
アカイイト・アナザーストーリー

★桂ちゃんの圧倒的カリスマ

１．途中まではシリアスなのにｗ

　元々、柚明には最初からオハシラサマとしての適正が無かったのかもしれない。 

　現に主は柚明の封印を破り、完全体として蘇ってしまった。 

　柚明の力では、先代のオハシラサマほどの強力な封印は施せなかったのだ。 

　ノゾミが白花に取り憑いていた主の分霊を倒した。 

　だがそれも、主の本体が蘇ってしまっては何の意味も無かった。 

　今、ご神木の前に立っているのは、紛れもなく主の本体。 

　先程ノゾミが倒した分霊よりも数段上の力を持っている。 

　分霊が相手でやっと互角、まして疲労困憊状態のノゾミでは、はっきり言って勝ち目は無かった。

　「ノゾミよ。よくぞここまで強くなったものだ。貴様の信念と想いとやらを素直に認めようではない

か。」 

　「全く・・・最悪だわ。主さまの分霊が相手でさえこのザマだってのに・・・」 

　「だが、もはや貴様に戦う力は残されてはいまい。どうやらここまでのようだな。」 

　圧倒的な力。ノゾミは主の力を肌で感じ取っていた。 

　だが桂を守るために、ノゾミはこんな所で引くわけにはいかなかった。 

　精一杯の勇気を振り絞り、残された最後の力を振り絞り、ノゾミは無数の月光蝶を展開する。 

　「はあ、はあ、はあ・・・」 

　「ほう、まだそこまでの力を残していたとはな。だがその程度の力でこの私を倒せると本気で思っ

ているのか？」 

　「ぐっ・・・負けない・・・私は主さまには・・・」 

　そこへノゾミの背後から、力強く優しい声が飛んだ。 

　「確かに、もうノゾミは限界のようだね。だけど主。僕の事を忘れてはいないかい？」 

　「貴様は・・・」 

　「ノゾミ。礼を言わせてもらうよ。桂を守ってくれてありがとう。だけどここから先は僕の仕事だ。」 

　声の主は、意識を取り戻した白花だった。 

　主の圧倒的な力を前にしてもそれに怯む事無く、力強い瞳で主を見据える。 

　主を見据えながら、主から目を離さないまま、白花は柚明に告げた。 

　「ところでゆーねぇ、１つ提案があるんだけど・・・。僕とオハシラサマを交代しない？」 

　「な・・・白花ちゃん、何を言ってるの！？」 

　柚明は白花の突然の提案に戸惑いを隠せなかった。 



　そんなの認められない・・・そう言おうとした柚明の言葉を白花は問答無用で遮る。 

　白花にも、譲れない想いがあるのだ。 

　「ゆーねぇにはキツい事を言うけどさ。桂の事になると周りが見えなくなってしまうゆーねぇは、はっ

きり言ってオハシラサマ失格だと思うよ。」 

　「白花ちゃん・・・。」 

　「現にこうして主が蘇ってしまったしね。これ以上甘ちゃんのゆーねぇには危なっかしくて任せて

おけないんだ。だから役立たずのゆーねぇにはもう用は無いよ。さっさと羽藤柚明に戻って桂と一

緒に暮らしなよ。」 

　柚明は言い返せなかった。白花の言葉には有無を言わせぬ力強さがあった。 

　それに白花の言う事も一理あるのだ。自分の力不足のせいで主は蘇ってしまったのだ。 

　「僕はゆーねぇ以上にオハシラサマとしての適正がある。それに僕は主に人生を台無しにされて

しまった。その借りをこの手で返さないと気が済まないんだ。」 

　「そうして貴様が私を再封印すると言うのか？この私がむざむざとそんな事を許すと思うか？」 

　「例え何百年、いや、何千年かかろうとも、僕は主を必ずこの手で還す。」 

　身構える主と白花。 

　主は白花をご神木に近づけさせまいと、両手に赤い雷球を生み出す。 

　白花はご神木に近づくために、間合いを詰める隙を伺う。 

　柚明の同意が得られた以上、白花がご神木に触れさえすれば、継承の儀式は数秒で終る。そう

なれば主は問答無用で、ご神木の中に再び取り込まれる事になるだろう。 

　だから勝負は一瞬。いかにご神木に触れるか。触れさせないか。 

　単純な殴り合いなら、１００％主の勝ちだろう。 

