
アオイシロ・アナザーストーリー

★大切な人だから（舞い降りた蝶・分岐シナリオ）

１．ぶつかり合う想い

　「・・・ふっ！！」

　目覚まし時計を使わずに、決められた時間通りに起きられるというのは、人に自慢出来る特技の

一つだ。

　最低限の準備は、仮眠を取る前に済ませてある。

　「よし・・・行こう・・・！！」

　皆が寝静まっている中、梢子は蜘蛛討ちを手に鬼の踏み石へと向かっていた。

　魍魎にさらわれたナミを助け出すために。

　既に潮は引いており、鬼の踏み石はその姿を晒している。

　潮が満ちてしまえば、再び引くまでには夕方まで待たなければならない。そして合宿は今日が最

終日だ。

　何の目的で魍魎がナミをさらったのかまでは分からないが、とにかくナミを助け出す為には今ここ

で踏み石を渡るしか無かった。

　他の皆に黙って、まして部長である自分が規律を乱すような真似をする事に関しては、梢子は本

当に申し訳無いと思っていた。

　だが、それでも引く事など出来ない。

　それに、自分がナミを助けに行く事を皆に伝えたら、間違いなく猛反対されてしまうだろう。

　特に自分を慕ってくれる、自分を好きだと言ってくれた桂は・・・。

　だからこそ黙って行くしかなかった。他の皆を危険な事に巻き込まないために。

　「・・・私、部長失格よね。」 

　「本当にその通りよ。梢子ちゃん。」

　「な・・・！？」

　梢子の目の前にいたのは、穏やかな表情で自分を見つめる柚明だった。

　予想外の出来事に梢子は驚いた。

　自分がナミを助けに行く事は誰にも伝えていないはずなのに。自分の胸の内にしまっておいた

はずなのに。

　柚明は穏やかな瞳で、真っ直ぐに梢子を見つめる。梢子の一挙一動を見逃さない。

　「柚明さん・・・」

　「・・・卯良島に行くつもりなのね？さらわれたナミちゃんを助ける為に。」

　「・・・い、いや、私はちょっと夜風に当たりに・・・」

　「苦し紛れの嘘は見苦しいわよ？その手にある蜘蛛討ちは一体何なのかしら？」



　「・・・・・。」

　

　この卯奈坂において伝説の鬼退治の剣法が伝わっているという話をサクヤから聞いて、夏休み

を利用して柚明やノゾミを連れて、剣道の自主トレを兼ねた旅行に来ていた桂。

　そこで宿泊先の咲森寺において桂は偶然梢子と再会し、これもまた何かの縁という奴で、桂は剣

道部の練習に一緒に参加するようになり、柚明もまた保美と共に、剣道部の臨時マネージャーとし

て精力的に働く事になった。

　特に保美にも劣らない柚明の料理の腕前は、皆から随分と絶賛された物だ。

　

　以前、夜中にチンピラから桂を助けてくれた梢子。

　そのお礼の為に手料理をご馳走した事をきっかけに、柚明は梢子と親しくなった。

　それから梢子は桂のマンションに何度も遊びに来るようになり、桂だけでなく柚明とも次第に親交

を深めていった。

　一緒に笑ったり、泣いたり、時には桂と梢子の喧嘩を仲裁してあげたり。

　いつの間にか柚明にとって、梢子はまるで本当の妹のような・・・それこそ桂と同じ位、とても大切

な存在へとなっていたのだ。

　だからこそ柚明は、梢子の一挙一動の『違和感』を敏感に察知し、梢子の様子がおかしい事に

気付いたのだろうか。

　

　「私はいつも思うんだけど・・・梢子ちゃんは本当に嘘が下手ね。」

　「・・・皆からよく言われますよ。」

　「正直に答えなさい。ナミちゃんを助ける為に、卯良島に行くつもりなのでしょう？」

　「・・・やっぱり、柚明さんはごまかせませんね・・・いつも思うんですけど、柚明さんは洞察力が凄

すぎますよ。」

　観念した梢子は、強い決意を秘めた瞳で柚明を見据えた。

　自分の決意と覚悟を、柚明にはっきりと告げた。

　「柚明さん。私は鬼の踏み石を渡って卯良島に行くつもりなんです。さらわれたナミを助けるため

に。」 

　「・・・そう・・・やっぱりそうなのね・・・」

　「だから柚明さん、私は」

　「駄目よ。行かせないわ。」

　柚明もまた、決意に満ちた表情で梢子をじっ・・・と見据える。

　

