客席を

真っ直ぐに見据えながら話を続けた。

　

　壮絶ないじめに耐えかねて、次第に不登校になり、引きこもりになってしまった事。

　そんな自分の事を、クラスメイトも教師も警察も、両親さえも・・・誰一人として助けようとしてくれな

かった事。

　四面楚歌で生きる希望を失い、死にたいと何度も思ったものの、死ぬ勇気さえも持つ事が出来

ずに、生きる事も死ぬ事も叶わず、ただ毎日泣き続けていた事。

　

　（私と同じだ・・・ううん、この人は私以上に、酷いいじめに悩まされていたんだ・・・それなのにこの

人は・・・なんて強い人なの・・・）

　観客の誰もが戸惑いを隠せずにどよめき、中には栞に対して『もっと面白い話をしろ』と罵声を浴

びせる者までいる始末だ。

　そんな中でただ１人・・・由香だけは、栞の話に真剣に耳を傾けていた。



　自分と同じ・・・いや、自分以上のいじめられっ子で、自分と同じ苦しみを経験して・・・そして、そ

れを見事に乗り越えて強くなった女性の話を。

　

　「・・・そうやって絶望に打ちひしがれていた私に転機が訪れたのは、フェンシングの日本選手権

大会のテレビ中継を観た時の事でした。その大会の女子フルーレ部門で優勝した選手が、優勝イ

ンタビューでこんな事を言っていたんです。」

　私は学生の頃はいじめられっ子で、それが嫌で強くなりたくて、両親に勧められてフェンシングを

習って、誰にも負けない位強くなった・・・と。

　「私はその選手の言葉に感銘を受けて、中学のフェンシング部に入部して・・・毎日毎日がむしゃ

らに練習して、誰よりも何倍も努力して強くなって、全国大会で優勝して・・・フェンシングの特待生

として青城女学院、そして青城女子大学に進学して・・・気が付いたら周囲から『伝説の女剣士』と

呼ばれるようになっていました。」　

　

　この栞の発言に、由香は心の底から打ちのめされたような気分になっていた。

　自分のように周囲から酷いいじめを受けていながら、それを乗り越える為に自分から行動を起こ

し、いじめを乗り越え、強くなった人がこうしてここにいるのだ。

　この人に比べたら自分は何だ。いじめに立ち向かおうともせず、毎日毎日泣いてばかりで、ただ

逃げてばかりではなかったか・・・と。

　

　「・・・と、いう事で、私がフェンシングを始めたきっかけとなったお話は、大体こんな所ですが・・・

折角の機会ですので今この場をお借りして、昔の私のようにいじめに悩み、苦しんでいる沢山の

子供たちに言いたい事があります。」

　とても慈愛に満ちた穏やかな瞳で、由香は客席に・・・いや、会場に集まっているマスコミを通し

て、かつての自分のようにいじめに悩み、苦しんでいる全国の沢山の子供たちに向かって、はっき

りと告げた。

　由香の・・・いや、由香だけではなく、いじめに悩む全国の子供たちの心に希望を与える、一筋

の光明となる救いの言葉を。

　「こんな私なんかでも、こうしてフェンシングを通じて強くなって、いじめを乗り越える事が出来た

のよ？だから貴方たちも自分から行動を起こして、自分の力でいじめを乗り越えなさい。絶対にい

じめを乗り越えるんだっていう、強い信念を持ち続けるのよ。大丈夫。貴方たちなら必ず乗り越えら

れる。私自身がその手本、その証明なんだから。」

　自分の力でいじめを乗り越えろ・・・これは由香の母親が言っていた事と全く同じ。

　だが由香の母親が娘の苦しみを理解しようともせずに、突き放すような言い方をしたのに対し、

栞は対照的にいじめられっ子の苦しみを理解し、励まし、奮起を促し、希望を与えるような言い方

をしたのだ。

　そしてこの言葉は過去に壮絶ないじめを受け、それをフェンシングを通じて自分の力で乗り越え

た栞だからこそ、とても説得力がある『重い』言葉だった。

　その辺の有名人が口先だけでこんな事を言っても、由香の心は決して動かされる事は無かった

だろう。

　栞の言葉だからこそ、由香の心に一筋の光明を与える事が出来たのだ。



　由香以上にいじめに悩み、苦しみ・・・それを自らの力で乗り越えた人物の言葉なのだから。

　周囲の誰もが期待していた『面白い話』とは、あまりにも掛け離れた栞の講演。

　会場はどよめきとざわめきに包まれ、先程から栞に向けられている罵声も止まらない。

　そんな状況下においても構う事無く、気圧される事無く、栞は何の迷いも無い力強い瞳で、とて

も穏やかな表情で話を続けた。

　誰に何を言われようが、私の想いを皆に伝える・・・そんな決意を胸に秘めながら。

　

