
アカイイト・アナザーストーリー

★心の支え（憎しみの果てに・分岐シナリオ）

１．誇りを捨ててでも

　「いやぁ、素晴らしい試合だったよ。皆、一回戦突破おめでとう。」

　剣道の全国大会が行われている会場。そこで梢子たちは青城女学院の理事長からねぎらいの

言葉を受けていた。

　特に理事長が熱い視線を送ったのが、梢子、知子、明日菜・・・青城女学院の主力３人だった。

　先鋒と次鋒の選手が連敗し、早くも１回戦敗退の危機に陥っていた所を、中堅の梢子、副将の

知子、大将の明日菜が怒涛の勢いで３連勝し、辛くも優勝への望みを繋いだのだ。

　特に梢子の試合ぶりは本当に凄まじい物があり、県大会では一本も取られる事無く全試合ストレー

ト勝ち、しかも全ての試合で相手にほとんど何もさせない、圧倒的な強さを見せ付けた。

　梢子はとても１年生とは思えない程の大活躍で、青城女学院の全国大会出場に大きく貢献した

のだ。

　その梢子の怒涛の大活躍ぶりが全国の関係各所の目に止まり、梢子は１年生でありながら、既

にいくつかの大学や警備会社からの誘いを受けている程なのだ。

　はっきり言って梢子がいなかったら、青城女学院は県大会で負けていたかもしれない。それ程の

活躍を梢子は見せ付けたのだ。

　「田中君と吉岡君が連敗した時は私も正直ハラハラしたが・・・君たち３人がいてくれれば、私は

はっきり言って負ける気がしないよ。」

　「いや、理事長、そんな大袈裟な・・・」

　「梢子君。君は県大会であれだけの活躍を見せておいて、まだそんな事を言うのかね？」

　「いえ、全国ともなれば、私より実力が上の人なんていくらでも・・・」

　「いいや、君の・・・いや、君たち３人の実力は全国でもトップクラスだ。今の君たち３人に勝てるよ

うな選手なんて、同年代ではそうそういないんじゃないかな？」

　決して謙遜や誇張ではなく、理事長は本気でそう思っているのだ。

　梢子たち３人の実力は、もはや高校生のレベルを完全に超えていると。

　だからこそ、この３人さえいてくれれば青城女学院は確実に優勝出来る・・・理事長はそれを確信

しているのだ。

　剣道の試合は先鋒、次鋒、中堅、副将、大将による５戦を行い、先に３勝した方が勝者となる。

　つまり先鋒と次鋒がいくら負けようが、中堅の梢子、副将の知子、大将の明日菜が勝ちさえすれ

ば、青城女学院の勝利となるのだ。

　そう、梢子たちさえいてくれれば、青城女学院の優勝は安泰・・・理事長はそう思っているのだ。

　「だが、油断は禁物だよ。私は君たちがそう簡単に負けるとは思わないが・・・」



　「はい、分かっています。誰が相手だろうと全力で戦うまでです。」

　「はっはっは。全く梢子君は本当に頼もしいね。さすがは次期部長候補だと言われているだけの

事はあるよ。」

　

