


コンペイトウ

この世界ではないどこか。

人間と精霊たちが住まう国。

科学と魔法の入り混じった、不思議な世界の物語。

 

　それほど遠くない昔、精霊と人間は契約をした。人間が精霊を敬うことを忘れなければ、精霊

は人間に力を与えると。それが魔法だ。

　高い山がいくつも連なる山地の中に、ソラト学園はあった。この人里離れた場所で、精霊に選

ばれた子供たちが　魔法使いになるための教育を受ける。

　村や街には必ず魔法使いが必要になるため、精霊に選ばれることは名誉なことだった。

そしてソラト学園を卒業し、学園公認の魔法使いになるためには、５人でチームを組まなければ

ならない決まりがある。

　精霊との契約者がたくさん出る集落には、魔法使いのグループが出来る確率も高い。魔法使い

の有無は、その集落の繁栄をも左右した。魔法使いたちのいる集落には人が集まりやすく、生活

も楽になるので経済が安定するのだ。

　子供たちは大抵、４歳くらいまでに精霊から夢のお告げを受け、契約を結ぶ。

　そうした子供は６歳になるとソラト学園への入学を許されるが、家庭の事情などから、実際に

入学するのは１０歳くらいからの場合がほとんどだ。

　編入生が多いが、クラスは年齢別に分けられる。１クラスの人数は多くはないが、１年生から

１２年生までいるので、教室は多い。

　

