
アカイイト・アナザーストーリー

★バースデーバトル

　９月１８日・・・桂の誕生日。 

　それは、桂の周囲が毎年のように修羅場と化す、とても恐ろしい日である。 

　去年も桂に誕生日プレゼントを渡す為に、桂の高校で凄まじいバトルが繰り広げられた物だ。 

　それは、凄まじいまでの総誘い受けの達人である桂が持つ、圧倒的なカリスマ性故に。 

　桂は変にお人好しな物だから、大量に渡される誕生日プレゼントを断わる事も捨てる事も出来ず

に処分に困ってしまい、去年などはそれを見た柚明から 

　「・・・ねえ・・・桂ちゃん・・・その大量のプレゼント・・・一体誰から貰ったのかしら・・・（激怒）？」 

　などと、物凄いジト目で言われたりもした物だ。 

　そして今年もまた、桂への誕生日プレゼントを巡って、壮絶な戦いが繰り広げられる事になるの

である・・・！！ 

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

　美咲「それじゃあ羽藤さん、行きましょうか。」 

　桂「うん。いつも送ってくれてありがとね。美咲ちゃん。」 

　９月１７日の夜・・・部活動を終えた桂はいつものように美咲に付き添われて、帰宅する為に学校

の正門へと向かっていた。 

　桂のマンションは美咲の家のすぐ近くだという事で、今では桂と一緒に登下校する事が美咲の

日課になりつつある。 

　剣道部の練習でクタクタになりながらも、それでも美咲に対して充実した表情を見せる桂。 

　そんな桂の可愛らしい笑顔を見ていると、美咲の胸が思わずキュン・・・となってしまう。 

　美咲「・・・ねえ、羽藤さん。」 

　桂「何？美咲ちゃん。」 

　美咲「今日は久しぶりに、私の家に寄っていかない？私の手料理をご馳走してあげるから。」 

　桂「え？いきなりどうして・・・」 

　美咲「明日は羽藤さんの誕生日でしょ？だからお祝いでもしようかと思って。」 

　桂「・・・あ、ありがとう、美咲ちゃん・・・覚えていてくれたんだ・・・だけど柚明お姉ちゃんが・・・」 

　心配するから・・・桂がそう言いかけた、その時だ。 

　葛「おおっと！！それだけはさせませんよ！？美咲さん！！」 

　正門の前で桂と美咲を待ち構えていたのは、葛と汀、コハク、そして千羽党に所属する鬼切りの

東条、三上、谷原の６人だった。 

　いきなりの出来事に、唖然とした表情の桂と美咲。 

　葛「桂おねーさんは今から私が、若杉の屋敷へと招待させて頂きます。勿論美咲さんが提供す



る安物の料理などではなく、料理も接客もお風呂も遊具も宿泊施設も全て最高峰のもてなしをし、

桂おねーさんには今日１日、身も心もリフレッシュして頂きます。」 

　桂「えええええ！？葛ちゃんいきなり何を言い出すの！？」 

　何の迷いも無い力強い瞳で、葛ははっきりと宣言した・・・。 

　葛「明日は桂おねーさんの誕生日・・・それを真っ先に、誰よりも早く、９月１８日０時０分０秒に

なった瞬間にお祝いするのは、美咲さんではない・・・この私なのです！！」 

　桂「・・・・・（汗）。」 

　いや、何もそんな細かい事にまでこだわらなくても・・・ 

　突然の葛の通告に、言葉が出ない桂。 

　そして桂の事を逃がさないと言わんばかりに、他の５人が一斉に桂と美咲を取り囲む。 

　だがそれを見た美咲が、はぁ・・・と溜め息を付いて、余裕の表情で木刀を取り出した。 

　鬼切り部の精鋭５人を前にしても尚、美咲は余裕の笑みを崩さない。 

　美咲「あら、私の料理が安物だなんて・・・随分と失礼な事を言ってくれるじゃない。」 

　葛「美咲さん。貴方の戦闘データは既に分析し尽くしています。幾ら貴方でも、この５人をまとめ

て相手にしては勝ち目は無いですよ？」 

　美咲「分析したって・・・ああ、そういえば最近、私の周りをコソコソと付け回していた人達がいた事

には気付いていたけど・・・」 

　葛「私とて手荒な真似はしたくありませんが・・・もし邪魔をするというのであれば、この５人の結束

されたチームワークの前に、貴方は屈する事になるでしょう。」 

　コハクの心の声（出来れば美咲とは、１対１で手合わせをしたかったのだがのう・・・このような姑

