
アカイイト・アナザーストーリー

★全ての始まり

１．いじめられっ子の桂

　「おい羽藤。お前んちって母ちゃんしかいないんだってなぁ？」 

　「どうしてお前には母親しかいねえんだよ～？」 

　桂が中学に進学して、しばらく経ってからという物・・・桂はクラスのいじめっ子の男子たちから執

拗ないじめを受けるようになっていた。 

　大人しくて純粋な性格をしており、少し力を入れれば折れてしまいそうな・・・そんな可憐で儚い、

一輪の花のような桂。 

　だからこそ、桂はいじめっ子たちの格好のいじめの標的になってしまったのだ。 

　昼休みにいじめっ子たちに取り囲まれ、からかわれ、泣き叫ぶ桂。 

　配膳された給食に唾やチョークをかけられ、牛乳を頭からかけられてしまう。 

　だがクラスの誰もが、そんな桂の事を助けようとしない。 

　桂を助ければ、自分もいじめの標的になってしまう・・・報復を恐れて誰もが見て見ぬ振りをする

のだ。 

　実際、過去にたまりかねて桂の事を助けたクラスメイトの男子が１人だけいたのだが、彼もまたい

じめっ子たちのいじめの標的にされてしまい、今の桂以上に 酷いいじめを受けるようになってしま

い、精神的なショックを受けて不登校になってしまい、しまいには県外の学校へと転校してしまっ

たのだ。 

　そんな前科があるからこそ、クラスの誰もが桂を助けようとしないのだ。 

　「ううっ・・・痛い・・・頭が痛いよぉ・・・！！」 

　「父無し～！！乳無し～！！ぶははははははは！！」 

　「痛い・・・痛いっ・・・頭が・・・っ！！」 

　自分の家族の事をいじめっ子たちに問われる度に、桂の頭の中に赤いノイズが走る。 

　その度に激しい頭痛が桂を襲い、桂は頭を抱えてうずくまる。 

　そんな桂の様子をいじめっ子たちは面白がって楽しみ、腹を抱えて笑い出す。 

　「なあ、お前には親父はいねえのかよ？姉貴とか兄貴とかいねえのかよ？」 

　「やめて・・・痛い・・・痛いの・・・っ！！」 

　「お前もしかして父親に捨てられたのかよ？だっせーな。あははははは！！」 

　「頭が・・・頭があっ・・・！！」 

　赤いノイズや頭痛が激しくなり、苦痛に悶え苦み、泣き叫ぶ桂。 

　だが、その時だ。 

　「あんたたち！！いい加減にしなさいよ！！」 



　桂の叫び声を聞きつけ、隣のクラスから慌てて陽子が駆けつけてきた。 

　小学校の頃から付き合いのある桂の親友で、今は別のクラスになってしまった陽子。 

　彼女だけが、クラスでは完全に四面楚歌の桂にとっての唯一の味方だった。 

　「・・・んだよてめぇ・・・毎回毎回こいつの事を助けに来やがって・・・違うクラスの癖にしゃしゃり出

てくるんじゃねえよ。」 

　「クラスが違うから何だってのよ！？あんたたち、またはとちゃんをいじめたわね！！」 

　「っせーな。大体何なんだお前はよぉ？いつもいつも俺らの邪魔ばかりしやがって。」 

　いじめっ子たちが、今度は陽子を取り囲んで絡み出した。 

　だが陽子はそんないじめっ子たちに全く怯む事なく、何の迷いも無い力強い瞳でいじめっ子た

ちを睨みつける。 

　「大体奈良よぉ、お前いつも羽藤と絡んでるけどよ、一体羽藤の何なんだ？」 

　「あ、あれか？もしかしてお前らレズなの？」 

　「汚なっ！！お前ら汚っ！！触るんじゃねえよ！！菌が移る！！羽藤菌が移る！！」 

　いじめっ子たちの冗談に、クラスの何人かがクスクスと忍び笑いをするのだが・・・。 

　「誰なのよ！？今笑った奴はぁっ！！」 

　それが陽子の逆鱗に触れてしまった。 