　とても満足そうな表情で梢子たちを見つめる理事長。

　だが、その時だ。

　「な・・・何なのでしょう、あのヘリコプターは・・・」

　綾代が上空を指差す。その先にあったのは上空から梢子たちの目の前に降りてくる、１台のヘリ

コプター。

　慌てて梢子たちはそこから離れて、ヘリコプターが着陸するのを見守る。

　一体何でこんな所にヘリコプターが・・・というか一体誰なのか・・・

　そんな事を考えていた梢子だったが、ヘリコプターから降りてきた人物を見て驚きの表情になっ

た。

　「な・・・烏月さん！？」

　「梢子さん、久しぶりだね・・・。」

　一体何でこんな所に烏月さんが、しかも何でわざわざヘリコプターで。

　梢子は疑問に思えて仕方が無かったのだが、烏月の表情が憔悴し切っているのを見て、何か大

変な事が起きたのではないかと瞬時に悟った。

　「・・・烏月さん、一体どうしたんです？私の応援という訳ではなさそうですよね？」

　「梢子さん・・・桂さんとノゾミが死んだよ・・・」

　「・・・え？」

　梢子は一瞬、烏月が何を言っているのか理解出来なかった。

　「そうか・・・やはり柚明さんは、貴方に話していなかったんだね・・・。恐らく貴方の今の立場に気

を遣って・・・」

　「・・・ちょ、ちょっと待って下さい、桂とノゾミが死んだって、どういう事なんですか！？」

　「梢子さんがここに来る前日に、交通事故でね・・・。飲酒運転の車にひき逃げされたんだよ。犯

人は逮捕されたけど・・・梢子さんは新聞やテレビのニュースを見ていなかったのかい？」

　「私、スカウトの人たちへの応対で忙しくて、それ所じゃなかったから・・・」

　「・・・そうか・・・そうだったのか・・・だから貴方は今まで何も知らなかったのか・・・。」

　「そ・・・そんな・・・桂と・・・ノゾミが・・・」

　信じられなかった。信じたくなかった。

　ついこの間まで、桂はあんなに可愛らしい笑顔を自分に見せていたというのに。

　ついこの間まで、ノゾミはあんなに自分の事を罵（ののし）っていたというのに。

　気持ちの整理がつかなかった。何が何だか分からなかった。

　慌てて梢子は携帯電話を取り出し、桂の携帯電話に電話を掛ける。

　烏月がとても誠実な人物で、決して嘘は付かないという事を梢子は分かっているが、それでも嘘

だと思いたかった。嘘であって欲しかった。

　だが・・・。



　『お掛けになった電話番号は、電波が届かない場所におられるか、電源が・・・』

　「くっ・・・繋がらない・・・！！」

　「繋がる訳が無いよ。桂さんの携帯は大破してしまったし、何より桂さんはもうこの世にいないの

だから。」　

　「・・・柚明さん・・・！！」

　今度は柚明の携帯電話に電話を掛ける。

　だが、一向に出る気配が無い。

　今度は柚明の自宅に電話を掛けてみる。

　だが、やはり一向に出ない。

　

　「どうして・・・柚明さん・・・どうして出ないんですか・・・！？」

　「柚明さんは今、桂さんとノゾミが死んだ事で相当落ち込んでいてね。それに新聞や雑誌の取材

の電話も鳴りっぱなしで、沢山のマスコミも柚明さんに張り付いていて、柚明さんはかなり精神的に

追い詰められているんだ。」

　「そ・・・そんな・・・」

　「梢子さん。私がわざわざヘリを使ってまでここに来たのは、その件についてなんだ。今の柚明さ

んには支えてくれる人が誰もいなくて、心が壊れかけている。だから梢子さんに、柚明さんの事を

頼みたいんだよ。柚明さんの心の支えになって欲しいんだよ。」

　突然の事に動揺を隠せない梢子。だが理事長は黙ってはいなかった。

　とっさに梢子の前に立ちはだかり、そんな事はさせまいと、烏月を追い払おうとする。

　「君！！いきなり何を言い出すんだね！？梢子君は我が青城女学院のエースなんだよ！？今こ

こで梢子君に抜けられたら、我々は大混乱だ！！」

　「分かっています！！今の梢子さんの立場も、皆さんにとても迷惑を掛けるという事も、私とて充

分に承知しています！！」

　「分かっているのなら、さっさとここから去りたまえ！！全く、いきなりこんなヘリコプターで現れて

何を言い出すのかと思えば・・・」

　「ですが、今の柚明さんには心の支えとなるべき人が・・・梢子さんが必要なんです！！」

　「何故梢子君でなければならないのかね！？その柚明さん・・・だったかな？他にその人の知り

合いは！？いや、それ以前に君が支えになってやればいいじゃないか！！」

　烏月とてそれが出来る物なら、とっくにそうしている。

　自分が柚明の心の支えになってあげられたら・・・ヘリコプターの中で何度それを思った事か。

　だが、駄目なのだ。烏月では駄目なのだ。梢子でなければ駄目なのだ。

　桂とはともかく、柚明とはそれほど親しい関係ではない烏月では、柚明の心の支えには決してな

れないのだから。

　柚明が烏月に見せた、あの絶望に満ちた表情・・・それが全てを物語っていた。

　だからこそ烏月は、こんな所で引くわけにはいかなかった。

　梢子がいなくなれば、青城女学院に・・・いや、青城女学院だけではない。梢子に関わる関係各

所全てに多大な迷惑が掛かるという事は、烏月も充分に分かっていた。

　今の梢子は青城女学院のエース。補欠や応援要員のような、１人位いなくても困らないような存

在では無いのだ。



　

　だが、それでも。

　心が壊れかけている今の柚明には、梢子の支えが必要なのだ。

　「私では駄目なんです！！梢子さんでなければ駄目なんですよ！！」

　「な・・・烏月さん！？」

　理事長に土下座した烏月を見て、梢子は驚きを隠せなかった。

　あの烏月が土下座したのだ。あの誇り高き烏月が土下座したのだ。

　それが烏月にとってどれだけ誇りを傷つけられる物で、どれだけ屈辱的な物なのか。

　だが今の烏月にとって誇りなどどうでもよかった。

　誇りなど汚されても構わない。どれだけ屈辱にまみれようとも構わない。

　梢子に柚明を救ってもらえるのなら、どれだけ泥まみれになろうとも構わない。それこそ理事長の

靴を舐めたって構わない。

　烏月は心の底から、本気でそう思っているのだから。

　今の烏月には自らの誇りを捨ててでも、守らなければならない物があるのだから。

　「柚明さんにとって特別な存在である梢子さんでなければ、柚明さんを救えないんですよ！！私

ではどうしても駄目なんですよ！！梢子さんでなければ駄目なんですよ！！」

　「ううむ・・・だからといって、我々にとっても梢子君の離脱は大きいんだよ！？今のウチに梢子君

の代わりを務められるような人材など、いないのだからね！！」

　「ですが、このままでは柚明さんは・・・柚明さんの心は壊れてしまいます！！」

　「・・・いいや、やはり駄目だ！！認められん！！」

　「お願いです！！どうか梢子さんを柚明さんの所に！！」　

　「駄目だ駄目だ駄目だ！！」

　今ここでエースにいなくなられたら、たまった物ではない。

　理事長は頑として烏月の願いを受け入れようとはしなかった。

　理事長とて烏月と同じだ。学校の責任者として守らなければならない物があるのだ。

　