息な兵法、興が乗らぬわ。） 

　汀の心の声（全く、こんな下らない事の為に、沖縄からこんな遠くまで呼び出すなんて・・・つづら

んったら何考えてるんだか・・・） 

　東条の心の声（んだよ、今から明美とデートだってのに・・・こんな下らない事の為に呼び出しや

がって・・・） 

　三上の心の声（俺、今日は休みなんだけど・・・） 

　谷原の心の声（それにしても腹減ったなぁ・・・） 

　美咲「・・・ねえ、葛ちゃん。５人共全然チームワークが取れて無いような気がするんだけど、私の

気のせいかしら？」 

　葛「さあ美咲さん。怪我をしたくなければ、大人しく桂おねーさんを引き渡して頂けますか？決し

て桂おねーさんに手荒な真似は致しません。桂おねーさんの誕生日を誰よりも早く祝った然る後

に、丁重に柚明おねーさんの下にお返ししますので。」 

　美咲「・・・ふふ・・・ふふふ・・・うふふふふ・・・！！」 

　葛「な・・・何が可笑しいのですか美咲さん！？」 

　美咲「葛ちゃんの言う通りね。確かに私１人だけでこの５人をまとめて相手にするのは、少しきつ

いかもしれないわ。」 

　その瞬間、美咲の木刀が金色に光り出した。 



　突然の出来事に、桂たちは驚きを隠せない。 

　美咲「最も・・・私１人だけなら・・・の話だけど？」 

　葛「な・・・！？」 

　美咲「来たれ我が式神・・・アクリアーーーーーーーーーーっ！！」 

　美咲が木刀を天に掲げた瞬間、木刀から放たれた金色の光がさらに強くなる。 

　あまりの眩しさに、桂たちは思わず目を背けてしまう。 

　やがて光が収まり・・・美咲の背後にいた者の姿に、桂たちは唖然としてしまった。 

　桂「な・・・な・・・な・・・大きな・・・鳥さん・・・！？」 

　コハク「これは・・・極楽鳥か！？」 

　汀「みさっち、アンタ式神まで使えるの！？」 

　葛「そんな馬鹿な！？こんな物はデータには・・・！！」 

　美咲「それで？葛ちゃん。私の戦闘データの何を分析したのかしら？」 

　葛「ぬ・・・ぐ・・・！！」 

　想定外の出来事に、葛は戸惑いを隠せない。 

　そして美咲が召喚した鳥の式神・アクリアは、威風堂々と葛たちを見据えている。 

　とても神々しく、そして美しい姿。桂は思わず見惚れてしまっていた。 

　だが不思議な事に、通りがかりの生徒たちの誰もがアクリアの存在を認識していないようで、何事

も無かったかのように美咲とアクリアを素通りしていった。 

　アクリアの持つ特殊能力か何かなのだろうか。いずれにしても馬瓏琉が使っていた魍魎如きとは

比較にならない、強力な式神だという事は明らかだ。 

　美咲「行きなさいアクリア！！トライディーザスター！！」 

　葛「くっ・・・！！」 

　美咲の攻撃命令を受けたアクリアが、口を大きく開ける。 

　トライディーザスター・・・口から放つブレス系の攻撃なのか・・・葛たちは警戒して桂と美咲から間

合いを離し、一斉に武器を構えて身構える。 

　だが、次の瞬間。 

　美咲「・・・嘘。」 

　桂「へ？」 

　アクリアの口がパクンと閉じた。 

　美咲は桂をお姫様抱っこして、そのままアクリアの背中に乗り、次の瞬間・・・ 

　美咲「羽藤さん、私にしっかりと掴まっててね。」 

　桂「え！？ちょっと、うわわわっ！！」 

　美咲「それじゃあね！！あでゅー！！」 

　桂「きゃあああああああああああああああああっ！！」 

　桂と美咲を乗せたアクリアは、そのまま上空へと飛翔してしまった。 

　少しの間、その様子を呆然と見ていた葛たちだったが・・・すぐに我に返って、美咲にはめられた



事に気付いたのだった・・・。 

　葛「な・・・ちょっ・・・えええ！？」 

　コハク「思わせぶりな態度をしおって・・・まあ、これも圧倒的不利な状況から抜け出す為の、立派

な兵法か。」 

　汀「あ～あ、みさっちにしてやられたわ。」 

　東条「それでは葛様。明美を待たせてるんで、僕はこれで失礼します。」 

　三上「つ～か俺、今日は休みなんですけど。これ、休日出勤手当てはちゃんと出るんですよ

ね？」 

　谷原「それにしても腹減ったな。」 