　「部長である梢子ちゃんが規律を乱し、あまつさえ禁足地に足を運ぶなどという愚劣な行為を犯

す・・・それによって青城女学院剣道部・・・ううん、それだけじゃない。青城女学院の関係各所全て

に、どれだけ多大な迷惑が掛かるか・・・梢子ちゃんなら分かるでしょう？」

　「分かっています。私は部長として、皆には本当に申し訳無い事をしていると思っています。だけ

ど、私は・・・」

　「それだけじゃない。梢子ちゃんに何かあったら、残された桂ちゃんはどうなるの？」

　「・・・・・。」

　「いいえ、桂ちゃんだけじゃない。剣道部の皆も、梢子ちゃんの家族も・・・それに私も・・・」

　「柚明さん・・・」

　「梢子ちゃんの命は、梢子ちゃん１人だけの物じゃないの。分かるでしょう？」



　

　だから、ここから先には行かせない・・・柚明の瞳が梢子にそう告げていた。

　だが柚明には分かっていた。梢子はまさに『香車』。何事にも一直線でとても頼りがいがあって、

１度心に決めた事は絶対に曲げないという事を。

　だからこそ、柚明は覚悟を決めてここにやって来たのだ。

　卯良島に向かおうとする梢子を、力づくでも止める為に。

　「柚明さん、桂は・・・桂はどうしているんです？私が卯良島に向かおうとしている事に、桂も気付

いてるんですか？」

　「桂ちゃんは今、咲森寺の仏像の前で必死に祈ってるわ。梢子ちゃんが大人しく戻ってくれます

ようにって。梢子ちゃんが無事でありますようにって。」

　「そうですか・・・桂が、そんな事を・・・」

　「だから梢子ちゃん。お願いだから私と一緒に、咲森寺に戻って貰えないかしら？桂ちゃんを心

配させるわけにはいかないでしょう？」

　「・・・・・。」

　「それに、私だって梢子ちゃんに無茶な事はして欲しくないの。だから汀ちゃんとコハクさんに全

てを任せましょう・・・ね？」

　このまま大人しく咲森寺に戻って欲しい・・・柚明は必死に梢子にそう訴える。

　だが、それでも梢子は引けない。引く事は出来ない。

　必ず守り抜くと誓ったのに、自分が目を離した隙にナミを連れ去られてしまったのだ。

　だからこそ、その責任を果たす為に、自分の手でナミを助け出さなければ気が済まないのだ。

　「柚明さん・・・私は・・・引く事は出来ません・・・！！」

　自分のせいでナミを連れ去られてしまったのだから。

　だから梢子は、このままおめおめと咲森寺に帰る訳にはいかないのだ。

　それが他の皆に、どれだけ迷惑を掛ける事になるのか・・・それを分かっていても。

　

　「・・・そう・・・」

　「だから柚明さん。お願いですから、そこをどいて下さい。」

　「駄目よ梢子ちゃん。行かせないと言ったでしょう？」

　「柚明さん・・・。」

　

　柚明は、出来ればこのまま穏便に事を済ませたかった。

　大人しく梢子に、自分と一緒に咲森寺に戻って欲しかった。

　そうすれば、梢子に『力』を使わずに済むから。梢子を傷つけずに済むから。

　

　だがそれでも、梢子の決意と覚悟は揺るがないのだ。

　ならば、柚明に出来る事は、ただ１つ・・・。

　柚明もまた、梢子の為に覚悟を決めた。

　梢子の事を、とても大切に思っているから。梢子を死なせたくないから。

　

　「私はね・・・梢子ちゃんにだけは、こんな事をしたくは無かったのだけれど・・・」

　「・・・な・・・！？」

　「でも、仕方が無いわよね？梢子ちゃんがとても強情で、聞き分けの無い子だから・・・」

　「こ・・・これは・・・！？」



　

　柚明の周囲を舞う、無数の月光蝶。

　とても厳しい表情で、柚明は梢子を睨む。

　本当は、梢子の前で『力』を見せたくは無かった。

　この人外の力を見せる事によって、梢子が自分の事を嫌いになるのではないかと思ったから。

　梢子が、自分の事を迫害の目で見るのではないかと思ったから。

　これまで柚明の『力』を目の当たりにした、他の人達と同じように。

　だから柚明は、心が痛んだ。

　