　そして講演が無事に終わり、栞は一礼して壇上から降りて、舞台を後にする。

　まばらな拍手が栞に送られるが、未だにざわめき、どよめき、栞への罵声が収まらない。

　期待していた内容の講演会では無かった・・・一部の観客の失望と苛立ちが会場を包み込む。

　そんな中で由香だけは今にも泣きそうな表情で、心からの賛辞の拍手を栞に送ったのだった。

５．芽生えた決意

　「ふうっ・・・これで最後かしら。」

　その後に行われたサイン会も無事に終えて、栞は疲れ切った表情で背伸びをする。

　だが、市の職員が用意したサイン色紙は、まだかなりの枚数が残っていた。

　発行した入場券の数と同数の色紙を用意したはずなので、栞のサインを意図的に貰わなかった

者が多数いるという事だ。

　「おかしいですね。枚数はちゃんと合ってるはずなんですが・・・計算だと残るのは１２枚だけにな

るはずなのに。」

　

　１２枚残るという事は、満員御礼まで１２人足りなかったという事だ。

　だが実際に残った色紙の数は、１２枚どころではない。

　栞の傍らでサイン会の進行役を務めていた男性が、何とも怪訝な表情をしていた。

　

　「・・・私の話で、機嫌を悪くした人たちもいましたからね・・・。」

　「そんな、あんなに感動出来るお話で機嫌を悪くするだなんて・・・」

　「実際に、私はお客さんに罵声を浴びせられましたから。」

　栞は少し寂しそうな笑顔を男性に見せた。

　最初は盛大な拍手で迎えられたのに、講演が終わった後の拍手は、まばらだったのだ。これに

はさすがに栞も多少は堪えたようだ。

　皆、栞の『面白い話』『武勇伝』を期待して集まったのかもしれない。

　だが栞は、今日は自分が経験したいじめの件について、どうしても講演会という公の場で話して

おきたかったのだ。

　自分の言葉によって、いじめに苦しむ大勢の子供たちの心に、希望を与える事が出来たら・・・そ

んな想いから、栞は市長からの依頼を引き受ける事にしたのだから。

　こういう機会で無ければ、自分の想いを皆に伝える事は中々出来ないのだから。

　



　「ママー、おなか空いたー。ごはんまだー？」

　「ごめんね遥ちゃん。もうすぐ終わるから、ちょっと待っててね。」

　

　一卵性の双子なのだろうか・・・全く同じ顔をした２人の小さな女の子が、とても潤んだ瞳で栞を見

つめている。

　どうやらこの子たちは、栞の娘たちのようだ。

　

