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★託された想い

１．満月の夜に

　皆が寝静まった、満月が美しく輝く深夜。 

　人気の少ない路地裏で、烏月が１人の鬼を袋小路に追い詰めていた。 

　烏月との死闘で傷を負い、追い詰められた鬼。 

　天から照らされる満月の光が、烏月の姿を美しく照らし出す。 

　「ここまでだ夢魔の鬼・・・大人しく私の手に掛かって成仏するがいい！！」 

　「忌々しい鬼切り役め・・・そんなの、はいそうですかって黙って聞けるわけが無いだろ？」 

　「戯言を・・・！！」 

　オンマカ・シリメイ・シリベイ・ソワカ・・・ 

　オンマカ・シリメイ・シリベイ・ソワカ！！ 

　烏月の詠唱に反応し、千鬼を滅した名刀・維斗が青く白く美しく光り輝く。 

　袋小路に追い詰められた鬼は、もうどこにも逃げ場が無い。 

　歯軋りし、烏月を睨みつける鬼。 

　「千羽妙見流奥義・・・！！」 

　維斗を構え、烏月は鬼に斬りかかる。 

　烏月の蒼白の太刀筋が、凄まじい勢いで鬼に迫る。 

　だが。 

　「鬼き・・・」 

　「・・・烏月。」 

　「・・・っ！？」 

　烏月が斬りかかったのは鬼ではなく・・・白花を庇って死んだはずの、自分がこの手で殺してし

まったはずの、尊敬する兄・・・明良だった。 

　慌てて烏月は、明良に向けて放っていた太刀筋を止める。 

　とても軽蔑に満ちた瞳で、明良は烏月の事を見下していた。 

　そんな兄の姿に、戸惑いを隠せない烏月。 

　「烏月。僕を斬ると言うのかい？妹であるお前が、兄である僕を。」 

　「あ・・・兄上・・・！？」 

　「ふふっ・・・ふふふふっ・・・ふははははははは！！」 

　「・・・っ！？」 

　「お前なんか死ねばいいんだよ！！烏月！！」 



　明良の斬撃を、烏月は辛うじて受け止める。 

　そのまま烏月を通り過ぎて、走り去ってしまう明良。 

　その明良の姿が、今度は先程の鬼の姿へと戻っていく。 

　「しまった・・・！！」 

　「さすがに分が悪い・・・今回ばかりは引かせて貰うよ！！」 

　「くっ・・・待て！！」 

　慌てて烏月は鬼を追いかけるが、あっという間に鬼は逃げ去ってしまった。 

　最近この辺りを荒らし回っている鬼・・・烏月は後１歩という所まで追い詰めながら、結局逃がして

しまった。 

　戦闘能力自体は大した事は無いのだが、やっかいなのは人の記憶を読み取って心の傷を抉り

出すという、極めて悪質な能力を持っている事だ。 

　先程の明良の姿も、烏月から逃げる為の隙を作る為に見せた幻なのだ。 

　そして尊敬する実の兄が目の前に現れた事で、烏月は不覚にも太刀筋を鈍らせてしまった。 

　頭の中では、それが鬼によって作り出された幻だと分かっていたはずなのに。 

　それが自分の記憶通りの兄の姿で目の前に現れて、自分の記憶通りの兄の声と口調で語りかけ

られると、どうしても斬るのを躊躇してしまう。 

　そう・・・それがこの鬼の厄介な能力なのだ。 

　単純な戦闘能力なら烏月の方が遥かに上なのに、この能力のせいでどうしても鬼を倒し切れず

に逃がしてしまう。 

　無理も無いだろう。大切な人の姿形をした者を、どうして躊躇わずに斬る事が出来ようか。 

　「くそっ・・・！！」 

　烏月は歯軋りしながら携帯電話を取り出し、葛に電話を掛けた。 

　「申し訳ありません、葛様。後１歩という所まで追い詰めたのですが、逃がしてしまいました。」 

　『そうですか・・・まさか烏月さんでさえも仕留められなかったとは・・・私が思っていたよりも、相当

厄介な鬼のようですね。』 

　「・・・弁明の余地もありません。」 

　『いえ、烏月さんが無事で何よりです。それに、その鬼の事を甘く見過ぎていた私にも責任はあり