　だが、梢子は全国クラスの剣道の達人だ。単純な殴り合いなら、柚明では梢子に勝ち目は無い。

　一応、柚明はもしもの時の為に、烏月から簡単な護身術を教わってはいるのだが、それでも柚明

の付け焼刃程度の護身術では、梢子の剣術の足元にも及ばないだろう。

　だからこそ柚明は、『力』を使わざるを得なかったのだ。

　『力』を使わないと、梢子を止められないから。

　『力』を使えば、梢子を止められるから。

　

　だが、そんな柚明の悲しみとは裏腹に、梢子はとても穏やかな表情で柚明を見つめていた。

　その梢子の表情に、あっけに取られてしまった柚明。

　

　「やっぱり柚明さんって、只者じゃなかったんですね。元オハシラサマだって桂から聞いてました

けど、こんな芸当まで出来るなんて・・・」

　「梢子ちゃん・・・私の事が怖くないの・・・？」

　「だって、こんなに綺麗な蝶じゃないですか。どうして怖がる必要があるんですか？」

　「梢子・・・ちゃん・・・」

　「私は柚明さんの事は、よく分かってるつもりですから。だからこれ位の事じゃ、私は柚明さんを

嫌いになんか・・・って、柚明さん！？」

　柚明は涙を流して泣いていた。

　これまで柚明は自分の身を守る為に、人前で月光蝶を発動した事が何回かあった。

　だが、柚明の月光蝶を目撃した人たちの全てが、柚明の事を化け物呼ばわりしてきたのだ。

　それなのに、梢子はとても穏やかな表情で、綺麗だと言ってくれた。

　柚明の事を、化け物呼ばわりしなかった。

　柚明の事を、嫌いになんかならないと言ってくれた。

　

　「ごめんなさい・・・私、梢子ちゃんの言葉が、凄く嬉しくて・・・」

　「いや、何も泣く事はないじゃないですか。私は正直な感想を述べただけですよ？」

　「だって、これまで私の月光蝶を見た人たちはね・・・皆、私の事を化け物とか言うのよ？だけど梢

子ちゃんは私の事を変な目で見ずに、月光蝶を綺麗だって言ってくれたから・・・私の事を嫌いに

ならないって言ってくれたから・・・」

　「・・・柚明さん・・・」

　

　梢子の言葉が嬉しかった。梢子の優しさがとても温かかった。

　だが、だからこそ。だからこそなのだ。

　柚明は涙を拭いて、決意に満ちた表情で梢子に向き直った。

　「ありがとう、梢子ちゃん・・・私はこれで、梢子ちゃんと戦う決意が固まったわ。」



　

　こんなに自分に優しくしてくれる梢子を、尚更危険な目に晒すわけにはいかないから。

　梢子を死なせたくないから。梢子はとても大切な人だから。

　大切な人だからこそ、柚明は力づくで梢子を止める。

　梢子は、桂が心の底から好きになった人だから。

　梢子は、柚明が心の底から好きになった人だから。

　だから柚明は、梢子と戦う。

　大切な人である梢子を、自らの手で守る為に。

　その柚明の決意を敏感に感じ取り、梢子もまた覚悟を決めた。

　「・・・私も、柚明さんと戦う決意が固まりました。」

　「・・・そう。」

　「柚明さんはとても大切な人だから。大切な人だからこそ、私の覚悟と決意を柚明さんに分かっ

て欲しいから。だから私は柚明さんを倒して踏み石を渡る。」

　梢子は蜘蛛討ちを正眼に構えた。

　目の前の無数の月光蝶に全く怯まずに、一片の迷いも無い強い瞳で、梢子は柚明を見据える。

　「どうしても引けないのね？」

　「今更そんな事は出来ませんよ。」

　「なら・・・私も遠慮はしないわよ？」

　無数の月光蝶が一斉に梢子に襲い掛かる。

　だが梢子は、不思議と落ち着いていた。目の前の非現実的な光景にも全く動じなかった。

　「狙い打つ！！」

　蜘蛛討ちで的確に斬撃を浴びせ、月光蝶を次々と還していく。

　だが梢子が還した分だけ柚明が再び呼び出すので、きりがない。

　

　「梢子ちゃん、私は一切容赦しないわよ？私は梢子ちゃんを半殺しにしてでも、梢子ちゃんが卯

良島に行くのを止めるつもりだから。」

　　

　痛い思いをさせたくないとか、そんな中途半端な覚悟で梢子と戦ったのでは、自分の決意と想い

に全力で答えてくれた梢子の事を、侮辱する事になってしまうのだ。

　だからこそ柚明は全身全霊でもって梢子を潰す。それが梢子への礼儀になるのだから。

　