　陽子の一喝で、教室が一転してシーン・・・と静まり返る。 

　とても怒りに満ちた表情で、陽子はクラス中を見渡すが、誰も彼もが陽子から視線を逸らして知ら

んぷりだ。 

　ここで桂や陽子に絡んでしまえば、今度は自分達がいじめっ子たちのいじめの標的になってし

まうから。 

　かつて桂を助けた男子が、いじめの標的になって不登校になってしまったように。 

　「あんたたちねえ！！目の前ではとちゃんがこんなに苦しんでるのに、どうして誰もはとちゃんを

助けようとしないのよ！？」 

　「陽子ちゃん・・・もう・・・やめて・・・ひぐ・・・えっぐ・・・」 

　「はとちゃん、こんな連中を庇う必要なんか無いわよ！！」 

　「だって・・・皆が私を助けたら・・・今度は皆が俊也君と同じように・・・っ・・・！！」 

　「・・・はとちゃん・・・」 

　陽子にしがみついて、涙を流す桂。 

　キーンコーンカーンコーン。 

　そんな事をしている間に、午後の授業の始まりを告げるチャイムが鳴り響いた。 

　程なくして先生が教室に入って来たのだが、桂の様子を見た先生が何とも怪訝な表情を見せる。

　「・・・何だ羽藤、一体どうしたんだ？まだ給食を食べていなかったのか？」 

　「先生！！この３人がはとちゃんの事をまたいじめたんです！！」 

　「奈良、お前は隣のクラスなのに何を・・・いや、そんな事より、また羽藤がいじめられたとはどうい

う事だ？」 



　先生が教室中を見渡すが、生徒たちの誰もがそんな先生の尋問に知らん振りだ。 

　ここで桂がいじめられた事を明かせば、自分たちがいじめの標的になってしまうから。 

　そんな同級生たちの態度を見た陽子は、とても厳しい表情で歯軋りする。 

　「先生よぉ・・・俺らがやったっていう証拠でもあんのかよ？あ？」　 

　「いや、確かに証拠は無いが・・・」 

　「他に目撃証言も無ぇよな？だったら勝手に俺らがやったって決め付けんなよ。」 

　「むう・・・確かにそうだが・・・」 

　「ＤＮＡ鑑定してみろよ。俺らはこいつに指一本触れてねえんだからよ。」 

　「・・・・・。」 

　どの生徒たちに対しても分け隔てなく、中立的に接しなければならない教師としての立場から、

先生もこれ以上いじめっ子たちに突っ込む事は出来なかった。 

　陽子以外に他の生徒たちからの証言が無い上に、現行犯でいじめの現場を目撃出来なかった

のだ。これでは先生もいじめっ子たちが桂をいじめた事を、厳しく咎める事は出来ない。 

　それどころか目撃証言も証拠も何も無いのに厳しく叱ってしまえば、いじめっ子たちによって事

実無根だという名目で教育委員会に訴えられて、何らかの処分を下される事にもなりかねないの

だ。 

　それを分かっているからこそ、いじめっ子たちは先生に対して、堂々と尊大な態度に出ているの

だ。 

　「・・・先生。私とはとちゃんは今日は早退します。」 

　「お・・・おい、奈良！！羽藤！！」 

　何も言い返せない先生に見切りをつけた陽子はロッカーから桂の鞄を引きずり出し、桂の手を

引っ張って無理矢理教室を後にした。 

　桂の事を助けてくれない先生やクラスメイトたち、そして何よりも桂をいじめるいじめっ子たちに対

して、強い怒りを顕わにしながら。 

　「ちょ、ちょっと・・・陽子ちゃん・・・」 

　「はとちゃん、今日はもう帰ろ！？」 

　「でも・・・」 

　「いいから帰るの！！」 

　「・・・・・。」 

　陽子に手を引っ張られる桂の無様な姿を、いじめっ子たちはニヤニヤしながら見つめていた・・・。

 

