
アオイシロ・アナザーストーリー

★本当の強さ

１．重圧に呑まれて

　夏休みのよく晴れた、日差しの強い朝。 

　青城女学院は県内の他校との練習試合を行っており、綾代もまた他校の生徒と試合を行ってい

た。 

　だが綾代の動きは硬くてぎこちなく、表情も強張っていた。 

　既に試合を終えた梢子と明日菜が、大きな声で綾代に声援を送る。 

　それに応えようと必死で粘る綾代だったが、その声援を意識しようとすればするほど、体に余計

な力が入ってしまう。 

　結局試合は、両者互角の打ち合いの末に・・・ 

　「小手ーーーーーっ！！」 

　「・・・っつ！！」 

　右手に有効打突を食らい、綾代は思わず竹刀を落としてしまった。 

　相手の選手はとても充実した笑顔で、チームメイトに出迎えられる。 

　対照的に綾代の表情は暗く、小さな溜め息を付いて梢子たちの元に戻って来る。 

　「はぁ・・・また負けてしまいました・・・」 

　「綾代・・・」 

　綾代は元々幼少時から武芸を習っていた事もあり、実力的には間違いなく、１年生でありながら

高校生の中では上位ランクに相当する物を持っている。 

　事実、練習で綾代が見せる無駄の無い流水の動き、そしてとても綺麗な太刀筋は、全国クラスの

剣道の達人である梢子や明日菜さえも絶賛する程の物なのだ。 

　だが元々気弱な性格の上に、対戦相手をつい思いやってしまう綾代の余計な優しさもあり、綾代

は入部してから今までの間、試合では中々結果を残す事が出来なかった。 

　先程の対戦相手も本来の綾代の実力なら、圧倒出来てもおかしくない程の格下なのだ。 

　今日の綾代の対戦成績は２勝６敗なのだが、試合をした対戦相手全員の力量を考えれば、本来

なら８戦全勝出来てもおかしくないのに。 

　「桜井さん。あなたねえ、剣道を舐めるのも大概にしなさいよ。」 

　綾代の無様な醜態を見かねたチームメイトの先輩が、怒りの形相で綾代にそう突っかかってきた。

  その威圧感のある声に、綾代は怯えた表情で肩をすくめる。 

　「加藤先輩・・・」 

　「あなたの実力なら今の相手くらい、楽勝で勝てたはずでしょう？なのにあなた、対戦相手に気を

遣ってわざと負けたでしょう？」 



　「わざと負けるだなんて・・・私はそんな・・・」 

　「・・・私には桜井さんが、試合では手を抜いているようにしか見えないんだけど。」 

　「いえ、私は手を抜くだなんて、そんな事は・・・」 

　「だって、練習ではあんなに凄い動きをする桜井さんが、あの程度の相手に負けるんですもの。」 

　「・・・・・。」 

　名指しで『あの程度の相手』と言われた綾代の対戦相手が頬を膨らませて、物凄いジト目で加藤

と綾代を睨んでいるのだが、綾代はすっかり萎縮してしまって全く気付いていない。 

　「桜井さん。あなたが全力を出し切った上で負けるのであれば、私は何も文句は言わないわ。け

ど今みたいに試合で手を抜くなんてのは、到底許せる行為じゃない。今はこうして記録に残らない

練習試合だから申し合い形式でやってるけど、公式戦は５対５のチーム戦なのよ？」 

　「わ、私は、全力で戦って・・・」 

　「あれのどこが全力なの？完全に手を抜いてるじゃない。」 

　「・・・・・。」 

　泣きそうな表情で、まともに反論出来ない綾代。 

　すっかり萎縮してしまい、加藤の顔をまともに見れず、視線を落として体を震わせている。 

　事情を知らない人が傍から見ると、まるで加藤が綾代をいじめていると勘違いしかねない程だ。 

　そんな綾代の弱虫っぷりに、加藤は逆に苛立ちを隠せない。 

　その苛立ちを隠そうともせず、以前から胸の内に秘めていた事・・・それを綾代に暴露した。 

　「私、前から思ってたんだけど・・・あなたみたいな人、はっきり言って目障りよ。小さい頃から武芸

を習っていた即戦力の１年生だって、本庄さんは絶賛してたけど・・・いくら練習で凄い動きをして

も、試合で全力を出さない選手なんて、邪魔以外の何物でも無いわ。」 

　「・・・っつ！！」 