　だが千羽妙見流の奥義には、瞬時に間合いを詰める『縮地法』がある。 

　今の白花の位置からなら、ご神木まで一瞬で到達する事が出来る。そうなれば主は確実に封印

される。 

　かといって主とて、伊達に神を名乗っているわけではない。そう易々と白花に間合いを詰めさせ

はしないだろう。 

　互いに隙を伺う２人。だが、そこへ。 

　「白花！！アタシらを差し置いて勝手な事を言ってんじゃないよ！！」 

　「本来なら貴様をこの場で斬ってやりたい所だが・・・桂さんを悲しませるのは私とて本意では無

いからな。不本意だが貴様を助けてやる。」 

　「現在、千羽党は人手不足ですからね。貴重な戦力である白花おにーさんにいなくなられたら、

私も千羽党も困るんですよ。」 

　サクヤ、烏月、葛が援軍に現れた。 

　ノゾミが疲労困憊、柚明が桂を守るために動けないこの状況において、まさに願っても無い援軍

だ。 

　「サクヤさん！！烏月さん！！葛ちゃん！！助けに来てくれたの！？」 

　だが、３人が向かったのは主の元ではなく・・・。 



　「桂、怪我は無いかい！？アタシが助けに来てやったよ！！」 

　「桂さん、貴方は私が必ず守るよ。」 

　「桂おねーさんには私が指１本触れさせませんよ！！」 

　サクヤ、烏月、葛が桂を取り囲む。 

　柚明が抱き寄せている桂に、問答無用で寄り添う。 

　一体何事なのか。柚明は慌てて桂を抱く両腕に力を込めた。ノゾミも慌てて疲れた体を押して桂

の体にしがみついた。 

　「ちょ・・・桂ちゃんは私が守るの！！もう決めたの！！」 

　「おいおい柚明、いくら従姉妹だからって抜け駆けは良くないねえ。」 

　「そうですよ柚明さん。奴が言っていたじゃないですか。役立たずにもう用は無いからさっさと消

えろと。」 

　「桂おねーさんは私の『権力』で守ってあげますよ。これからもずっと。」 

　「ちょっと待ちなさいよ！！私だって桂を守るって決めたのよ！！ずっと桂のそばにいるって決

めたのよ！！」 

　互いに睨み合う５人。 

　桂を守りたい。桂のそばにいたい。お互いに譲れない想いがある。 

　何だか桂の周りの空気がピリピリしていた。 

　それに耐え切れなくなって、桂はうるうるした瞳で５人に訴えた。 

　「柚明お姉ちゃんもサクヤさんも烏月さんも葛ちゃんもノゾミちゃんも、喧嘩するのはやめてよお

（泣）！！」 

　５人はハッとなった。桂のうるうるした瞳を見て我を取り戻した。 

　やってしまった。桂の事を悲しませてしまった。 

　それは５人にとって、絶対にやってはいけない事だったのに・・・。 

　「桂ちゃん・・・ごめんね・・・」 

　「くっ・・・私とした事が・・・」 

　「桂、頼むからそんな顔をしないでおくれよ・・・。」 

　「桂おねーさん、ごめんなさい・・・」 

　「桂・・・。」 

　うるうるした瞳をした桂を見つめる５人。 

　「おい・・・」 

　「桂ちゃん、この戦いが終ったら私と一緒に暮らしましょう。会えなかった１０年分だけ、たっぷりと

甘えさせてあげるから。」 

　「桂さん、この戦いが終ったら私はずっと桂さんを守るよ。桂さんに近づく汚らわしい男共はみん

な私が叩きのめしてあげるから。」 

　「桂、この戦いが終ったらアタシが桂の面倒を見てやるよ。アタシはこう見えても結構稼いでるん

だよ？」 

　「桂おねーさん、この戦いが終ったら私の絶大な『権力』でもって、桂おねーさんに裕福な暮らし



を保証してあげます。」 

　「桂、この戦いが終ったら私はずっと桂のそばにいるわ。そうね、桂専属の『ぼでぃーがーど』とや

らになってあげてもよくってよ？」 

　「貴様ら・・・」 

　「ちょっとサクヤさん、いくら何でもそれはスキンシップが過ぎるんじゃないですか！？」 

　「くっ・・・だから私は貴方が嫌いなんだ。」 

　「おいおい柚明、さっきから桂に抱き着きっぱなしのアンタに人の事言えるのかい？」 