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

　「桂、ただいま・・・って、陽子ちゃん来てたの？」 

　「はい、お邪魔してます。おばさん。」 

　夕方６時・・・仕事から帰ってきた真弓を、陽子が温かく出迎えた。 

　だがそんな陽子の傍らで、酷く落ち込んでいる桂の姿が。 

　その様子を見て、真弓は全てを悟った。 

　とても悲しそうな表情で、真弓は桂の事をみつめている。 



　「・・・もしかして、また桂がいじめられたの！？」 

　「はい。給食に唾やチョークをかけられたって、はとちゃんが・・・」 

　「唾とチョークをかけられたって・・・じゃあ、桂はお昼から何も食べてないわけ！？」 

　「私がコンビニで何か弁当でも買ってきてあげようか？って、はとちゃんに何度も言ったんですけ

ど・・・はとちゃんは食欲が無いからって・・・。」 

　「そうなの・・・陽子ちゃん、いつも桂の事を守ってくれてありがとね。すぐに晩御飯を作ってあげる

から、折角だから陽子ちゃんも一緒に食べていかない？」 

　「あ、はい。頂きます。」 

　桂が昼食を食べていないという事で、慌てて夕食の準備に取り掛かる真弓。 

　だがその時、桂は今にも泣きそうな表情で真弓にしがみついた。 

　「ねえ・・・お母さん・・・どうして私にはお父さんがいないの？」 

　「・・・桂、ずっと前から言ってるでしょう？桂のお父さんはね、実家の火事に巻き込まれて死んで

しまったのよ。」 

　「でも竹原君が・・・お前の親父はお前を捨てたんだって・・・」 

　「桂・・・」 

　桂の頭に走る、赤いノイズ。 

　それが桂の頭に凄まじい激痛を与え、桂は顔をしかめる。 

　「お母さん・・・本当にお父さんは私とお母さんを捨てて逃げたの・・・？」 

　「桂、馬鹿な事は言わないの！！お父さんはね、桂の事を必死で守ってくれたのよ！？」 

　むぎゅっ。 

　涙を流す桂を、真弓はぎゅっと抱き締めた。 

　不安に押し潰されそうな桂の心を、安心させる為に。 

　「お母さん・・・頭が痛い・・・頭が痛いよぅ・・・」 

　「桂、貴方の家族は私だけ・・・他に家族なんかいないんだから・・・だから余計な事は何も考えな

くていいから・・・ね？」 

　「お母さん・・・お母さん・・・っ・・・！！」 

　自分の胸に顔を埋めて身体を震わせる桂を見て、真弓は悲しそうな表情で歯軋りした。 

　本当に自分なんかには勿体無いと思える程、桂は純粋で素直な心を持っているというのに・・・い

や、だからこそ桂は、格好のいじめの標的にされてしまっているのだ。 

　主を食い止める為にオハシラサマになった柚明や、主に取り憑かれてしまった白花、そして主に

操られた白花の手によって殺されてしまった正樹。鬼によって殺されてしまった柚明の両親・・・。 

　どうして贄の血筋の家系の者たちは、こうも悲惨な業を背負わされてしまうのか。 

　だからこそ、せめて桂だけはいい高校、いい大学に進んで、いい人と結婚して幸せになって欲し

い・・・例え柚明や白花、正樹の事を忘れ去ってしまったとしても、せめて桂だけは幸せな人生を

歩んで、静かに生涯を全うして欲しい・・・。 

　その想いで、真弓は桂の事を必死に養っているというのに。 

　桂は小学生の頃もいじめられていたが、それでもそんなに悪質な物では無かった。 

　真弓がいじめっ子を怒鳴り散らせば、いじめっ子は素直に反省して桂に謝ったし、何よりもクラス



メイトの陽子によって桂はいつも守られてきた。 

　だが桂が中学生になり、陽子が別のクラスになってからというもの、桂へのいじめは日々エスカ

レートし、あまりにも酷く・・・そして狡猾になる一方だ。 

　決して学校にバレないようにクラスメイトたちを脅して口止めし、少しでも桂を助けようとする者に

は制裁を加えて他のクラスメイトたちへの見せしめとし、いじめの証拠となる物を一切残さない。 

　先生が少しでも注意しようとすれば、『証拠はあるのか』『俺らは何もしていない』と開き直り、教育

委員会への提訴もちらつかせるという大胆さ。 

　それ故に先生はいじめっ子たちを強く叱る事も出来ず、学校側も桂へのいじめの実態を把握出

来ず、全ては闇の中に葬られるという構図だ。 

　これまで真弓はいじめっ子たちの家に出向いて、両親といじめっ子たちに何度も何度も激しく抗

議しているのだが、いじめっ子たちは開き直って『名誉毀損で訴えるぞ』と真弓に対して怒鳴り返し、

両親も『うちの息子がそんな事をするはずが無い』などと言い出す始末だ。 

　一体いじめっ子たちは、両親からどんな教育を受けてきたのだろうか。 

　人が苦しんでいる所を、どうして面白おかしく笑いながら見る事が出来るのか。 

　「下らないわよね、いじめなんて・・・他にする事が無いのかしら・・・！！」 

　「お母さん・・・。」 

　「桂、貴方には私と陽子ちゃんがいるから・・・例え世界中の全てが貴方の敵になったとしても、私

と陽子ちゃんだけは決して貴方を見捨てたりしないから・・・！！」 

　桂を強く抱き締める真弓を、陽子は悲しみの表情で見つめていた。 

２．真弓の最期

　それから月日が流れ・・・いじめに耐えかねて不登校になりがちになってしまった桂は、クラスから

離れて特別教室で授業を受ける事になり・・・ それ以来桂へのいじめは、全く無くなる事は無かっ