　「桜井さん。もう夏の大会も近い事だし、やる気が無いなら剣道部を辞めて貰えないかしら？」 

　綾代は加藤の強い口調にすっかり威圧されてしまい、体を震わせて何も反論出来ない。 

　綾代も辞めたくないと反論しようとしているのだが、すっかり萎縮してしまって声が出ない。 

　ここから逃げ出したいという気持ちと、大好きな剣道を辞めたくないという想いが交錯し、綾代の

頭の中を駆け巡る。 

　だが、その時。 

　「加藤先輩！！いくら何でもそれは言い過ぎなんじゃないですか！？」 

　「な・・・梢子さん！？」 

　見かねた梢子が綾代を庇うかのように、加藤の前に立ちはだかった。 

　「綾代は決して手を抜いてなんかいません！！試合になると緊張して、力を発揮出来ないだけ

なんです！！それはこれから場数を重ねれば、充分に改善出来る問題です！！」 

　「小山内さん。あなたは今度の大会にレギュラーとして、中堅で出る事が決まっているんだから、

こんな役立たずに構っている暇なんか無いでしょう？」 

　「いいえ、綾代は決して役立たずなんかじゃありません！！」 

　何の迷いも無い力強い瞳で、これだけは譲らないとばかりに、梢子は加藤をじっ・・・と見据える。 



　今度は加藤が、梢子のその瞳に圧倒される。 

　そして梢子の頼もしい背中と優しさが、綾代には逆に安心感を与える。 

　「・・・いえ、確かに今は加藤先輩の言う通り、綾代は試合で全力を出せない役立たずなのかもし

れない・・・でも精神面の弱さを克服すれば、綾代は間違いなくうちのエースになれる逸材で

す！！」 

　「こ、こんな役立たずがエースだなんて・・・それはちょっと過大評価し過ぎなんじゃ・・・」 

　「過大評価なんかじゃありません！！だって私、綾代の本当の強さを知っていますから！！」 

　いつも身近にいる存在で、一緒に練習しているからこそ、梢子は綾代が本来秘めている実力を、

その身をもって感じ取っているのだ。 

　いや、それだけではない。綾代に対して目障りだとか役立たずだとか剣道部を辞めろとか、必要

以上に罵倒する加藤に対して、梢子は憤りを顕わにしているのだ。 

　「しょ・・・梢子さん・・・」 

　「・・・綾代、ちょっといいかしら？」 

　「え？梢子さ・・・きゃっ！！」 

　「明日菜先輩。練習試合の途中で悪いんですけど、ちょっと抜けさせて貰いますね。」 

　綾代の手を強引に引っ張って、梢子は体育館の裏庭へと消えていった。 

２．心の弱さ

　誰もいない体育館の裏庭で、梢子と綾代は２人きりだった。 

　先程梢子と綾代が出てきた裏口から、竹刀がぶつかり合う音が派手に鳴り響いている。 

　それとは対照的に２人の周囲を、とても重苦しい雰囲気が包み込んでいた。 

　「綾代・・・加藤先輩の言う事なんか、気にしなくていいから。」 

　綾代を安心させようと、梢子は優しく諭す。 

　だがそれでも今の綾代には、加藤の言葉を気にするなというのは到底無理な話だ。 

　何しろ目の前で目障りだとか、辞めろとか言われたのだから。 

　「・・・梢子さん・・・私は確かに加藤先輩の言う通り・・・この剣道部に必要の無い人間なのかもし

れません・・・」 

　練習では見事な腕前を披露出来ても、試合では重圧に押し潰されて緊張し、対戦相手に変に

気を遣ってしまい、全力を出せずに負けてしまう・・・確かに加藤の言う通り、そのような剣道部員な

ど邪魔なだけなのかもしれない。 

　「だから私は・・・剣道部を・・・」 

　だが綾代の言葉を聞いた梢子が、そこから先は言わせないと、そんな事はさせないと、綾代の両

肩をがっちりと両手で掴んだ。 

　綾代を剣道部から、自分の前から逃がしはしない・・・そう告げるかのように。 



　とても驚いた表情で、綾代はじっ・・・と梢子を見つめる。 

　梢子はとても凛々しく澄んだ瞳で、真っ直ぐと綾代を見据えている。 

　綾代はそんな梢子の瞳に魅せられ、目を逸らす事が出来ない。 

　「綾代！！私は綾代が必要無いだなんて、そんな事は少しも思ってないわよ！！」 