　「・・・そうですね。もう正午ですし、これ以上お客さんは来ないみたいですし、これでお開きにしま

しょうか。お弁当を用意していますので、こちらへどうぞ。」

　「ええ。それじゃあ遥ちゃん、渚ちゃん、行きましょうか。」

　「わーい、ごはん、ごっはん♪」　

　２人の小さな女の子が嬉しそうに、栞の身体にしがみつく。

　そんな娘たちを、栞はとても穏やかな微笑みで見つめている。

　だが、その時だ。

　「・・・あ・・・あの・・・」

　少しためらいがちに、由香が栞の前に進み出て入場券を差し出した。

　入場券と引き換えに、サインを書いて貰える事になっているのだ。

　「遅くなってごめんなさい・・・あの、サインはまだ・・・」

　「・・・ええ、大丈夫よ。来てくれて嬉しいわ。ありがとう。」

　差し出された入場券を受け取り、栞は穏やかな笑顔で色紙にサインを書き、由香に手渡す。

　栞の心が込められた、由香の為に書かれたサイン。

　それを由香は、とても大事そうに受け取った。

　「いえ、そんな・・・お礼を言わないといけないのは、私の方です・・・その・・・」

　「サインの事かしら？そんなに大袈裟に喜んでくれなくても・・・」

　「いえ、そうじゃないんです・・・あの・・・私・・・栞さんの話に凄く感動して・・・凄く、勇気を貰っ

て・・・」

　とても真剣な表情で、由香は少しためらいながらも、自分の精一杯の想いを栞に告げた。

　栞が由香の為に書いてくれたサイン色紙を、ぎゅっと胸に抱きながら。

　「私・・・中学校で凄くいじめられてるんです・・・それなのに誰も私の事を助けてくれなくて・・・お

母さんは私がメソメソしてるのが悪いって・・・私、生きる事が嫌になっちゃって・・・でも死ぬ勇気も

無くて・・・上手く言えないんですけど、その・・・どうしようもなくて・・・！！」

　「・・・昔の私と同じね。私もフェンシングを始める前は、そんな感じだったわ。」

　「それでも私、栞さんの話を聞いて、心の底から感動したんです・・・！！栞さんが私以上に酷い

いじめを受けていたのに、それを乗り越えて強くなったって聞かされて・・・私・・・私・・・」　

　栞は目の前にいる由香に、かつての自分の姿を重ねていた。

　毎日毎日酷いいじめに遭い、誰にも助けて貰えずに、この世界に絶望してしまった少女。

　まさに、昔の栞と同じ境遇の女の子がここにいるのだ。　

　そして自分の講演の内容に罵声を浴びせる者までいた中で、由香からとても真剣な表情で『感



動した』『勇気を貰った』と言って貰えた事を、栞は心の底から喜んでいた。

　だからこそ栞は、由香の絶望に満ちた心に希望を与えようと思い・・・今にも泣きそうな由香の両

肩を優しく掴み、由香の顔をじっ・・・と見据えた。

　栞から溢れるほのかな香水の匂いが、由香の心に安心感を与える。　

　「いじめから誰にも助けて貰えないなら、自分の力で乗り越えるしかないわ。いつまでもメソメソと

泣いてばかりでは、何も解決しないから。」

　「それは・・・お母さんにも言われました・・・でも・・・」

　「一方的に突き放されちゃった？貴方の苦しみを理解してくれないの？」

　「・・・はい・・・」

　「本当に昔の私と同じなのね・・・」

　どうしてこの日本では、こんなにもいじめが無くならないのか。

　一体今の子供たちは、親や教師からどういう教育を受けているのか。

　未だにいじめが無くならない今の日本の現状に、栞は心の底から失望していた。

　

　だからこそ栞は、こうしていじめに悩み、苦しむ子供たちを１人でも多く救ってあげたいと思い、

今回の講演会への参加を承諾したのだ。

　そして今、栞の救いを求めている女の子が、こうしてここにいるのだ。

　　

　「私は、貴方には何もしてあげられない。貴方をいじめる子供たちから、貴方を常に守ってあげる

事は出来ない。私は貴方のボディーガードじゃないから。分かるでしょう？」

　「はい・・・。」

　「だから貴方自身が行動を起こし、勇気を持っていじめに立ち向かいなさい。ただ逃げてばかり

ではなく、貴方自身がいじめる子たちと正面から向き合い、戦うのよ。あ、でも戦うと言っても暴力

は駄目だからね？あくまでも強い意志を持ってその子たちと・・・」

　「分かっています・・・だから私、栞さんの話を聞いて、決心がつきました。」

　とても穏やかな表情の栞を、とても真剣な表情で見つめる由香。

　栞に希望を与えられた彼女の瞳には、一片の迷いも無かった。

　

　「私・・・月曜日からちゃんと学校に行って・・・剣道部に入りたいと思います。」

　

　剣道を通じて、心身共に強くなりたいから。

　誰にも負けない身体の強さと、どんな状況にも屈さない心の強さを手に入れたいから。

　自分をいじめるクラスメイトたちと正面から向かい合える位、強くなりたいから。

　「出来る事なら栞さんと同じように、フェンシングをやりたいって思ったんですけど・・・私の学校の

フェンシング部は去年、廃部になったらしくて・・・」

　「そうなの・・・残念だわ。確かにフェンシングは、日本ではマイナーな格闘技だって言われてるけ

ど・・・」

　「だから私、剣道部に入ります。そして私はもう、いじめから決して逃げたりしません。剣道を通じ

て必ず強くなって、私をいじめる人たちを見返してやりたいと思います。」

　「ええ、その強い気持ちがあれば大丈夫よ。私なんかでもこうして強くなれたんだから、貴方なら

必ず強くなって、いじめを乗り越える事が出来るわ。」



　だがそれでも、想いの無い強さというのは、ただの暴力に過ぎない。

　由香が強くなる事だけにこだわり過ぎてしまえば、道を踏み外してしまう事になりかねない。

　それこそ、今度は由香がいじめの加害者に回るなんて事も、充分にあり得る話なのだ。

　