たものの激減し、桂はどうにか無事に卒業して地元の名門のお嬢様学校に通う事になった。 

　桂が通う事になったお嬢様学校・・・私立の有名な女子高で、授業料が公立の共学の高校に比

べるとかなりの高額で、とても女手一つで桂を養っていて平凡な収入しか無い真弓が、普通に働

いて通わせられるような学校ではない。 

　その事を危惧した桂は 

　『地元の公立の、共学の高校でいいのに！！』 

　と真弓を散々説得したのだが、それでも真弓は 

　『共学の高校なんて駄目よ！！きっと桂はまたいじめられるから！！』 

　『この女子高ならきっと、桂の事をいじめる子なんていないはずだから！！』 

　と主張して譲らず、反対する桂を無理矢理押し切り、無理矢理願書を提出し、無理矢理入学試

験を受けさせたのだ。 

　元々成績はいい方だった桂は入学試験に見事に合格し、陽子と一緒にお嬢様学校に通う事に

なり、そこで凛と出会って３人は親友同士になる。 



　そして共学だった中学と違い、いわゆる『お嬢様』が多数集まるこの高校では、真弓が言うように

桂の事をいじめようとする者など１人も存在しなかった。 

　それ故に桂は静かで充実した、とても楽しい学校生活を満喫する事が出来ていた。 

　だが、その対価として・・・女手一つでの平凡な真弓の収入ではとても払い切れない、桂の高校

の高額な入学金と授業料を工面する為に、真弓は桂が中学３年になった頃から、朝から晩まで働

き詰めになってしまう。 

　本職の翻訳業だけではなく、副業として英会話スクールの臨時講師や新聞配達のアルバイト・・・

果ては桂に黙って千羽党の鬼切りの任務を手伝ったり、さらにはキャバクラで働くなんて事さえも

あった。 

　土日祝も、盆休みやゴールデンウィーク、年末年始の時でさえも１日たりとも決して休む事無く、

まさに仕事の鬼となって必死にお金を稼ぐ日々。 

　酷い時には朝５時に家を出て、夜中の１時に帰ってくるなんて事さえもあった。 

　だが、こんな無茶な事を１年近くも繰り返せば、真弓の体が限界に達するのは当たり前の話だ。 

　幾ら最強の鬼切り役と呼ばれていた真弓と言えども、彼女は鬼ではなく生身の人間なのだから。 

　一般的に１日の労働時間が原則８時間として、超過勤務が月８０時間を越えると過労死するライ

ンだと言われており、真弓の場合は月１５０～２００時間以上もの超過勤務をしている計算になるの

だ。 

　それでも真弓は桂に幸せになってほしいという一心で、桂やサクヤが止めるのも聞かず、高額な

授業料を工面する為に、毎日毎日朝早くから夜遅くまで働き続けた。 

　そう・・・まるで何かに取り憑かれてしまったかのように・・・ 

　そして・・・桂の夏休みを目前に控えた７月・・・真弓が倒れた。 

　「お母さん・・・お母さん・・・！！」 

　「桂・・・サクヤ・・・ゲホッ・・・ゲホッ・・・」 

　入院先の青城病院で、集中治療室のベッドで横になっている真弓の右手を、涙を流しながら両

手で握り締める桂。 

　その様子を、サクヤがとても心配そうに見つめている。 

　ただでさえ極度の過労で体が弱っていた所へ性質の悪い風邪をこじらせてしまい、その病魔は

情け容赦なく真弓の命を削り取ってしまっていたのだ。 

　最強の鬼切り役と呼ばれていた真弓だったが、そんな面影を微塵も感じさせない程にその身体

は細くやせ衰え・・・その命はもはや風前の灯火だった。 

　それでも・・・そんな状況の中でも・・・真弓はひたすらに『桂の幸せ』だけを願い続けていた。 

　自分の命が、もう残り僅かだと分かっていながら・・・いや、分かっているからこそなのか。 

　「・・・はぁ・・・はぁ・・・はぁ・・・」 

　「お母さん・・・死なないで・・・死んだら嫌だよぉ・・・！！」 

　「桂・・・」 

　最期の瞬間でさえも、真弓は桂に対して普段と変わらぬ笑顔を見せていた。 

　桂がいじめられてばかりだった中学時代とは違う、静かで幸せな学校生活を送れている事への、



心の底からの喜びを満喫しながら・・・。 

　「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・・・」 

　「お母さん・・・っ・・・！！」 

　「桂・・・貴方の母親で・・・本当に・・・良かっ・・・」 

　「お母さん・・・！？お母さんっ！？」 

　「・・・・・。」 

　ピーーーーーーーーーーッ。 

　心拍測定器が、真弓の心拍が完全に停止した事を告げる。 

　それを見届けた医師が、悲しみの表情で測定器の電源を落とし・・・残酷な事実を静かに告げた。

　「・・・７月１６日、午前２時３０分・・・羽藤真弓さんの死亡を確認致しました。」 

　「ううう・・・ううううう・・・あああああああ・・・」 

　「最善は尽くしましたが・・・」 

　「あああううううあああああああううううううあああああああああああ！！」 

　真弓の亡骸にしがみつき、涙を流しながら泣き叫ぶ桂。 

　「桂・・・真弓・・・！！」 

　「嫌ああああああああああ！！お母さあああああああああああん！！」 

　「・・・アタシはまた、大切な人を守る事が出来なかったのか・・・！！」 

　カグヤ、笑子、柚明、白花、正樹・・・そして真弓。 

　サクヤはまたしても、目の前で大切な人を再び失ってしまった。 

　歯軋りしながら、サクヤは真弓の亡骸を悲しみの表情で見つめ、苦々しく呟いた。 