　そして、それは梢子とて同じ事。

　柚明は、自分の決意と覚悟を正面から受け止めてくれているのだ。それなのに怪我をさせたくな

いなどと言って変に気を遣ってしまえば、それは柚明に対する最大限の侮辱になってしまうのだ。

　だから梢子は全力で柚明と戦う。柚明の事をどれだけ傷つけようとも、それが柚明への礼儀にな

るのだから。

　

　柚明の巧みな月光蝶の使役技術の前に、梢子は次第に追い詰められていく。

　ただ闇雲に梢子に飛ばすのではなく、巧みにフェイントも交え、梢子の動きの先を読み、梢子の

僅かな隙を的確に突いていく。



　柚明は伊達に１０年間、主の封印を担ってきたわけではないのだ。笑子によって徹底的に鍛えら

れた、その洗練された術者としての技能は、見る者に凄みを感じさせるほどの代物だった。

　梢子が仕留め損なった月光蝶の一匹が、梢子の右腕に直撃する。

　「熱っ・・・！！」

　「梢子ちゃん、いい加減降参する気になったかしら？」

　「これ位で・・・私は引かない・・・私は負けない・・・！！」

　「そう・・・なら、私も容赦はしないわよ？」　

　月光蝶が全方位から梢子に襲い掛かる。

　だが梢子は全身の神経を張り巡らせる。月光蝶を目で追うのではなく、体で感じ取る。

　「研ぎ澄ませ・・・全身の感覚を・・・目で追うな・・・体で感じろ・・・！！」

　集中、集中、集中。

　自分に向かって飛んでくる無数の月光蝶。

　そこへ生じた僅かな隙間。狙うべき柚明への道標。

　精神を研ぎ澄ませた梢子には、それがはっきりと見えた。

　「そこおっ！！」

　梢子は柚明に突撃する。

　月光蝶の密度が薄い場所・・・ほんの僅かな隙間に蜘蛛討ちを浴びせる。

　梢子の一撃で月光蝶が還る。そこにぽっかりと穴が開く。

　その穴を突き破り、月光蝶の群れを突き抜け、強靭な脚力でもって、梢子は柚明との間合いを瞬

く間に詰める。

　「梢子ちゃん・・・！！」

　

　梢子は『香車』。雷迅の如き勢いで敵を貫く『香車』。

　『飛車』と呼ばれた夏夜にはまだまだ遠く及ばないだろうけれど、それでも『香車』にはたったの

一手で敵陣に攻め込む爆発力があるのだ。

　

　月光蝶を破られ、無防備の柚明に蜘蛛討ちを浴びせる。

　容赦はしない。それが自分の覚悟と想いに正面から応えてくれた、柚明への礼儀になるのだか

ら。

　

　「だああああああああああああああっ！！」

　全身全霊を込めた一撃が、柚明の右肩を直撃する。

　

　「・・・くうっ・・・！！」

　

　激痛に表情をゆがめる柚明。

　だが、そこへ梢子が感じた『違和感』。

　（おかしい・・・あまりにもあっけなさ過ぎる・・・！！）



　そう・・・柚明ほどの手練にしては、あまりにも簡単に懐に飛び込まれ過ぎなのだ。

　まるで、柚明がわざと懐に飛び込ませたかのように。柚明がわざと隙を作ったかのように。

　梢子の百戦錬磨の実戦経験が、これまで何百何千と剣道の試合を重ねてきた、達人ならではの

直感のような物が、早く柚明から離れろと、とっさに梢子に警告する。

　

　だが、一瞬遅かった。

　戸惑う梢子に柚明が見せた、激痛に表情を歪めながらも、勝ちを確信した笑顔。

　「やば・・・」

　「梢子ちゃん・・・私の勝ちよ・・・」

　

　身の危険を感じ、とっさにバックステップしようとする梢子。

　だが梢子の背後に、いつの間にか壁が出来ていた。

　いや、その壁はいつの間にか、梢子と柚明を包み込んでいた。

　

　「こ・・・これは・・・！？」

　「月光蝶・・・旋風（つむじ）。」

　いつの間にか無数の月光蝶が、梢子と柚明の周囲を舞っていたのだ。

　そう、２人を優しく包み込む旋風のように。

　間合いを離そうにも、これでは身動き自体が満足に出来ない。

　

　「こうも密着すれば、さすがの梢子ちゃんも満足に剣を振るえないでしょう？」

　「まさか柚明さん、最初からこれを狙って・・・！？」

　「ええ、そうよ。確実に梢子ちゃんを仕留めるには、これしかないって思ったから。」

　「しまった・・・！！」

　これまでの柚明の一連の動きは、全てこの為の布石だったのだ。

　梢子を懐に飛び込ませ、動きを封じる為の。

　