　「私だって・・・私だって・・・あと１０年経てば・・・あと１０年経てば、サクヤさんが桂おねーさんにし

てるみたいに！！」 

　「何よ・・・女ってのはね、胸がでかければいいっていうものじゃないのよ！？」 

　「いい加減にしろ・・・！！」 

　「ほら桂ちゃん、月光蝶よ？綺麗でしょう？これ私が出したのよ？」 

　「桂さん、これが私の必殺技の鬼切りだよ！！人を斬らずに鬼だけを斬るという、物凄くご都合主

義な技だよ！！」 

　「桂、どうだい、これがラゴウの力だよ！！見ておくれよ、この全身から溢れる凄まじいオーラ

を！！」 

　「桂おねーさん、ほら、桂おねーさんが大好きな尻尾ですよ！！触りまくって下さい！！」 

　「桂、月光蝶なら私だって出せるようになったのよ！？柚明なんかには負けないわ！！ほら、綺

麗でしょ！？」 

　その瞬間、主の怒りが頂点に達した。 

　「いつまで私の事を無視し続けるつもりだぁーーーーーーーーーーーーーーー！？」 

　さすがは神を名乗るだけの事はある。主の怒りは衝撃波となり、ご神木に近づく隙を伺っていた

白花を吹き飛ばした。 

　「がはっ・・・！！」 

　地面に叩きつけられた白花は、そのままうずくまる。 

　「はあ、はあ、はあ・・・貴様ら・・・先程からこの私を無視し続けるとは、いい度胸をしているではな

いか・・・！！」 

　柚明たちはハッとなった。 

　そうだ、愛しの桂をゲットする前に、しなければならない事がある。 

　目の前にいる邪魔者を消し去らなければならない。 

　というか、柚明たちの頭の中からは、『主を封じなければ日本が滅ぶ』という考えが完全に消えて

いた。 

　柚明たちの頭の中にあるのはただ一点のみ。 

　『人の恋路を邪魔する主は今ここで死んでしまえ。』 

　とてもウザそうな表情で柚明たちは主を睨む。 



　「そう言えば、まだ貴方がいましたね。」 

　「結果的に奴（白花）を助ける事になるのは気に入らないが、桂さんを守るためだ。主、私は貴様

を斬る。」 

　「これ以上アンタを好きにはさせないよ。」 

　「尾花から譲り受けたこの『力』で、私は主を封じます。」 

　「主さま、私と桂のために死んで下さらない？」 

　柚明とノゾミの月光蝶が、烏月の維斗が、サクヤの爪が、葛の言霊が、一斉に主に襲い掛かる。 

　だが主とて、伊達に神を名乗っているわけではない。 

　柚明とノゾミの月光蝶を赤い霧で飲み込み、烏月の維斗とサクヤの爪を鋼鉄の肉体で弾き返し、

葛の言霊を一喝だけで打ち消した。 

　圧倒的な強さ。白花に取り憑いていた分霊とは格が違った。 

　柚明たちはその身をもって思い知った。 

　これが神の力なのだと。 

　神に逆らうというのは、こういう事なのだと。 

　「下らんな。５人がかりでこの程度とは・・・。ならば今度はこちらから行くぞ。ぬうん！！」 

　主の放った衝撃波が柚明たちに襲い掛かる。 

　あまりの圧力に、柚明たちは反撃する事が出来なかった。 

　主の圧倒的な力、そして柚明たちの劣勢は、戦いに関しては全くの素人である桂にも一目で分

かった。 

　このままではみんな、やられてしまう。 

　私にはみんなを応援する事しか出来ないけれど、ならば全力を尽くしてみんなを応援しよう。み

んなに力を与えよう。 

　桂は柚明たちの勝利を願い、必死で叫んだ。 

　「みんな頑張って！！私、みんなの事が大好きだから！！」 

　大好きだから！！大好きだから！！大好きだから！！大好きだから！！大好きだから！！ 

　私、柚明お姉ちゃんの事が大好きだから！！ 

　私、烏月さんの事が大好きだから！！ 

　私、サクヤさんの事が大好きだから！！ 

　私、葛ちゃんの事が大好きだから！！ 

　私、ノゾミちゃんの事が大好きだから！！ 

　５人の脳内で、桂の言葉が都合のいいように勝手に解釈された。 

　「あああん、桂ちゃあああああん！！」 