ます。多少人員を削ってでも、烏月さんにサポート役の術者を何人か同行させるべきでしたね。』 

　「ですが、次こそは必ず仕留めてみせます。同じ手は二度も食らいませんよ。」 

　『そうですね。今日はご苦労様でした。鬼の追撃は他の者に任せますので、烏月さんは自宅に

戻ってゆっくりと休んで下さい。』 

　「・・・はっ！！」　 

　電話を切り、溜め息をつきながら、携帯電話を懐にしまう烏月。 

　維斗を鞘の中に収め、烏月は自宅へと帰ろうとしたのだが。 

　帰り道の途中で烏月の目に留まった、見覚えのある建物。 

　「・・・美咲さんの家か・・・いつの間にかこんな所にまで来てしまったのか・・・」 

　以前、烏月は美咲に招待されて、彼女の手料理をご馳走になった事があるのだ。 



　鬼を追いかけている内に、美咲の家まで来てしまった・・・それはつまり、桂と柚明が住むマンショ

ンもこの近くにあるという事・・・そして鬼がこの辺りに潜伏している可能性もあるという事だ。 

　美咲の家は、部屋の明かりが全て落とされている。恐らく美咲は今頃安らかな寝顔で眠っている

頃だろう。 

　さすがにこんな夜遅くに美咲の携帯電話を鳴らして叩き起こすのは気が引けたので、取り敢えず

美咲に鬼の事を相談するのは明日の朝にする事にした。 

　鬼を取り逃がしたとはいえ、手傷は負わせたのだ。葛が追撃部隊を出すと言っていたし、今日の

所はこのまま帰っても問題無いだろう。 

　「・・・明日の朝、美咲さんに話だけでもしておくか。」 

　剣だけでなく術者としても高い能力を持っている美咲なら、鬼の能力に関して色々とアドバイスを

くれるかもしれない。そう烏月は思ったのだ。 

　それに美咲は桂と同じ学校、同じクラス、同じ部活に所属しており、しかも互いの家はそんなに

離れていない。桂のボディーガードを頼むにあたって、これ程相応しい人物はいないだろう。 

　「まあノゾミもいる事だし、桂さんの護衛など必要無いと思うが・・・念には念を入れておくべきだろ

う。ノゾミには余計なお世話だと怒られるかもしれないが・・・」 

　美咲と桂の事を考えながら、烏月は美咲の家をじっ・・・と見つめていた。 

２．襲撃

　桂の高校は今、一週間後に控えた秋の文化祭の準備で慌しかった。 

　あの材料が無い、予算が足りない、誰だこんなふざけた企画を考えた奴は・・・そんな悲鳴に満

ちた、しかし充実した生徒たちの声が学校中を包み込んでいる。 

　誰もが皆、文化祭という１つの目標に向けて、精力的に働いているのだ。 

　そして桂のクラスもまた、クラスの出し物として演劇を行う事になった。 

　演劇の内容は、これまた女子高らしいというか何と言うか、中世の恋愛物のようだ。 

　クラスの皆で話し合った結果、桂がお姫様役、美咲が王子様役、陽子が敵役、凛はナレーション

担当となっており、皆とても充実した笑顔で練習に取り組んでいる。 

　さすがに文化祭の準備で忙しいという事で、部活動に参加している者はほとんどいない。 

　桂と美咲もまた、文化祭が終わるまでは剣道部の練習を休む事になった。 

　「松本さん。今の奈良さんと加藤さんを倒す場面なんだけどね。もう少し派手に剣を振るった方が

見栄えがいいと思うんだけど、どうかしら？」 

　「あ、はい。こうですか？」 

　ヒュン！！ヒュン！！ 

　担任の先生のアドバイスを受けて、美咲はおもちゃの剣を派手に振るってみせる。 

　剣道の達人でルックスもいいからこそ、美咲は王子様役として抜擢されたのだ。 

　「そうそう、そんな感じ。さすがは剣道部のエースよね。凄い迫力だわ。」 



　「うふふ、どうもありがとうございます。」 

　「それで、羽藤さんが松本さんに駆け寄る場面はもっと・・・」 

　キーンコーンカーンコーン。 

　皆で盛り上がっている所に水を刺すように、校内のチャイムが鳴り響いた。 