　「そして・・・」

　慌てふためく梢子を、柚明はぎゅっと抱き締めて・・・

　

　「な・・・柚明さん、何を！？」

　「これが私の・・・本命の一撃よ？」

　「・・・っ！？」

　２人の唇が触れ合った。

　その瞬間、梢子の中に流れ込む、柚明の『力』。

　それが無数の月光蝶となって、梢子の体を駆け巡る。

　

　梢子の体から力が抜ける。

　握力が無くなり、梢子の右手から蜘蛛討ちが零れ落ちる。

　乾いた音を立てて、蜘蛛討ちが地面に転がり落ちる。

　しばらくして唇を離した柚明の口からは、青く白く美しく輝く光が漏れていた。



　「あ・・・っ・・・」

　梢子に襲い掛かる、強烈な眠気。

　自分を抱き締めている柚明に、全体重を預ける。

　

　「梢子ちゃん・・・」

　そんな梢子を、柚明はとても穏やかな表情で、優しく包み込んだ。

　柚明は、梢子に勝ったのだ。

２．姉と妹と

　強烈な眠気に襲われて満足に動けない梢子を、柚明は膝枕の上で寝かせていた。

　柚明の肩の打撲も、梢子の右腕の火傷も、柚明の力であっという間に完治していた。

　梢子は体に力が入らなかった。だがそれは苦痛ではなく、柚明の優しさに包まれた、とても安ら

げる感覚だった。

　　

　だが梢子は、まだ諦めてはいなかった。

　まだ負けを認めていなかった。

　「・・・っ！！」

　「な・・・梢子ちゃん！？」

　

　梢子は辛うじて動く右手を口元に寄せて、人差し指に噛み付き、その痛みによって無理矢理体

を目覚めさせる。

　動けない体に鞭を入れ、残された力で必死に体を起こす。

　「まだ・・・私は・・・まだ・・・っ！！」

　「梢子ちゃん・・・！！」

　「私は・・・行かなきゃ・・・卯良島に・・・っ！？」

　バシッ！！

　梢子の頬に、柚明の平手打ちが飛んだ。

　予想もしなかった事に梢子は驚き、呆然と柚明を見つめる。

　柚明はそんな梢子を、涙目でじっ・・・と見据えていた。

　

　「・・・梢子ちゃん。自惚れるのもいい加減にしなさい。」

　「ゆ・・・柚明さん・・・」

　「そんな体で卯良島に行って、一体梢子ちゃんに何が出来るというの？」

　「だけど・・・私は・・・」

　「いいえ、それ以前にそんな体じゃ、踏み石を渡り切る事すら不可能よ？梢子ちゃんはそんな事

も分からないと言うの？」

　梢子を叱る柚明の姿は、まるで聞き分けの無い妹を叱り付ける姉のようだった。



　柚明の平手打ちには、梢子への愛情がたっぷりと込められていた。

　それを敏感に感じ取り、梢子の目に涙が零れ落ちる。

　

　「だって・・・私のせいで・・・ナミが・・・」

　「私、さっき梢子ちゃんに言ったばかりでしょう？梢子ちゃんの命は、梢子ちゃん１人だけの物じゃ

無いのよって。」

　「だけど・・・私の・・・私のせいで・・・」

　「大体梢子ちゃんはね、何でもかんでも１人で背負い込もうとし過ぎなのよ。この間その事で桂ちゃ

んに怒られたばかりでしょう？忘れちゃったの？」

　「そ・・・それは・・・」

　「梢子ちゃん。私たち、もう１年近い付き合いになるけど・・・まだそんな関係なのかしら？」

　「・・・・・。」

　「卯良島に行くなら行くで、私と桂ちゃんに相談位して欲しかったわ。・・・まぁ、力づくでも止めて

いたけど。」

　今だ意識がはっきりとしない梢子を、柚明は膝枕の上に無理矢理寝かしつけた。

　そして先程梢子が気付けの為に噛み付いた右手を、柚明の両手が優しく包み込む。

　右手人差し指に深く刻まれた、梢子の噛み付いた跡。そこに柚明はそっ・・・と口付ける。

　その優しい感触が、何だか梢子にはとてもくすぐったく感じた。

　「それに梢子ちゃん、剣道の選手が自分の手を痛めつけてどうするの？」

　「だ、だって、それは・・・」

　「梢子ちゃんは、もっと自己管理がしっかり出来る子だとばかり思っていたけど・・・」

　