　「梢子さん・・・でも・・・私・・・」 

　「だって綾代、練習ではあんなに凄い動きをするじゃない！！私だって綾代が練習相手になっ

てくれて、凄く助かってるのよ！？」 

　「でも私は、試合ではどうしても緊張して、押し潰されて・・・」 

　「そんな物は克服すればいい！！いくらでも克服出来るわよ！！」 

　「梢子さん・・・」 

　そう、綾代の問題点は精神面の弱さなのだ。 

　元々綾代は幼少時から武芸を習っていただけの事はあって、本来の実力は相当な物だ。 

　だが精神面の弱さ故に、それを試合で発揮出来ないだけなのだ。 

　逆に言うと、精神面の弱ささえ克服出来れば、綾代は間違いなく青城女学院のエースになりうる

だけの力を秘めているのだ。 

　「・・・ねえ、綾代。イップスって知ってる？」 

　綾代の目を見ながら、綾代の肩を掴みながら、梢子が静かにそう問いかけた。 

　「・・・え？」 

　「スポーツ選手がかかる病気の一種なんだけどね、精神的な原因で肉体に支障をきたし、自分

の思い通りの動きが出来なくなる運動障害の事よ。これ、完全に今の綾代に当てはまるわよね？」 

　「・・・はい・・・確かに・・・」 

　「それを克服するには、ひたすら練習を積み重ねるしかない。練習して練習して、誰にも負けな

い位練習して、徹底的に自分を追い込むのよ。そしてその練習 量は必ず自信に繋がる。その自

信は必ずイップス克服の特効薬になる・・・これ、うちのおじいちゃんの受け売りなんだけどね。」 

　「・・・梢子さん・・・」 

　「綾代なら絶対にイップスを克服出来る。だって綾代の本当の強さを私は知ってるから。」 

　本来のイップスの治療法は、最初に原因を発見して失敗した場面を直視することから始め、無意

識に身体が拒否反応しているので、小さい部分から徐々に成功体験させ、自信を体感させる・・・

といった方法が一派的とされているのだが、仁之介が梢子に言うには 

　『グダグダ言ってねぇで死ぬ程練習しやがれ。甘えた事言ってんじゃねえ。』 

　との事らしい。 

　死ぬ程練習して、その練習量を自信に繋げる・・・確かにこれ以上分かりやすくて単純な治療法

は無いだろう。 

　そしてこの治療法なら、誰にでもすぐにでも実行する事が出来る。 

　「綾代、私も綾代のイップス克服に協力するから。だから辞めるなんて言わないで。」 

　「でも梢子さんは大会が控えているのに・・・レギュラーに抜擢されたのに・・・私のせいで梢子さ

んの練習時間が・・・」 

　「あのね綾代、私が話したイップスの治療法、ちゃんと聞いてた？」 



　「・・・誰にも負けない位練習して、自分を追い込む・・・その練習量を自信に繋げる・・・」 

　「そうよ。だから私が綾代のイップスの治療に付き合うって事は、私の練習時間が増える事になる

のよ？これ、大会を控えている今の私には、逆にありがたい事なんだけど。」 

　「・・・梢子さん・・・」 

　「だから綾代、頑張ってイップスを克服しよう？綾代の本当の強さを、綾代にあんなに酷い事を

言った加藤先輩に見せ付けてあげましょうよ。ね？」 

　こんな自分なんかの為に、ここまで優しくしてくれる梢子。 

　綾代は梢子のその優しさが、とても嬉しかった。 

　同時に綾代は、こんな梢子の優しさに応える為にも、剣道部から逃げ出す訳にはいかない、頑

張らなければならないと決意した。 

　それに自分のイップスの治療が、結果的に梢子の役に立つというのであれば。 

　「・・・梢子さん、私、頑張ります。剣道部も辞めませんから。」 

　「うん、一緒に頑張ろう。綾代。」 

　「だから梢子さん・・・私を見捨てないで下さいね。」 

　「何言ってるのよ。私が綾代を見捨てるわけがないじゃない。」 

　綾代の両手を、梢子は両手で優しく包み込む。 

　優しさと力強さに溢れた、梢子のとても温かい手。 

　綾代もまた、とても穏やかな瞳で、梢子の目をじっ・・・と見つめる。 

　とても穏やかな表情で、見つめ合う２人。 