　文化祭の準備中といえども、帰宅時間はきちんと守らなければならない。 

　いつの間にか外はすっかり薄暗くなっていた。 

　「・・・っと、今日はこんな所かしら。これなら文化祭当日までには充分に間に合いそうね。皆、寄り

道せずに真っ直ぐ家に帰らないと駄目よ？」 

　は～い。 

　とても充実した笑顔で、生徒たちは後片付けをして帰る準備を始める。 

　そして桂たちもまた・・・ 

　「羽藤さん。今朝話したと思うけど・・・」 

　「うん、烏月さんが言ってた鬼の事だよね？」 

　「本当に御免なさいね。羽藤さんと一緒に帰ってあげたいのは山々なんだけど・・・」 

　烏月から鬼の事を相談された美咲だったが、こんな時に限って従妹が風邪を悪化させて青城病

院に入院したと叔母から聞かされて、学校が終わったらお見舞いに行かないといけなくなってし

まったのだ。 

　医者は３日も入院すれば大丈夫だろうと言っていたそうだが、それでも従妹も急な入院生活で不

安になっているだろうから、顔だけでも見せに行って安心させてあげようと・・・美咲はそう思ったの

だ。 

　「美咲の護衛なんか必要ないわよ。だって私が桂を守ってあげるんだから。」 

　「そうね。ノゾミちゃんもいるし、小山内さんも迎えに来てくれるものね。」 

　「全く・・・烏月も梢子も美咲も、本当に心配性なんだから・・・」 

　「それじゃあ羽藤さん、ノゾミちゃん。私はそろそろ行かないと行けないから。」 

　病院の面会時間は９時までと決まっているので、こんな所でのんびりしている場合ではない。 

　美咲は腕時計を見て、慌てて帰り支度を始めた。 

　「本当に御免なさいね。明日からなら一緒に帰ってあげられるから。」 

　「美咲ちゃんこそ、妹さんの事、大変だろうけど・・・。」 

　「心配しなくても大丈夫よ。快方に向かってるから心配無いって叔母様が言ってたし。」 

　「うん。美咲ちゃん、また明日ね。」 

　「ええ。それじゃ。」 

　慌てて教室を出て行く美咲を、生徒指導の先生が『廊下は走るな松本ぉ！！』と怒鳴りつける。 

　美咲にしては珍しい事態・・・それだけ従妹の事を大切に想っているのだろう。 

　その様子を、桂とノゾミは神妙な表情で見送ったのだった。 

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

　「桂、ノゾミ、お待たせ。」 



　「あ、梢子ちゃん。」 

　校門で待っていた桂を、制服姿の梢子が穏やかな笑顔で迎えに来た。 

　美咲に頼まれて、今日は梢子が桂を自宅まで送り迎えする事になったのだ。 

　「梢子ちゃん、今日はわざわざこんな所まで私の為に、本当に御免ね。」 

　「別にそんなの気にする必要は無いわよ。そんな事より姉さんが心配するだろうから、早く帰りま

しょう。」 

　「柚明お姉ちゃんがね、今日は一緒に晩御飯を食べようねって。」 

　「うん。姉さんから聞いてるわ。そう言えば姉さんの手料理を食べるのは久しぶりだわ。」 

　とても和やかな表情で会話をする、桂、梢子、ノゾミ。 

　既に太陽は完全に沈んでおり、明るい月の光が３人を温かく包み込んでいる。 

　とはいえ、周囲に人気は無くて薄暗い。美咲が話していた鬼の件もあるし、さすがに桂も少し不

安になってしまう。 

　そして・・・桂の不安というのは、どうしていつもいつも、こうも的中してしまう物なのか。 

　反対側の道路から、何食わぬ顔で通り過ぎようとした青年が・・・ 

　「ククク・・・随分と活きのいい娘たちじゃないか。」 

　「・・・っ！？」 

　とてもニヤニヤしながら、いきなり桂に襲い掛かってきたのだ。 

　「桂！！」 

　とっさに天照を抜いて、青年に太刀筋を浴びせる梢子。 

　「・・・おっと！！」 