　梢子の右手を包み込む柚明の両手から、かすかに青白い光が漏れる。

　その光が、梢子の右手人差し指の傷を癒していく。

　そんな柚明の姿に、梢子は夏夜の面影を重ね合わせていた。

　《剣》を持って卯良島に渡ってしまった、まさか生きているとは思わなかった、とても大切な従姉の

面影を。

　「・・・あったかい・・・」

　「温かいのはね・・・私が梢子ちゃんの事を大切に想っているからよ。」

　

　柚明に殴られた頬も、何だかとても温かかった。

　それは柚明が、愛情を込めて梢子を殴ったから。

　そんな梢子を、柚明はとても穏やかな表情でじっ・・・と見つめている。

　「私はね・・・大切な妹である梢子ちゃんに、あまり無茶な事はして欲しくないの。」

　「・・・あ、あの・・・柚明さん・・・」

　「なあに？」

　「私・・・いつから柚明さんの妹になったんですか・・・？」

　「だって梢子ちゃんは、桂ちゃんが心の底から好きになった人だから。それに私も梢子ちゃんの

事が大好きだから。」

　「・・・・・。」

　「だからね・・・私にとって梢子ちゃんは、桂ちゃんと同じ位とても大切な人で、妹も同然なのよ？」

　柚明の優しさに包まれて、梢子に再び眠気が襲ってくる。



　そんな梢子の頬を、先程自分が殴った箇所を、柚明は優しく撫でてあげる。

　今の梢子からは、先程までの「何が何でも卯良島に行くんだ」という気迫は、もう微塵も感じられ

なかった。

　柚明の術が効いているというのもあるが、何よりも柚明の叱責が、梢子の心に深く響いたから。

　梢子の穏やかな表情から柚明はそれを敏感に感じ取り、とても安心した表情を見せる。

　

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

もう止めてくれない？」

　「・・・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。」

　「そ・・・それは・・・」

　「だから梢子ちゃん。青城女学院を卒業したら、私たちと一緒に暮らしましょう？ね？」

　「・・・・・（汗）。」

　

　立て続けにとんでもない事ばかり言われて、言葉が出ない梢子。

　あっけに取られた梢子の表情を見て、柚明はクスクスと笑う。

　「桂ちゃんが私に言っていたのよ。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・・・」

　「私は梢子ちゃんなら大歓迎よ。ノゾミちゃんは好きにすれば～とか言ってたけど。」

　「で・・・でも・・・急にそんな事言われても・・・」

　「そうね、急な事でびっくりしたでしょう？だから慌てて答えを出さなくてもいいわ。返事は後で構

わないから、ゆっくりと考えて頂戴ね。」

　

　その時、２人の遥か上空に見えた１台のヘリコプター。

　猛スピードで、卯良島へと向かっている。

　柚明はそのヘリコプターを見て、とても安心した表情で梢子に向き直る。

　

　「葛ちゃんったら、一体どこから《剣》の事を嗅ぎ付けたのかしらね？汀ちゃんも千羽党には話し

ていないって言っていたのに。」

　「あれは・・・あのヘリコプターは・・・まさか・・・」

　「ええ、きっと烏月さんが乗っているのよ。だから梢子ちゃんが心配するような事は、もう何も無い

わ。」

　「烏月さんが・・・そう・・・なんだ・・・」

　烏月の剣の腕は、梢子もよく分かっていた。

　それにとても誠実で、心から信頼出来る人物だという事も。

　だからこそ梢子は、烏月の名前を柚明から出されて、とても安心したような表情を見せた。

　

　安心したからこそ、梢子の眠気が一層強くなっていく。

　もう、梢子が卯良島に行く必要は無くなったのだから。

　きっと烏月が、全てを片付けてくれるだろうから。

　「・・・眠い・・・」

　「ええ、眠りなさい梢子ちゃん。目覚めた時には、きっと全てが終わっているから。」



　「・・・・・。」

　「・・・よっ。」

　柚明は立ち上がり、梢子をお姫様抱っこした。

　意外とパワフルなんですね・・・そう言おうとした梢子だったが、もう力が入らない。

　既に梢子は柚明の術に導かれ、安らかな眠りへと落ちつつあった。

　「保美ちゃんたちには、梢子ちゃんが散歩中に気分を悪くした事にしておいてあげるから。」

　「・・・すー・・・すー・・・すー・・・」

　「・・・って、聞こえてなかったみたいね。うふふ。」

　柚明の胸の中で、梢子は安らかな表情で眠っていた。

　そんな梢子を抱きかかえながら、柚明はとても穏やかな表情で咲森寺へと帰っていった。

３．新しい絆

　「・・・ん・・・」

　