　「梢子さん・・・私、梢子さんが私の傍にいてくれるなら、頑張れるような気がします。」 

　「綾代・・・」 

　「・・・だって私は・・・こんなにも・・・梢子さんの事が・・・」 

　綾代の声が小さすぎて、梢子はよく聞き取れなかった。 

　「綾代？今、何か言った？」 

　「・・・いいえ、何でもありません。さあ、早く戻りましょう。」 

　「ちょ・・・綾代！？」 

　ここから先は、イップスを克服出来たら告げる事にしよう。 

　イップスを克服して、梢子さんに堂々と向き合えるようになった、その時に。 

　だから絶対にイップスを克服する。いや、梢子さんの為に克服しなければならない。 

　綾代は心の中でそう決意し、梢子の手を引っ張って、体育館の中へと戻っていった。 

３．解き放たれた心

　そして時は流れ・・・夏のインターハイの出場枠を賭けた県大会の日がやってきた。 

　青城女学院の先発メンバーは、梢子が中堅、知子が副将、明日菜が大将。綾代と加藤は結局レ

ギュラーには選ばれず、控えに回る事になった。 

　だが、一回戦が始まる直前・・・事件が起こった。 



　「・・・何だって！？それは本当なのか！？」 

　明日菜が携帯電話を手に、普段の彼女からは想像出来ない様な、とても深刻そうな表情をして

いた。 

　一体何が起こったのか、不安になる梢子たち。 

　「・・・ああ、分かった。アンタはお母さんの傍にいてやれ。・・・ああ、気にするな。仕方が無いさ。

大会はアタシたちに任せておけばいい。・・・ああ、お大事にな」 

　「明日菜先輩・・・何かあったんですか？」 

　「・・・よりによって大会直前になって、緊急事態が発生したんだよ。オサ。」 

　「・・・え？」 

　明日菜はとても真剣な表情で他の部員たちに向き直り、はっきりとした口調で告げた。 

　「皆、聞いてくれ。由美のお母さんが突然倒れて、救急車で病院に運ばれたそうだ。」 

　「・・・何ですって！？田中先輩のお母さんが！？」 

　「それで由美は、お母さんの看病をしなければならなくなったそうだ。だから由美は、今日はここ

には来られない。」 

　驚きを隠せない梢子。 

　それは、青城女学園のレギュラー・・・先鋒を任される予定だった３年生の選手だった。 

　突然の明日菜の言葉に、梢子だけでなく部員全員が驚きを隠せない。 

　動揺を隠せず、不安そうな表情でざわざわと騒ぐ他の部員たち。 

　対照的に明日菜は部長として、試合に向けてすぐに気持ちを切り替えていた。 

　「だから由美の代わりに、他の奴に試合に出て貰わなければならなくなった訳だが・・・」 

　明日菜が代替に選んだ選手。それは・・・ 

　「姫。アンタが由美の代わりに先鋒を務めるんだ。」 

　「・・・え！？」 

　綾代だった。 

　予想外の明日菜の言葉に、他の部員は動揺を隠せない。 

　綾代もまさか自分が選ばれるとは思っていなかったようで、呆然としてしまっている。 

　「そ・・・そんな・・・私が・・・！？」 

　「そうだ。今のアンタなら由美の代わりを充分に務められる。」 

　突然の出来事に、綾代は重圧に押し潰されそうになる。 

　だが明日菜の采配に、加藤は納得が行かなかった。 

　「本庄さん！！どうして私じゃなくて桜井さんなの！？」 

　「それは加藤先輩よりも、姫の方が実力的に上だからですよ。」 

　「そ・・・それは・・・でも桜井さんは試合では・・・！！」 

　「イップスならもう克服した・・・そうだろ？オサ。」 



　明日菜が穏やかな笑顔で梢子を見据える。 

　梢子もまた、何の迷いも無い自信に満ちた笑顔で、はっきりと断言した。 

　「はい。今の綾代なら大丈夫です。」 

　綾代のイップスを克服する為の、血のにじむような努力・・・それを梢子は知っているから。 

　そして今の綾代なら試合で充分に力を発揮出来るという事を、梢子は確信しているのだ。 

　「そういう事です。だから姫を先鋒で使います。」 

　「で、でも・・・！！」 