　青城女学院の名誉・・・いや、そんなちっぽけな物だけではない。

　青城女学院が勝ち進めばその武勇伝は全国に広まり、多くの中学生の憧れの的となり、入学希

望者が増える事になる。つまり学校の死活問題・・・運営面の問題にまで関わってくるのだ。

　今の梢子は青城女学院にとって、それ程大きな・・・絶対に抜ける事の許されない存在なのだ。

　それは烏月も充分に承知していた。だがそれでも引く事は出来なかった。

　そう、自分はどれだけ汚れようとも構わない。どれだけ罵声を浴びせられようとも構わない。

　元々鬼切り役というのは、他人から恨まれてナンボの役職だ。その『覚悟』は既に出来ている。

　自分が汚れる事で、梢子に柚明を救って貰えるのならば。

　「・・・仕方がありません・・・かくなる上は・・・！！」

　「な・・・！？」

　

　烏月は立ち上がり、理事長を強引に振り切り、梢子の右手を掴む。

　そう・・・理事長の許可が下りないのならば、無理矢理梢子を連れて行くつもりなのだ。

　そんな事をすれば、烏月は青城女学院の、梢子の関係各所全ての、怒りと憎しみの対象となっ



てしまうだろう。だが烏月はその覚悟も既に出来ていた。

　何としてでも、梢子に柚明を救って貰わなければならないのだから。

　でなければ、柚明が大変な事になってしまうから。

　「私の事はいくら憎んでくれても構いません。だから私は今から梢子さんを・・・」

　「・・・やめときなよ。今ここでアンタがオサを連れ回したら、アンタはオサを拉致した犯罪者だ。ア

ンタ程の人にそんな汚名を着せるわけにはいかないな。」

　梢子の右手を掴む烏月の右手を、明日菜の右手が優しく包み込んだ。

　とても穏やかな、しかし力強い瞳で、明日菜は烏月と梢子を見つめる。

　烏月がどんな覚悟で梢子を無理矢理連れて行こうとしたのか・・・全てを悟った上で。　

　「アンタの『覚悟』はよく分かったよ。だけど今ここでアンタを犯罪者にする訳にはいかない。だか

らアンタに無理矢理オサを連れて行かせる訳にはいかない。」

　「貴方は・・・」

　「だから、私が今から部長としてオサに命ずる。・・・オサ。この人と一緒に柚明さんとやらの所に

行ってきな。これは部長としての命令だ。」

　

　明日菜の言葉に、そこにいた全員が驚きを隠せなかった。

　当然の事ながら理事長は猛反対する。だが明日菜もまた１歩も引かない。

　明日菜は柚明の事はよく知らないが、それでも柚明を救うのに梢子が必要だという事も、その為

にどんな汚名も被ろうという烏月の覚悟も、明日菜は烏月の土下座を見て、充分に理解したのだ

から。

　「あ、明日菜君！！何を勝手な事を！！」

　「理事長はもしかして、アタシらの事を信じていませんか？」

　「い、いや、そんな事は・・・」

　「オサ１人がいなくなった程度で動揺する程、アタシらは腑抜けてはいませんよ。」

　「し、しかし、だからと言って梢子君はウチの・・・」

　「今のオサには、こんなチンケな大会で勝つ事よりも大事な物が・・・守るべき人がいるんですよ。

理事長は彼女の土下座を見て、それを感じなかったんですか？」

　

　言葉に詰まる理事長。そして明日菜は他の部員に対して、部長としての凛とした、威風堂々とし

た態度ではっきりと告げた。

　「皆！！聞いての通りだ！！アタシらは今までオサに散々助けられて来た！！だから今度はア

タシらが、オサのこれまでの頑張りに報いる番だ！！明日の試合から事情があってオサはいなく

なるが、それでもオサの為にアタシらの力で、必ず優勝を勝ち取るよ！！いいね！？」

　おお～っ！！

　部員全員が一致団結し、柚明の所に行って来いと、笑顔で梢子に目配りする。

　それは梢子が、部員全員にとても慕われている証だ。

　皆の想いを感じ取った梢子は、目に涙を浮かべる。

　「皆・・・ありがとう・・・！！」

　「オサ。アタシらの事は心配いらないから、早く行ってきな。」

　「明日菜先輩・・・ありがとうございます！！」



　「その代わり、その柚明さんとやらを必ず救ってあげるんだよ？いいね？」

　「・・・はい！！」

　涙を拭いた梢子は、呆然としている理事長に申し訳無さそうに頭を下げる。

　そして迷いの無い力強い瞳で、烏月に向き直った。

　

　「烏月さん！！私を連れて行って下さい！！柚明さんの所に！！」

　「梢子さん・・・皆・・・ありがとう・・・！！」

　烏月もまた目に涙を浮かべ、明日菜たちに一礼して、梢子をヘリコプターに連れて行く。

　突然の訃報に驚いた梢子だが、それでも柚明が精神的に追い詰められていると烏月が語って

いる以上は、自分が柚明を救ってあげなければならない。

　柚明の心が、壊れてしまう前に。

　「柚明さん、待っていて下さい・・・私がすぐに行きますから・・・！！」

　