　目を覚ました梢子の瞳に映ったのは、心配そうな表情で自分を見つめる保美の姿だった。

　心地よい朝日の光が、梢子の顔を優しく撫でる。

　既に起床時間が過ぎているようで、他の部員たちは全員起きているようだ。

　

　「ここは・・・咲森寺・・・」

　「梢子先輩・・・良かった・・・気がついたんですね！？」

　「保・・・美・・・？」

　「柚明さんが、梢子先輩が気分を悪くして倒れたって・・・私、凄く心配したんですよ！？」

　私・・・そういう事になってたんだ・・・

　起き上がる梢子を、保美は心配そうに見つめている。

　「梢子先輩、気分は悪くないですか！？大丈夫ですか！？」

　「うん・・・逆にむしろ、凄く気分がいい位なのよ。」

　「そう・・・なんですか・・・？」

　「・・・よっと。」

　布団から出てみると、いつの間にかパジャマに着替えさせられていた。

　何だか体が軽い。とても気分がいい。これも柚明の『力』のお陰なのだろうか。

　時計を見ると、既に朝の８時を回っていた。　

　合宿のスケジュール通りなら、他の皆は朝食を食べ終えて、そろそろ朝の練習に入る頃だ。　

　それを考えると、何だか梢子も急におなかが空いてきた。

　そこへ、桂と柚明が部屋に入ってきた。

　朝の練習の前に、梢子の様子を見に行こうと思ったのだろう。既に桂は道着に着替えていた。

　梢子の無事な姿を確認して、桂は泣きそうな表情で梢子にしがみつく。

　「梢子ちゃん・・・良かった・・・本当に良かった・・・！！」



　「桂・・・」

　「梢子ちゃんの馬鹿！！私、凄く心配したんだよ！？」

　

　卯良島に行こうだなんて、馬鹿な事考えないでよ！！

　保美が目の前にいるので敢えて口には出さなかったが、それでも桂の目が梢子にそう告げてい

た。

　梢子もそんな桂の想いを敏感に感じ取り、桂の体を優しく抱き寄せる。

　「・・・ごめん。心配かけさせちゃって。」

　「本当だよ！！梢子ちゃんったら、本当に世話が焼けるんだから！！柚明お姉ちゃんがいなかっ

たら、今頃は・・・！！」

　「柚明さん・・・」

　穏やかな笑顔で自分を見つめる柚明を見て、梢子は思わず顔が赤くなる。

　あの時、柚明が梢子に誘った事・・・それを思い出したのだ。

　柚明は、慌てて答えを出す必要は無い、ゆっくりと考えて欲しいと言っていた。

　だが、その答えなら既にもう出ている。

　