　「アタシは加藤先輩よりも、姫を出した方が試合で勝てると思っているだけですよ。」 

　それでも納得が行かないと、加藤は綾代を睨む。 

　だが綾代が加藤に見せたのは、以前のような怯えた表情ではなく、強い意志を秘めた瞳。 

　予想外の出来事に、加藤は逆に綾代に気圧されてしまった。 

　そしてその綾代の表情は、イップスを見事に克服した証。 

　「・・・加藤先輩。私が試合に出ます。加藤先輩には譲りません。」 

　「な・・・！？」 

　「私はもう、以前のような弱虫ではありませんから。」 

　今でも綾代の心は、重圧に締め付けられそうになる。これまでのように、体が震えそうになる。 

　だが、それでも今の綾代は重圧に負けない。 

　これまで梢子と共に血のにじむ様な猛練習を積み重ね、その練習量を自信に繋げる事が出来

たのだから。 

　梢子が傍にいてくれれば、それを支えにして頑張れると思っているから。 

　そして梢子が言っていたのだ。 

　『何があっても、私が綾代を守るから』と。 

　だから綾代は、重圧に負けない。 

　例え周囲からどんな罵声を浴びせられようとも、梢子がきっと綾代を守ってくれるから。 

　『皆様、本日はご来場下さいまして、誠にありがとうございます。間もなく青城女学院と南海女子

高校の試合を開始いたします。両校の出場選手は速やかに・・・』 

　「そういう事ですから、姫を先鋒で使います。これは決定事項です。」 

　「で・・・でも・・・本庄さん・・・」 

　「今から出場選手の変更申請をしてくるから、皆は先に行って待っていてくれ。」 

　加藤に反論の余地を与えずに、大慌てで運営委員の所まで走っていく明日菜。 

　それを見届けた綾代もまた、梢子の手を掴んで会場へと向かっていく。 

　これまで試合では重圧に押し潰されていた綾代が、自分から試合に出ようとしているのだ。 

　それは、これまでの綾代からは想像出来ない姿だった。 

　「ちょ・・・綾代！？」 

　「梢子さん・・・」 

　「・・・綾代、手が震えて・・・」 



　「正直に言いますけど、私は今、凄く緊張しています。」 

　誰にも聞こえないように皆と距離を離し、特に加藤には聞かれないように、綾代が梢子に小声で

そう告げた。 

　綾代の手は、ブルブルと震えている。 

　だがそれでも綾代は、とても穏やかな笑顔で梢子を見つめている。 

　今の綾代は、その緊張さえも楽しんでいるようだった。 

　それは梢子との猛練習を、自信に繋げる事が出来たから。 

　そして何よりも、梢子がこうして傍にいてくれるから。 

　「不安で不安で、押し潰されそうです。」 

　「綾代・・・」 

　「ですが、梢子さんがこうして私を支えて下っていますから、私の事を応援して下さっていますか

ら、私は頑張れるような気がします。」 

　「・・・いや、チームメイトなんだから、応援するのは当たり前でしょう？」 

　「うふふ、そうですね。・・・それに梢子さんは言って下さいましたよね？何があっても私が綾代を

守るって。」 

　手を繋いだまま、とても穏やかな表情で見つめ合う２人。 

　試合になれば、綾代は１人で対戦相手と戦わなければならない。当たり前の話だが、こうして梢

子と手を繋いでなどいられない。 

　だから綾代は梢子の手の温もりを、しっかりと心に刻み込む。 

　イップスを克服する為の、梢子と重ねた猛練習を思い出す。 

　そして、先程自分が口にした、梢子が綾代に言っていた言葉・・・それを心の中で復唱する。 

　『何があっても、私が綾代を守るから。』 

　（・・・大丈夫、私はやれる。） 

　綾代の手の震えが、止まった。 

　梢子の手を離し、ウォーミングアップを始める。 

　『お待たせいたしました。ただ今より青城女学院と南海女子高校の試合を開始いたします。先鋒

戦は青城女学院の桜井綾代選手と、南海女子高校の堀田絵里選手の一戦です。』 

　アナウンスが試合開始を告げる。 

　息を切らしながら、綾代の出場選手登録を済ませてきた明日菜が、大慌てで駆けつけて来た。 