　青年は慌てて、それをバックステップで避ける。 

　「・・・ほう、僕が彼女に襲い掛かろうとしていた事がよく分かったね。」 

　「当たり前よ！！そんなに殺気と欲情を丸出しにしてたんじゃ、見つけて下さいって言ってるよう

な物よ！！」 

　「いやぁ、済まないね。僕はこう見えても我慢が出来ない性格でね・・・君たちのような美味しそう

な獲物を見ると・・・襲いたくて犯したくて殺したくて・・・抑え切れなくて仕方が無いんだ

よぉっ！！」 

　狂喜乱舞の表情で、梢子に襲い掛かる鬼。 

　だが梢子は焦る事無く、落ち着いて鬼を迎撃する。 

　目の前の鬼は根方や馬瓏琉に比べれば、遥かに劣る実力しかないザコ・・・梢子は対峙した瞬

間から、肌でそれを感じ取っていた。 

　「・・・はっ！！」 

　「何っ！？ぐはあっ！！」 

　梢子の斬撃を避け切れずに、鬼は左肩に天照を食らってしまう。 



　そして天照の直撃を受けた左肩から、青白い光の粒子が。 

　だがそれは決して苦痛ではなく、むしろ母親に優しく包まれているかのような、とても心安らぐ感

覚を鬼は感じていた。 

　「馬鹿な・・・僕の左肩が浄化されている・・・！？その木刀の力なのか・・・！？」 

　「女だからって甘く見てると、痛い目を見るわよ！？」 

　「それに君の今の太刀筋・・・昨日の鬼切り役の物と比べても、全く遜色の無い威力じゃない

か・・・！！ただの女子高生が・・・何故だ・・・！？」 

　予想外の梢子の実力に、驚きを隠せない鬼。 

　梢子もまた慌てる事なく、しかし油断する事もなく、落ち着いた表情で鬼を見据えている。 

　鬼は悟った。梢子は正面から戦って勝てる相手では無いと。 

　そして鬼切り役でも無いただの女子高生が退魔の剣を所持しており、しかもこれほどまでの実力

を持っているという事実・・・鬼は正直戸惑っていた。 

　「・・・だが、まあいいさ。僕にはとっておきの切り札がある・・・」 

　「とっておきの切り札・・・！？」 

　「僕は君たちの身体には指一本触れない・・・僕が触れるのは、君たちの心だ！！」 

　「私たちの心って・・・まさか貴方、美咲が話していた夢魔・・・！？」 

　鬼の両手から、漆黒の闇がどんどん溢れ出てくる。 

　どこまでも深い、深い闇。それが桂と梢子を飲み込んでいく。 

　「この術は昨日の鬼切り役に借りを返す為の、とっておきの切り札のつもりだったんだが・・・まさ

か君らのような一般人に使う羽目になるとは思わなかったよ・・・！！」 

　「こ、これは・・・！？」 

　「本当は力の消耗がかなり激しいから、あんまり使いたくは無かったんだけどね・・・だが、これで

終わりだ・・・！！」 

　鬼は勝ち誇った表情で、高々と叫んだ。 

　「・・・闇のアプソディアーーーーーーーーーーー！！」 

３．託された想い

　「何・・・！？何がどうなってるの・・・！？」 

　どこまでも深く、深く・・・全く底が見えない闇・・・桂は今、どこまでも続く闇の中に飲み込まれてい

た。 

　周囲には何も無く・・・梢子もノゾミもどこにもいない。 

　「梢子ちゃん・・・！？ノゾミちゃん・・・！？どこにいるの・・・！？」 

　２人の気配は感じる。２人は確かに自分の近くにいる。 

　桂の身体に流れる『贄の血』が、２人は自分の隣にいるという事を教えてくれている。 

　だが桂の目が、耳が、鼻が・・・物理的な感覚が、それを認識出来ないでいるのだ。 



　「何ておぞましい術・・・だけど対応策なら、柚明お姉ちゃんから教わってる・・・！！」 

　桂は月光蝶を周囲に展開し、詠唱しながら両手で呪印を結ぶ。 

　詠唱や呪印の指示に従って、月光蝶が桂の足元に集まり、魔方陣の形を形成する。 

　柚明から教わった、月光蝶の力を応用した解呪の法だ。 

　まさか実際に使う時が来るとは、桂も思っていなかったようだが。 

