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★おまじない

１．百子のおまじない大百科

　「そう言えばズッキー先輩。この間こんな興味深い本を買ってきたんですけどね。」

　ある清々しい土曜日の昼。

　青城女学院と北斗学院付属高校の剣道部の練習試合が終わった後に、梢子、烏月、保美を連

れてハックに立ち寄った百子は、一冊の分厚い本を鞄から取り出して突然烏月に差し出したのだ

が。

　　

　「・・・おまじない・・・大百科・・・？」

　

　烏月がペラペラとページをめくってみると、何やら怪しげなおまじないが分かりやすいイラストと共

に多数掲載されていた。

　例えば１０円玉を机の上に置いて右手人差し指で押さえつけ、『テクマクマヤコン・テクマクマヤ

コン・ブッブブブッブブーッ』と３回言ってから外出すると、自分に好意を寄せている人に真っ先に

必ず出会う事になるとか、ハンカチに向かって『あんあんあん』と１０回呼びかけた後にハンカチに

キスをすると、自分が好きな人に必ず振り向いて貰えるとか・・・。

　「・・・なんか・・・物凄く胡散臭そうなのばかりだね・・・（汗）」

　千羽党の鬼切り役として多少は術の知識があるだけに、烏月は余計にそう思ったのだった。

　記載されているおまじないのどれもが、烏月にしてみたら何の根拠も無い子供騙しに等しい代物

ばかりなのだ。

　だがそんな烏月とは対照的に、百子の瞳は何だかとても輝いていた。

　好奇心に満ちた表情で、じっ・・・と烏月を見据えている。

　「それがそうでも無いんですよズッキー先輩～。このおまじない大百科、物凄い効果があるって

評判なんですから。」

　「馬鹿な、こんな詐欺まがいの代物にそれほどの効力があるとは思えないが・・・」

　「この間、明日菜先輩がこの『腕立て伏せをしながら俺はもう死んでるぜヒヒヒって１０回言うと必ず

いい事がある』っていうおまじないをやったら、自動販売機で１０回連続で当たりが出たとか言って

ましたから。」

　「それは本当なのかい？こんないい加減な術式でそれ程の効果を出せるなど、未だに信じがた

いが・・・」

　百子の言葉を聞いてもなお、未だに信じられないといった表情の烏月。

　だが１回ならともかく１０回連続で当たりが出るなんてのは、さすがに偶然や強運だけでは片付け

られない代物だ。

　こんな下らない物でそれだけの効力が出たなど・・・鬼切り役として術の知識があるからこそ、烏



月は百子の言葉を素直に信じる事が出来ないのだ。

　だが・・・

　（・・・本当に・・・そのおまじない・・・効くのかな・・・？）

　保美はポケットの中からハンカチをこっそりと取り出し、小さな声で囁いてみる。

　「・・・あんあんあんあんあんあんあんあんあんあんあんあんあんあんあんあんあんあんあんあんあ

んあんあんあんあんあんあんあんあんあん・・・ちゅっ。」

　次の瞬間。

　「保美？どうしたの？」

　「・・・・・。」

　「保美？」

　「・・・ううう・・・確かに振り向きましたけど・・・確かに梢子先輩は私に振り向きましたけどぉ・・・

（泣）」

　

　確かにおまじないの効力が出たのか、梢子は保美に振り向いたようだ・・・別の意味で。

　そんな馬鹿２人を置いといて、百子は烏月を相手に本に記載されているおまじないを巡って、や

たらと盛り上がりを見せていた。

　本のページをめくりながら、あれは駄目だ、これも違う、と楽しそうに騒いでいる。

　「じゃあズッキー先輩。これなんかどうですか？」

　「・・・１０円玉を机の上で回転させながら目を閉じて特定の人物の事を思い浮かべると、回転が

終わるまでに最後に思い浮かべた人と必ず密室に閉じ込められる・・・」

　「ムフフフフフ。」

　「・・・百子さん、貴方は私にこれを実際にやってみろと言いたいのかい・・・（汗）？」

　