　東条「ああもしもし、明美？僕だけど。今からそっちに行くから。」 

　コハク「さて、任務を終えた事だし、そろそろわしらも戻るとするか。」 

　汀「折角だからオサの家に寄って行きません？」 

　コハク「おぉ。ついでに梢子と剣鬼に剣の稽古をつけてくれるわ。」 

　谷原「三上～。マッハ寿司に行こうぜ～。」 

　三上「悪い。今から野球中継を観たいから今日はパスな。」 

　それぞれ帰路に付く５人。取り残された葛。 

　ひゅーっ。 

　吹き荒れる夜風が、今の葛にはとても冷たく感じられたのだった・・・。 

　葛「・・・何これ！？何これ！？何これ！？何これ！？何これーーーーーーー！？」 

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

　桂「うわ～、綺麗な景色・・・。」 

　美咲「ね？凄いでしょ？」 

　最初はいきなり上空に飛ばされた事に取り乱してしまった桂だったが、今では上空からの綺麗な

夜景にすっかり見惚れてしまっていた。 

　アクリアの温かくてふわふわの背中が気持ちよくて、冷たくて爽やかな夜風が心地良くて、まるで

星粒のような幻想的な街の光景が、桂の心を満たしてくれる。 

　桂が喜ぶ姿を見て、美咲はとても穏やかな微笑みを浮かべている。 

　美咲「アクリアったら、羽藤さんの事を随分と気に入ったみたいね。うふふ。」 

　桂「・・・ところで美咲ちゃん。どうして地上にいる人たちは皆、アクリアちゃんの事に気付かないの

かな？」 

　確かに桂が言う通り、上空にこれだけ目立つ大きな鳥が飛んでいるというのに、地上の人間たち

は誰もがアクリアの事を認識出来ないでいるのだ。 

　誰もが見た事も無い、とても神々しくて美しい鳥。普通なら大騒ぎになってもおかしくないはずな

のに。 

　美咲「ああ、それはね・・・ノゾミちゃんが普通の人に認識出来ないのと、原理は大体同じよ。」 

　桂「ふうん、そうなんだ・・・私にはよく分からないけど・・・」 

　美咲「だから急ぎの用事があったり、たまに遠出をするような事がある時は、アクリアに乗せてもら

う事もあるのよ。どうせ誰も気付かな・・・！？」 



　言いかけて、美咲は突然舌打ちして厳しい表情になった。 

　一体何事なのか、不安そうに美咲の顔を見る桂。 

　桂「な、何？どうしたの？」 

　美咲「待ち伏せられていたか・・・どうやらこのまますんなりと帰らせて貰えそうにないわね。」 

　桂「え？え？え？」 

　桂が美咲の視線の先を追うと・・・美咲の自宅の目の前に、木刀を持った烏月の姿が。 

　桂「な・・・う、烏月さん！？」 

　美咲「アクリア、ここでいいわ。降ろして。」 

　ばっさばっさばっさ。　 

　美咲の指示で、アクリアはゆっくりと地上へと・・・烏月の目の前に降り立った。 

　烏月「美咲さん。貴方ならば葛様の包囲網を潜り抜け、必ずここまで辿り着くと信じていたよ。」 

　桂「ちょ、ちょっと、烏月さん・・・」 

　美咲「貴方は・・・千羽烏月さん・・・」 

　この間行われた剣道の夏の県大会で梢子と互角に渡り合った、北斗学院付属高校の３年生。 

　美咲はその壮絶な戦いぶり故に、烏月の事は強く印象に残っていた。 

　彼女はその大会で梢子を相手に唯一勝利を収めており、その功績を認められて県大会の敢闘

賞を授与されているのだ。 

　そして美咲は、桂から烏月の事を聞かされている。 

　鬼切り部千羽党に所属する鬼切り役・・・桂が経観塚で色々と世話になった少女だと。 

　それ故に美咲は、烏月の事は以前からとても強く興味を抱いていたのだ。 

　そう・・・１人の剣士として、１度手合わせを願いたいと・・・。 

　烏月「美咲さん。貴方に桂さんは渡さない。」 

　桂「え！？烏月さん、それどういう意味・・・」 

　何の迷いも無い力強い瞳で、烏月ははっきりと宣言した・・・。 

　烏月「明日は桂さんの誕生日・・・それを真っ先に、誰よりも早く、９月１８日０時０分０秒になった

瞬間にお祝いするのは、葛様でも柚明さんでも、美咲さんでも無い・・・この私だ！！」 

　桂「ええええええ！？烏月さんまで何を言い出すの！？」 

