
アカイイト新章・神の化身の少女

番外編「クリスマスの夜に」

１．それぞれの聖夜

　時が経つのは本当に早い物で、季節はすっかり冬になり、全国の学校で一斉に二学期の終業

式が執り行われ、学生たちにとっての憩いの期間・・・冬休みがやってきた。

　今日は１２月２５日・・・聖なるクリスマス。多くの家庭がこの聖夜を祝って、クリスマスパーティーを

開いて楽しい一時を過ごしている。

　梢子の家でも桂と柚明とノゾミと綾代を招待して、大人数で賑やかなパーティーを開いているの

だが、それは美咲の家でも例外ではなく・・・

　ピンポ～ン♪

　烏月が呼び鈴を鳴らすと軽快な音と共に、玄関の奥から美咲の声が届いた。

　「は～い、ちょっと待ってて下さいね～。」

　とてとて、とてとて。

　軽快な足音が聞こえ・・・烏月の前の玄関の扉が、勢い良く開かれる。

　そこから現れたのは、とても穏やかな笑顔を見せているエプロン姿の美咲だった。

　「烏月さん、いらっしゃい。よく来てくれましたね。待ってましたよ。」

　「やあ、久しぶりだね。美咲さん。」

　あのシズネたち鬼の３姉妹との一件以来、美咲は烏月の事を「千羽さん」ではなく「烏月さん」と、

名前で呼ぶようになっていた。

　慈愛に満ちた瞳で、美咲は烏月の事をじっ・・・と見据えている。

　「さあ、遠慮せずに上がって下さい。ご馳走を沢山用意していますから。」

　「ははは、それは楽しみだよ。」

　「今日は遠慮せずに、どうぞゆっくりしていって下さいね。」

　そして同時刻・・・経観塚の羽様にある遥と渚の家。

　「渚先輩、お久しぶりですっ！！」

　「百子ちゃん、久しぶりね。元気そうで何よりだわ。」

　保美を連れて経観塚の実家まで帰省していた百子を、渚が穏やかな笑顔で出迎えた。

　中学まで同じ学校に通っていた、渚の可愛い後輩。

　こうして渚の前に姿を現すのは、今年の夏以来・・・随分と久しぶりの事だ。

　百子が保美を連れて実家に帰ると聞いたので、渚と遥が２人をクリスマスパーティーに招待した

のだ。

　



　「で・・・貴方が百子ちゃんが言っていた、相沢保美ちゃんね？」

　「は、はい。相沢保美です。よろしくお願いします。」

　「百子ちゃんから話は聞いてるわよ。いつも百子ちゃんと仲良くしてくれて、本当にありがとね。」

　「い、いえ、私はそんな・・・」

　「もうすぐ姉さんも帰って・・・って、お帰りなさい。姉さん。」

　言ったそばから、警備会社の制服を着た遥が仕事から帰ってきた。

　彼女の姿を確認した百子が、ビシイッ！！と笑顔で敬礼を交わす。

　「遥先輩、お久しぶりですっ！！」

　「ただいま、渚。百子も随分と久しぶりだな。去年の冬以来だったか？」

　

　穏やかな笑顔で、遥も百子に敬礼を返す。

　警備会社の制服に身を包み、腰にアポロンをぶら下げた遥の凛とした姿は、何だか中世の騎士

のようでとても凛々しくて美しく・・・梢子とはまた違った凛々しさを持つ遥の姿に、保美は思わず見

とれてしまっていた。

　

　（この人が星崎遥さん・・・梢子先輩を負かしたっていう・・・）

　「・・・え～と・・・相沢保美・・・と言ったかな？百子から話は聞いてるんだが・・・」

　「・・・・・。」

　「お～い・・・保美？」

　しばらくボーッとしていた保美だったが・・・すぐにハッとなって我に返った。

　自分が遥に見とれてしまっていた事を自覚し、保美は顔を赤くする。

　「・・・あ、は、はいっ！！す、すみません、ボーッとしてました！！」

　「星崎遥だ。よろしく。百子から話は聞いていると思うが・・・」

　「あ、はい。百ちゃんの中学時代の先輩だって・・・」

　「こんな所で立ち話も何だから、遠慮せずに家に上がったらどうだ？社長からクリスマスケーキも

貰ってきたんだ。後で一緒に食べよう。」

　遥が右手に持っている大きな箱を軽く持ち上げると、百子がとても嬉しそうに大はしゃぎした。

　そんな百子の姿を見て、思わず苦笑いをする遥。

　「うおおおおおおおおっ！！遥先輩ブラボーですっ！！やっぱりクリスマスといえばケーキです

よケーキ！！」

　「やれやれ、お前は昔から本当に何も変わってないんだなぁ。これを食べるのは夕食の後だから

な？」

　「ええ、分かってますとも！！まずは晩御飯ですよ晩御飯！！渚先輩の料理はプロ並みの腕前

ですから、今から凄く楽しみですよ！！」

　「はははっ、その前にちゃんと手洗いとうがいを済ませておけよ？」

　

　これだけ食い意地が張っているにも関わらず、どうして百子はこんなにもスレンダーな体型で、全

然太らないのか・・・遥は未だに疑問に思えて仕方が無かった。

　

　遥と渚と百子と保美・・・そして美咲と烏月と美咲の祖父。

　それぞれのクリスマスパーティーが今、和やかに開かれようとしていた・・・。



２．百子と保美の悩み

　それから遥たちは４人で楽しそうにクリスマスパーティーを開いて・・・渚が提供した料理を百子が

物凄い勢いで食べまくったり、保美が渚に料理のレシピや隠し味を熱心に聞いたりと、とても楽し

そうにはしゃいでいた。

　だが、食事が終わった後に渚がケーキと紅茶を遥たちに差し出した、その時・・・百子が何だか

神妙な表情で、突然遥にこう切り出した。

　

　「あのですね、遥先輩・・・ちょっと相談に乗って貰いたい事があるんですけどね。」

　「珍しいな百子。お前がそんな顔をするなんて。一体どうしたんだ？」

　