　問答無用。

　百子はサイフの中から１０円玉を取り出し、無理矢理烏月に差し出した。

　何だか物凄い笑顔で、百子は烏月の事を睨み付けている・・・。

　

　「ちょっと百子。本当に烏月さんが密室に閉じ込められたらどうするのよ？」

　「大丈夫ですよオサ先輩。ちゃんとおまじないを解除する方法がありますから。」

　「おまじないを解除する方法？」

　「上着を脱ぎ捨てて『何マジになってんだよ馬～鹿。お前とは遊びだったんだよ。』って言うと、こ

のおまじないの効力が切れるって書いてありますよ。あ、声が出せないなら念じるだけでもいいみ

たいですけど。」

　百子は物凄くニヤニヤしながら、烏月にだけ聞こえるように耳元で小さく耳打ちした。

　（・・・そういう訳なんでズッキー先輩。これを利用して美咲先輩に告ったらどうですか？）

　（んなっ・・・！？）

　（だってあの美咲先輩と２人きりになれる格好のチャンスですよ？美咲先輩はオサ先輩と同じ位

の人気があるから、ズッキー先輩も中々２人きりになれないじゃないですか～。）

　（ば、ばばばば馬鹿な事を言わないでくれ百子さん、私が美咲さんに愛の告白なんて、そん



な・・・）

　（またまた～、今更何言ってるんですか。ズッキー先輩は美咲先輩の事が好きなんですよね？そ

れ位見てれば分かりますよ～？）

　（・・・・・。）

　顔を赤らめ、とても恥ずかしそうな表情を見せる烏月。

　美咲と密室で２人きりになって、愛の告白・・・烏月の脳裏にそんな甘い光景が浮かび上がる。

　そして烏月と美咲は、そのまま唇を重ねて・・・そして・・・

　ぶるんぶるんぶるん。

　行き過ぎた妄想をしてしまった事を恥じた烏月は、慌てて目を覚ますかのように首を横に振った。

　

　「・・・・・。」

　とても楽しそうに雑談をしている梢子と保美を尻目に、烏月は恥ずかしそうに百子が差し出して

いる１０円玉を見つめているる。

　（私が・・・美咲さんと・・・そんな・・・でも・・・）

　「そういう訳なんで、はいズッキー先輩どうぞっ！！」

　「な・・・！？百子さんちょっと待って・・・！！」

　

　問答無用。

　業を煮やした百子は、烏月の目の前で無理矢理１０円玉を勢いよく回転させた。

　カラカラと乾いた音を立てながら、１０円玉が円を描いて烏月の目の前で回っている。

　

　「ちょ・・・これ、他人が回した１０円玉でも効果があるのかい！？」

　「ありますよズッキー先輩。ここにちゃんと書いてあるじゃないですか。今更何言ってるんです

か？」

　「くっ・・・」

　「ほらほら、早くしないと回転が止まっちゃいますよ？美咲先輩と２人きりになれるチャンスです

よ？」

　

　耳元で百子に急かされて、烏月は慌てて目を閉じて美咲の事を妄想する。

　美咲と２人きりになって愛の告白・・・烏月の頭の中で繰り広げられる、とても甘い光景。

　本当に・・・そんな事が・・・でも・・・

　（・・・美咲さん・・・私は・・・）

　だが、次の瞬間。

　

　「そう言えばはとちゃん。お凛が今度の冬休みに海外旅行でフランスに行くとか言ってたよ。」

　烏月の脳裏に直接届いた、陽子の甲高い声。

　「へぇ～、お凛ちゃんって相変わらず凄いよね～。」

　コロンコロンコロン・・・

　カラカラカラ・・・



　１０円玉の回転が止まった。

　「・・・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（泣）！！」

　「あれ？ズッキーじゃない。それにオサちゃんとやすみんと百ちーも。もしかして剣道部の帰り？

こんな所で会うなんて奇遇だね～。」

　　