　梢子と烏月を乗せたヘリコプターが、上空へと飛翔した。

　「私が柚明さんの、心の支えになりますから・・・！！」

２．絶望から希望へ

　先程から、柚明の携帯電話と自宅の電話から、何度も鳴り響く着信音。

　また性懲りも無く、新聞や雑誌の記者からの取材依頼なのか。それともテレビの出演依頼なのか。

　いずれにしても柚明は、とてもじゃないが電話に出る気にはなれなかった。

　毎日毎日、本当にしつこく電話を掛けてきて、いちいち相手をするのも面倒になってきたから。

　桂とノゾミが死ぬ前は、２人が自分の心をしっかりと支えてくれたので、柚明はそれに余裕の態度

で応対する事が出来た。

　だが桂とノゾミが死んでしまい、心の支えを失った今の柚明は、マスコミの異常とも言える包囲網

に耐える事が出来なかった。

　いや、それ以前に桂が死んだのを境に、マスコミの数が急激に増えたような気がする。

　「ねえ、烏月さん・・・こんな連中を、こんなろくでもない人達を、この私に守れというの・・・！？こ

んな人達を守る為に、私に千羽党に加われと言うの・・・！？」

　……ヘリコプターから降りて、車で柚明の住むマンションに向かう梢子と烏月。

　梢子は先程から携帯電話を使って、何度も柚明の自宅と携帯電話に電話を掛けているのだが、

一向に出る気配が無い。

　「柚明さん・・・無事なんですか・・・！？」

　

　今から私が行きますから・・・！！私が柚明さんの傍にいてあげますから・・・！！

　だからそれまで、早まった真似はしないで下さい・・・！！

　梢子は祈るような気持ちで、柚明に何度も電話を掛ける。



　「何なのよ・・・！？この汚れた世界は・・・！？」

　先程からしつこく電話が鳴っている。一体全体何なのか。

　柚明は何もかもが嫌になって、携帯電話の電源を落とし、固定電話の回線もぶっこ抜いた。

　やっと静かになった・・・柚明は憔悴し切った表情で、ソファーの上に横たわる。

　もう私の事は放っておいて・・・お願いだから１人にして・・・

　

　……柚明の住むマンションまであと少し。

　だがそこで不運にも、梢子たちの車は検問に引っかかってしまった。

　梢子たちの車の前に長い行列が出来ており、先に進むには相当な時間がかかりそうだ。

　「そう言えば最近、この近くの運送業者が制服を何着か盗まれたって騒ぎになっていたけど・・・

それとも飲酒運転の検問かな？」

　「誠さん、少し遠回りしてでも、別の道に行けませんか！？」

　「無理だよ烏月君。この車線は一方通行で、追い越しも禁止だ。」

　「くそっ・・・！！」

　「大人しく検問を通るしか方法は・・・羽藤柚明のマンションまで本当にあと少しだから・・・」

　烏月と運転手がそんなやりとりをしていた矢先、いてもたってもいられなくなった梢子が車のドア

を開けた。

　

　「烏月さん、送ってくれてありがとうございます！！ここからは走って行きますから！！」

　「梢子さん！！」

　「ここからなら検問を通り過ぎるのを待つよりも、走った方が早いですから！！」

　先程から柚明の携帯電話も自宅の電話も、完全に繋がらなくなってしまったのだ。

　何か早まった真似をしているのか・・・もしかして自殺を試みるつもりなのか・・・

　梢子の心の中を、言いようの無い不安が包み込んでいた。

　「・・・分かった！！梢子さん頼むよ！！どうか柚明さんを救ってやってくれ！！」

　「はい！！任されました！！それじゃあ行ってきます！！」

　梢子は走った。全速力で柚明の下へ。

　

　「こんな世界を・・・こんな世界を守る為に、私はオハシラサマになったわけじゃ・・・！！」

　ドアの呼び鈴が鳴る。

　またマスコミが性懲りもなく出てきたのか・・・柚明はそう思い、出るのをやめにした。

　だが、柚明が出ないせいなのか、必死にドアを叩く音が聞こえる。

　

　本当にしつこい。一体全体何なのか。

　もう、私の事は放っておいて・・・柚明がそう思った、その時。

　　



　「柚明さん！！」

　聞き覚えのある声がした。

　絶望に満ちた柚明の心に希望を与える、心の底から安心出来て、とても頼りになる声。

　

　「柚明さん！！生きてるんですか！？生きてるなら開けて下さい！！」

　「・・・・・！？」

　「私です！！梢子です！！小山内梢子です！！」

　「・・・・・！！」　

　とっさに身体が動いた。いや、勝手に身体が動いていた。

　憔悴し切っていた柚明の表情に、生気が戻る。

　念の為に、防犯カメラの画像を確認してみる。

　モニターに映っていたのは、間違いなく・・・

　「・・・梢子ちゃん！！」

　