　いつものハイテンションな百子とは突然雰囲気が変わった事に、遥たちは一瞬戸惑ってしまう。

　だが、それだけ百子の相談が真面目な物なのだろう。遥もそれを感じて姿勢を正して、百子の話

に真剣に耳を傾けていた。

　「実はですね・・・美咲先輩に、青城女学院を卒業したらファルソックの青城支部で働かないかっ

て誘われてるんですよ。」

　「・・・何だって？美咲が百子をスカウトしたのか？」

　「はい。それで青城女子大学の警備担当になってくれないかって。急いで答えを出す必要は無

いから、ゆっくり考えてくれって言われたんですけどね。」

　「そうか・・・そう言えば美咲の奴、あと４～５人は女性警備員が欲しいと言っていたな。」

　「そうなんですよ。この間も雨音っちが美咲先輩に誘われてたし。」　

　百子が剣道をやっているという事は遥も知っているし、スポーツ新聞でも梢子ほどではないが、

それなりに大きな記事で「天才少女」だと話題になっていた。

　この間の秋の大会で百子は桂を破っているし、早くも幾つかの大学からのスカウトが百子の元に

来ているのだと言う。

　遥は百子の試合を実際に観た訳ではないのだが、美咲がスカウトする位なのだからその実力は

本物なのだろう。

　だが・・・。

　「だけど・・・それが本当にアタシのやりたい事なのかなぁ・・・って。」

　「・・・百子・・・。」

　

　ケーキを一口飲みこんで、百子は神妙な表情で紅茶をすすった。

　とても優しくて甘い香りが、百子の口の中にふわっ・・・と広がる。

　

　「じっちゃんもウチの両親も、大学くらいは行っておけってアタシに言うんですけどね。」

　「確かにその選択も悪くは無いけどな。国公立なら学費もそんなに高くは無いだろうし、大学で学

べる事も決して無駄にはならないだろう。」

　「でもアタシには見えてこないんですよ・・・。アタシは将来、一体何になりたいのかなぁ・・・って。

一体何の為に大学に行くのかなぁ・・・って。」

　「気持ちは分かる。就職か進学か・・・お前の人生の最大の分岐点だものな。」

　



　梢子と桂と綾代は来年の春から剣道の特待生として、青城女子大学への進学が既に決まってい

る。しかも梢子に至っては授業料完全免除という破格の条件だ。

　だが３人共、単純に剣道をやりたいからという理由だけで大学への進学を決めたわけではない。

将来に向けての明確な目標を持った上で、大学で学ぶ事を決めたのだ。

　梢子は秘書検定の資格を取って、葛の秘書兼ボディーガードになる為に。

　桂は教育職員の資格を取って、教師になる為に。

　綾代は帝王学を学んで、父の後を継いで桜井財閥の代表になる為に。

　

　では百子はどうなのか。一体将来何になりたいのか。

　大学に行くにしても、美咲の誘いを受けて警備会社で働くにしても、それが本当に『百子のやり

たい事』なのか。

　百子がそれが全然見えてこなくて、遥に相談を持ちかけたのだ。

　「・・・百子。１つだけお前に忠告しておく事がある。」

　「何ですか？遥先輩。」

　紅茶を一口すすって、溜め息を付き・・・遥は百子を見据えてはっきりと告げる。

　「警備員の仕事というのはな、見た目ほど楽な物じゃ無いんだぞ？凶器を持った凶悪犯罪者を

相手に、自らの身を危険に晒してでも立ち向かわなければならない時もあるしな。」

　「それは分かってますよ。これでもアタシだって色々と調べてますから。」

　「そうか・・・分かった上でファルソックに入るというのなら、それでいい。もし仮にお前が私の部下

になったとしても、１日で辞められたら鬱（うつ）になるからな・・・。」

　「でも、本当にアタシの道はそれでいいのかなぁって・・・美咲先輩や家族に薦められるまま、ファ

ルソックや大学に入って本当にいいのかなぁって・・・アタシは猛烈に悩んでる訳ですよ。」

　残っているケーキを一気に口の中に放り込む百子を見て、遥は思わず苦笑いしてしまった。

　渚の料理をあれだけ沢山食べておいて、まだケーキを一気食いする余力があるとは。

　これだけ凄まじい食欲の持ち主なのに、何故百子は全然太らないのだろうか・・・。　

　「・・・って、猛烈に悩んでる割には物凄い食欲だな、お前は。」

　「ふがふごごがごごがが」

　「だが百子。正直言ってお前は偉いぞ。まだ高校２年生なのに、こんなに早い時期から進路の事

で悩むなんてな。毎日が楽しければそれでいいとか、大学や会社を適当に選んだりとか、そんな

いい加減な考えしか持たない奴も多いというのに。」　

　「ふごごがふがふがが」

　「まあ、私がアドバイス出来るとしたら・・・どんな選択肢があるにしても最後に決める権利があるの

は他の誰でも無い、お前自身しかいないという事だな。」

　遥には本当に、百子にその程度の事しかアドバイス出来なかった。

　百子のこれからの人生を自分が勝手に決めていいはずが無いし、百子自身が自分の手で未来

への道を切り開かなければならないのだから。

　

　「まだ卒業するまで１年以上残っているんだし、焦らずに腰を据えてじっくり考えてみたらどうだ？

深く考えずに適当な道に進んで、後悔だけはして欲しくないからな。」

　「・・・んぐ・・・んぐ・・・ぶはぁ・・・そうですね、美咲先輩も焦らなくていいって言ってますし。」



　「それで、保美はどうなんだ？将来へのビジョンは見えているのか？」

　遥に問いかけられた保美は、何とも寂しそうな笑顔でうつむく。

　保美もまた、百子と同様に進路の事で悩んでいる。だがその意味合いが百子とは違うのだ。

　「・・・今の私には・・・青城女学院の学生寮以外に居場所が無いんです・・・。」

　「居場所が無い？それは一体どういう事なんだ？」

　「お父さんと離婚して、お母さんが亡くなって、他に親戚もいませんから。今の私は天涯孤独なん

です。」

　「天涯孤独って・・・それではお前には帰る場所が・・・」

　「はい、ありません。青城女学院を卒業したら、私には帰る場所がどこにも無いんです。」

　