　「真弓・・・真弓・・・っ・・・！！」 

　「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！！」 

　「アンタは本当に・・・馬鹿な女だよ・・・っ！！」 

　涙を流しながら壁にもたれかかり、身体を震わせるサクヤ。 

　真弓の亡骸にしがみついて、号泣する桂。 

　深い悲しみと絶望に突き落とされた２人とは対照的に、真弓の死に顔はとても満足そうで、まるで

安らかに眠っているかのようだった・・・。 

３．葬儀の最中に

　それから程無くして、真弓の葬式が地元の葬儀屋で行われる事になった。 

　式の最中にも桂は泣いてばかりで、式に訪れた者の多くの人が、そんな桂の事を悲しみの表情

で見つめていた。 

　まだ高校１年生だというのに、両親を失って親戚も誰もおらず、天涯孤独になってしまった・・・そ

の悲しみや苦しみは想像を絶する物があるだろう。 

　「それじゃあ桂、陽子、凛・・・アタシは今から近くのファミレスで、仕事の打ち合わせがあるから少



しだけ席を外すけど・・・」 

　会場に誰もいなくなってしばらくしてから、サクヤが桂たちにそう切り出した。 

　それを聞いた凛が、何とも怪訝な表情を見せる。 

　「今から打ち合わせって・・・浅間さん、もう夜８時を過ぎてますよ！？こんな時くらいはお休みを

頂いたらどうなんですか！？」 

　「アタシだって凛の言う通り、出来れば今日くらいは仕事を忘れて休みたいんだけどさ・・・出版社

がどうしても大特急で撮って欲しい写真があるから、どうしても今から打ち合わせがしたいって聞か

ないんだよ。」 

　「・・・そうですか・・・ご苦労痛み入ります。」 

　「ま、急ぎの仕事だけど、その分報酬は弾むとか言ってくれてるからねぇ。なるべく早く戻ってくる

から、３人共いい子にして待ってるんだよ？」 

　鞄を手に、慌てて会場を後にするサクヤ。 

　サクヤが今日は真弓の葬式に出席するという事も、天涯孤独になった桂の身元引受人になった

という事も、出版社だって分かっているはずなのに。 

　それなのに出版社は、どうしてこんな時にまでサクヤに仕事を押し付けようとするのか。 

　それだけサクヤが信頼出来る取引相手なのかもしれないが、こんな時くらいはサクヤを桂の傍に

いさせてあげてもいいのに。 

　それを思い、凛はとても厳しい表情をしていた。 

　「・・・まるで今の日本は、仕事に呪われているみたいですわ・・・この間のコロナ自動車の社員が

過労自殺した事件にしても・・・ハックの店長が鬱病になった事件にしても・・・羽藤さんのお母様

だって・・・！！」 

　「お凛・・・アンタ・・・」 

　「こんな時にまで仕事だなんて・・・出版社の方も浅間さんも、少しは羽藤さんの今の気持ちを考

えて・・・っ！？」 

　言いかけた凛だったが、そこで突然驚きの表情になった。 

　そんな凛の様子に、あっけに取られた表情になる陽子。 

　とても厳しい視線を、凛は会場に足を運んだ者たちを睨みつけている。 

　「ん？どしたの？お凛。」 

　「・・・奈良さん・・・あの方たちは羽藤さんのお知り合いなのですか？随分と場違いな方たちがい

らっしゃったようですが・・・」 

　「は？場違いって、一体誰が・・・っ！？」 

　陽子が凛の視線の先を追うと・・・そこにいたのは・・・ 

　「・・・アンタたち・・・！！」 

　「よう奈良ぁ。久しぶりだなぁ。」 

　中学時代に何度も桂をいじめていた、いじめっ子たちだった。 

　とてもニヤニヤしながら、陽子の事を睨みつけている。 

　凛が言うように、葬式に訪れたというにはあまりにも場違いな、彼らのとてもラフな服装。 

　学生ならば制服姿で訪れるのが、葬儀においての最低限のマナーだと言うのに。 



　それに彼らの表情からは、桂の事を哀れむ気持ちが微塵も感じられない。 

　そう・・・彼らの表情は、中学時代に桂をいじめていた時と同じ・・・ 

　「おい羽藤。お前親父だけじゃなくて、とうとうお袋までいなくなっちまったのかよ？」 

　「・・・・・！！」 

　自分を取り囲んだいじめっ子たちの言葉に、桂は驚愕の表情になる。 

　そんな桂の心の傷を抉るかのように、いじめっ子たちはニヤニヤしながら、桂に次々と罵声を浴

びせ続けた。 

　「父無しどころか、今度は母無しかよ！！しかもお前、高１になっても未だに乳無しなのな！！一

体何を食ったらそんなに乳無しになれるんだよ！？」 

　「父無し～！！乳無し～！！そんでもって母無し～！！」 

　「ぶははははははははは！！」 

　まさか違う高校に進んでからも・・・しかもよりにもよってこんな時にまで・・・ 

　いや、桂が心の底から悲しんでいる、こんな時だからこそなのか。 

　桂が苦しむ姿を存分に堪能するには、確かに今が最高の好機なのかもしれない。 

　だがまさか、死者を丁重に弔う儀式を行う場である葬儀屋にまで、わざわざ乗り込んでくると

は・・・彼等は一体どんな図太い神経をしているのか。 

　いや・・・彼らには桂をいじめる事以外に、他にする事が無いのだろうか。 

　「おい羽藤！！お前もしかして天涯孤独かよ！？他に親戚とか家族とかいねえのかよ！？」 

　「・・・い・・・嫌・・・！！」 

　「兄貴とか姉貴とかいねえのかよ！？今時一人っ子とかマジありえねえ！！」 