　「貴方の想いが私の力となる！！」 

　「アタシを好きだって言ってくれたからには、責任を取ってもらわないとねえ！！」 

　「桂おねーさんがいてくれれば、私は無敵です！！」 

　「桂！！やっと分かってくれたのね！！」 



　桂の特殊スキル「カリスマ」発動！！ 

　柚明たちはレベルが上がった！！レベルが上がった！！レベルが上がった！！レベルが上がっ

た！！レベルが・・・ 

　なんというか、トランザムシステム発動。 

　「な、何だ！？こいつらの圧倒的な力は！？馬鹿な、羽藤桂の応援だけで、こんな・・・！！」 

　先程とは完全に立場が逆転していた。 

　主は柚明たちの圧倒的な力の前に、完全に押されていた。 

　「私は、桂ちゃんと一緒に暮らすの！！だから主、大人しく眠り続けなさい！！」 

　「私は、桂さんをずっと守り続ける！！だから主、大人しく私に斬られろ！！」 

　「アタシは、桂の面倒を一生見てやるんだよ！！だから主、大人しくこのまま死ね！！」 

　「私は、桂おねーさんを『権力』で幸せにしてあげます！！だから主、大人しくやられちゃって下

さい！！」 

　「私は、桂のそばにいるの！！もう決めたの！！だから主さま、大人しく死んで下さらない！？」 

　柚明とノゾミの月光蝶が、烏月の維斗が、サクヤの爪が、葛の言霊が、一斉に主を貫いた！！ 

　ドカドカバキバキグチャグチャ！！ 

　「貴様ら、それは完全に私利私欲では・・・ぶぎゃあああああああああああああああああああ

あ！！」 

　まさに『戦い』を超越した『暴力』。 

　ご神木に叩きつけられ、主は口から血を吐いた。 

　「・・・がはっ！！」 

　柚明たちにフルボッコにされてしまった主は、うるうるした瞳で柚明たちを見つめる桂を見て、心

の底から恐怖を覚えた。 

　「は・・・羽藤桂・・・何という圧倒的なカリスマだ・・・私は・・・私は・・・恐ろしい娘を敵に回してしまっ

たのかもしれない・・・」 

　そして桂は、満面の笑顔で柚明たちを出迎えた。 

　柚明たちもまた、物凄い笑顔で桂に突撃する。 

　「桂ちゃん、私が主を倒したわよ！！さあ、これからは私が桂ちゃんと一緒にいてあげるから

ね！！」 

　「桂さん、私が主を倒したよ！！さあ、これからは私が桂さんを守るよ！！」 

　「桂、アタシが主を倒したよ！！さあ、これからはアタシが桂の面倒を見てやるよ！！」 

　「桂おねーさん、私が主を倒しましたよ！！さあ、これからは私が『権力』で桂おねーさんを幸せ

にします！！」 

　「桂、私が主さまを倒したわよ！！さあ、これからは私がずっと桂のそばにいてあげてもよくって

よ！！」 

　柚明たちに抱き着かれる桂を見て、ただ１人取り残された白花が弱々しく呟いた。 



　「あの～・・・僕の立場は・・・。」 

　かくして、柚明たちの活躍（というか、ほとんど桂の手柄）により、主は柚明からオハシラサマを継

承した白花によって再封印される事になった。 

　そしてオハシラサマの使命から解放された柚明は人間に戻り、ノゾミと共に桂の住むマンションに

同居する事となった。 

　だが、この時の柚明たちはまだ知らない・・・。 

　桂を巡っての、さらなるライバルが自分たちを待ち受けているという事を・・・！！ 

２．修行の日々

　「桂さんには常にノゾミがついているから余計な心配だと思うけど、それでもノゾミだって桂さんを

四六時中守れるわけじゃない。だから桂さんも、いざという時に自分の身を自分で守れるように、

何か武術を学んでおいたほうがいいと思うんだ。」 

　烏月のこの忠告により、桂は高校の剣道部に入部する事になった。 

　本来なら簡単な護身術でも教えてあげたい所なんだけど・・・と烏月は言うのだが、最近は鬼切り

として仕事が忙しく、そこまで手が回らないらしい。 

　また、桂は部活が終った後と休みの日に、柚明から贄の血の使い方を学んでいた。 

　ノゾミが依り代となった事で、桂の贄の血の存在を隠すお守りが半永久的に起動するようになっ