　「ふぃ～・・・どうにかギリギリ間に合ったよ。」 

　「明日菜先輩・・・」 

　「姫。仮にアンタが負けたとしても、アタシが誰にもアンタを責めさせはしない。アタシがアンタを

守ってやる。だからアンタは思う存分戦って来な。」 

　「・・・うふふ、それには及びません。明日菜先輩。」 

　「・・・へ？」 

　「だって、梢子さんが私を守って下さいますから。だから明日菜先輩がお手を煩わせる必要はあ

りません。」 



　とても穏やかな笑顔で綾代は明日菜にそう告げて、防具を身に付け、竹刀を手に、舞台へと上

がっていく。 

　チームメイトが綾代に声援を送る。 

　また手を抜いたら許さないと言わんばかりに、加藤が綾代を睨みつける。 

　これまでの綾代なら、その声援と加藤の視線に気圧されていただろう。 

　だが、今の綾代は違う。 

　イップスを克服する為に猛練習し、その練習量を自信に繋げる事が出来たから。 

　そして何よりも、梢子が綾代を守ってくれるから。 

　「それでは先鋒戦を開始します。桜井綾代選手、堀田絵里選手、前へ！！」 

　審判に促され、綾代と対戦相手が一礼する。 

　互いに竹刀を正眼に構え、互いを見据える。 

　「綾代！！頑張って！！自分の力を信じて！！私との猛練習を思い出して！！」 

　背後から梢子の声が飛ぶ。 

　それだけで綾代には充分だった。 

　梢子の声が精神安定剤となって、綾代の体から余計な力が抜ける。 

　「１本目・・・始め！！」 

　「・・・行きます！！」 

　これまでとは比較にならない鋭い動きで、何の迷いも無い力強い瞳で、綾代は対戦相手と竹刀

をぶつけ合った。 

４．ずっと、一緒に・・・

　そして、県大会が終わり・・・青城女学院は見事に全国大会への進出を決めた。 

　綾代は初戦だけは緊張して１本取られてしまったものの、それをきっかけに完全に開き直れたよ

うで、その後の試合は全てストレート勝ちで、青城女学院の全国大会出場に大きく貢献した。 

　まるで鎖から解き放たれたかのような綾代の凄まじい活躍に、さすがの加藤も文句を言う事は出

来なくなってしまった。 

　そして梢子は綾代に呼び出されて、会場の裏庭へと来ていた。 

　大会が終わって多くの人が会場を去っており、人気の無い裏庭という事もあり、梢子と綾代は完

全に２人きりだった。 

　とても穏やかな笑顔で、２人は見つめ合う。 

　「綾代。私に話って一体何なの？」 

　「・・・梢子さん。私は梢子さんのお陰でイップスを克服する事が出来ました。梢子さんがいなけれ

ば私は、いつまでたっても弱虫な女のままだったと思います。」 

　「いや、今更何言ってるのよ。チームメイトが困ってるんだから、助けるのは当然でしょう？」 



　梢子の言葉に、綾代は少し寂しそうな笑顔を梢子に見せた。 

　「・・・チームメイトだから・・・ですか・・・？」 

　「・・・え？」 

　私はこんなにも、梢子さんの事を想っているというのに・・・ 

　「そう言えば梢子さんは昨日の夜、暴漢から女の子を助けたとおっしゃってましたよね？」 

　「ああ、桂の事？」 

　「・・・そうですか・・・梢子さんったら、もう下の名前で呼んでらっしゃるんですね・・・昨日偶然会っ

たばかりの女の子の事を・・・。」 

　「だから綾代、いきなり何を言い出すのよ？」 

　「まあ、梢子さんらしいと言えば、梢子さんらしいんですけど・・・」 

　梢子のカリスマ性は多くの人を引きつけ、剣道部の皆からも慕われている。次期部長候補にも名

前が挙がっている程だ。 

　そして彼女の人柄は剣道部だけではなく、多くの人々を引きつけている。 

　そう・・・梢子が昨日助けた女の子のように・・・ 

　「・・・あ、その桂から電話だわ。ちょっと待って。」 

　他校の生徒まで引き付けてしまう程までに。 

　「・・・あ、もしもし、梢子ちゃん？昨日は私を助けてくれてありがとね。」 

　「・・・・・。」 

　「あのね、柚明お姉ちゃん・・・私の従姉なんだけどね、私を助けてくれたお礼に、梢子ちゃんに