　桂を連れて店内に入ってきた陽子が、とっても爽やかな笑顔で烏月に話しかけてきたのだが。

　物凄い笑顔で、烏月が陽子の両肩を掴んで睨み付けた。

　いきなりの烏月の行動に、戸惑いを隠せない陽子。

　「ああああああ貴方は、なななな何ちゅう、何ちゅう事をしてくれたんだああああああああああああ

あああああああ（泣）！？」

　「・・・・・は？」

　「貴方のせいで私は、最後の最後に凛さんの事を妄想してしまったじゃないかああああああああ

あああああああ（泣）！！」

　そう・・・陽子のせいで烏月は１０円玉の回転が止まる直前に、思わず凛の姿を思い浮かべてし

まったのだ。

　このままでは烏月は、凛と密室で２人きりになってしまう事に。

　事情が飲み込めない陽子と桂は、何が何だか意味が分からないといった表情をしていた。

　そして。

　「・・・誠さんから電話・・・！？くっ、こんな時に・・・！！」

　

　苦虫を噛み締めたような表情で、烏月は携帯電話を胸元から取り出す。

　

　「もしもし誠さん、どうなさいました？」

　『烏月君。剣道部の練習試合はもう終わったんだろう？』

　「ええ、今は梢子さんたちと一緒に昼食を食べ終わった所なのですが・・・」

　『そうか。だったら慌てなくてもいいから、寄り道せずに家に戻ってきてくれ。』

　「一体何があったんです？」

　事情を知らない東条は、とっても爽やかな声で烏月にはっきりと告げた。

　『烏月君さ、凛君に小説を貸してたよな？彼女、それを返しに来てるんだよ。』

　「・・・え？」

　『それで凛君、ついでだから烏月君に頼みたい事があるとか言ってて、ずっと家で待ってるんだ

よ。それで叔母様（烏月の母）とすっかり意気投合しちゃってさあ。』

　「・・・・・（汗）」

　『・・・烏月君？どうした？烏月君？』

　「・・・わ、分かりました・・・すぐに戻ります・・・」　

　物凄く引きつった笑顔で、烏月は通話を切った。

　まさか、おまじないの効果で凛さんが家に・・・！？烏月の頭の中でそんな嫌な考えが思い浮か

ぶ。

　そしてそのまま凛と密室で２人きりになって、閉じ込められて・・・

　



　（馬鹿な、そんな事が・・・そんな事があるはずがない・・・！！）

　

　こんな下らないおまじない如きで、そんな事になってたまるか・・・！！

　烏月は嫌な妄想を振り払い、慌てて帰り支度を始めた。

　「すまない、急用が出来たから私はそろそろ抜けさせてもらうよ。それじゃ。」

　「あ、ズッキー先輩・・・あ～あ、行っちゃった。」

　……自宅へと向かう帰り道・・・烏月は公園で不吉な物を目撃してしまった。それは・・・

　「グオオオオオオオオオッ（激怒）！！」

　「ピーーッ！！ピーーーーッ！！ピーーーーーーーーッ（激怒）！！」

　「もうやめんかオニワカーーーっ！！今のは明らかにお主が悪いのであろうがぁっ！！」

　「アクリア、もうよしなさい！！アクリアの分のドーナツをオニワカに取られたからって、何もトライ

ディザスターを放つ事は無いでしょう！？」

　互いの式神の喧嘩を仲裁している、コハクと美咲の姿だった・・・。

　　

　「・・・オ・・・オニワカとアクリアが喧嘩している・・・不吉だ・・・凄く不吉だ・・・何だか嫌な事が起こり

そうな気がする・・・（汗）。」

　