たのだが、逆に言うと万が一ノゾミに何かあれば、お守りは効力を失う事になる。１００％安全だとい

う保証は無いのだ。 

　だから桂も柚明のように、贄の血の使い方を完璧にマスターする必要があった。 

　いざという時のために、烏月や柚明と同じように、自分の身を自分の力だけで守れるようにするた

めに。 

　そして金曜日の夜。部活から帰ってきた桂は、今日も柚明の特訓を受けていた。 

　「桂ちゃん、その状態をあと５分間維持してみて。」 

　「ううう～～～、具現化するだけでも大変なのに、維持しろだなんて・・・」 

　「前と比べると、月光蝶を自在に出せるようになっただけでも大した進歩だと思うわよ？さあ、桂ちゃ

ん頑張って。」 

　「ううう～～～、お願いだから蝶さん消えないで～～～（泣）。」 

　消えてしまった。 

　「はあ、はあ、はあ、はあ、はあ・・・わ、私、もう限界かも・・・」 

　「桂ちゃん、強くなりたいって私に言い出したのは桂ちゃんでしょ？だったら自分の発言には責

任を持たないと駄目よ。さあもう１回。」 

　「ううう～～～（泣）。」 

　桂への優しい言葉使いと反比例して、柚明の桂への指導は厳しかった。 

　柚明の、桂に強くなってほしいという想い故の厳しさだった。 

　桂といつまでも一緒にいたいから、桂に死んでほしくないから。 

　と、そこへ。 



　「ちぃーっす。柚明のスパルタを見物に来てやったよ。おっ、やってるねえ。これが桂の月光蝶か

い？」 

　サクヤが差し入れを持って桂のマンションまで遊びに来た。 

　「桂～～～、桂の大好きないちご大福を買ってきてやったぞ～～～、ほらほら頑張れ～～～。」 

　「サ、サクヤさん、集中したいから今は話しかけないで！！お願いだから蝶さん消えないで～～

～（泣）！！」 

　「ほれほれ桂、頑張れ頑張れ。」 

　「サ、サクヤさん、お願いだから蝶さんをつつかないで～～～（泣）！！」 

　消えてしまった。 

　「桂ちゃん、いつまでもへこんでる場合じゃ無いでしょ？ほら、もう１回。」 

　「い、今のはサクヤさんが横槍入れてきたから・・・」 

　「言い訳をするのはやめなさい。それは単に桂ちゃんの集中力が足りないだけの話よ？」 

　「ううう・・・私、頑張る。頑張るから・・・」 

　「そうよ、桂ちゃん頑張って。頑張って強くなって。」 

　「頑張って強くなるからいちご大福食べさせて（泣）。」 

　「・・・もう、桂ちゃんったら仕方が無いわね。なら少し休憩にしましょうか。今からお茶を用意してく

るわね。」 

　やっと解放された・・・桂はため息をついてその場にしゃがみこむ。 

　剣道だけでなく術の特訓までやらされて、桂は相当疲れていた。 

　だが、それでも桂の心は充実していた。 

　確かに柚明の指導は厳しいが、それでも柚明が愛情を持って接してくれているのが桂には感じ

られるからだ。 

　それに毎日少しずつだが、確実に強くなっているという実感を桂は感じていた。 

　だから桂は、柚明の指導を投げ出したいとはかけらも思わなかった。 

　４人でいちご大福を食べながら談笑していたのだが、突然桂の携帯電話の着信音が鳴り響いた。

 

　「あ、凛ちゃんからだ。ちょっと待っててね・・・もしもし凛ちゃん、どうしたの？・・・うん・・・うん・・・え？

凛ちゃんと一緒にピクニック？うん、行く行く！！」 

　……何ですと！？ 

　柚明、サクヤ、ノゾミが一転して厳しい表情になる。 

　「え？陽子ちゃんも来るの？それじゃあ久しぶりに３人でお出かけ出来るね。うんうん、そう言え

ば経観塚から帰ってきてからしばらく遊んでないもんね。……うん……うん、それじゃあ明日の朝９

時に駅で・・・うん分かった。じゃーねー。」 

　ピッ。 

　通話を切る桂。 

　「あのね柚明お姉ちゃん、明日は朝からお出かけする用事が出来たから、特訓は夜からにし・・・」



 