　ドアを開ける。

　確かに梢子は、そこにいた。

　梢子は柚明の姿を確認すると、とても安心した表情を見せる。

　「梢子ちゃん、どうして・・・！？だって、大会は・・・！？」

　「途中で抜けてきました！！烏月さんから桂とノゾミが死んだって、柚明さんの心が壊れかけてるっ

て聞かされて！！」

　「・・・梢子ちゃん・・・私の為に・・・」

　「それで私、柚明さんの心の支えになってあげてくれって、そう烏月さんに頼まれて・・・！！」

　「梢子ちゃん、取り敢えず上がりなさい。こんな所で立ち話も何だから。」

　「はい、失礼します！！」

　梢子は柚明の部屋に上がり・・・そして桂の遺体を確認する。

　柚明の『力』で傷１つ無い状態の、安らかな表情で眠っているようにしか見えない、とても綺麗な

桂の遺体。そして枕元には大破した桂の携帯電話が。

　「・・・桂・・・ノゾミ・・・何やってるのよ・・・このウスラ馬鹿・・・！！」

　桂の死が未だに信じられなかった梢子だが、実際に桂の亡骸を目にした今、ようやくそれが現実

だという事を思い知らされた。

　突然の出来事に、梢子は上手く言葉が出ない。

　どうしてこんな事になってしまったのか。何故、この２人が死ななければならなかったのか。

　ついこの間まで、あんなに元気だったというのに・・・。

　あまりに悲しくて、涙が出そうになる梢子。だが必死に泣くのを堪えた。

　自分がこれから柚明を支えてあげなければならないから。だから泣いてなどいられない。

　その時、再びドアの呼び鈴が鳴った。

　出ようとした柚明だが、梢子が慌ててそれを制した。

　今の柚明は精神的に追い詰められ、心が壊れかけていると・・・そう烏月から言われていたから。



　

　「柚明さん、私が出ます。今の柚明さんに無理はさせられませんから・・・はい、どなたですか？」

　ドアを開けると、そこにいたのは宅急便の配達員。だがどこか様子が違った。

　梢子の姿を見て、とても引きつった表情を見せている。

　（・・・何でだよ、ここは女の１人暮らしのはずじゃ・・・）

　「あの、荷物ですか？柚明さん、悪いんですけどハンコを持ってきて貰えます？」

　「・・・あ、いえ、いいんです、すいません間違えました。」

　荷物を渡す事無く、足早にその場を去る配達員。

　そんな配達員の姿に梢子は違和感を覚えた。

　そう言えばさっき車の中で運転手が、この近くの運送業者が制服を盗まれて、騒ぎになったと言っ

ていたのを思い出した。

　もしかして今の男は、宅急便に偽装した強盗か何かなのか。

　だったら尚の事、梢子が柚明を守ってあげなければならなくなった。

　ああいった連中がいる以上は、やはり泣いてなどいられない。

　

　「柚明さん。桂とノゾミの件に関しては本当に気の毒でしょうけど、それでもこれからは私が柚明さ

んの心の支えになりますから。柚明さんの心を壊させはしませんから。」

　「梢子ちゃん・・・。」

　「私も学校や部活があるので、四六時中一緒というのはさすがに無理ですけど、それでも出来る

限り柚明さんの傍にいるようにしますから。」

　通学定期券で通える範囲内だし、梢子の家は柚明のマンションからそんなに離れてはいない。

　だから梢子はこれからは、時間が許す限りは極力柚明の傍にいて、柚明を守る事を決意した。

　必ず柚明の心を救ってみせる・・・烏月や明日菜とそう約束したのだから。

　「・・・ありがとう、梢子ちゃん。」

　「だから柚明さん、私は・・・」

　「だから梢子ちゃん・・・お泣きなさい。」

　「・・・え？」　

　穏やかな微笑みを見せ、柚明は梢子にそう告げる。

　一瞬、柚明が何を言っているのか分からなかった梢子。

　

　「何で・・・泣けって・・・どういう意味・・・」

　「だって梢子ちゃん、さっきから顔に出てるわよ？ずっと泣くのを堪えてるでしょう？」

　「わ、私は、柚明さんを守らないといけないから・・・だから泣いてなんかいられ・・・」

　ポロポロと、梢子の瞳から大粒の涙が零れ落ちる。

　

　「あ・・・あれ・・・？」

　「梢子ちゃん、泣きたければ泣いてもいいのよ？」

　「だって私、柚明さんの心が壊れかけてるって烏月さんから聞いて・・・だから私が柚明さんを守ら



ないといけないから・・・」

　「私ならもう大丈夫だから。梢子ちゃんがこうして私の下に来てくれただけで、私の心はもう充分

に癒されているから。」

　「ゆ・・・柚明さん・・・」

　「私が梢子ちゃんを包み込んであげるから・・・ほら、こっちにいらっしゃい。」

　「う・・・ううう・・・うああ・・・！！」

　堪え切れなくなって、梢子は柚明に抱きつき、柚明の身体にしがみつき、号泣した。

　「うああああああああああああああああああああああああ！！」

　「梢子ちゃん・・・」

　「柚明さぁん！！桂とノゾミがああああああああああああああ！！」

　「ありがとう、梢子ちゃん・・・桂ちゃんとノゾミちゃんの為に泣いてくれて・・・私の為に泣くのを堪

えてくれて・・・私の下に駆けつけてくれて・・・」

　「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！！」

　「だけど梢子ちゃん、私なら本当にもう大丈夫だから。何も心配はいらないから。だから安心して

お泣きなさい。」

　柚明の胸の中で、梢子は泣いた。ひたすら泣いた。

　桂とノゾミを失った悲しみを、柚明に存分にぶつけた。

　こんな事をしている場合じゃないのに。私が柚明さんを守らないといけないのに。

　だけど、涙が止まらない。どうやっても悲しみを抑え切れない。

　自分が柚明を癒すつもりが、いつの間にか自分が柚明に癒されていた。

　「こうして梢子ちゃんが私の傍にいてくれるだけで、私の心はもう充分に癒されてるから・・・梢子

ちゃんは、もう充分に私の事を癒してくれたから・・・。」

　泣きじゃくる梢子の髪を優しく撫でながら、柚明はとても穏やかな表情で梢子を抱き締める。

　梢子は柚明の優しさに存分に甘え、柚明の温かさに包まれて、柚明の胸の中で、ひたすら泣い

た。

　