　だから葛ちゃんも烏月さんも、何でそんな下らない事にこだわる訳！？ 

　何かもう、何が何だか全然訳が分からない桂。 

　烏月は木刀を構え、真っ直ぐに美咲を見据える。 

　美咲「アクリア！！羽藤さんを守りなさい！！」 

　烏月「だから美咲さん・・・桂さんは私が貰い受ける！！そうさ、私が誰よりも早く桂さんの誕生日

を祝うのだから！！」 

　美咲「うふふ・・・そう簡単には渡しませんよ？千羽さん。」 

　烏月「戯言を・・・！！」 



　千羽妙見流奥義・縮地法。 

　一瞬にして烏月は、美咲との間合いを詰める。 

　並の使い手ならばいきなり間合いを詰められた事に動揺し、何も出来ずに烏月の斬撃を食らっ

ていた事だろう。 

　だが。 

　美咲「・・・ふっ！！」 

　烏月「何っ・・・！？」 

　美咲は全く動揺する事無く、烏月の斬撃を木刀で的確に受け止めた。 

　そのまま鍔迫り合いの状態のまま、睨み合う２人。 

　美咲「千羽さん。その技は小山内さんとの試合で、随分と乱発なされていましたよね？」 

　烏月「・・・梢子さんが認めた使い手だとは聞いていたが・・・まさかこれ程とは・・・！！」 

　美咲「あれだけ何度も見せられたら、私だって嫌でも慣れますよ。」 

　烏月「・・・だが、しかしっ！！」 

　そのまま２人の木刀が何度もぶつかり合う。２人の周囲に糸状の閃光が走る。 

　烏月の剛直な太刀筋を、美咲はその流水の動きで的確に受け止める。 

　そして美咲の反撃も、烏月は的確に弾き返す。 

　その凄まじくも美しい戦いぶりに、桂は思わず見惚れてしまっていた。 

　桂「美咲ちゃん、凄い・・・烏月さんと互角に渡り合ってる・・・！！」 

　美咲「くっ・・・さすがに手強い・・・！！」 

　烏月「・・・ところで美咲さん。こんな時に何だけど。」 

　美咲「何ですか？千羽さん。」 

　烏月「私と一緒に千羽党で働くつもりは無いかい？」 

　烏月は一旦美咲から間合いを離し、突然美咲にそう切り出した。 

　いきなりの事に美咲はきょとんとした表情になるが、すぐに不敵な笑顔を見せる。 

　美咲「・・・あら、それって私へのプロポーズのつもりですか？」 

　烏月「梢子さんと夏夜さんにも話したんだけど、現在千羽党は人手不足でね・・・貴方のような人

材は、喉から手が出る程欲しい逸材なんだよ。最も夏夜さんには、あっけなく断わられてしまった

んだけどね。」 

　以前、烏月は桂に愚痴をこぼしていた。 

　実力で私をどうにか出来る人間がいるなら、私が千羽党に引き入れたい位だと。 

　それ程までに今の千羽党は、慢性的な人手不足に悩まされているのだ。 

　烏月とこうして互角に渡り合い、しかも剣と術を両方こなせる美咲は、烏月にとっては確かに喉か

ら手が出る程の人材だろう。　 

　烏月「勿論強制はしないし、急ぎの用件でも無いから、ゆっくり考えてくれて構わないよ。」 

　美咲が放った無数の光翼鳥を、烏月は木刀で的確に斬り捨てる。 

　光翼鳥による全方位からのオールレンジ攻撃にも、烏月は全く怯まない。 



　やがて光翼鳥を全て斬り捨ててみせた烏月は、真っ直ぐに美咲を見据える。 

　そんな烏月の凛々しくも美しい、威風堂々とした姿を見て、美咲の胸が思わずキュン・・・って

なった・・・。 

　美咲「ふうん・・・成る程ねぇ・・・」 

　烏月「給料や勤務時間などの条件面は、後で私の祖父と話し合って欲しいんだけど・・・」 

　美咲「・・・こうしてみると千羽さんって、中々素敵な人じゃないですか。」 

　烏月「・・・は？」 

　美咲が烏月に斬りかかる。 

　繰り出された斬撃を、烏月は的確に受け止める。 

　だがここで、美咲は何を思ったのか突然木刀を手放し・・・ 

　烏月「な・・・！？」 

　地面に木刀が落ちると同時に、美咲は突然烏月に抱きついて・・・ 

　烏月「ちょ、ちょっと美咲さん、何を・・・！？」 

　美咲「・・・折角の機会だから、今日は千羽さんにしようかと思って。」 

　烏月「な・・・ちょっと美咲さん、そんな・・・や、やめ・・・」 

　美咲「うふふふふ・・・。」 

　烏月「あ・・・あぁーーーーーーーーーーーーっ！！」 

　しばらくお待ち下さい。 