　「桂ちゃん！！そう言えば桂ちゃんのお友達に私の事を紹介しないといけないわね！！だから

私も一緒に行くわよ！！」 

　「桂！！桂が駄目だって言ってもアタシは一緒についていくよ！！」 

　「桂！！私は桂の『ぼでぃーがーど』なのよ！？だから一緒に行かせてもらうわよ！！」 

　自分に詰め寄る３人に、桂はうるうるした瞳で後ずさりした。 

　「そ、そんなにいっぺんに言われても困っちゃうよ～（泣）。」 

　一方、その頃。 

　「桂さんが陽子さんや凛さんとピクニック？それは確かな情報か？」 

　任務を終えて帰宅中の烏月は、部下から携帯電話を通じて報告を受けていた。 

　「はい、間違い無いようです。桂様の携帯電話に仕掛けた盗聴器から、確かにそのような話題

が・・・。」 

　「では私も偶然を装って桂さんに同行して、（陽子や凛の魔の手から）守ってやらないと・・・」 

　「それで、葛様も桂様にご同行すると言っておられますが・・・」 

　「分かった。報告ご苦労。お前は引き続き、桂さんのマンションの周囲に鬼がいないか見張って

おいてくれ。」 

　「はっ！！」 

　だが、柚明たちはまだ知らない・・・。 

　この後、桂を巡っての最強のライバルが桂の前に現れるという事を・・・！！ 

３．運命の出会い

　「それにしても、この間のピクニックは本当に賑やかになったよね～。まさか烏月さんと葛ちゃんま

であそこにいたなんて思わなかったよ。」 

　月曜日、剣道部の部活動を終えた桂は陽子と共に帰路についていた。 

　「はとちゃん、本当にみんなに大切にされてるんだね・・・。」 

　「うん！！」 

　「・・・私、ちょっと妬けちゃうな。」 

　「え？何？陽子ちゃん何か言った？」 

　「う、ううん、何でもないよ！！気にしないで、はとちゃん。」 

　「そお？ならいいんだけど・・」 

　「じゃあ私はここで。はとちゃん、また明日学校でね。おやすみ～。」 

　「うん、陽子ちゃんお休みなさ～い！！」 

　陽子と別れた桂は、たった１人で夜道を歩く事になった。 

　周囲に人影は全く無く、桂は完全に１人ぼっちだ。 

　マンションはすぐ近くなのだが、やはり暗い夜道を１人で出歩くのは心細くはある。 



　早く家に帰って柚明お姉ちゃんのご飯を食べてから、また贄の血の使い方を勉強しなきゃ。 

　そう考えた桂の足は、自然に早歩きになる。 

　だが、その時だ。 

　「なあなあ、姉ちゃん、今１人？」 

　「こんな所で１人でどうしたの？」 

　「俺らと一緒に遊ぼうぜ？」 

　桂は、怪しげな男３人に取り囲まれてしまった。 

　「な・・・一体何なんですか！？離してください！！」 

　「まあいいじゃねえか。これもまた運命の出会いって奴？ぎゃははははは！！」 

　そういえば、最近この辺りで不審者が目撃されたとかで話題になってたっけ。 

　桂はそれを思い出して後悔した。サクヤさんに車で迎えに来てもらえばよかったかもしれないと。 

　だが、こうなってしまった物は仕方が無い。自分の身は自分で守れるようにならなければ。 