　保美のあまりの業の深さに、遥も渚も驚きを隠せなかった。

　天涯孤独という点では遥と渚も同じだが、２人には両親が遺してくれた家があり、その家も遥が青

城支部に転属する事になるので来年には手放す事になるのだが、それでも美咲が新しい住処を

手配してくれる手筈になっているのだ。しかも家賃は全額松本グループが負担するという破格の

待遇だ。

　部屋が空いてるし光回線も通ってるし立地条件もいいので、大学の学生寮に住み込みという形

になるかもしれないと美咲が言っていたのだが。

　それに比べたら保美は、何という悲運な運命を背負っているのだろう。

　天涯孤独で身寄りが１人もおらず、保美の唯一の帰る場所となっている青城女学院の学生寮も、

いずれ卒業したら出て行かなければならない。

　普通の学生ならそのまま親元へと戻るのだろうが、保美には帰る所がどこにも無いのだ。

　寝泊りする家だけでなく、自分を温かく迎え入れ、支えてくれる家族さえも。

　それが一体、どれだけ辛くて残酷な事なのか。

　「・・・保美。お前の父親は離婚しただけで、まだ生きてはいるんだよな？その父親の元に戻ると

いう選択は無いのか？今でも連絡は取れるのか？」

　「たまに手紙や電話を寄越してくれますけど・・・今はまだ悩んでるんです。あそこは梢子先輩と

初めて出会った場所ですけど・・・辛い思い出の方が多いですから。」

　「そうか・・・確かに離婚した父親の元に戻るというのも、気まずい物があるだろうしな。」

　少し無神経な事を言ってしまったかもしれない。遥は保美に対して、申し訳無いという気持ちで

一杯になった。

　唯一の肉親とはいえ、縁を断った父親の元に再び戻るなんてのは、確かに保美の気が進まなく

て当然かもしれない。

　だが・・・。

　「お父さんもこの間、私と維己お姉ちゃんに戻って来ないかって誘ってくれたんです。私と維己

お姉ちゃんに根方クロウ流を継ぐのは到底無理だけど、それでも卯良島の祭司を継がせる事なら

出来るからって。だけど私はどうするべきか悩んでいて・・・」

　保美の何気ないこの言葉で、遥は一転して驚きの表情になってしまった。

　まさかここで聞く事になるとは思わなかった、遥と渚にとっての因縁の流派。

　「・・・ちょっと待て・・・お前はまさか、あの根方さんの娘さんなのか・・・！？」



　「え！？遥先輩、お父さんの事を知ってるんですか！？」

　「いや、知ってるも何も、私は２ヶ月程前に卯良島で根方さんと試合をしたんだぞ！？」

　「ええっ！？そうなんですか！？お父さんと！？」

　先程までとは一転して、とても驚いた表情で遥や渚と会話をする保美。

　そんな保美を百子はじっ・・・と見つめ・・・先程の保美の言葉を頭の中で思い浮かべる。

　私には帰る場所が無い・・・私は天涯孤独・・・

　そんな保美に百子は、アタシと一緒に来ない？と声を大にして言ってやりたいと思う。

　だが保美もまた、百子と同じように将来について悩んでいるのだ。

　父の元に戻るべきか、それともこのまま青城で進学するのか就職するのか。

　それに梢子への想いも、保美は未だに吹っ切れていないように見える。

　その梢子もあと数ヶ月もすれば、卒業して青城女学院からいなくなってしまう。それまでに保美は

自分なりの答えを見出さないといけないのだ。

　だから、その時まで百子は待っていようと思う。

　保美が梢子と将来の事について、自らの答えを出すその時まで。

　「・・・百ちゃん。私の顔に何かついてる？」

　「・・・あ、ううん！！何でもないよ！？」

　「そお？」

　保美のとても可愛らしい笑顔を見て、この可愛さはやっぱり反則だと、百子は心の底から思った

のだった・・・。

３．美咲の想い

　「・・・そういう事なので、今日は友達の家に泊まる事にしたので・・・はい・・・はい・・・明日の昼ま

でには戻る予定です・・・はい・・・ではお母様、失礼します。」

　窓から外の雪景色を見つめながら、烏月は携帯電話の通話を切った。

　クリスマスパーティーの最中に突然吹雪になり、この天候でこんな夜遅くに外に出るのは危険だ

という事で、今日は美咲の家に泊まる事になったのだ。

　烏月のパジャマ姿を、美咲はベッドの上でとても穏やかな笑顔で見つめている。

　時計の針は、既に夜１２時を回っていた。

　「烏月さん。もうこんな時間ですし、そろそろ寝ましょうか。」

　「いや、それはいいんだけど・・・美咲さん、本当に一緒のベッドで寝るつもりなのかい？」

　「だって一緒のお布団で寝た方が温かいし、安心出来るじゃないですか。」

　「・・・安心出来る・・・か・・・」

　桂と柚明は毎日一緒の布団で寝ているそうだが、やはり美咲が言うような温もりと安心感を感じて

いるのだろうか。

　いや、それどころか柚明は、桂に添い寝して貰わないと怖くて眠れないとまで言っていた。

　１０年ぶりに取り戻した桂との幸せの日々を再び失うのが怖くて、暗闇の中で１人で眠っていると、

何だか桂がこのまま消えてしまいそうで怖いのだと。



　

　「ほら烏月さん、こっちに来て下さい。」

　「・・・・・。」

　美咲に促されて、烏月は部屋の電気を消して美咲と一緒の布団の中に潜り込む。

　ふわっ・・・。

　その瞬間、美咲の優しいシャンプーの匂いと温もりが、直に烏月に伝わってくる。　

　美咲の吐息が近くに感じられる程までに、烏月は美咲と密着状態にあった。

　その美咲の温もりと感触が、何だかとても温かくて安心出来る。

　「・・・あったかい・・・」

　「でしょう？」

　「誰かと一緒に寝るというのが、こんなにも安心出来る物だとは知らなかったよ。」

　美咲が自分の目の前で、とても穏やかな微笑を見せてくれている。

　そして美咲の身体の柔らかい感触がとても気持ちよくて温かくて、安心出来る。

　柚明が１人では怖くて眠れない、桂と一緒の布団で無ければ眠れなくなってしまったと言ってい

たのを、烏月にも何となく理解出来るような気がした。

　柚明は恐れているのだ。再び桂と離れ離れになってしまう時が来るのを。

　だから柚明は、桂が傍にいないと怖くて眠れなく・・・

　「・・・烏月さん。」

　不意に、美咲が烏月に静かに語りかけてきた。

　物思いに耽（ふけ）っていた烏月は、ハッとなって我に返る。

　

　「何だい？美咲さん。」

　「私・・・」

　

　ドクン、ドクン、ドクン。

　自分の顔が赤くなり、心臓の鼓動が高まっていくのを、美咲は敏感に感じ取っていた。

　烏月の両手を、美咲は自分の両手でそっ・・・と包み込む。

　幾多の鬼を斬り捨てて来た、烏月の血塗られた手・・・だけど斬り捨てた数だけ多くの力無き人々

を守ってきた、とても優しくてあったかい手。

　その烏月の両手の・・・いや、烏月という存在そのものが、今の美咲にはとても安心出来る。

　そんな烏月に、美咲はずっと傍にいてほしいから。

　