　烏月「はぁ・・・はぁ・・・はぁ・・・」 

　美咲「ふうっ・・・美味しい・・・」 

　桂「あわわわわ・・・あわわわわ・・・あわわわわわわ・・・（汗）」 

　美咲「千羽さんゲ～ット♪さ～て、明日は誰にしようかしら？」 

　烏月は完全に腰を抜かしてしまい、顔を紅潮させながら壁にもたれかかっていた・・・。 

　まるで雲の中にいるような、ふわふわした感覚・・・烏月は身体に全く力が入らなかった。 

　そんな烏月のほっぺに、美咲は優しく口づける。 

　とっても穏やかな表情で・・・烏月の事をとても愛おしい瞳で見つめながら。 

　美咲「さっきの話・・・取り敢えず保留にさせて頂いてもよろしいですか？」 

　烏月「い・・・いや・・・ちょっと・・・待って・・・（泣）」 

　美咲「うふふ・・・千羽さん、可愛い・・・。」 

　桂「ひ、ひいいいいいいいいいっ（泣）！！」 

　美咲「・・・どうしたの羽藤さん？何をそんなに震えているの？」 

　物凄い笑顔で後ずさる桂を、美咲は優しく抱き締めた。 

　美咲に抱き締められて、桂は身体をビクンと震わせてしまう。 



　美咲「・・・もう、あの程度の事で震えるなんて・・・羽藤さんったら本当に可愛いんだから・・・」 

　桂「みみみみみみ美咲ちゃん。ああああの程度って・・・うううううう烏月さんと、ああああああんな

事・・・！！」 

　美咲「そんな事より、早く家に入りましょう。おなか空いてるでしょ？私が心を込めて美味しい晩御

飯を作ってあげるからね。」 

　桂「ひいいいいいいいいいいいっ（泣）！！」 

　美咲にお姫様抱っこされて、美咲の家へと連れて行かれる桂。 

　そんな２人を、何だか訳が分からない表情で見つめる烏月。 

　美咲「・・・ああそうだ、アクリア。千羽さんを千羽家の屋敷まで送って差し上げなさい。」 

　烏月「あ・・・あはは・・・あははははは・・・（泣）」 

　ばっさばっさばっさ。 

　烏月を背中に乗せて上空へと飛翔するアクリアを、美咲はとても穏やかな笑顔で見届けたの

だった・・・。 

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

　美咲「おじい様～、只今戻りました～。」 

　桂「こ・・・今晩は・・・」 

　美咲に連れられて、桂は美咲の家へとやってきた。 

　去年の夏に美咲は両親を亡くしており、今はこの家で祖父と２人だけで暮らしている。 

　美咲の祖父はとても穏やかな笑顔で、桂の事を歓迎した。 

　だが・・・ 

　美咲「おじい様。今日は羽藤さんを泊めますから。」 

　桂「えええええ！？そんな話聞いてないんだけど！？」 

　美咲の突然の爆弾発言に、桂は仰天してしまった・・・。 

　無理も無いだろう。誕生日を祝うとは聞いていたが、美咲の家に泊まる事になるとは一言も聞い

ていないのだから。 

　だが桂をじっ・・・と見つめる美咲は、何だかとっても物凄い笑顔になった・・・。 

　美咲「だって、明日は羽藤さんの誕生日・・・それを真っ先に、誰よりも早く、９月１８日０時０分０秒

になった瞬間にお祝いするのは、他の誰でも無い・・・この私なんだから・・・！！」 

　桂「ひいいいいいいいいいいいっ（泣）！！」 

　だから葛ちゃんも烏月さんも美咲ちゃんも、どうしてそんな下らない事にこだわる訳！？ 

　そんな事を考えながら、何だか物凄い笑顔で美咲から後ずさる桂。 

　そんな桂の事を逃がさないと言わんばかりに、美咲は桂を優しく抱き締めた。 

　桂の耳元で、美咲はそっ・・・と優しくささやく。 

　美咲「心配しなくても、着替えならちゃんと貸してあげるから。歯ブラシだって予備の物がちゃん

と・・・」 

　桂「あ、あの、そうじゃなくて・・・美咲ちゃん、私、早く家に帰らないと・・・」 



　美咲「あら、どうして？」 

　そう・・・今の桂には、美咲の家に泊まれない事情があるのだ。 

　桂「柚明お姉ちゃんがね・・・１人だと寂しくて眠れないって言うから、その・・・」 

　美咲「・・・そうなの？」 

　桂「そ、そうなの・・・だから美咲ちゃんの気持ちは嬉しいんだけど、早く帰らないと・・・」 