２．誰もいない、２人きりで・・・

　「お母様、ただいま戻りました。」

　「あ、烏月ちゃんお帰りなさい。お凛ちゃんが応接間で待ってるわよ？」

　「はい。すぐに向かいます。」

　頭の中でおまじない効果を意識しながらも、烏月は極力平静を装って自宅に戻ってきた。

　鞄と竹刀を部屋に置き、凛がいるという応接間へと向かう。

　凛さんと密室で２人きりになるなんて、そんな事があるはずがない・・・凛さんが今日ここに来たの

は、ただの偶然だ・・・烏月は必死に自分にそう言い聞かせ、応接間の扉を開けた。

　「千羽さん、申し訳ありません。何の連絡も入れずに急に押しかけてしまって・・・」

　そこで待っていたのは礼儀正しく正座をしている、私服姿の凛。

　とても穏やかな笑顔で、烏月の事を見つめている。

　「本当は朝に連絡を入れようかと思ったのですが、今日は千羽さんが小山内さんたちと練習試合

だという事を、完全に失念していまして・・・」

　「いや、構わないよ。私も今日は鬼切りの任務は無いし、どの道お昼からの予定は空いていたか

ら。」

　

　烏月の穏やかな笑顔は、全く気にしてないという凛への意思表示。

　凛と反対側の席に座った烏月に、烏月の母がお茶と和菓子を差し出す。

　「それじゃあ烏月ちゃん、私はこれで席を外すわね。」



　「はい。」

　「折角来てくれたんだから、お凛ちゃんと仲良くして頂戴ね。それじゃ。」

　烏月の母が部屋を立ち去った後、凛が烏月に一冊の文庫本を手渡した。

　それは烏月のお気に入りの恋愛小説・・・人気があって今も品薄状態が続いており、それ故に凛

が烏月に貸してほしいと懇願していたのだ。

　「この小説、とても面白かったですよ。貸して頂いてありがとうございました。」

　「喜んでくれて何よりだよ。それはそうと誠さんから聞いたんだけど、私に頼みたい事って一体何

だい？」

　「はい、実はですね・・・今度の土曜日に、千羽さんに私のボディーガードをお願いしたいのです

よ。」

　「・・・ボディーガード？私にかい？」

　東郷グループの令嬢である凛なら、わざわざ烏月をボディーガードに雇わなくても黒服の男たち

が沢山いるはずなのに。

　それなのにわざわざ烏月を指名するとは・・・一体何事なのか。

　とても神妙な表情で、凛は烏月の事を見つめている。

　

　「私はある事情で、聖（セント）ルミナス女学院に行かなければならなくなったのですが・・・」

　「聖ルミナス女学院って・・・あの完全男子禁制で全寮制の超お嬢様学校じゃないか。」

　「はい。なので私のボディーガードたちは敷地内に入る事を許されないのです。別に私は１人で

あそこに行っても構わないのですが、行くなら女性のボディーガードをどうしても連れて行けと、お

父様がうるさくて・・・」

　それで、烏月をボディーガードに指名したという訳なのだ。

　凛がどんな用件で聖ルミナス女学院に行くのか烏月は知らないし、別に深入りするつもりも無い。

　だが最近になって聖ルミナス女学院において、生徒たちの下着が盗まれるという奇妙な事件が

頻発しているというのを、烏月はテレビのニュースで聞いた事があった。

　犯人は今も見つかっておらず、それ故に凛の父親が聖ルミナス学院に用事があるという娘の事

を心配してしまうのも、無理も無い事なのだろう。

　「成る程、そういう事なら別に構わないよ。今度の土曜日なら私も特に予定は無いから。」

　「ありがとうございます。千羽さん。」

　「どの道あの学校は今度の大会で１回戦で当たる相手だから、凛さんのボディーガードのついで

に敵情視察をしておくのも悪くはないからね。」

　「そうですね。あそこは剣道の強豪だと聞いていますし・・・」

　「しかし、あのお嬢様学校に一体何の用事・・・で・・・」

　言いかけて、和菓子を食べながら烏月はふと気が付いた。

　目の前で凛が、とても穏やかな笑顔で烏月の事を見つめている。

　そして今この部屋にいるのは自分と凛だけ。先程まで一緒にいた烏月の母は、さっさと席を外し

てしまった。

　しかも部屋の窓は完全に閉め切られており・・・つまりこれは・・・

　「み・・・密室で・・・凛さんと２人きり・・・！？」

　「・・・はい？」



　