　「・・・私、烏月さんの事が好きです。」

　だから美咲は覚悟を決めて、精一杯の勇気を振り絞って、烏月に愛の告白をした。

　いきなりの事に、烏月は戸惑いを隠せない。

　「え・・・！？」

　「私の正体が朱雀皇女乃姫（すざく・みことのひめ）だと、あの鬼の３姉妹にバラされたあの日の

夜から・・・ずっと・・・」

　「美咲さん・・・ちょっと待って・・・何を言って・・・！？」

　「私はもう、烏月さんという存在無しでは生きていけません。」



　

　とても潤んだ瞳で、美咲は烏月の目をじっ・・・と見つめている。

　あの日・・・自分の事を生涯を賭けて守ると言ってくれた、美咲のとても大切な人。

　とてもかっこよくて優しくて、それでもどこか不器用で危なっかしくて、何だか放っておく事が出来

ない・・・そんな強さと脆さを併せ持った人。

　

　そして自分の口で告白した途端、スーーーーッ・・・と美咲の胸の中が清々しい気分になった。

　そうなると美咲は、自分でも不思議な位に烏月に対して大胆になれる。　

　返答を待つ暇も無く、美咲は烏月の身体をぎゅっと抱き締めた。

　「ちょっ・・・」

　「だから烏月さん・・・私の愛を受け入れてくれますか？」

　

　そして烏月の身体の感触をこの身で感じ取って、やっぱり鬼切り役と言っても烏月さんは『女の

子』なんだなぁ、と美咲は思う。

　とても柔らかい身体、そして女性特有の細い肩、華奢な手。

　それは２ヶ月前の咲森寺での合宿で、一緒にお風呂に入った遥を見た時にも感じた事だ。

　

　この細い肩をしている女の子である烏月と遥が、こうして戦いの中に身を置いているのだ。

　『殺す』為の剣を振るう烏月と、『守る』為の剣を振るう遥・・・違いはあっても本質的には、危険の

中に身を置いているという事に変わりは無いだろう。

　自分で遥をスカウトしておいてこんな事を思うのも何だが、遥か昔の戦国時代には女性が戦場の

最前線で剣を振るうなんて事は、絶対に有り得なかったというのに。

　これもまた、時代の流れなのだろうか。

　「・・・美咲さん・・・私は・・・」

　複雑な表情で、烏月は美咲をじっ・・・と見据える。

　いつの間にか美咲が自分の事を「千羽さん」ではなく「烏月さん」と、名前で呼ぶようになってい

た事には烏月も気付いていたが、まさかここまで自分に対して深い想いを抱いていたとは。

　だけど・・・自分に美咲さんを愛する資格があるのかと。

　

　「私は・・・貴方のご両親を・・・」

　「殺したんじゃない・・・烏月さんはお父様とお母様を『救ってくれた』んです。」

　「・・・美咲さん・・・」

　「烏月さんがいなければお父様もお母様も、もっと苦しむ事になっていた・・・烏月さんはお父様

とお母様を鬼の呪縛から救う為に・・・いいえ、それだけじゃない。鬼切り役として力無き人々の幸

せを守る為に、最善を尽くしてくれたんです。そうでしょう？」

　「・・・だけど・・・」

　「だから烏月さんには、その事で自分を責めないで前を向いて欲しい・・・私は烏月さんの事を恨

んでなんかいない・・・あの時もそう言ったじゃないですか。」

　強く、強く・・・美咲は烏月の身体をぎゅっと抱き締めた。

　その美咲の身体の感触と温もりが、烏月にはとても安心出来る。

　

　「それでも・・・私の求愛が受け入れられないというのであれば・・・ここで私を徹底的に拒絶して下

さい。そうすれば私も諦めが付きますから。」



　「美咲さん・・・何を・・・！？」

　「でも・・・そうじゃないのなら・・・とことんまで私に優しくしてほしいです・・・！！」

　とても潤んだ瞳で、烏月の豊満な胸に顔をうずめる。

　そんな美咲を、烏月は複雑な表情で見つめていたのだった・・・。

４．遥の意地

　

　東北地方にある経観塚の雪は、都会と比べると一層激しさを増す。

　しかも羽様は山奥の田舎であるが故に、夜は明かりが少なく見通しも悪い。

　凄まじい吹雪、そして明かりが少ない夜。これらの条件が重なった今の羽様は雪と暗闇に包まれ

て見通しが非常に悪く、迂闊に外を出歩くには非常に危険な状態だ。

　「そういう訳だからじっちゃん、今日は遥先輩と渚先輩の家に泊まらせて貰う事になったから・・・う

ん・・・うん・・・それじゃ。」

　なので百子と保美もまた、今日は遥と渚の家に泊まる事になった。

　明日になれば爽やかな晴天になるそうだが、それでもかなりの量の雪が積もる事は間違い無い

だろう。

　経観塚では雪が積もるなんてのは別に珍しい事では無いので、都会と違って少し位の雪なら交

通機関が乱れる事は無いのだが、それでもここまで激しい吹雪になるのは随分と久しぶりだ。

　間違いなく、明日は雪の影響でバスが運休する事になる・・・明日は自分も渚も仕事が休みで本

当に良かったと、遥は心の底からそう思っていた。

　「百子。お前は保美を連れて、本当に明日の朝に実家に戻るつもりなのか？何なら明日も泊まっ

ていってもいいんだぞ？」

　「もう、大袈裟ですよ遥先輩。アタシの家はここからすぐ近くにありますから。歩いて１０分もかかり

ませんよ？」

　「そりゃあ、確かにそうなんだけどさ・・・。」

　「それに遥先輩と渚先輩にこれ以上迷惑はかけられませんし、何よりもウチの家族が心配します

からね～。」

　