　桂の周囲から、闇が少しずつ消え失せていく。 

　「柚明お姉ちゃんや美咲ちゃんなら、１発で出来る術なんだけど・・・今の私の力じゃ、これが精

一杯・・・それでも私は・・・！！」 

　いつも梢子たちに守られてばかりだった桂。 

　だからこそ、今度は自分が梢子を助ける番だと・・・桂はその強い想いを胸の内に秘めていた。 

　だが、その時だ。 

　「・・・桂。」 

　「・・・っ！？」 

　聞き覚えのある声・・・懐かしい声・・・それ故に桂は驚愕の表情になった。 

　ここにいるはずが無い・・・死んでしまったはずの・・・自分のせいで死んでしまったはずの・・・ 

　「お父さん・・・お母さん・・・！？」 

　「お前が主の封印を解いたせいで、僕も真弓も幸せを奪われたんだ。」 

　「・・・・・！？」 

　動揺した桂の足元から、魔方陣が消え失せていく。 

　桂の事を見下すかのような軽蔑に満ちた瞳で、真弓と正樹は桂を睨みつけている。 

　その２人の態度に桂は戸惑い、身体を震わせている。 

　「貴方が毎日いじめられてばかりいるから、私は貴方をあんなお嬢様学校に通わせないといけな

くなったのよ？」 

　「お前が主の封印を解いたせいで、僕は死ぬ事になってしまったんだぞ？」 

　「貴方のせいで柚明ちゃんはオハシラサマになった。貴方のせいで柚明ちゃんは、１０年間も人

生を台無しにされてしまったのよ？」 

　「折角真弓と幸せに暮らしていたのに・・・お前が僕たちの幸せを奪ったんだ。」 

　「貴方のせいよ。」 

　「お前のせいだ。」 

　桂は、美咲から事前に鬼に関する情報を聞いている。 

　この鬼は人の心の中を読み取り、その人の心を傷つける能力を持っているのだと。 

　だから桂は、目の前にいる２人が幻だという事は分かっていた。 

　それでも・・・分かっていても・・・ 

　「・・・っ！！」 

　大切な人の姿をした者から、実際にこんな事を言われる・・・それがこんなにも心の傷を抉られる



物なのか。 

　昨夜、烏月はこんなおぞましい術を使う鬼と戦い、手傷を負わせる事が出来たというのか。 

　だとしたら烏月は・・・何という強い精神力の持ち主なのだろう・・・。 

　「貴方のせいで私は、貴方を女手一つで育てないといけなくなったのよ。毎日毎日、朝から夜ま

で働く羽目になって・・・正樹さんが生きていた頃は、専業主婦として楽しくやっていたのに。」 

　「そうだ。真弓が病死したのはお前のせいだ。お前が真弓を殺したんだ。」 

　「貴方なんか産まなければよかった。」 

　「お前なんか死ねばいいんだ。」 

　真弓と正樹が桂を責める。 

　桂が心の内に秘めた、深い深い傷を抉り出して。 

　桂の大切な人の言葉だからこそ、心が痛む。心が軋む。心が折れる。 

　だが、それでも。 

　心が折れそうになりながらも、桂は決してくじけない。 

　「・・・違う・・・！！」 

　「貴方なんか死んでしまえばいいのよ。」 

　「お前なんか死んでしまえばいいんだ。」 

　「違う！！」 

　消えかけた桂の足元の魔方陣が、輝きを取り戻す。 

　強い意志を秘めた瞳で、桂は真弓と正樹の姿をした偽者を睨みつける。 

　「な・・・！？」 

　「貴方たちは・・・お父さんとお母さんじゃない！！」 

　「何だと・・・！？僕と真弓はこうしてお前の目の前に・・・！！」 

　「違う！！お父さんとお母さんは、私に決してそんな事を言わない！！」 

　「ふざけるな・・・僕も真弓もお前のせいで死んだんだぞ！？」 

　「確かにそうだよ・・・私のイタズラ心のせいで、お父さんは主に殺された・・・！！私の弱さのせい

で、お母さんは無理をして病気で死んじゃった・・・！！だけどお母さんは死ぬ前に、私に言ってく

れたもん！！」 

　桂は、今でもはっきりと覚えている。 