３．新しい絆

　どれ位、梢子は泣いていただろうか。

　気が付いたら時計の針は、夜１１時を回っていた。

　ようやく泣き止んだ梢子は神妙な表情で、柚明が淹れたハーブティーを飲みながら、何も語らず

に黙って席に座っていた。

　「・・・そういう事ですので、今日は梢子ちゃんをこちらに泊めさせて頂きますので・・・はい、では

失礼します。」

　電話を終えた柚明が、梢子と反対側の席に座る。

　その柚明の穏やかな表情からは、数時間前までの絶望感は微塵も感じられなかった。

　梢子のお陰で柚明の心は、もう充分に癒されたのだから。柚明は梢子に救われたのだから。

　いや、むしろ梢子の方が柚明に救われたような物なのだが。



　「梢子ちゃん、どう？少しは落ち着いた？」

　「・・・はい。」

　「もうこんな時間だし、今日はここに泊まっていきなさい。たった今、仁之介さんに話をつけてお

いたから。」

　「あの・・・柚明さん・・・」

　「なあに？」

　「私、柚明さんに何度も電話したんですよ？なのにどうして出てくれなかったんですか？」

　梢子にそう言われて、柚明はハッとした。

　そう言えば確かにあの時、何度も電話が掛かってきた。柚明はそれがいつものように、テレビ局

や雑誌記者からの物だとばかり思っていたのだが・・・

　「・・・あれ、梢子ちゃんだったの・・・！？」

　「一体何だと思ってたんですか！？私、凄く心配したんですよ！？柚明さんが何か早まった真

似をしでかしたのかって・・・！！」

　「ごめんね、梢子ちゃん・・・私、また性懲りも無くテレビ局や週刊誌の人かと思って・・・それでもう

電話に出るのが嫌になっちゃって・・・」

　「・・・そうだったんですか・・・」

　柚明の心が壊れかけていると烏月が言っていたのも、梢子は何となく分かる気がした。

　そう言えば烏月が、柚明の家には新聞や雑誌記者からの取材の電話が鳴りっぱなしだと言って

いたのを、梢子は思い出した。

　桂とノゾミが死んで悲しんでいる所へ、誰にも心を癒してもらえる事無く各メディアからの取材責

めに遭えば、柚明の心がおかしくなっても不思議ではないだろう。梢子とて柚明と同じ立場になっ

てしまったら、はっきり言って正気を保っていられる自信は無いのだ。

　

　だから尚の事、柚明の心の支えとなって、柚明を守ってあげなければならない。

　烏月に頼まれたからではなく、大切な人を救う為に、自らの意志で。

　「柚明さん。私ではどうあがいても、桂やノゾミの代わりは務まりません。」

　「・・・え？」

　「私は小山内梢子であって、羽藤桂でも藤原望でもありませんから。でも、それでも、桂やノゾミ

の代わりにはなれなくても、私は小山内梢子として、柚明さんを支えてあげる事は出来ますから。」

　「・・・梢子ちゃん・・・。」

　「だからさっきも言ったように、私はこれから出来るだけ柚明さんの傍にいるようにしますから。烏

月さんに頼まれたからじゃない・・・私自身の意志で柚明さんを・・・私の大切な人を守りたいから。」

　大切な人を守り抜く・・・その強い決意を秘めた瞳で、梢子は真っ直ぐと柚明を見つめる。

　柚明の胸の中で散々泣いたせいか、梢子は何だか心の中がすっきりしていた。

　だが。

　「・・・だったら梢子ちゃん。いっその事、私と一緒にここで暮らさない？」

　「・・・えええ！？」

　

　いきなりの柚明の提案に、梢子は動揺を隠せなかった。

　戸惑う梢子を、柚明は穏やかな微笑みで見つめている。



　「桂ちゃんが私に言っていたの。梢子ちゃんはとても大切な人だって。いつか梢子ちゃんと一緒

に暮らせるようになったら最高だよね～って。」

　「桂が・・・そんな事を・・・」

　「梢子ちゃんは、桂ちゃんが心の底から好きになった人・・・だから私にとっても梢子ちゃんは妹も

同然で、とても大切な人なのよ？」

　「柚明さん・・・」

　「だから梢子ちゃん。これからは私の事を『柚明さん』なんて他人行儀な呼び方をするのは、もう

やめてくれる？」

　「・・・え？」

　「そうねぇ・・・『お姉さん』って呼んでもらっていいかしら？梢子ちゃんは私にとって妹も同然なの

だから。」

　

　急にそんな事言われても・・・顔を赤くして、一瞬困ってしまった梢子。

　しかしすぐに笑顔になって、梢子はじっ・・・と柚明を見据えた。

　「私、今言ったばかりですよね？私は小山内梢子であって、羽藤桂にも藤原望にもなれないって。

私では桂やノゾミの代わりにはなれないって。」

　「私は梢子ちゃんを桂ちゃんやノゾミちゃんの代わりにしようなんて、そんな事は微塵も思ってな

いわ。だって、梢子ちゃんは小山内梢子なのだから。」

　「それでも尚、私に一緒に住めなんて言うんですか？・・・『姉さん』。」

　「・・・梢子ちゃん・・・。」

　