　「だけどもう１度言うけど・・・いくら強くなったからって、貴方をいじめる子たちに仕返しをしようだ

なんて考えたら駄目だからね？そんなのはただの暴力に過ぎないのだから。」

　「分かっています。傷つけられる事がどれだけ辛い事なのか・・・それは私自身が一番理解してい

るつもりですから。」

　「何の為に強くなるのか・・・何の為に剣を振るうのか・・・それだけは絶対に忘れないでね。」

　

　由香が戦う相手・・・それを由香は、既に見つけていた。

　栞の講演をきっかけに、自分が立ち向かわなければならない相手を見出したのだ。

　

　「私が戦う相手は、『私をいじめる人たち』じゃない。『私自身の弱い心』です。私は剣道を通じて

私自身の弱い心に立ち向かい、そして必ず打ち破ってみせます。」

　「ええ、その気持ちさえ忘れなければ問題無いわ。強くなるのはとても辛くて大変な事だけど、今

の貴方なら絶対に大丈夫。貴方が途中で投げ出したりさえしなければ、必ず強くなれるわ。」

　「はい・・・はい・・・！！」

　「だから何があってもくじけずに・・・頑張りなさい。」

　頑張りなさい。

　クラスメイトも、教師も、警察官も、両親も・・・誰も由香に言ってくれなかった一言。

　それが今の由香にとって、どれだけ救いになる事なのか。

　どうして誰も、その言葉を由香にかけてあげられなかったのか。

　その一言だけでも、由香の心に一筋の希望を与える事が出来たはずなのに。

　「栞さん・・・今日は本当にありがとうございました！！」

　感極まって、由香はその目にうっすらと涙を浮かべながら、栞に対して頭を下げた。

　自分に勇気と希望を与えてくれた、とても気高くも母性に満ち溢れた恩人に向かって。

　「私も、今日の講演を真剣に聞いてくれた人がいてくれて、とても嬉しかったわ。」

　「私、頑張ります！！必ず強くなって、私をいじめる人たちを見返してみせます！！」

　「ええ、頑張りなさい。応援してるから。」

　

　むぎゅむぎゅっ。

　栞の小さな子供たちが、由香の身体にしがみついてきた。

　

　「なんかよくわかんないけど、おねえちゃん、がんばれー。」

　「遥ちゃんも渚ちゃんも、貴方の事を応援してくれているみたいね。うふふ。」

　「うん・・・頑張るからね・・・お姉ちゃん、頑張るから・・・！！」

　自分にしがみつく２人の小さな子供たちを、由香は涙を流しながら抱き締める。

　そんな由香の涙を、栞はハンカチで優しく拭いてあげたのだった。



６．そして時は流れ・・・

　『皆様、大変長らくお待たせ致しました。それでは只今より、全日本剣道選手権大会・女子部門

の決勝戦・・・青城警察署に所属の鳴海夏夜選手と、北斗院女子大学１年生の佐藤由香選手の

試合を始めたいと思います。』

　全国の猛者が集う、それこそ高校や大学の全国大会などとはレベルが違う、本当の意味での剣

道の日本一を決める大会・・・日本選手権大会。

　剣道をやっている者なら誰もが憧れる、出場する事自体が名誉だと言われている、最高の舞

台・・・その決勝戦の舞台に、今こうして由香は立っていた。

　僅か１９歳という若さでの決勝戦進出・・・それ故に由香は『天才少女』と呼ばれ、この業界では

ちょっとした騒ぎになっているのだ。

　

　由香の目の前にいるのは『特練の飛車』として全国的に有名な、あの鳴海夏夜。

　これまで数多くの大会に出場し、圧倒的な強さで何度も優勝してきた凄腕の実力者だ。

　剣道とフェンシングという違いはあるものの、一部の専門家からは『伝説の女剣士』・星崎栞に匹

敵する強さだという意見まで出ている。

　決勝戦の相手として、これ程相応しい選手はいない。

　　　

　（栞さん。私、遂にこんな所まで来てしまいました。『伝説の女剣士』と呼ばれた貴方には、まだま

だ遠く及ばないと思いますけど・・・それでも私、強くなりました。貴方のお陰で、私はこんなにも強

くなれました。）

　