　たかがチンピラ３人にてこずっているようでは、この先もし鬼が襲って来た時に対処出来ないだろ

う。 

　……気持ち悪い。 

　自分を捕まえているチンピラの体の感触が気持ち悪い。 

　柚明に抱かれている時の柔らかくて優しい感触とは違う、じめじめした感触。 

　桂は嫌悪感を感じ、とっさに月光蝶を１匹生み出した。 

　「・・・離してって言ってるじゃないですか！！」 

　「ぐあっ！！熱っ！！」 

　月光蝶に触れたチンピラの手が火傷を起こす。 

　柚明やノゾミのように一瞬で多数展開するなどという芸当は今の桂にはまだ出来ないが、それで

もとっさに相手を振り払う程度なら出来るようになっていた。 

　「・・・何だこいつ、一体何がどうなってやがる！？」 

　そして間合いを離した桂は、竹刀を正眼に構えた。 

　毎日部活動に励んでるだけの事はあり、桂の構えはなかなか様になっていた。 

　だが桂の目の前にいるのは、決められた『ルール』の中での『試合』をする相手ではないのだ。し

かも相手は３人だ。 

　「そこをどいてください！！さもないと痛い目を見ますよ！！」 

　「何だとてめぇ・・・ガキのくせにいい気になってんじゃねえぞコラァ！！」 

　チンピラたちが懐からスタンガン、ナイフ、警棒を取り出す。 

　この人達・・・やばい・・・普通じゃない・・・！！ 

　桂の竹刀を持つ手が震えていた。 

　だが、その時だ。 

　「あなたたち、女の子１人を相手に３人がかりで乱暴するなんて、男として恥ずかしいとは思わな



いの？」 

　いつの間にか桂の目の前に１人の少女がいた。 

　傍目には、自分と同い年のようにも見える。そしてその手には竹刀が。 

　桂は、彼女の制服に見覚えがあった。 

　「え・・・！？青城女学院・・・！？あの剣道の全国クラスの・・・！？」 

　「何だてめえ、邪魔をし・・・」 

　一瞬のうちに少女は間合いを詰め、チンピラに次々と斬撃を加える。 

　「でやああああっ！！」 

　「ぐはあっ！！」 

　「やあああああっ！！」 

　「がはあっ！！」 

　「メェーーーーーッ！！」 

　「ごあっ！！」 

　まさに一瞬の早業だった。 

　全く無駄の無い、それでいて剛直な斬撃。 

　そう、桂の剣が『歩』なら、彼女の剣はまさに『香車』だった。 

　あの雷迅の如き間合いの詰め方、そしてあの雷撃の如き一撃は、今の桂には到底真似出来そう

にない。 

　桂は目の前の少女の強さを肌で感じ取っていた。 

　「こ・・・この人・・・強い・・・！！」 

　「ふう・・・大丈夫だった？」 

　「あ・・・ありがとうございます・・・」 

　「こんな時間に１人で出歩くのは危ないわよ？ほら、最近こういう人達が多いから。」 

　２人の目が合う。 

　「・・・え？」 

　「あ・・・。」 

　その瞬間、２人の身体に電撃が走った。 

　だがそれは決して苦痛な物ではなく、むしろとても心地良い感触だった。 

　トクン、トクン、トクン、トクン・・・ 

　桂と少女が、引き込まれていく。 

　互いの瞳の中に、互いの心が引き込まれていく。 