　「保美。私ならもう大丈夫だから、保美は皆の練習を見ててくれる？」

　「・・・え？でも・・・」

　「ちょっと、桂と柚明さんに大事な話があるから・・・だから悪いんだけど、保美は席を外してほし

いの。」

　「梢子先輩・・・」

　一体どんな話があるのか保美は気になったが、梢子の表情が真剣そのものなので、梢子の邪魔

をするのはまずいと思い、保美は不本意ながらも指示に従う事にした。

　梢子にとって、本当に大事な話なのだろう。でなければあんなに真剣な表情で保美に席を外し

てくれだなんて、言えるはずがない。

　「・・・分かりました。梢子先輩がそこまで言うなら・・・」

　保美は小走りで、咲森寺の広場へと向かっていった。

　その後姿を確認し、梢子は改めて桂と柚明に向き直る。

　「ごめんね、保美・・・」

　「梢子ちゃん、話の前に朝ご飯を食べちゃったらどう？おなか空いたでしょう？」

　「いえ、いいんですよ柚明さん。話ならすぐに終わりますから。」

　桂と柚明をじっ・・・と見据え、梢子は少し恥ずかしそうにしながらも、はっきりと告げた。

　「柚明さん。あの件なんですけど・・・私、受ける事にしました。」

　「・・・え？」

　「青城女学院を卒業したら、一緒に暮らさないかって言ってましたよね？」

　「・・・梢子ちゃん・・・」

　「だから・・・来年の３月からお世話になりますから・・・よろしくお願いしますね。その・・・えっと・・・」

　物凄く顔を赤らめながら、梢子は柚明を直視出来ずに、小声でボソっと呟いた。



　「・・・ね・・・姉さん・・・」

　「・・・梢子ちゃん？何て言ったのか、よく聞こえなかったんだけど？」

　とても穏やかな笑顔で、柚明は梢子の頬を両手で包み込み、その視線を無理矢理自分に向け

させる。

　梢子は無茶苦茶恥ずかしくて、柚明を直視出来ない。思わず柚明から視線を逸らしてしまう。

　「駄目よ梢子ちゃん。私の目をしっかりと見て、はっきりと言ってごらんなさい。今、私の事を何て

言ったのかしら？」

　「ね・・・姉さん。」

　「え？よく聞こえないわ？もう１回聞かせてくれる？」

　「・・・だ、だから、これからも変わらぬ付き合いを、よろしくお願いします！！姉さんっ！！」

　

　言われた通り柚明の目をじっ・・・と見据えて、梢子は大声ではっきりと告げた。

　柚明の事を、『姉さん』と。これからもよろしく頼むと。

　頭に血が上る。無茶苦茶恥ずかしくて、梢子はもう何が何だか分からなかった。

　桂はとても嬉しそうな表情で梢子に抱き着いた。

　いつか桂が夢見た、淡い幻想・・・それが現実になるのだから。

　「梢子ちゃん！！本当に私たちと一緒に暮らしてくれるんだね！？」

　「せ、青城女学院を卒業したらよ？さすがに今すぐってのは・・・」

　「うん！！私、待ってるから！！楽しみに待ってるから！！」

　

　とても恥ずかしそうに、自分にしがみつく桂を抱き寄せる梢子。

　そんな２人を柚明はそっ・・・と抱き寄せる。

　とても穏やかな表情で、桂と梢子の耳元で、柚明は囁いた。

　「梢子ちゃん、『変わらぬ付き合いを』じゃないでしょう？」

　「姉さん？」

　「私も桂ちゃんもノゾミちゃんも、これから梢子ちゃんと親交を深めていくんだから。ね？」

　「・・・そうですね・・・言われてみれば、そうですよね。」

　

　少し照れながらも、梢子は桂と柚明をじっ・・・と見つめた。

　来年の３月には自分の家族になる、梢子の大切な人たちを。

　そう、これから梢子は、桂や柚明・・・そしてノゾミと、どんどん親密になっていくのだ。

　何だか恥ずかしいが、それでも悪い気分ではない。この３人となら悪くは無い。

　「・・・それに、梢子ちゃんは私の唇を奪ったんだから。ちゃんと責任取りなさいよ？うふふ。」

　「・・・い、いや、あれは姉さんが一方的に・・・！！」

　いきなり柚明がとんでもない事を言い出したので、焦る梢子。

　あの時の柚明のキスの、温かくて優しい感触。それを思い出し、梢子は顔が赤くなる。

　

　その時、梢子は何だか外が騒がしい事に気が付いた。

　外を見てみると、そこにいたのは烏月とコハクと汀・・・そして夏夜とナミだった。

　柚明が言っていたように、梢子が眠っている間に全てが終わっていたのだ。



　ナミと夏夜が、自分の下に帰ってきたのだ。

　「・・・ナミ！！夏姉さん！！」

　涙を流しながら、梢子は２人の元に駆け寄る。

　

　「梢子ちゃん！！」

　「梢ちゃん！！」

　３人でぎゅっ・・・と抱き合う。

　互いの存在を確かめ合うかのように、互いの体を抱き締め合う。

　夢ではない、現実だと・・・それを確認するかのように。

　特に夏夜とは、実に８年ぶりの再会になるのだ。

　厳密には先日の夜・・・梢子は常咲きの椿の前で、コハクと夏夜が戦っている所に遭遇している

のだが、今回は正真正銘、本当の意味での再会だった。

　あの時と違い、夏夜は梢子の事を認識しているのだから。

　あの時と違い、全てが片付いた上での再会なのだから。

　「良かった・・・２人共無事で、本当に良かった・・・！！」

　「梢子ちゃん・・・！！」

　「梢ちゃん・・・！！」

　柚明と桂も、梢子の下に駆け寄る。

　ナミの無事な姿を見て、２人共とても安心した表情を見せる。

　

　「梢ちゃん・・・」

　「・・・夏姉さん・・・あのね・・・夏姉さんにね・・・紹介したい人たちがいるの。」

　

　梢子は何の迷いの無い清々しい笑顔で、はっきりと夏夜に告げた。

　「この子が羽藤桂で、この人が羽藤柚明・・・２人共、私の大切な人なの・・・！！」
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