　あれから由香は中学校で必死に剣道を習い・・・誰よりも何倍も練習して、血の滲むような努力を

重ねて、いじめに負けない心と身体の強さを身につけ・・・そんな由香の事をいじめる者は、次第

にいなくなっていった。

　そして全国大会で凄まじいまでの活躍を見せつけ、剣道の特待生として青城女学院に進学し、

今は剣道の強豪・北斗院女子大学においてレギュラーの座を掴み取り、１年生でありながら大将

を任されている。

　今の由香は１年生でありながら、『大学剣道界で最も強い女』とまで呼ばれているのだ。

　　

　そして由香は今、北斗院女子大学において、教師を目指して必死に勉学に励んでいる。

　昔の自分のようにいじめに悩む子供たちを、授業や剣道を通じて１人でも多く救いたいから。

　人を傷つける事の『痛み』、傷つけられた者の『苦しみ』を、面白半分にいじめを行う子供たちに

伝えたいから。

　自分のようなひ弱ないじめられっ子でも、こうしていじめを乗り越えて強くなれたんだという事を、

いじめに悩む多くの子供たちに伝えたいから。

　「お互いに、礼！！」

　「よろしくお願いします！！」

　由香は竹刀を正眼に構え、対戦相手の夏夜をじっ・・・と見据える。

　相手は『特錬の飛車』と呼ばれている程の、凄腕の剣士・・・だからこそ由香は負けられない。

　昔はひ弱ないじめられっ子だった由香が、鳴海夏夜を打ち破る程までに強くなった・・・その実績



だけでも、いじめに悩む沢山の子供たちの心に希望を与える事が出来るはずだから。

　夏夜もまた、とても真剣な表情で由香を見据えている。

　負けられない理由は彼女にもあるのだろうが、それは由香とて同じ事だ。

　いじめに悩む沢山の子供たちの道標となるために・・・いや、それだけではない。

　自分の心を救ってくれた栞への恩返しの為にも、由香は絶対に負けられないのだ。

　２人の周囲に、ピリピリとした緊張感が漂う。

　「それでは一本目・・・始め！！」

　「・・・はっ！！」

　

　審判の合図と同時に、先に夏夜が動いた。

　まさしく『飛車』の如く、剛直で鋭い斬撃が由香に襲い掛かる。

　凄まじい連撃によって、相手に何もさせないまま勝利する・・・夏夜が最も得意とする戦法だ。

　だが。

　

　（栞さん・・・貴方は私の憧れの人。だからこそ私は『伝説の女剣士』と呼ばれた貴方と、堂々と肩

を並べられるような存在になりたい・・・だから私は・・・！！）

　「な・・・！？」

　（だから私は夏夜さんを倒す！！それが絶望の闇に沈んでいた私の心に希望の光を与えてくれ

た、栞さんへの恩返しになるから！！）

　　

　『後の先』を極限まで磨き上げた、まさしく由香の『後手必殺』によるカウンター。

　由香の精密機械のような精度で繰り出された竹刀が、夏夜の一撃を的確に受け流した。

　体勢を崩された夏夜に迫る、由香の一撃。

　「しまっ・・・」

　「胴ーーーーーっ！！」

　「ええいっ！！」

　それでも夏夜は超人的な反射神経でもって、由香の胴打ちを受け止める。

　そのまま鍔迫り合いのまま、睨み合う２人。

　

　「・・・やるわね。」

　「私には負けられない理由がありますから！！」

　「そうなの。だけどそれは私とて同じ事よ。」

　「だから私は貴方を倒す！！」

　「だから貴方に勝利は譲らない！！」

　２人の竹刀が、何度もぶつかり合う。

　先手必勝と後手必殺・・・全く対極の戦い方をする２人が死闘を繰り広げる。

　夏夜の怒涛の連撃を的確に受け流す由香と、由香のカウンターを的確に防ぐ夏夜。

　互いに譲れない想いと信念を、存分にぶつけ合う２人。　

　その凄まじい戦いぶりから、観客の誰もが目を離せない。

　声援を送る事も忘れ、ただ２人の戦いを固唾を呑んで見守っていた。

　２人の試合は決勝戦に相応しい、互いに１歩も譲らない好勝負になっていた。



　

　夏夜と互角に渡り合う由香・・・泣き虫でいじめられっ子で、毎日毎日メソメソと泣いてばかりいた

少女が、ここまで強くなれる物なのか。

　そのきっかけを作ったのは栞・・・だが彼女は単に『きっかけを作っただけ』に過ぎない。

　由香が強くなり、いじめを乗り越えられたのは、紛れも無く彼女自身の血の滲むような努力の結

果なのだ。

　　

　「おおおおおおおおおおおっ！！」

　「はあああああああああああっ！！」

　とても真剣な、しかし充実した表情で、夏夜と由香は互いの想いを存分にぶつけ合った。　

　