　互いの瞳から、互いに目を逸らす事が出来ない。 

　トクン、トクン、トクン、トクン・・・。 

　「あ・・・あの・・・」 

　「な・・・何？」 

　「わ、私・・・桂・・・」 



　「え？」 

　「は、羽藤桂って言います！！」 

　聞かれてもいないのに、桂はいつの間にか名乗っていた。 

　「わ、私・・・梢子。小山内梢子。」 

　「あの、その制服・・・青城女学院の人・・・？」 

　「え、ええ・・・青城女学院の１年生だけど・・・」 

　「じゃあ私・・・梢子ちゃんと同い年だね。」 

　「そ、そうなんだ・・・。」 

　いつの間にか２人は引き込まれるように、見つめ合っていた。 

　いつの間にか２人は手を繋いでいた。 

　「・・・・・。」 

　「・・・・・。」 

　そして、いつの間にか２人の唇が・・・ 

　「ちょっと桂！！さっきから何やってるのよ！！」 

　ノゾミが慌てて具現化して２人を引き剥がした。 

　「え・・・！？ノ、ノゾミちゃん！？」 

　「あ・・・わ、私、何を・・・！？」 

　慌てて顔を赤くして離れる２人。 

　「ああもう、桂がどれだけ強くなったのか確かめようと思って、今までずっと様子を見てたのに！！

助ける機会を逸したじゃないのよ桂の馬鹿！！」 

　「そ、そんな事言われても・・・」 

　「ほら、さっさと帰るわよ！！早く帰らないと柚明が心配するじゃない！！」 

　「う、うん・・・ノゾミちゃん、心配させちゃってごめんね・・・。」 

　名残惜しそうに、桂は梢子に振り返った。 

　「あの、梢子ちゃん、助けてくれてありがとね。」 

　「うん・・・桂も怪我は無かった？」 

　「だ、大丈夫・・・。」 

　「そう・・・良かった・・・。」 

　いつの間にか２人は、携帯電話の番号とメールアドレスを赤外線通信で交換していた・・・。 

　「あ、私、もう行かなきゃ。梢子ちゃん、あの・・・」 

　「また会えたらいいね。桂。」 

　「うん！！また会えたらいいね！！」 

　「じゃあ、私はもう行くから・・・。」 

　「梢子ちゃん、あの、またね！！」 



　「うん。じゃあね。」 

　「梢子ちゃん、またうわあああああああああ！！」 

　ノゾミが強引に桂を引っ張っていく。 

　物凄いジト目をしながら、桂を無理矢理マンションに連れて帰る。 

　「ちょ、ちょっと、ノゾミちゃん！？」 

　「・・・桂、今のあなた、凄くいい顔をしてるわよ。」 

　「え？そ、そうかな？嬉しいなあ。」 

　「全然よくないわよ！！そもそも初対面の人と僅か数分で抱き合って接吻しようとするなんて、マ

ジありえないんだけど！！」 

　「えええ！？私そんな事しようとしてた！？」 

　「私だって桂の馬鹿っぷりには本当に呆れるわよ！！桂の馬鹿ーーーーーーーーーーー！！」 

　一方その頃、こっそりと桂を尾行していた烏月は電柱に拳を叩きつけた。 

　「くっ・・・私も桂さんを助けて好感度を上げるタイミングを逸してしまった・・・！！」 

　終わり。 
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