　「嫌・・・頭が・・・頭がぁっ・・・！！」 

　「兄無し～！！姉無し～！！」 

　ザザザザザーーーーーーーッ！！ 

　桂の頭の中を走る、赤いノイズ。それが桂に激しい頭痛を与える。 

　「父無し～！！兄無し～！！姉無し～！！」 

　「痛い・・・頭が・・・痛い・・・っ・・・！！」 

　「ぶははははははは！！」 

　「やめて・・・やめてよぉっ・・・！！」 

　ザザザザザザザザザーーーーーーーーーーーッ！！ 

　赤いノイズが、さらに激しくなる。 

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

　『では、私なら大丈夫ですね！？』 

　『・・・ちゃん！？』 

　『私なら・・・より濃い・・・を宿していますし、・・・の使い方も・・・から手ほどきを受けていますか

ら！！』 

　「私には・・・お兄ちゃんもお姉ちゃんも・・・いない・・・はずなのに・・・っ！！」 



　『確かに、・・・ちゃんには才能があるけどね！？だけどこれは桂と・・・がしでかした事・・・！！貴

方が業を背負う事は無いのよ！？』 

　『他に・・・を食い止める方法はありますか！？』 

　『でも・・・！！』 

　「痛い・・・頭が・・・痛いっ・・・！！」 

　『・・・じさん・・・ばさん・・・お願いします！！』 

　『嫌あああああああああああああ！！・・・お姉ちゃああああああああああああん！！』 

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

　ザザザザザザザザザザザザザーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーッ！！ 

　桂の頭痛がさらに激しくなり・・・耐え切れなくなった桂が涙を流しながら、絶叫した。 

　「・・・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！！」 

　「ぶははははは！！面白ぇ～！！」 

　「痛い！！痛い！！頭が・・・痛いの・・・頭がぁっ！！」 

　「何だよお前！！こんな事で頭が痛いとかマジありえね・・・」 

　その瞬間、陽子が鬼神の如き形相で、いじめっ子の胸倉を掴んで壁に叩きつけた。 

　陽子の凄まじい怒りを敏感に感じ取り、思わずゾッとしてしまういじめっ子たち。 

　「・・・アンタたち・・・よくもそんな酷い事を笑いながら平気で言えるなぁ！？」 

　「な・・・何だよ奈良、てめえっ・・・！！」 

　「はとちゃんがこんなに苦しんでるってのに！！アンタたちは何がそんなに楽しいんだよ！？どう

してそんなに笑っていられるんだよ！？あああんっ！？」 

　「ちょ・・・何なんだよお前、マジになるなって・・・！！ちょっと羽藤の事をからかっただけじゃねえ

かよ！！」 

　「アンタたちだけは絶対に許さない！！はとちゃんを傷つけるアンタたちを！！アタシは絶対に

許さない！！」 

　いじめっ子たちに対して、鉄拳を食らわそうとする陽子。 

　桂をいじめて苦しめるいじめっ子たちへの、強い怒りを右拳に込めながら。 

　だが、このいじめっ子たちは・・・どこまでも狡猾で、卑屈で、腐り切った最悪の連中だった。 

　「うわっ！！何だよお前！！俺の事殴るつもりかよ！？！」 

　「これは今すぐに警察に行って、被害届を出しにいかねえとなあっ！！」 

　「慰謝料を払えば、警察には言わないでおいてやらなくもないぜ！？」 

　今この場には桂たち以外に目撃者はおらず、しかもいじめっ子たちは桂の体に指一本触れてお

らず、一方的に陽子に迫られているだけだ。 

　これではいじめっ子たちが警察に通報してしまえば、最悪の場合は逮捕まではいかないだろう

が、陽子が警察官に厳重注意され、補導を受けるなんて事にもなりかねないのだ。 

　そうなってしまえば、陽子には学校から数日間の停学処分が下されるなんて事にもなりかねず、

内申書に少なからず影響が出てしまうだろう。 

　何という計算高く・・・そして何という卑劣な連中なのか。 



　「くっ・・アンタたち・・・どこまで腐った連中なのよ！？」 

　「へへへ・・・」 

　怒りの形相で、陽子はニヤニヤしているいじめっ子たちを睨みつける。 

　だが、その時だ。 

　「・・・あら？貴方達、そんな事を言っていて本当によろしいのですか？」 

　「あ？何だてめぇは？見ねぇ顔だな？」 

　「東郷凛と申します。以後お見知りおきを。羽藤さんと奈良さんは高校に進学してから知り合った、

私の大切な友人たちなのですが・・・。」 

　とても穏やかに・・・しかしいじめっ子たちへの強い怒りを瞳に秘めながら、凛はいじめっ子たちに

全く怯む事なく、威風堂々とした態度ではっきりと通告した。 

　「そんな事より・・・皆さんは先程、奈良さんの皆さんへの暴行未遂容疑を警察に通報するとおっ

しゃっていましたが・・・実は私も先程から、皆さんの一連の会話をＩＣレコーダーで録音させて頂い

ております。」 

　「な・・・何だと！？」 

　「今までの会話の内容を、皆さんの学校や警察に提示すれば・・・皆さんが卑劣ないじめっ子だ

というレッテルを、世間に晒す事になってしまいますが・・・」 

　「てめぇ、ふざけんじゃねえぞコラァ！！」 

　いじめっ子の１人が一転して焦りの表情になり、凛の胸倉を乱暴に掴んだ。 