　いやいやいやいやいや。

　おまじないの効果を、烏月は必死に頭を振って否定した。

　確かに凛と２人きりになった事は認めるが、だからといってここは応接間であり、別に閉じ込めら

れたという訳では無いだろう。

　（そ・・・そうだとも・・・あんな馬鹿げたおまじないで、本当に凛さんと２人きりでここに閉じ込められ

るなんて、どう考えても有り得るはずがない・・・！！）

　「あの・・・千羽さん？どうかなされたのですか？」

　それを証明する為・・・と言うよりも烏月自身がその不安を払拭する為に、烏月は立ち上がって凛

にはっきりと告げた。

　「・・・あ、いや、すまない。ちょっとお手洗いに行って・・・！？」

　次の瞬間。

　「な・・・が・・・！？」

　「千羽さん！？」

　烏月の全身から力が抜ける。ガクンと身体が崩れ落ちる。

　慌てて凛は烏月の身体を受け止めようとするが、そのまま烏月は足をもつれさせて、凛に向かっ

て派手に転倒。

　そのままの流れで、烏月は凛を押し倒すような体勢になってしまった。

　「きゃっ！！」

　「か・・・身体に力が入らない・・・！？」

　

　凛から離れようにも、思うように身体が動かせない。まるで自分の身体では無いかのようだ。

　凛自身も烏月の身体が自分に覆い被さっているので、思うように動けない状態だ。

　一体何故こんな事になってしまったのか意味が分からない烏月だったが、ここで烏月の頭の中

をよぎった、一つの結論。

　（み・・・密室で凛さんと２人きりで閉じ込められるというのは、ひょっとしてこういう事なの

かーーーーー！？）

　ありえない。馬鹿げている。そんな事が本当に起こりうるはずがない。

　必死にその事実を否定する烏月だったが、身体に力が入らない・・・つまり『この部屋から自力で

出る事が出来ない』という逃れらない現実が、今の烏月に重くのしかかっていた・・・。

　「せ、千羽さん・・・一体どうなされたのですか・・・？」

　「い・・・いや・・・何故か身体に力が・・・入らなくて・・・」

　「・・・・・。」

　

　烏月の身体がとても温かい。それに何だかいい匂いがする。

　服の上からでも、烏月の柔らかい胸の感触が凛に伝わってくる。それに何だか烏月の心臓の鼓

動まで伝わってくるかのようだ。



　何だか甘い溜め息を漏らして静かに目を閉じて、凛はその甘い感触に身を委ねていた。　

　こんな事をしている場合ではないのに。だけど烏月の温もりは何だかとても安心出来るから。

　「千羽・・・さん・・・」

　「くっ・・・！！」

　

　烏月はこの状況を打破する為に、必死にあがこうとしていた。

　だが、どう頑張っても身体に力が入らない。自力で起き上がる事が出来ない。

　密室で、凛と２人きりで閉じ込められる・・・あのおまじないの効力が今も烏月に影響を与えている

のか。

　そして結果的に烏月と凛は今まさに、そういう状況に置かれているのだ・・・。

　（何とか・・・何とかしなければ・・・そうだ！！）

　烏月の脳裏に浮かんだ。百子の言葉。

　朦朧とする意識の中で、烏月は必死にそれを思い出す。

　そして。

　『上着を脱ぎ捨てて何マジになってんだよ馬～鹿。お前とは遊びだったんだよって言うと、このお

まじないの効力が切れるって書いてありますよ。』

　この状況を覆す事の出来る、一筋の光明。

　残された力を振り絞って烏月は身体を横に転がせて、どうにか凛の身体から自分の身体をどか

す事に成功した。

　慌てて起き上がった凛に対して烏月は力無く、しかしはっきりと告げる。

　「凛さん・・・私の上着を脱がしてくれないかな・・・？」

　「え？・・・えええ！？」

　予想だにしなかった、烏月のこの言葉。

　凛は恥ずかしくなって、思わず顔を赤らめてしまう。

　