　入院先の青城病院で、真弓が桂に残した遺言・・・真弓が桂に託した想いを。 

　『桂・・・貴方は幸せになって・・・私の分まで幸せになって・・・貴方の幸せは私の幸せ・・・貴方の

夢は、私の夢でもあるんだから・・・』 

　死の間際でさえも、真弓は桂の幸せだけを願い続けてくれていたのだ。 

　そんな真弓が、こんな事を言うはずが無い・・・桂はそれを確信しているのだ。 

　確かに目の前の幻が言うように、お父さんとお母さんが死ぬきっかけになったのは私。それは私

が一生背負っていかなければならない事。 

　昔のように自分だけ都合よく記憶を失うなんて、今度こそ絶対に許される事じゃない。 

　だけど・・・ううん、だからこそ、私はこれからも強く生きて、そして幸せにならないといけない。 



　お父さんもお母さんも、きっとそれを望んでいるはずだから。 

　「お母さんはこんな私の事を、とても大切に育ててくれた・・・！！私の事を恨んでもいいはずな

のに、お母さんは私の事を、とても大切に育ててくれたもん！！」 

　「ぬ・・・ぐ・・・！！」 

　「だから・・・貴方たちはお父さんとお母さんじゃない！！」 

　桂の心の叫びが、足元の魔方陣の輝きをさらに強くする。 

　深い深い漆黒の闇が、青く白く美しく輝く光に飲み込まれていく。 

　闇が消える。桂が鬼の呪縛から逃れる。視界がクリアになる。 

　次の瞬間。 

　『鬼の妄想によく打ち勝ったわね・・・本当に強くなったのね・・・桂・・・。』 

　『僕たちの分まで、幸せになるんだぞ。』 

　『貴方の母親で本当に良かったって思ってるわ・・・私なんかには本当に勿体無いって思えるくら

い・・・』 

　『忘れるなよ、桂・・・僕も真弓も、いつでもお前の事を見守っているからな・・・。』 

　そんな声が聞こえたような気がした・・・いや、確かに聞こえた。 

　「・・・お父さん・・・お母さん・・・！！」 

４．幕切れ

　光が収まると桂の前にいたのは、驚愕の表情を見せている鬼。 

　そして、未だに闇の中に飲み込まれたままの梢子とノゾミ。 

　だがその闇もまた、天照と月光蝶の光によって消し飛ばされて・・・ 

　「・・・でやああああああああああっ！！」 

　「こんのーーーーーーーーっ！！」 

　梢子もノゾミも、どうにか鬼の術を打ち破る事が出来たようだ。 

　「ば・・・馬鹿な・・・３人揃って何なんだお前ら・・・自力で闇のアプソディアを打ち破っただ

と・・・！？」 

　「くっ・・・夏姉さんと安姫様に卯良島での出来事を責められたのは、さすがに心が折れそうに

なったわよ・・・」 

　「あらそう。私、貴方に死ねとか言われたんだけど・・・」 

　２人の無事を確認した桂は安堵の表情で、安心したかのように尻餅をつく。 

　梢子は怒りの表情で鬼を睨みつけ、天照を上段に構える。 

　こんなにも心の底から怒ったのは、一体いつ以来だろうか。 

　誰にだって、触れられたくない心の傷の１つや２つ位はあるだろう。 

　だがこの鬼は愚劣にも土足でその中に入り込み、それを利用して人の心を内側から傷つけると

いう、絶対に許されない行為をしたのだ。 



　心の中に受けた傷は、体の傷と違って一生深く刻まれる物だ。それがどれだけ辛くて苦しいもの

なのか。 

　「ひ、ひいっ・・・！！」 

　「・・・ごめんね、美咲。」 

　不意に、梢子はこの場にいない美咲に謝った。 

　「怒りや憎しみの心だけで剣を振るったら、ただの暴力でしかない・・・貴方は以前、私にそう言っ

ていたけど・・・でも私は今から、怒りに身を任せて剣を振るうわ・・・」 

　目の前の最低最悪な鬼の事を、梢子は絶対に許せないから。 

　人の心の傷にズケズケと入り込む卑劣な鬼・・・どれだけ愚劣で最低な男なのか。 

　だからこそ、梢子はこの鬼の事がどうしても許せないのだ。 