　だがそれでも尚、凛は威風堂々とした態度を崩さない。鋭い眼光でいじめっ子たちを睨みつける。

　「あら、そんな薄汚い手で私に触らないで頂けますか？そんな事をすれば私も皆さんの事を、恐

喝されたと警察に通報させて頂きますよ？」 

　「きょ、恐喝だと！？ふざけんじゃねえぞ！！大体そんな証拠がどこに・・・」 

　「貴方は今、私の胸倉を掴んでいますよね？それが何よりの証拠ですわ。警察にＤＮＡ鑑定を依

頼して、私が『この人に乱暴された』とでも訴えれば、貴方はもう逃げられませんわよ？」 

　自分よりも大柄な屈強な男を前にしても怯まない、何と言う威風堂々とした態度。 

　桂も陽子も、凛のあまりの堂々とした立ち振る舞いに呆然としてしまっていた。 

　普段はのほほんとしている凛からは、とても想像出来ない様な力強さ、威圧感・・・そして決して

冷静さを失わない強い精神力。 

　何て強い人なんだろう・・・桂はそんな凛の姿に、完全に圧倒されてしまっていた。 

　「てめぇ・・・！！女のくせに調子に乗ってんじゃねえぞ・・・！！」 

　「貴方の方こそ、暴力で相手を脅す事しか能の無い下衆の分際で、あまり調子に乗らないで頂き

たいのですが？」 

　「この・・・てめぇをぶっ殺してやんよ！！死人に口無しって言葉を知ってるか！？空手三段を舐

めんじゃねえぞコラァ！！」 

　「あらあら、私を殴るおつもりですか？ちなみに言い忘れていたのですが、こんな事もあろうかと

私は携帯用の非常ベルを常備しています。かなりの大音量ですから、私がそれを鳴らせばここの

職員の方が駆けつけてきますよ？」 

　「・・・ぬ・・・ぐ・・・！！」 



　最初はいじめっ子たちが凛を脅していたというのに・・・いつの間にか立場が完全に逆転し、凛が

いじめっ子たちを巧みに脅していた。 

　その凛の巧みな交渉術の前に、圧倒されてしまういじめっ子たち。 

　「分かったのなら早く私から手を離して、羽藤さんと奈良さんに土下座して謝って下さい。そうす

れば今回の一件は不問とさせて頂きますわ。」 

　「て、てめぇ・・・！！」 

　「さもなくば・・・分かっていますね？非常ベルを鳴らしますわよ？これまでの会話は全て録音して

いますから、貴方が私に暴力を振るおうとしたという証拠はきちんと残っていますから。私が被害を

訴えれば、皆さんはもうおしまいですわよ？」 

　「くっ・・・！！」 

　「もう１度だけ言います・・・羽藤さんと奈良さんに土下座して謝って下さい。」 

　最後は少し語気を強めて、凛はいじめっ子たちにそう告げた。 

　いじめっ子たちは歯軋りしながらも、凛から手を離して渋々と桂と陽子に土下座して・・・ 

　「も・・・申し訳ありませんでした・・・」 

　「心が込められていませんわね。何ですかその誠意の無い謝罪の仕方は？」 

　「・・・申し訳ありませんでしたっ！！」 

　最終的に床に頭を擦り付けて、大声で謝罪する羽目になってしまった。 

　たかが１人の女を相手に、しかも暴力を一切使われずに、ここまで圧倒されてしまった・・・その屈

辱と怒りを胸に秘めながら。 

　その様子を、呆然とした表情で見つめる桂と陽子。 

　「・・・まあよろしいでしょう。約束通り『今回は』これで不問とさせて頂きます。取り敢えず目障りで

すから、今すぐにここから消え失せて下さいます？」 

　「くっ・・・てめぇの顔は覚えたからな！！このままじゃ絶対に済まさねぇぞ！！」 

　「あらそうですか。どうぞご自由に。」 

　「くそが・・・！！おいお前ら、行くぞ！！」 

　渋々と、その場を立ち去るいじめっ子たち。 

　そんないじめっ子たちの後ろ姿を、凛はまるで汚物を見るかのような目で睨みつけていた。 

　「ふぅ・・・つまらない男たちですわね。あれで空手の有段者だなんて信じられませんわ。」 

　「・・・お凛、アンタ一体何者なの（汗）！？」 

　「そんな事はどうでもよろしいのです。それよりもあの方たちの、羽藤さんと奈良さんへの劣悪な

侮辱行為・・・万死に値しますわ。」 

　凛は懐からハンカチを取り出して、そっ・・・と桂の涙を拭き取ってあげた。 

　そして身体を震わせる桂を、ぎゅっ・・と抱き締める。 

　桂の心を、安心させる為に。 

　「羽藤さん、もう大丈夫ですから。大丈夫ですからね？」 

　「・・・りたい・・・」 

　「・・・え？」 



　「強くなりたい・・・私、強くなりたい・・・っ！！」 

　身体を震わせながら、桂は凛の身体にしがみついた。 

　「私がいじめられてばかりだったせいで、お母さんは無理をして死んじゃったから・・・私の弱さの

せいで、陽子ちゃんにもお凛ちゃんにも迷惑を掛けちゃったから・・・！！」 

　「羽藤さん・・・私は迷惑だなんて、そんな事は・・・」 

　「だから私・・・強く・・・ならなきゃ・・・っ！！」 

　「・・・羽藤さん・・・」 

　「うわあああああああああああああああああん！！」 

　凛の身体にしがみつき、号泣する桂。 

　私がもっと強ければ、お凛ちゃんのようにいじめに屈しない程の強さがあれば、お母さんは無理

をしてまで自分を私立のお嬢様学校に通わせる事は無かったはずだと・・・風邪と過労で死んでし

まう事は無かったはずだと・・・桂はそれを心の底から悔いていた。 

　私の弱さが、お母さんを殺してしまったのだと。私がお母さんを殺したのだと。 