７．栞が遺した宝物

　「そうですか・・・まさか母さんと立花先生との間に、そんな事が・・・」

　「私が今こうして結婚して、子供にも恵まれて、幸せな日々を送る事が出来ているのは、紛れも無

く栞さんのお陰・・・あの人が私の心を救ってくれなかったら、私は今頃生きる希望を失って、まとも

な人生を歩んでいなかったと思うわ。」

　

　遥と渚は当時３歳の子供だった為か、講演会での出来事をよく覚えてはいない。

　だが１５年前に栞に心を救われた立花先生が、こうして再び自分たちの前に姿を現す事になると

は・・・何という運命の巡り合わせなのだろうか。

　

　残念ながら栞は３年前に馬瓏琉によって、瑠璃宮の門への生贄に捧げられ・・・僅か３７歳という

若さで死んでしまった。

　彼女が卯良島で事故死したとニュースで報じられた時は、立花先生もさすがに酷く落ち込んだ

物だ。

　だがそれでも、栞が遺した大切な宝物である遥と渚は、こうして立派に成長している。

　栞の気高さは遥に、栞の母性は渚に受け継がれ・・・２人共、栞の面影を色濃く残している。

　とても慈愛に満ちた瞳で、立花先生は遥と渚をじっ・・・と見つめていた。

　憧れの人が愛情を込めて育て上げた、大切な宝物たちを。

　「それで遥さんと渚さんは、今は２人だけで暮らしているの？学校はどうしてるの？」

　「・・・色々あって、高校は２年前に辞めましたよ。今は私も渚も地元の経観塚で働いています。」

　「そうだったの・・・その歳でもう働きに出てるなんて・・・ご両親が亡くなられてから、２人共本当に

苦労してきたのね。」

　「そうですね・・・父さんと母さんが死んでから、本当に色々ありましたよ・・・色々とね。」

　栞が死んでからというもの、遥は渚と姉妹以上の存在として深く愛し合うようになり、それが原因

で渚がいじめられて、高校を退学処分になって・・・その身に宿す『神の血』を巡って千羽党に命を

狙われ、渚と半年間も離れ離れになる羽目になってしまった。

　だがそれでも今は渚との幸せの日々を取り戻し、経観塚で静かに穏やかに暮らしている。

　死んでしまった両親の分まで、遥と渚は精一杯、そして幸せに生きているのだ。



　そう言えば桂と美咲も、両親は死んだと立花先生に語っていた。

　それなのに２人共寂しそうなそぶりを全く見せず、毎日のようにとても可愛らしい笑顔を立花先生

に見せてくれている。　

　桂も美咲も、そして遥も渚も、こんなに早く両親を亡くして・・・何という波乱に満ちた人生を送って

きたのか。そして何という強い心を持っているのか。

　そして、こうして両親を亡くした者同士が一つ屋根の下に集まる・・・これはもう運命の巡り合わせ

だとしか言いようが無い。

　

　「ううう・・・立花先生、凄く可哀想・・・」

　「羽藤さん、立花先生のこの話を聞くの、もう５回目でしょう？５回も同じように感動出来るなんて、

ある意味凄いわよ？」

　「５回も同じ話を聞いて、５回も同じように感動したのかよ。どれだけ純情なんだ、お前は。」

　「羽藤さんったら、昔からこうなのよ。凄く涙もろいんだから。」

　「いや、確かに感動出来る話ではあるが、別に泣く程の物では・・・」

　「ううう・・・立花先生・・・凄く感動しました・・・」

　「・・・渚、お前もどれだけ純情なんだ（汗）。」

　「うええええええええん！！立花先生ぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇ！！」

　「桂、お前はアホの子か！？お前のそのツインテールはアホ毛なのか！？」

　「全く・・・羽藤さんも渚さんも、本当に可愛いんだから。うふふ。」

　

　とても楽しそうに騒いでいる４人を、立花先生はとても穏やかな微笑みで見つめていた。

　栞が遺した宝物である遥と渚・・・そして自分の大切な教え子である桂と美咲の事を。

　若くして両親を失い、波乱に満ちた人生を送りながらも、それでも強く・・・そして幸せに生きてい

る４人の、立派な姿を。

　（栞さん・・・天国から見て下さっていますか・・・？遥さんも渚さんもこんなにも立派に、こんなにも

元気に成長していますよ・・・？）

　４人を見つめる立花先生の目は、少しばかり潤んでいるように見えた。
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