　Xbox360の弾幕シューティングゲーム「オハシラサマふたり」の協力プレイをしながら、とても和や
かに会話をする百子と遥。

　そんな２人の楽しそうな様子を、保美はとても穏やかな表情で見つめていた。

　そして浴室では渚がとても気持ちよさそうに、鼻歌を交えながらお風呂の湯船に浸かっている。

　「・・・あ、死んだ。」

　「て言うか遥先輩・・・これ、クリア出来る人いるんですかねぇ？」

　「この間、渚がウルトラモードをノーミスノーボムクリアしてたぞ？」

　「マジですか！？」

　「ああ。しかも実績も全部解除したし、オンラインランキングでも全国７位になってたしな・・・。」

　「むぅ・・・渚先輩の意外な特技発見・・・料理と裁縫だけじゃなくて、まさかゲームの腕まで達人ク

ラスだとは・・・」



　保美は、遥の顔をじっ・・・と見つめている。

　双子の妹である渚と瓜二つの顔でありながら、それでも可愛らしさと母性を感じられる渚とは正反

対で、凛々しさと気高さを感じられる遥。

　保美が憧れている梢子もとても素敵で凛々しい女の子だが、遥はそんな梢子とはまた別の凛々

しさと気高さを持ち合わせているのだ。

　「・・・・・。」

　

　じぃ～～～～～～っ、と遥の顔に見惚れている保美。

　

　「・・・って、どうしたんだ？保美。私の顔をそんなにジロジロ見て。」

　「えっ・・・！？あ、あの、その・・・」

　「ああ、もしかして保美もやりたいのか？保美はゲームは全然やらないって百子から聞いてたん

だが・・・そうだな、折角の機会だから今からやってみるか？」

　「ち、違います！！私は遥先輩を犯りたいだなんて、そんな・・・！！」

　「・・・は？私？」

　「あ、あああ、いえいえいえいえいえ、な、何でも無いですっ！！」

　「そ・・・そうか・・・。」

　顔を赤らめて、うつむいてしまう保美。

　一体私は何を考えているんだろう・・・保美は無茶苦茶恥ずかしくなって、頭に血が昇ってしまっ

ていた。

　そもそも遥と出会った時の第一印象からして、保美の心をときめかせるには充分過ぎる程のイン

パクトがあった。

　警備会社の制服に身を包み、腰にアポロンをぶら下げる遥の凛々しい姿は、まるで中世の騎士

のようでとても凛々しく気高く美しく・・・

　そう・・・素敵な女の子というよりも、むしろ・・・　

　「・・・そ・・・その・・・遥先輩って・・・」

　「ん？」

　

　潤んだ瞳で、保美は遥にはっきりと告げてしまった。

　「・・・男の人みたいだなぁ・・・って・・・。」

　「・・・・・。」

　保美の言葉を聞いて、引きつった笑顔になってしまう遥。

　遥自身、経観塚高校で『男女』とか『その胸は実はパットだろ』とか『染色体レベルでは多分男』と

か、色々とからかわれたりしていたのだが・・・

　

　「・・・ま、まぁ・・・そりゃあ確かに私は、性格も言葉遣いもこんなだし・・・お客さんとかにも陰口で

コソコソと言われたりする事もあるんだけどさ・・・」

　「あ、そ、その、ごごごごご御免なさいっ！！」

　「いや、別にいいんだけどさ・・・よく言われる事だし。」

　とても申し訳なさそうな表情で、遥に頭を下げる保美。

　だが保美の何気ない一言のせいで、事態はとんでもない方向へと突き進もうとしていた・・・。



　「・・・いいだろう・・・そこまで言うなら触るがいい。」

　「・・・はい？」

　

　遥は立ち上がり、保美の前に進み出る。

　そして保美をじっ・・・と見据えながら、いきなり右手で自分の胸を指差して、こんなとんでもない

事を言い出した。

　「私の胸を実際に触ってみるがいい。この胸がパットでは無いという事を証明してやる。」

　「え？・・・えええ！？」

　「私とて真正面から男みたいだとか言われたのであれば、黙って引くわけにはいかないからな。

だから触るがいい。この胸を触って、私が正真正銘の女だという事を確認するがいい。」

　保美の右手を左手で掴み、遥は保美を物凄いジト目で見据える。

　全く予想もしなかったとんでもない展開になり、保美は戸惑いを隠せなかった。

　その様子を、呆気に取られた表情で見つめている百子。

　「あの・・・遥先輩・・・ざわっちに何やってるんです？」

　「ええい、止めてくれるな百子！！私は剣士としてこのまま引くわけにはいかないのだ！！」

　「いや、遥先輩が剣士である事は、この件と全然関係無いとアタシは思うんですけど・・・」

　「さあ保美よ！！遠慮せずに私の胸を触ってみるがいい！！と言うか触れ！！」

　「変態だ・・・ここに柚明さん以上の変態がいる・・・」

　自分の右手を優しく掴む、遥の女性特有の細く華奢な左手・・・それに遥の細い肩、豊かな胸。

　男の人みたいに見えるけど、この人はやっぱり女の人なんだと・・・保美は改めて思い知らされた。

　それなのに遥に対して、あろう事か「男の人みたい」などと口走ってしまうとは。自分の思慮の狭

さに保美は申し訳ない気持ちで一杯になってしまった。

　「は、遥先輩、もういいですから・・・って、きゃあっ！？」

　「な・・・！？危ないっ！！」　

　遥に腕を引っ張られた保美だったが、その弾みで足を引っ掛けてバランスを崩してしまった。

　今にも床に倒れそうになった保美の身体を、遥は自分の身体をクッション代わりにして優しく受け

止める。　

　遥のとっさの判断のお陰で無傷で済んだ保美だったが、その代償として遥は自分の身体を思い

切り背中から床にぶつけてしまった。

　「くっ・・・！！」

　「は、遥先輩！？」

　「・・・大丈夫だ、心配するな。受身はきちんと取ったから。それよりも保美に怪我は無いか？」

　「そ、その・・・私は平気です・・・遥先輩が守ってくれたお陰で・・・」

　「そうか・・・それは何よりだ。」

　「ご、ごめんなさい遥先輩・・・私が遥先輩に失礼な事を言ってしまったせいで・・・」　

　「気にするな。私も大人気無かった。」　

　保美の身体を、ぎゅっと抱き締める形になってしまった遥。

　だがその時、浴室の扉が勢い良く開かれて・・・



　「姉さん、お風呂上がったわよ～・・・って・・・」

　目の前で遥と保美が繰り広げている光景に、渚は引きつった笑顔になってしまった・・・

　「・・・姉さん・・保美ちゃんと一体何をやっているの・・・？」

　「な、渚！？」

　風呂上りの渚の目に映ったのは・・・床に寝転がっている遥の胸に、保美が顔をうずめている光

景だった。

　とても気持ちよさそうな表情で、保美は遥に身を委ねている。

　決して悪気があった訳ではなく成り行き上でこうなってしまったのだが、事情を知らない渚の目に

は、遥が保美に浮気をしているようにしか見えなかった・・・。

　物凄いジト目で、遥の事を睨み付ける渚。

　渚が何故怒っているのかを悟った遥は、渚の怒気を敏感に感じ取って慌てふためいた。

　「ち、ちちち、乳、違うんだ渚！！これには深～い訳が！！」

　「姉さん・・・この私という物がありながら・・・保美ちゃんに浮気するなんて・・・！！」

　