　「せ、千羽さんの上着を私が脱がすって・・・つまり・・・その・・・千羽さんは私と『そういう行為』を

するつもりであると、そう解釈してよろしいのですか・・・！？」

　「いや、言ってる事の意味がよく分からないんだけど・・・とにかく下着姿にしてくれるだけでいい

んだ。そうしたら１分で終わらせるから。」

　「い、１分で！？千羽さん、一体どんなテクニックで私を悦ばせて下さるつもりなのですか！？」

　

　すっかりアレな勘違いをしてしまった凛は、とても恥ずかしそうに烏月の顔を見つめながら、ゆっ

くりと烏月の上着を脱がしていった。

　そして烏月のブラジャーが顕わになり、それに包まれた豊満な胸が凛の視界に映る。

　他人の服を脱がすというのは、こんなにも興奮してしまう物なのか。

　凛もまた上着を脱いで下着姿になり、烏月に覆い被さってぎゅっと抱き締めた。

　そして。

　「よし・・・！！」

　「はぁ・・・っ・・・」



　「凛さん・・・動かないで・・・そのままじっとしていて・・・後は私が全部やるから。」

　「は、はい・・・千羽さん・・・来て・・・」

　「行くよ・・・！！」

　今この好機を逃してしまうわけにはいかない。

　烏月は凛と共にこのおまじないの魔力から逃れる為に、はっきりと凛に対して宣言した。

　「・・・何マジになってんだよ馬～鹿。お前とは遊びだったんだよ（物凄い棒読み）。」

　「・・・・・え？」

　ガラガラガラガラッ！！

　派手な音と共に、応接間の扉が勢い良く開け放たれた。

　そこに現れたのは、心配そうな表情をしている烏月の母。

　「ごめんなさい烏月ちゃん！！そのお饅頭、賞味期限が切れていたわ！！大丈夫だっ・・・っ

て・・・え？」

　

　烏月の母が目撃したのは、互いに上着を脱いで抱き合っている烏月と凛の姿だった・・・。

　

　「ちょっ・・・貴方たち、一体何をやっているの！？」

　「いやお母様、何をやっているのって・・・私は単におまじないの効力を・・・」

　だが、次の瞬間。

　「・・・千羽さん・・・私の事は『遊び』って・・・一体どういう事なのですか・・・！？」

　「え？だからそれは別に深い意味は無くて・・・」

　「ふ・・・深い意味は無い・・・！？ふ・・・ふふふ・・・ふふふふふ・・・！！」

　ゴゴゴゴゴ・・・！！

　凛の身体を、なんか漆黒のオーラが包み込んでいた・・・

　「ちょ、ちょっと・・・凛さん・・・？」

　「烏月ちゃん・・・！？お凛ちゃんと『そんな事』をしておいて『遊び』って・・・何をふざけた事を

言っているのかしら・・・！？」

　「お、お母様・・・！？」

　ゴゴゴゴゴ・・・！！

　どうやら烏月の母も、アレな勘違いをしてしまったようだ・・・。

　

　「ちょ、ちょっと２人とも・・・」

　「この・・・千羽さんは不潔ですわぁっ！！」

　「いや、私は単におまじないの効力を・・・」

　「何を訳の分からない事をおっしゃっているのですかぁっ！？」

　「ま、待ってくれ凛さん！！話を聞いて・・・ぎゃあああああああああああああ（泣）！！」

　……その後、烏月が凛と母に対して誤解を解くまでに３日を要したという。

　おしまい。
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