　それは桂の責任では無いのに。悪いのは桂を執拗にいじめた、いじめっ子たちの方だというの

に。 

　それでも桂はその純粋な心故に、自分のせいで真弓が死んでしまったのだと心の底から思い込

み、必要以上に責任を感じてしまったのだ。 

　だからこそ、強くなりたいのだと・・・強くならなければいけないのだと・・・。 

　この事件をきっかけに、桂はそれを心から願うようになったのだ。 

　そして桂のこの想いは・・・この後に桂に降りかかる経観塚での出来事をきっかけに、さらに強ま

る事になるのである・・・。 

４．全ての始まり

　それから一学期の終業式が終わり、夏休みになり・・・桂の元には真弓が遺した遺産と、多額の

死亡保険金が下りる事になった。 

　そして真弓の遺産の相続手続きの際に、司法書士から 

　『羽藤さんのお父さんが、経観塚に屋敷を残しているのですが・・・』 

　と告げられ、桂はその屋敷の処遇をどうするのか決める為に、経観塚へと旅立つ事になった。 

　１０年ぶりに、桂が生まれ育った故郷・・・そして桂にとっての因縁の地である経観塚へと。 

　東京駅から東北新幹線に乗り、ローカル線を幾つも乗り継ぎ、経観塚行きの電車に揺られる桂。 

　その様子を、柚明がご神木から悲しみの表情で見つめている。 

　「そんな・・・桂ちゃん・・・どうして・・・！？」 

　どうして桂ちゃんが、この経観塚に舞い戻って来てしまったのか。 

　いや、それ以前に叔母さんは一体どうしたのか・・・どうして桂ちゃんと一緒にいないのか。 

　桂ちゃんには私の事など忘れて、静かに幸せに生きていてほしかったのに・・・！！ 



　「駄目・・・桂ちゃん・・・ここに来てはいけない・・・！！」 

　「・・・ふふふ・・・ふははは・・・ふはははははは！！」 

　「・・・っ！！」 

　「天運は我にあり！！どういう経緯でかは知らぬが、よもや贄の娘が自らこの地に舞い戻って来

ようとは！！」 

　「主・・・！！」 

　「この好機、私はむざむざと逃すつもりはないぞ！？ふはははははは！！」 

　高笑いする主を、柚明は決意と覚悟を秘めた瞳で睨み付けた。 

　「それだけはさせません！！桂ちゃんは私が守ります！！私の存在の全てを賭けてでも、桂ちゃ

んには指一本触れさせはしません！！」 

　「ククク・・・潰しがいのない虫ケラの分際で、ほざきおるわ！！」 

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

　「おいアンタ！！どうして桂に経観塚の屋敷の事を伝えちまったんだい！？」 

　「は！？だって屋敷の所有権は羽藤さんにあるんですけど！？」 

　仕事を終えて街に戻ってきたサクヤだったが、自分が留守の間に桂が経観塚に向かった事を司

法書士から知らされ、物凄い勢いで司法書士の胸倉を掴んでいた。 

　一体全体何が何だか、全然意味が分からない司法書士。 

　「ふざけるな！！今の桂の身元引受人はアタシだ！！アタシが桂の保護者なんだよ！！どうし

て桂の前にアタシに話をつけなかったんだい！？」 

　「そ、そんな事を言われましても・・・そもそも浅間さんは仕事で九州に行ってて、ずっと留守だっ

たでしょ！？大体浅間さんは所詮は身元引受人であって、相続の権利は浅間さんではなく羽藤さ

んにあるんですが・・・」 

　「冗談じゃない・・・！！これじゃあ真弓の今までの苦労が水の泡じゃないか！！」 

　「はあ！？言ってる意味が分からないんですけど！？」 

　サクヤは舌打ちして司法書士から手を離し、慌てて携帯電話で桂に連絡を入れようとするが、繋

がらない。 

　「くそっ・・・！！」 

　「ああ、予定ではもうすぐ経観塚に到着する頃ですから。あそこは田舎ですからねぇ、電波の状

態が悪くて繋がらないんじゃないですか？」 

　「こうしちゃいられない・・・アタシも今からすぐに経観塚に行かないと・・・！！」 

　「え！？ちょっと、浅間さん！？」 

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

　「ゆーねぇ・・・僕は遂に帰ってきたよ・・・ゆーねぇをオハシラサマの使命から解放する為に・・・僕

が犯した罪をこの手で償い、清算する為に・・・！！」 

　１０年ぶりに経観塚の地を訪れ、決意を胸にご神木へと向かう白花。 

　「兄上を誑かした忌々しいあの男・・・この私が必ず叩き斬ってみせる！！」 



　経観塚行きの電車の中で、決意を顕わにする烏月。 

　「ふぅ・・・この屋敷の中なら、当分は身を隠せそうですね・・・全く、鬼切りの頭になれだなんて、冗

談じゃありませんよ・・・！！」 

　若杉の家から逃げ出し、羽様の屋敷に身を隠す葛。 

　「ふふふふふ・・・隠された子、見～つけた！！」 

　「姉さま、ハシラが私たちの動きに感づいたようです。早急に動きましょう。」 

　主からの命を受け、桂を手に入れる為に動き出したノゾミとミカゲ。 

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

　桂、柚明、烏月、サクヤ、葛、ノゾミ、ミカゲ・・・そして主と白花。 

　経観塚という舞台に全ての役者が集結し・・・運命の歯車は再び回り出す・・・。 
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