　全身を金色に輝かせ、まさしく神の化身と化した渚が、指をバキボキ鳴らしながら物凄い笑顔で

遥を睨み付けている・・・。

　「保美！！お前からも何か言ってやってくれ！！」

　「そ・・・その・・・遥先輩が、私の胸を触れって言うから・・・」

　「だぁ～～～～！！事実だけど頼むから空気を読んでくれぇ～～～～～（泣）！！」

　

　ゴゴゴゴゴ・・・

　「じ・・・じじ・・・つ・・・む・・・むね・・・むねをさわ・・・さわさわ・・・さわがががれれれれ！！」

　「落ち着け渚！！叫び声がドラクエの復活の呪文みたいになってるぞ！！」

　「この・・・姉さんの浮気者ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーっ（激怒）！！」

　「渚、頼むから話を聞いて・・・ぎゃあああああああああああああああああああ（泣）！！」

　その日の夜・・・遥の断末魔の叫び声と共に、星崎家が一筋の金色の閃光に包まれたと・・・後に

近隣住民は語っている・・・。

　

５．烏月の答え

　私の求愛が受け入れられないのなら、徹底的に拒絶して欲しい。

　だけどそうじゃないなら、とことんまで優しくして欲しい。

　自分をぎゅっと抱き締めている美咲にこんな事を言われ、烏月は戸惑いを隠せないでいた。

　

　だが烏月の答えなら、もう既に出ている。

　烏月が美咲を徹底的に拒絶する事など、出来るはずがない。

　自分が殺してしまった美咲の両親の分まで、美咲だけは絶対に守り抜いてみせる・・・烏月が美



咲に誓った決意と覚悟もそうだが、それだけではないのだ。

　そう・・・美咲に告白される以前から、烏月が美咲に抱いていた淡い想い・・・それは・・・

　「・・・美咲さん。」

　「何ですか？烏月さん。」

　「私も・・・その・・・美咲さんに言っておかなければならない事があるんだ。」

　こんな事を言う日が来るとは、思っていなかった。

　この想いは、自分には絶対に許されない事だと・・・そう思っていた。

　だから美咲が素敵な人と結ばれて幸せになるのをこの目で見届けて、この想いは胸の内に仕

舞っておこうと・・・烏月はそう心に誓っていたのに。

　だがそれでも、美咲の方から烏月が好きだと言ってくれたのだ。

　そして美咲は今、烏月に対して求愛の答えを求めている。

　美咲を拒絶するのか、それとも受け入れるのか。

　

　だからこうなったらもう、覚悟を決めるしかない。

　顔を赤らめながら物凄く恥ずかしそうに、烏月は美咲をじっ・・・と見据えながら、自分の想いを正

直に告白した。

　ずっと胸の内に秘めていた、美咲への真実の想いを。

　「じ・・・実は、私もずっと前から美咲さんの事が・・・その・・・好きだった・・・んだ・・・」

　「・・・え？」

　

　予想もしなかった烏月の言葉に、あっけに取られる美咲。

　烏月の心臓がバクバク言っているのを、美咲は敏感に感じ取っていた。

　

　「そ・・・その・・・去年の９月に・・・桂さん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

瞬間に祝うのを巡って、私と美咲さんが戦った事があっただろう？」

　「・・・・・。」

　「そ、その時に・・・私が美咲さんに敗れてから・・・その・・・あ・・・『あんな事』をされて・・・あの時か

ら私は美咲さんの事が・・・」

　「・・・えええええええええええっ！？」

　思い切り仰天しながら、美咲は驚きの表情で身体を起こした。

　烏月も起き上がり、とても恥ずかしそうに美咲をじっ・・・と見据える。

　

　「そんな・・・烏月さんが、あの頃から既に私の事を・・・えええええええええええええっ！？」

　「だ、だって、その・・・美咲さんの『あれ』は凄く衝撃的で・・・」

　「・・・とどのつまり、私と烏月さんは最初から両想いだったと・・・！？」

　「そういう事に・・・なるね・・・うん・・・」

　一度口にしてしまってから、烏月の心がスーーーーッ・・・と軽くなる。

　複雑な表情で、烏月は美咲の身体をぎゅっと抱き締めた。

　とても優しくて温かくて柔らかい、美咲の母性と慈愛に満ち溢れた身体を。

　

　「だけど私は、貴方の両親をこの手で殺した・・・だから私には、貴方を愛する資格なんか無い



と・・・私は今までそう思っていたんだ・・・。」

　「・・・烏月さん・・・」

　「私は・・・美咲さんを好きになってもいいのかな・・・？」　　

　強く強く、美咲を抱く腕に力を込める。

　生涯を賭けて守ると誓った、烏月の大切な人。

　鬼切り部も顔負けの凄腕の剣士と術者でありながら、こうして実際に抱き締めてみると、美咲の身

体はとても細くて柔らかくて・・・少し力を入れてしまえば折れてしまいそうだ。

　それを実際に感じた烏月は、やっぱり美咲も剣士だとか術者だとかいう以前に『女の子』なんだ

なぁ・・・と・・・心の底から実感していた。

　「烏月さん・・・こんな私でも、心の底から愛してくれますか？」

　「美咲さん・・・」

　美咲もまた、烏月の身体をぎゅっと抱き締める。

　自分の事を生涯を賭けて守ると言ってくれた、そして自分の事がずっと前から好きだったと言っ

てくれた、とても愛おしい美咲の大切な人。

　

　「・・・好きだよ。『美咲』。」

　「・・・烏月さん・・・！！」

　「んっ・・・」　

　そしてそのまま２人は唇を重ね・・・そのまま自然の流れで２人は互いのパジャマや下着を脱がし

合った。

　やがて互いに一糸纏わぬ姿になった２人は、とても穏やかな笑顔で互いを見つめ合う。

　　