手料理をご馳走したいんだって。」 

　「・・・・・。」 

　「それで梢子ちゃんの都合さえ良ければ、私のマンションに招待したいんだけど・・・その・・・駄目

かな？」 

　「・・・・・。」 

　「・・・梢子ちゃん？」 

　携帯電話を強引に梢子から奪い取った綾代が苦笑いしながら、はぁ・・・と溜め息をついた。 

　「ちょ、ちょっと、綾代！？」 

　「梢子さんったら・・・昨日あったばかりの女の子と、もう携帯電話の番号を交換していたなん

て・・・」 

　「ちょっと、綾代、何を・・・」 

　「もしもし、桂さん・・・とおっしゃいましたか？生憎ですが梢子さんとは私がお付き合いさせて頂き

ますので、どうかあなたはお引取り願いませんか？」 

　「・・・はあ！？」 

　「そういう事ですので。それでは。」 

　電話の向こう側の女の子がぎゃあぎゃあ騒いでいるのが聞こえたが、綾代は気にする事無く携

帯電話の通話を切った。 



　そして先程と同じように、はぁ・・・と溜め息をつき、綾代は梢子に抱き着いた。 

　突然の綾代の行動に、梢子は驚きを隠せない。 

　「全く・・・先程の桂さんという方のせいで、折角のムードが台無しです。」 

　「いや、綾代、ちょっと待って・・・」 

　イップスを克服したら、梢子に言おうと思っていた事。 

　ずっと前から心の内に秘めていた、大切な想い。 

　それを綾代は、梢子にはっきりと告げた。 

　「・・・梢子さん。私は梢子さんの事が好きです。他の誰よりも、ずっと・・・。」 

　「あ・・・綾代・・・」 

　「ですから梢子さん・・・私の生涯のパートナーとなって頂けますか？」 

　再び梢子の携帯電話が鳴る。 

　だが綾代は梢子の携帯電話を握り締めたまま、離さない。　 

　「綾代・・・あの・・・桂から電話・・・」 

　「出させません。だって、梢子さんを他の誰にも取られたくありませんから。」 

　「・・・綾代・・・」 

　「それに梢子さん、私におっしゃいましたよね？何があっても私が綾代を守るって。」 

　「いや、それはそうなんだけど・・・」 

　「ですから・・・梢子さん・・・」 

　そっ・・・と綾代は梢子と唇を重ねた。 

　最初はびくんと体を震わせた梢子だったが、特に綾代を拒絶する事無く、やがて静かに目を閉

じて、綾代の体をぎゅっと抱き締める。 

　先程から綾代が握り締めている梢子の携帯電話が鳴りっぱなしなのだが、もう今の２人には着信

音が耳に入らない。 

　「・・・責任、とって下さいね？」 

　「あ、綾代こそ、こんな事までしたんだから・・・責任取りなさいよ？」 

　「はい、一生梢子さんの傍にいさせて頂きます。」 

　綾代は涙目ながらも、とても純真な笑顔を梢子に見せる。 

　今までずっと胸の内に秘めていた大切な想い・・・今、それがようやく叶ったのだから。 

　「ですから梢子さん、もう逃がしませんからね？私の事を守って下さいね？」 

　「綾代・・・あなた、随分変わったわね・・・何だか積極的になったというか・・・」 

　「私を強くしてくれたのは、他でもない梢子さんです。だって梢子さんのお陰で、私はイップスを

克服出来たんですから。」 

　これまでの綾代なら自分から梢子に告白など、絶対に出来なかっただろう。 

　だが、梢子が綾代に勇気をくれたから。梢子が綾代を強くしてくれたから。 

　梢子が綾代の、心の鎖を解き放ったから。 

　だから綾代は梢子の為なら、どこまでも大胆になれるのだ。 



　「梢子さん・・・これからもずっと一緒ですよ？」 

　「綾代・・・」 

　「浮気なんかしたら絶対に許しませんからね？うふふ。」 

　それだけ告げて、綾代は再び梢子と唇を重ねた。 

　（この口づけが、指切りの代わりとなりますように・・・） 

　――――――ＨＡＰＰＹ　ＥＮＤ「綾代は１年の時に攻略済み」 
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