　柚明の意外な一面を桂から聞いて、一瞬きょとんとした表情になる美咲だったが、すぐに穏やか

な笑顔に戻って桂にこう切り出した。 

　美咲「・・・なんだ、そういう事なら柚明さんにもここに泊まって貰ったら？」 

　桂「え？でも・・・」 

　美咲「別に遠慮なんかする必要は無いわよ。散らかってるけど部屋なら余ってるし。」 

　桂「だ、だけど・・・」 

　美咲「・・・それに・・・逃がさないわよ？羽藤さん。」 

　桂「え！？」 

　ガシャン！！ 

　美咲は玄関の鍵を閉めた。 

　美咲「だって、明日は羽藤さんの誕生日・・・それを真っ先に、誰よりも早く、９月１８日０時０分０秒

になった瞬間にお祝いするのは、他の誰でも無い・・・この私なんだから・・・！！」 

　桂「ひいいいいいいいいいいいっ（泣）！！」 

　慌てて携帯電話を取り出して、桂は柚明に電話したのだった・・・。 

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

　それから程無くして桂からの電話を受けた柚明が、物凄いジト目で美咲の家まで駆けつけてきた。

　美咲に案内されて、桂たちがくつろいでいる台所の食卓まで案内される柚明。 

　桂「あ！！柚明お姉ちゃん！！」 

　美咲「柚明さん、晩御飯はまだですよね？今作ってる最中ですけど、柚明さんの分もちゃんと用

意してあり・・・」 

　柚明「・・・桂ちゃん、帰りましょう。」 

　桂「え！？ちょっと・・・うわわっ！！」 

　桂の手を引っ張って、無理矢理玄関へと向かう柚明。 

　だが、次の瞬間。 

　柚明「な・・・これは・・・結界！？」 

　美咲「うふふふふ・・・」 

　いつの間にか美咲の家の周囲が、金色の結界に包まれていたのだ。 

　柚明は無数の月光蝶を飛ばすが、相当大掛かりな施術で作られた結界らしく、びくともしない。 

　柚明「こんな大掛かりな結界を・・・いつの間に・・・！！」 



　桂「ちょ、ちょっと、美咲ちゃん！？」 

　美咲「逃がしませんよ？柚明さん。だって、明日は羽藤さんの誕生日・・・それを真っ先に、誰より

も早く、９月１８日０時０分０秒になった瞬間にお祝いするのは、他の誰でも無い・・・この私なんだ

から・・・！！」 

　美咲は桂の誕生日を誰よりも早く、９月１８日０時０分０秒になった瞬間に祝うまで、桂の事を帰さ

ないつもりなのだ。 

　それを聞いた柚明は、歯軋りして美咲の事を睨みつける。　 

　だが。 

　柚明「・・・そんな事はさせないわ。」 

　桂を庇うように美咲の前に立ちはだかり、何の迷いも無い力強い瞳で、柚明は美咲にはっきりと

宣言した・・・。 

　柚明「明日は桂ちゃんの誕生日・・・それを真っ先に、誰よりも早く、９月１８日０時０分０秒になっ

た瞬間にお祝いするのは、美咲ちゃんなんかじゃない・・・この私よ！！」 

　桂「ええええええええええええ！？柚明お姉ちゃんまで何を言い出すの！？」 

　なんかもう、何が何だか全然訳が分からない桂。 

　いや、て言うか、何で皆こんなくだらない事にこだわるんだろう・・・。 

　誕生日を祝うのなら、明日の朝にでも普通に祝えばいいのに・・・。 

　美咲「・・・まあいいでしょう。柚明さんをここに呼んだ時点で、こういう展開になる事は分かり切っ

ていましたから。」 

　柚明「美咲ちゃん・・・まさか貴方も私と同じ事を考えていたなんてね。」 

　美咲「取り敢えずおなか空いてますよね？もうすぐ晩御飯が出来ますから、台所に来て頂けま

す？ほら、羽藤さんとノゾミちゃんも。」 

　桂「ちょ、ちょっと美咲ちゃん、待ってよ～！！」 

　柚明「・・・・・。」 

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

　それから美咲の手料理をご馳走になった桂と柚明とノゾミは、美咲の部屋で９月１８日０時０分０

秒になるまでくつろぐ事になった。 

　お風呂に入って、美咲が用意したパジャマに着替えて、暇つぶしにXbox360で遊ぶ桂たち。 

　その間も柚明と美咲は、壁に掛けられた時計の時刻を何度も何度も確認する。 

　現在の時刻は、９月１７日２３時５０分。 