　「折角美咲が用意してくれたパジャマなのに・・・すぐに脱ぐ事になってしまったね。」

　「そうですね。でも寝る時になったら、ちゃんとまた着ましょうね。こんな格好のまま寝たら風邪を

引いてしまいますから。」

　「うん・・・そうだね・・・。」

　「・・・烏月さん・・・来て・・・」

　「美咲・・・」

　「んっ・・・」

　再び互いの唇を重ね、互いの身体を抱き締め合い、求め合い、愛し合う２人。

　そこには性的な嫌らしさ、卑しさ、汚らわしさのような物は一切感じられない。

　そう・・・今の２人の姿から感じられるのは『神聖さ』。

　それはさながら、契りを結ぶ聖なる儀式の如く。

　

　「烏月さん・・・好き・・・好き・・・っ・・・！！」

　「美咲・・・とっても愛してる・・・っ・・・！！」

　

　互いの姿しか見えず、互いの鼓動しか感じられない。

　時が経つのも忘れ、２人だけの世界で、烏月と美咲は深く優しく愛し合う。

　やがて２人の愛は最高潮に達し・・・絶頂し・・・

　烏月と美咲は正真正銘、身も心も結ばれた。



　「美咲・・・」

　「烏月さん・・・」

　

　そのまま互いの身体を抱き合いながら、布団の中で穏やかな笑顔で見つめ合う２人。

　今の２人の表情は、存分に愛し合った事への充足感で満ち溢れていた。

　だがこの２人の『契り』は、まだまだこれだけでは終わらない。

　２人でしばらく余韻に浸っていたのだが・・・不意に美咲が突然起き上がった。

　「烏月さん。私の血を飲んで下さい。私の『力』と『想い』を烏月さんの中に。」

　

　机の中からカッターナイフを取り出し、美咲は自らの左手首を傷つける。

　じわっ・・・と、美咲の傷口から血が溢れ出てくる。

　それを見た烏月は、途端に戸惑いの表情になった。

　「だけど美咲の『神の血』は・・・資格無き者が飲んだら・・・」

　そう・・・美咲の身に流れる『神の血』は、資格無き者が飲めば拒絶反応を起こすのだ。

　だが美咲はとても優しい笑顔で、烏月に左手首を差し出した。

　何も心配はいらない・・・烏月にそう訴えているかのように。

　「大丈夫ですよ。今の烏月さんには私の血を飲む資格がありますから。」

　「資格があるって・・・どうしてそんな事が美咲に分かるんだい？」

　「だって烏月さんと私は、互いに心の底から愛し合ってるじゃないですか。」

　「んな・・・！？」

　美咲と睦み合ったばかりの烏月は、その言葉で思わず顔を赤くしてしまった。

　そんな今時珍しい純真な烏月を見て、美咲は小さくクスクスと笑う。

　

　「神聖な力を持つ『神の血』は、その身に取り込むのに資格がいる・・・その資格を得る為の条件

は様々なんですけど、一番手っ取り早くて確実な方法が、互いに身も心も愛し合う事なんですよ。

だから烏月さんにはもう、私の血を取り込む資格があるんです。」

　「じゃあ・・・もし私が美咲じゃなくて、遥さんの『神の血』を取り込んだら・・・」

　「そうですね、その時は拒絶反応を起こすと思います。遥さんが愛しているのは烏月さんじゃなく

て渚さんですから。」

　「・・・拒絶反応・・・か・・・」

　美咲の左腕を優しく両手で掴み、烏月は美咲の左手首から溢れる『神の血』を、神妙な表情で

じっ・・・と見据える。

　『贄の血』や『安姫の血』よりも強大な力を有しているものの、その神聖さ故に資格無き者が取り

込めば拒絶反応を起こす・・・いわば諸刃の剣とも言うべき代物。

　烏月は美咲の傷口に顔をゆっくりと近づけ、美咲に優しい笑顔で促され・・・恐る恐る、ほんの少

しだけ、舌でペロリと美咲の『神の血』を舐め取った。

　だが烏月が気にしている拒絶反応は、烏月の身体には起こらない。

　『神の血』の拒絶反応を逆に利用して、数滴程度なら気付け薬として使えなくも無いと、以前遥が

烏月に話していたのだが。

　



　「・・・美咲・・・もし仮に・・・あくまでも仮の話であって、本気にしないでほしいんだけど・・・もし私

が美咲の事を本気で愛してなくて、単なる遊び程度にしか考えていなかったら・・・」

　「はい、その時は思い切り拒絶反応を起こしますね。」

　「・・・・・（汗）。」

　「どうしたんですか？烏月さん。私の血を飲まないんですか？」

　とってもニヤニヤしながら、美咲は烏月の事を見つめている。

　これはある意味、烏月限定の浮気調査として使える代物かもしれない。

　烏月が美咲の事を心の底から愛していれば、拒絶反応を起こす事無く美咲の『神の血』を自らの

力に変える事が出来る。

　だが、もし烏月が美咲の事を心の底から愛しておらず、遊び程度にしか考えていなかったら・・・

　それでも美咲は、烏月が自分の事を心の底から愛してくれているという、確固たる確信のような

物を感じ取っていた。

　この真面目で誠実な烏月が浮気なんて絶対に有り得ないだろうし、何よりも烏月はとても慈愛に

満ちた瞳で、自分と深く優しく睦みを交わしてくれたのだから。

　だから美咲は烏月に対して、自分の『神の血』を飲んで欲しいと懇願したのだ。

　「・・・美咲。」

　「何ですか？烏月さん。」

　「・・・愛しているよ。」

　そう優しく呟いて、烏月は美咲の左手首に口付けた。

　そして傷口から溢れる『神の血』を、優しく吸い出していく。

　

　「んっ・・・烏月さん・・・」

　烏月の舌のくすぐったい感触に、美咲は思わず顔を赤らめてしまう。

　その光景から感じ取れるのは妖艶さではなく、『神聖さ』。

　それはさながら、契りを結ぶ聖なる儀式の如く。

　「・・・私も、烏月さんの事が大好きです・・・！！」

　美咲は自分の左手首にしゃぶりつく烏月の頬を、右手で優しく撫でる。

　静かに目を閉じて、烏月は美咲の優しさと温もりに身を委ねる。

　とても美味しくて、とても甘い、美咲の『神の血』。

　それを烏月は、とても大事そうに取り込んでいく。

　