　柚明はとても嬉しそうな表情になった。

　そして柚明は立ち上がり、梢子の傍に歩み寄り、椅子に座っている梢子を背後から抱き締める。

　

　「傍にいたいの・・・梢子ちゃん、あなたの傍に・・・」

　「・・・姉さん・・・」

　「ううん、お願いだから、私を梢子ちゃんの傍にいさせて。」

　「だったら、姉さんが私の家に来ませんか？うちは両親もおじいちゃんも稼いでるから、姉さん１

人が増えた位ならどうって事無いですから。それに私の家に住めば家賃を払う必要も無いです

し。」

　「梢子ちゃん・・・いいの・・・？」

　「いいも何も、私の方から誘ってるんですよ？それに私の傍にいたいって言い出したのは姉さん

ですよね？」

　梢子は立ち上がり、とても穏やかな瞳で柚明を見つめる。

　柚明の両肩を優しく両手で掴み、じっ・・・と柚明を見据える。

　とても穏やかな表情で、見つめ合う２人。

　「それに・・・私も姉さんに、私の傍にいて欲しいんですよ。烏月さんに姉さんの傍にいてくれって

頼まれたからじゃない・・・これは私自身の心からの願いです。」

　「梢子ちゃん・・・」

　「姉さんは私の大切な人だから。決して羽藤桂の代わりなんかじゃない。姉さんには羽藤柚明と

して、私の傍にいて欲しいから。」

　「・・・だったらこれからは私が、小山内家の家事全般を全て引き受けるわ。毎日梢子ちゃんの為

に美味しいご飯を作ってあげるからね。」



　「姉さん・・・。」

　「ありがとう、梢子ちゃん・・・こんな私にも生きがいをくれて・・・壊れかけた私の心を救ってくれ

て・・・」

　柚明は梢子を優しく抱き寄せ、そして・・・

　「梢子ちゃん・・・あなたが好きよ・・・」

　

　そっ・・・と２人の唇が重なった。

　互いの想いを確かめ合うかのような、とても優しくて長いキス。

　やがて唇を離した梢子は、何かを吹っ切ったかのような頼もしい表情で柚明の両手を掴み、はっ

きりと告げた。

　「・・・じゃあ、善は急げですよ。姉さん。」

　「梢子ちゃん・・・？」

　「折角マスコミの人達が沢山いるんだから、今ここで宣言しちゃいましょう。」

　「宣言するって何を・・・きゃっ！！」

　「姉さん、私について来て下さい。」

　梢子は柚明の右手を引っ張って、柚明を外に連れ出した。

　例によって柚明の下には沢山のマスコミが殺到する。

　一体梢子とどんな話をしていたのか、先程の梢子の泣き声は何だったのか、梢子とはどんな関

係なのか、しつこく聞いてくる。

　柚明が嫌っていたマスコミ。その前にわざわざ柚明を連れてきた梢子は、マスコミの質問に一切

応える事無く、自分の想いの全てをマスコミに宣言した。

　「私、小山内梢子はたった今、羽藤柚明の妹になりました！！」

　「ちょ・・・梢子ちゃん！？」

　

　マスコミたちは仰天し、一斉にカメラのフラッシュが鳴る。

　柚明が嫌っていたフラッシュの光が、容赦無く柚明に襲い掛かる。

 一瞬怯えた表情になる柚明だが、梢子はそんな柚明の肩を優しく抱き寄せた。

　何も心配はいりませんから・・・そう告げるかのような、頼もしい笑顔で。

　

　「ですから今から羽藤柚明の妹として、皆さんにはっきりと言っておく事があります！！」

　とても真っ直ぐに、とても頼もしく。

　「姉の事を記事にするのは構いませんが、その記事が事実無根だったり、姉を傷つけるような内

容の物だった場合は、私は絶対に皆さんを許しませんから！！私が姉さんを守りますから！！家

族に相談して、法的に訴える事も検討しますから！！」

　とても誠実で、とても優しくて。

　「それと・・・少しは姉さんの気持ちを考えなさいよ！！姉さんの事をこんなに苦しめて、姉さんの

事をいじめて、貴方達は一体何が楽しいのよ！？何がそんなに面白いのよ！？何をそんなにニ

ヤニヤしてるのよ！？」



　

　とても思いやりがあって、とても正義感が強くて。

　「貴方達マスコミは、人を面白おかしくいじめて楽しむ事が仕事なわけ！？違うでしょう！？そう

じゃないでしょう！？貴方達マスコミの仕事は、物事の真実を国民に伝える事が仕事でしょう！？」

　さすがは、桂が心の底から好きになった梢子。

　さすがは、柚明が心の底から好きになった梢子。

　さすがは、剣道部の皆から慕われている梢子。

　大切な人を、柚明を守る・・・その確固たる想いが、梢子の言葉の１つ１つに込められていた。

　そんな梢子の一喝で、マスコミたちは一斉に静かになった。

　カメラのフラッシュも止み、戸惑いの表情で一斉に梢子を見つめる。

　「・・・分かったのなら、もう二度と姉さんに付きまとわないで下さい。いいですね？」

　「しょ・・・梢子ちゃん・・・」

　「それじゃあ姉さん、行きましょうか。」

　