　桂「うええええええええん！！また負けた～～～～～～～（泣）！！」 

　美咲「羽藤さん、剣道部の練習でも毎日口酸っぱく言ってるでしょう？目だけで太刀筋を追うん

じゃなくて、五感を研ぎ澄ませて体全体で相手の動きを感じ取るのよ。」 

　とても楽しそうに対戦に興じる桂と美咲だが・・・柚明は美咲の態度に違和感を覚えていた。 

　柚明（どういう事なの・・・！？美咲ちゃんのこの余裕の態度・・・あまりにも不自然過ぎる

わ・・・！！） 



　そう・・・美咲とて柚明と同じように、９月１８日０時０分０秒になった瞬間に桂の誕生日を祝うつもり

のはずなのに。 

　その最大の障害となりうるはずの自分がこうして目の前にいるというのに、そして運命の時まで残

り１０分を過ぎたというのに、美咲はあまりにもリラックスし過ぎているのだ。 

　まるで９月１８日０時０分０秒に、確実に自分が柚明よりも先に桂の誕生日を祝えると・・・心からそ

う確信しているかのように・・・ 

　美咲「さてと・・・そろそろ羽藤さんへの誕生日プレゼントの用意をしないと・・・」 

　桂「・・・あ、あのね、美咲ちゃん・・・わざわざ９月１８日０時０分０秒に渡そうとしなくても、明日の朝

にでも普通に渡してくれれば・・・」 

　美咲「駄目よそんなの。だって早過ぎるとフライングになるし、遅過ぎると柚明さんに先を越される

んだもの。」 

　机の中から、可愛くラッピングされた小さな包みを取り出した美咲。 

　現在の時刻は、９月１７日２３時５７分。 

　運命の時まで、あと３分を切ったというのに・・・美咲の態度は未だに余裕のままだ。 

　美咲「柚明さん、どうかなされたのですか？」 

　柚明「・・・・・。」 

　柚明に対して、不敵な笑みを浮かべる美咲。 

　まるで柚明など眼中に無いと・・・そう言いたげな表情だ。 

　いや、そもそも美咲が９月１８日０時０分０秒になった瞬間に桂の誕生日を祝う為の、最大の障害

となりうるはずの柚明を、こんなにも簡単に桂と同じ部屋に招き入れる事自体がおかしい。 

　美咲には、何かとっておきの策でもあるのだろうか・・・ 

　時計の針は、２３時５８分を指して・・・ 

　柚明「・・・っ！！」 

　その瞬間、柚明は反射的に自分の携帯電話を手に取っていた。 

　時計の針は、２３時５８分３０秒。 

　携帯電話に表示された時刻は、２３時５９分０秒。 

　美咲「・・・あらあら、バレちゃいましたか。うふふ・・・。」 

　柚明「美咲ちゃん・・・まさか部屋の時計の時刻を３０秒遅らせるなんて・・・随分とセコい真似をし

てくれるじゃない・・・。」 

　桂「え・・・えええ！？」 

　時計の針が本来の時刻より３０秒遅れているという事は、時計の針が２３時５９分３０秒になった時

点で、本来の時刻の０時０分０秒を迎える事になる。 

　その時を狙って美咲が桂に誕生日プレゼントを渡せば、無事に９月１８日０時０分０秒に、誰より

も早く桂の誕生日を祝った事になるのだ。 

　そうすれば、時計の針が０時０分０秒を示すのを柚明が待ち続ける３０秒の誤差の間に、確実に

柚明を出し抜ける・・・それが美咲の企みの全貌だという訳だ。 

　何という狡猾な・・・そして何というしょーもない作戦なのだろう・・・。 



　柚明「美咲ちゃん。こういう勝負は互いにフェアに行うべきじゃないのかしら？」 

　美咲「はいはい、分かりましたよ。今から電波時計を持ってきますから。」 

　美咲はベッドの枕元からデジタル式の目覚まし時計を持ってきた。 

　電波時計なので、これなら時刻のごまかしは一切行う事が出来ない。 

　現在の時刻は、２３時５９分３０秒。 

　柚明と美咲は互いに誕生日プレゼントを手に、じっ・・・と電波時計を凝視している。 

　いや、て言うか、たかが桂の誕生日を祝うだけの事で、何でこんなしょーもないバトルになってし

まったんだろう・・・。 

　何故か物凄く緊迫した状況になってる事に、当事者の桂も戸惑いを隠せない。 

　美咲「・・・残り１０秒・・・」 

　柚明「９・・・８・・・７・・・６・・・」 

　もうここまで来たら、完全にどちらのスピードが速いかの単純な勝負でしか無い。 