　拒絶反応なんて起こらない。それどころか烏月の身体に力が漲ってくる。

　それは烏月と美咲が、身も心も愛し合っているという確固たる証。

　やがて美咲の左手首から唇を離した烏月は、とても輝いた表情をしていた。

　「・・・っ・・・これが・・・『神の血』の力・・・」

　「烏月さん・・・」

　「貴方の血は・・・何て優しくて温かいんだ・・・」

　「そう感じるのは、烏月さんが私の事を心から愛してくれているという証ですよ。」



　自分の左手首の傷口を光翼鳥で癒し、美咲は烏月を優しく押し倒し・・・その愛しい顔をぎゅっと

抱き締めて、自分の豊満な胸で優しく温かく包み込んだ。

　烏月は静かに目を閉じて、その慈愛と安らぎに満ちた感触に身を委ねる。

　「これで契りは交わされました・・・私たちはこれからも、ずっと一緒です。」

　「美咲・・・」

　「大好きです・・・烏月さん・・・」

　とても気持ちよさそうに自分の身体に身を委ねる烏月の髪を、美咲は慈愛に満ちた瞳で優しく撫

でてあげたのだった。

６．聖夜が明けて

　昨日はあれだけ凄まじい吹雪だったというのに、朝になると一転して爽やかな晴天に恵まれた。

　と言っても物凄い量の雪が積もっており、全国的に交通機関に乱れが生じていたのだが。

　雪に強いはずの経観塚でさえも、あまりの積雪量故にバスや電車が運休する事になってしまっ

ていた。

　朝のニュースによると、およそ１０年ぶりの記録的な大雪との事らしい。　

　「遥先輩、渚先輩。昨日は泊めて頂いて本当にありがとうございました。」

　「しばらくは実家にいるつもりなんだろう？正月に梢子たちがここに来るらしいから、その時はまた

２人で遊びに来いよ？」

　「はい、オサ先輩から聞いてますよ。今度はつづらん（葛）とサクヤさんも一緒に来るとか言ってま

したし。」

　

　とても穏やかな笑顔で、百子と保美を見送る遥と渚。

　去年の正月は２人きりで静かにひっそりと過ごしたのだが、今年は一転して騒がしくて楽しい正

月になりそうだ。

　それに正月明けには遥が青城支部に転属する事になった件について、遥の転属を促した張本

人である美咲が住民たちに対して説明会を開く為に、祖父と一緒に経観塚を訪れる事になってい

る。

　

　２ヶ月前のあの日、咲森寺で青城女子大学の警備員になる事を美咲に頼まれた遥。

　その数日後にファルソックの親会社である松本グループ本社から、遥の下に青城支部への転属

命令が下されたのだが、それを知った経観塚の住民たちが猛反発し、経観塚全土で大規模な署

名活動が起こる事になってしまったのだ。

　「遥ちゃんは我が経観塚の宝」

　「我々住民の事情や気持ちを無視した、一方的な転属命令。到底承諾出来ない。」

　「遥ちゃんも当然だが、渚ちゃんもいなくなってしまうのは耐えられない。あの店で渚ちゃんの美

味しい手料理を食べる事は、もう出来なくなってしまうのか。」

　「遥たん渚たんハァハァ」

　これらの意見を添えられた署名が大量に松本グループ本社に送りつけられ、さらに最近になっ

て経観塚にＡＤＳＬとケーブル回線が開通した事で、インターネットを通じてこの騒ぎは全国にまで



広がってしまい、騒ぎを嗅ぎ付けた全国のマスコミが今度の説明会に、全国から一斉に駆けつけ

る事になってしまった。

　遥が一介の警備員でファルソックがその辺にある中小企業だったら、マスコミがここまで大きく騒

ぐ事は無かっただろう。

　だが遥が『伝説の女剣士』と呼ばれた栞の娘であり、さらに行方不明になってから半年後に無事

に生還した『奇跡の少女』だという事・・・そしてファルソックの親会社が世界有数の大企業である

松本グループだという事が、騒ぎを必要以上に大きくしてしまったのだ。

　

　その説明会に、遥も一緒に出なければいけない・・・去年と違って本当に忙しくて騒がしい正月

になりそうだ。

　

　「この間じっちゃんが言ってましたけど、遥先輩と渚先輩は来年から青城に来られるんですよ

ね？」

　「一応、そういう事になっているんだが・・・経観塚で今、反対運動が起こってるからな。」

　「正式に決まったら、アタシが遥先輩と渚先輩を色々と案内してあげますよ。」

　「ああ、その時は楽しみにしているよ。百子。」

　

　そして同時刻・・・美咲の家の応接室において。

　「そういうわけなので、私は美咲さんと正式にお付き合いをさせて頂く事になりました。」　

　姿勢を正して背筋を伸ばし、礼儀正しくソファーに座りながら、烏月は美咲の祖父・・・自分の義

祖父となる人に対して、正式に美咲との交際を始めた事を報告していた。

　女同士での交際・・・日本では異端であるが故に、烏月は美咲の祖父から怒鳴り散らされたりしな

いかと不安だったのだが、そんな烏月の不安を払拭するかのように、美咲の祖父はとても穏やか

な笑顔を烏月と美咲に見せていた。

　「そうかそうか、それはめでたい話だ。遂に美咲にも生涯の伴侶が出来たか。」

　「・・・あの・・・私と美咲さんは、まだそこまでは・・・」

　「いやいや、私は君になら安心して美咲を任せられるよ。」

　孫娘が好きになったのが女性・・・この事実にさすがに美咲の祖父も当初は驚きを隠せなかった

のだが、それでも美咲が幸せならそれで構わないと思っているし、何よりも美咲の祖父は烏月に対

して絶大な信頼を寄せているのだ。

　その美咲の祖父の笑顔を見て、安心した表情を見せる烏月。

　だが・・・　

　「ところで美咲。烏月君とは一体どこまで進んでいるんだい？」

　「はい、既に烏月さんとエッ・・・」

　「うわああああああああああああああ（汗）！！」

　爆弾発言をしようとした美咲の口を、慌てて烏月は右手で塞いた・・・。

　

　「はっはっは。そうかそうか。２人の仲は既にそこまで進んでいるのか。」

　「も・・・申し訳ありません・・・」

　「いやいや、何も謝る必要は無いよ。正真正銘、２人は結ばれたんだ。めでたい話じゃないか。」

　「あ・・・ありがとうございます・・・」



　美咲の口を右手で押さえながら、背後から抱き締める形になった烏月。

　とても穏やかな微笑みで、烏月は美咲の事をじっ・・・と見つめている。

　そんな烏月にとても幸せそうな表情で、そっ・・・と身を寄せる美咲。

　

　その美咲の表情を見て、２人は本当に強い絆で結ばれているのだと・・・烏月になら本当に安心

して美咲を任せられると・・・美咲の祖父は心の底からそう思ったのだった。
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