　再び柚明の右手を引っ張って、梢子は柚明の部屋へと戻っていく。

　梢子の気迫に圧倒されて、マスコミたちは呆然と立ち尽くしたまま、追いかける事が出来なかっ

た。

　そして再び部屋の中に戻ってきた梢子に、柚明が涙を流しながら、身体を震わせて抱きついて

きた。

　「ありがとう・・・梢子ちゃん・・・本当にありがとう・・・！！」

　「姉さん、これからは私がああいう人たちから、姉さんを守ってあげますから。」

　「梢子ちゃん、ずっとずっと私の傍にいてね・・・！！私、もう１人は嫌なの・・・！！」

　「それは私のセリフですよ。ずっと私の傍にいて、私の心の支えになってくれますか？」

　「ええ・・・梢子ちゃん・・・」

　「姉さん・・・」

　そして２人は互いの身体を抱き締め合い、再び唇を重ねる。

　互いの想いを、互いの温もりを、確かめ合うかのように。

　梢子と柚明・・・決して折れる事の無い強い絆が、今こうして結ばれた。

４．大切な人と共に

　梢子がいなくても必ず優勝してみせる・・・そう意気込んだ明日菜率いる青城女学院剣道部だっ

たが、レベルが高い全国大会において、エースの不在はあまりにも痛すぎた。

　梢子の不在を皆でカバーしようと一致団結し、その勢いでベスト８まで勝ち進んだのだが、結局

は先鋒、次鋒、中堅が３連敗し、２勝３敗で敗れたのだ。

　梢子さえいてくれれば、３勝２敗で勝っていたかもしれないのに・・・理事長は明日菜にそう文句

を言っていたのだが、それでも明日菜も、いや、剣道部の誰もが後悔などしていなかった。

　梢子から明日菜の携帯電話に、柚明ならもう大丈夫だと・・・そう連絡が入ったのだから。



　だから明日菜たちの表情は、敗れたというのにとても清々しい物だった。

　こうして青城女学院剣道部の夏は、ベスト８で敗退という結果で終わりを告げた。

　そして柚明は結局、桂の遺体を火葬する事にした。

　梢子が柚明の悲しみを心の底から理解した上で、それでも桂を天国に送ってあげるべきだと、桂

を楽にしてあげるべきだと・・・そう柚明に告げたから。

　

　火葬場で炎に包まれて、遺骨のみが残った桂の遺体。

　だがそれでも柚明は泣かなかった。桂とノゾミに「さよなら」は言わなかった。

　桂とノゾミの想いは、今も柚明の心の中に宿っているから。

　そしてこれからは、柚明の傍に梢子がいてくれるから。

　だから柚明は梢子と共に、とても穏やかな笑顔で桂とノゾミを見送る事が出来たのだ。

　そして時は流れ、夏休みも終わり、２学期の始業式も無事に終わり・・・。

　「ただいま～。」

　「梢子ちゃん、お帰りなさい。おなか空いたでしょ？もうすぐ晩御飯が出来るから、ちょっと待って

てね。」

　今日もいつものように、帰宅した梢子を柚明が優しい笑顔で出迎える。

　あれから柚明は梢子と同居する事になり、小山内家の家事全般を一手に引き受け、梢子と共に

充実した日々を過ごしている。

　「はい、どうぞ召し上がれ。今日はオムライスにしてみたの。」

　柚明の愛情たっぷりの手作りの料理がテーブルに並ぶ。

　それを美味しそうに食べる梢子と仁之介。

　そんな２人を見て、とても穏やかな微笑みを見せる柚明。

　「あ、卵がふわふわで美味しい。」

　「当たり前よ。私が梢子ちゃんの事を考えながら、愛情をたっぷりと込めて作ったんだから。」

　

　梢子への愛情が込められているからこそ、柚明の料理はとても美味しいのだ。

　だが、そんなラブラブの２人の片隅で、取り残されたおじいちゃんが。

　「おいおい柚明よ、俺への愛情は入れてくれなかったのかい？」

　「・・・あ。」

　「本当にお前さんの頭の中は、梢子の事で一杯なんだなぁ。」

　「ご、ごめんなさい、おじいちゃん・・・」

　「はっはっは。」

　

　とても幸せそうな表情でオムライスを食べる柚明。

　

　『柚明お姉ちゃん、いつまでも梢子ちゃんと幸せにね。』

　『その様子なら、もう私たちがいなくても大丈夫そうね。』

　　　

　ふと、仏壇からそんな声が聞こえたような気がした。



　仁之介の妻・秋芳の遺影と一緒に飾られた、とても幸せそうに笑っている、桂とノゾミの遺影。

　仏壇には桂の遺骨と、ノゾミが宿っていたお守りも一緒に飾られている。

　柚明は桂とノゾミの遺影を見つめ、心の中で呟いた。

　（桂ちゃん、ノゾミちゃん、私ならもう大丈夫だから。梢子ちゃんと一緒に強く生きるから。）

　これからは梢子が傍にいてくれるから。梢子が柚明を守ってくれるから。

　梢子が柚明の事を、幸せにしてくれるから。

　

　（だから２人とも、安心して安らかに眠ってね。私の事なら心配はいらないから。）

　今の柚明は、かつての絶望と憎しみが微塵も感じられない、とても穏やかな表情をしていた。
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