　柚明と美咲は、電波時計の時刻を注意深く凝視する。 

　残り５秒・・・４・・・３・・・２・・・１・・・ 

　電波時計の時刻が、遂に９月１８日０時０分０秒を示した。 

　その瞬間。 

　柚明「桂ちゃ・・・」 

　美咲「羽藤さ・・・」 

　ピロリロリ～ン♪ 

　桂「・・・あ、メールだ。ちょっと待っててね。」 

　ズコーーーーーーーーーッ！！ 

　いきなり水を刺されて、派手にずっこける柚明と美咲。 

　桂は携帯電話を取り出し、届いたメールを開封し・・・そこに書かれていたのは・・・ 

　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

　送信者：Yabazon通販部 

　件名：浅間サクヤ様からのギフトカード送付のお知らせ 

　送信時刻：９月１８日　００：００：００ 

　浅間サクヤ様より、羽藤桂様にYabazonギフトカード５０００円分が送られました。 

　★浅間サクヤ様からのメッセージ 

　『桂、１７歳の誕生日おめでとさん。つまらない代物だけど、アンタに誕生日プレゼントを贈ったか

ら受け取っておくれ。アンタの誕生日を誰よりも早く、９月１８日０時０分０秒になった瞬間に祝うの

は他でも無い、このアタシさ！！ははははははは！！』 

　ギフトカードの有効期限は１年間です。次回の買い物の時に自動的に使用されます。 

　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 



　柚明「な・・・な・・・な・・・！？」 

　美咲「まさか・・・盲点だったわ・・・そんな手があったなんて・・・！！」 

　桂「うわぁ、サクヤさん嬉しいなぁ～！！」 

　携帯電話を手に喜ぶ桂の傍らで、ガックリと肩を落とす柚明と美咲。 

　こんなはずは無かった。こんなはずは無かったのに。 

　負けた。サクヤに完全に負けた。 

　まさかインターネットの通販サイトのシステムを利用し、指定した時刻（９月１８日０時０分０秒）に

自動的にプレゼントを送るように仕向けるとは。 

　桂「・・・あれ？柚明お姉ちゃん、美咲ちゃん、どうしたの？」 

　美咲「負けた・・・浅間さんに完璧に負けたわ・・・」 

　桂「え？負けたって、どういう事？」 

　パチン！！ 

　美咲が指を鳴らした瞬間、美咲の家の周囲の結界が一斉に消え失せた。 

　柚明「桂ちゃん、はい。誕生日プレゼント。」 

　美咲「羽藤さん、私からも。」 

　桂「え？・・・あ、うん・・・ありがとう・・・」 

　柚明「はぁ・・・」 

　美咲「はぁ・・・」 

　何だか気が抜けたような表情でベッドに向かう柚明と美咲。 

　その様子を、桂は何が何だか訳が分からないといった表情で見つめている。 

　柚明「桂ちゃん、もう寝ましょう。明日も学校なんだから夜更かしは駄目よ？」 

　美咲「ほら羽藤さん、こっちにいらっしゃい。」 

　桂「え？・・・あ、うん・・・。」 

　言われて見れば、普段なら既に就寝している時間帯だ。 

　何だか桂は、急に眠たくなってきた。 

　２人から貰ったプレゼントを机の上に置いて、部屋の電気を落とし、桂はあくびをしながら柚明や

美咲と同じベッドの上で横になる。 

　そのまま互いの温もりをぬくぬくと感じ合いながら、３人は同じ布団の中で安らかな眠りに着いた

のだった・・・。 

　ノゾミ「・・・馬鹿ばっかだわ・・・本当に・・・。」 

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

　そして、翌日。 

　陽子「はとちゃん、誕生日おめでと～！！」 

　凛「これからも末永いお付き合いを、よろしくお願いしますね。」 

　桂「うわあ！！陽子ちゃん、お凛ちゃん、ありがと～！！」 

　美咲「・・・・・。」 



　そして、帰宅後。 

　梢子「桂、誕生日おめでとう。」 

　桂「うわぁ！！梢子ちゃん、ありがと～！！」 

　柚明「・・・・・。」 

　普通に誕生日プレゼントを渡して、普通に桂に喜んで貰えた３人の姿があった・・・。 
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