　いや・・・梢子のこの気持ちは、怒りだけでは無い。 

　目の前の鬼の事を許せないという、熱い気持ち・・・これは一体何なんだろう。　 

　その梢子の熱い想いに応えるかのように、天照が青く白く美しく光り輝く。 

　「貴方だけは・・・絶対に許さない！！」 

　やばいやばいやばいやばいやばい。超やばい。 

　早くここから逃げないと、超やばい。 

　鬼は危険を感じて慌てて逃げようとするのだが・・・体が思うように動けない。 

　「な・・・何だこれは・・・いつの間に僕の体に呪縛の術を・・・！？」 

　「幾らもがいても無駄よ？貴方の身体は私が支配しているから。」 

　「・・・っ！？」 

　桂たちの背後から、ゆっくりと柚明が歩み寄る。 

　桂たちの帰りがあまりにも遅い上に電話も繋がらないので、心配になって駆けつけて来たのだ。 

　そして鬼の気配を感じたので駆けつけてみたら、桂が鬼の術を打ち破っていたという訳だ。 

　「馬鹿な・・・これ程の大掛かりな術・・・詠唱無しで出来るはずが・・・！！」 

　「あら？詠唱ならちゃんとしたわよ？慌ててやったから、聞こえなかったかもしれないけど。」 

　「・・・ま・・・まさか・・・高速無音詠唱術・・・！？そんな高等技術を・・・！？」 

　「そんな事より・・・桂ちゃんたちの心を傷つけた罪・・・万死に値するわよ・・・？」 

　無数の月光蝶を展開し、物凄いジト目で鬼を睨みつける柚明。 

　「い・・・嫌だ・・・助けてくれ・・・」 

　「そうやって命乞いをする人たちを、貴方は何人も傷つけたのでしょう？因果応報よ。」 

　「嫌だああああああああ！！俺はまだ死にたくないーーーーーーーー！！」 

　だが、そんな鬼の命乞いも虚しく・・・ 

　「だが断わる！！」 

　「ぐはあっ！！」 



　颯爽と現れた烏月の維斗が、鬼の身体を斬り裂いた。 

　どう・・・っと、ゆっくりと倒れる鬼。即死だった。 

　鬼が絶命したのを確認した後、柚明は慌てて桂たちに駆け寄る。 

　「桂ちゃん、梢子ちゃん、ノゾミちゃん、大丈夫だった！？怪我は無い！？」 

　「私は大丈夫ですよ、姉さん。さすがに心が折れそうになりましたけど・・・」 

　「フン、あんな小細工で私を惑わそうだなんて、１００年早いのよ。」 

　そして涙を流しながら、桂がどうにか立ち上がった。 

　「桂ちゃん・・・！！」 

　「柚明お姉ちゃん・・・お父さんとお母さんの声が聞こえたの・・・僕たちの分まで幸せになれっ

て・・・いつでもお前の事を見守っているからって・・・えぐ・・・ひっぐ・・・！！」 

　「・・・そう・・・叔父さんと叔母さんが・・・」 

　「だから私・・・幸せになるから・・・柚明お姉ちゃんや梢子ちゃんと・・・ノゾミちゃんと一緒に・・・必

ず幸せになるから・・・！！だから私・・・私・・・！！」 

　「桂ちゃん・・・」 

　「うわああああああああああああああああああん！！」　 

　色んな想いや感情が交錯し、桂は涙を溢れさせて柚明に抱きついて号泣した。 

　身体を震わせる桂を、柚明はぎゅっと抱き締める。 

　桂の心を、安心させる為に。 

　桂は、確かに真弓と正樹の死のきっかけを作った張本人だ。それだけは揺るぎようの無い事

実・・・そして桂がこれから先、一生背負っていかなければいけない事だ。今回の一件で、桂は改

めてそれを思い知らされた。 

　だがそれでも桂は生きる。精一杯生きて幸せになる。 

　精一杯生きて、幸せになる・・・それが自分のせいで死んでしまった、真弓と正樹への償いだから。

　そして真弓も正樹も、それを心の底から望んでいるから。 

　柚明に抱きついて号泣する桂を、烏月たちは神妙な表情で見つめていたのだった・・・。 
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