　９年生の教室は、はじっこにあった。

「甘露、寮に荷物が届いていたぜ」

　甘露と呼ばれた少年が振り返ると、金髪碧眼の少年が立っていた。ダイヤだ。

「分かった。ありがと」

　甘露は小さくうなずいた。まだ少年っぽさを残した、細くてしなやかな肢体を制服で包んだ

彼は、ダイヤを見てニッコリする。大人しくて地味な甘露は、教室では目立たない存在だ。

　だが今、栗色の髪にガラス越しの陽が当たり、キラキラしている姿が愛らしい。彼の友人であ

るダイヤは、まぶしそうに目を細めて微笑んだ。

　学園は高い山の上にあるため、全員が寮に入っている。遠い場所から来た子供もいる。ときお

り家から送られてくる荷物が、子供たちの楽しみの一つだ。

「いいな、甘露は。オレなんてほったらかしさ。ウチは兄弟が多いんだ。きっとオレの親は、遠

くへ行ってしまった子供のことなんか忘れているよ」

　ダイヤは甘露の隣に座り、あ〜あ、と大袈裟に溜息をついてみせた。



　ダイヤはいかにも兄弟が多い家の子、という感じだ。面倒見もいい。そのうえハンサムなので

、女の子にモテていた。

　甘露はクスリと笑ってダイヤを見た。

「忘れてなんかいるもんか。ダイヤの街にはまだ公認魔法使いのチームがいないんだろ？」

「ああ。だから病気になったら、隣の街まで行かないといけないんだ」

「じゃあ、もしダイヤがチームを組んで街に帰ったら、大歓迎されるね」

　魔法使いたちは、竜と戦ったりするような、危険でエキサイティングな仕事をする機会は、ほ

とんどない。実際には、農村で雨乞いをしたり、丈夫な家を建てるためのお呪いをしたり、高い

熱の出た子供を見舞ったりするような、小さな仕事が多かった。だがそんな地味な仕事の方が生

活と密着しており、人々は近くに魔法使いたちがいる生活を望んだ。

　ダイヤが故郷に帰れば、大事にされるに決まっているのだ。

「早く大人になりたいよ」

　ぼやくダイヤを、甘露はにこにこしながら見ていた。

　だが本当は、甘露は大人になんてなりたくなかった。

　魔法使いのチームは、誰とでも組めるわけではない。甘露たち人間と契約した、精霊同士の相

性によって決められる。ダイヤと組みたくても、組める保証はない。

（卒業したら、ダイヤに会えなくなってしまうかもしれない）

　そう思うと、甘露は胸がきゅうんと痛くなる。彼は痛みに堪えるように、ぎゅっと手を握りし

めた。

　甘露は、ダイヤが好きなのだ。

　甘露の家は貧しかった。村の土地は痩せていて畑の実りが少ないので、僅かな余剰分と、摘ん

できた薬草を売ることで生計をたてている。

　今日、寮に届いたという荷物だってそうだ。月に一度、家から送られてくる荷物は楽しみだっ

たが、中身はほとんど手紙だった。

　母さんからの手紙に、父さんが一言。姉さんからの手紙と友達からの手紙。それがまとめて箱

に入れられていて、それと一緒にお菓子が少し入っている。

　甘露が精霊から夢のお告げを受けたのは遅く、すでに６歳になっていた。初めは本気にしなか

った両親が、精霊からの約束の品を見たときの反応を、甘露は今でも覚えている。自分たちの子

供が選ばれたことに喜び、その後は学費に対する心配で顔を曇らせた。国から補助が出ていると

はいえ、寮費などの細々としたお金がいる。甘露の村からすれば、ソラト学園を有する街の華や

かさは特別なのだ。

　結局甘露の必要経費は、村の人たちが少しずつお金を出し合ってくれることで解決した。出世

払いというやつだ。

　だから甘露は絶対、魔法使いにならないといけない。チームを組んで自分の村に誘致するか、

よそで住むとしても、とにかく魔法使いの仕事が出来るようになりたかった。

（だけど今は。このソラト学園でダイヤと勉強できることを楽しみたい）

　甘露は将来への不安を、今を楽しむことで忘れようとした。



「甘露のお母さん、またコンペイトウ入れてくれたかな？」

　思いに耽っていた甘露を、ダイヤの陽気な声が呼び戻す。

「そんなに気に入ったの？ダイヤはもっと美味しいものを知っているだろ？」

　甘露は少し不思議だった。コンペイトウなんて珍しくもなんともない。むしろ飽き飽きしてい

るくらいだ。ダイヤのそんなところが、少し変だと甘露は思う。

　ダイヤの街は大きな街なのだから、珍しいお菓子がたくさんあるに決まっているのだ。今、子

供たちの間で人気のあるお菓子は、占いのついた（よく当るらしい）チョコレートと、舐めると

口の中が痛くなるキャンディだ。

　甘露の母親が荷物に入れるお菓子は、そんな流行のものではない。スミレの砂糖漬けやコンペ

イトウなどで、刺激が少なく素朴なものだった。甘露の村には、新しくて珍しいものなど売れて

いないのだ。

「カタチが好きなのさ。小さいのに、星の形をしてる」

　ダイヤは目をキラキラさせながら言った。

　ダイヤには却って珍しいのだ。それが甘露には分からない。

「もしコンペイトウが入っていたら、ダイヤにあげるよ。今夜、部屋に取りに来て」

　甘露の言葉に、ダイヤは大喜びだ。

「やった！ありがとう。絶対行くよ」

　ダイヤはそう言って甘露の手をとると、ぶんぶんと上下に振る。

　甘露には、ダイヤが喜んでいる理由はよく分からなかったが、ダイヤの喜ぶ顔を見るのは好

きだ。

「お礼を言うのは早いよ」

　甘露は少し困って、つぶやいた。

 
　ソラト学園の寮は３人部屋だ。１部屋に同じ年齢の子供がいることはなく、いろいろな年齢の

子供で編成されていた。

　まるで兄弟のような感覚で、年上の子供が年下の子供の面倒をみるようになっている。

　夕食の時間が門限だが、夕食から消灯の時間までは、建物の中に限り自由行動が許されている

ので、他の部屋へ行き来することが出来た。そこで宿題が終わると、皆、友達の部屋へ遊びに行

くことが多かった。

　今夜も、甘露のルームメイトたちは遊びに行ってしまったようだ。甘露は夕食が終わって部屋

へ戻ると、一人で荷物を開けてみた。

　荷物の中には、新しい服が入っていた。落ち着いた黄色のセーターだ。甘露は嬉しくなってセ

ーターを広げてみる。この黄色は、薬草の根を煮て染めてあるのだろう。

（父さんが取ってきた薬草で、姉さんが染めた毛糸を使い、母さんが編んでくれたに違いない）

　甘露にはその状景が浮かんできて、心が温かくなる。甘露が故郷の山を思うと、ざわざわと胸

が鳴った。甘露に力を貸している木の精霊が、彼の思いに同調したのかもしれなかった。

　今、山は秋をむかえている。



（このセーターを着て外に出たら、森の色と紛れて僕が見えなくなっちゃうかも）

　甘露はそんなことを考えながら、しばし自分の想像の中で遊んだ。

　そのうちそれにも飽きてくると、甘露はセーターを押しやって、同封された手紙を読む。

　友人たちからの手紙は、回を追うごとに薄くなっていた。だんだん書くことが無くなってくる

のだろう。村は相変わらずです、といったことが書いてあるだけだ。１２で別れた友人たちとは

、年に一度の帰郷の際に会うとはいえ、共通の話題が減りつつある。

　母親からの手紙だけは厚いままだが、村での日常がつらつらと書いてあり、今の甘露にとっ

ては、どこか遠い出来事のように感じられた。

　甘露が手紙を読むのにも飽きてきた頃、元気なノックが聞こえてきた。

「どうぞ」

「やあ甘露、来たよ」

　待ち人の登場に、甘露の顔がぱあっと明るくなる。

「遅いよ！もう少しでダイヤの分まで食べてしまうところだった」

「ごめん。ヒイラギさんにつかまってさ。部屋があんまり汚いんで、片付けろって叱られていた

んだ」

　ヒイラギはダイヤのルームメイトで、二つ年上だ。まじめで冷たい印象の彼を、甘露は苦手に

感じている。それなのに、なぜかダイヤはヒイラギに懐いていて、ことあるごとに彼の名前を出

すので、甘露は少し妬いていた。

「ヒイラギさんて、ちょっとウルサイな。厳しい人だね」

「ん〜？オレがだらしないからだろ。ヒイラギさんはいい人だぜ？」

　ダイヤがヒイラギの肩を持つので、甘露はますます嫌な気分になった。そして、そんなこと

を思ってしまう自分自身にも。

　黙ってしまった甘露に、ダイヤは抱きついた。

「さっ！そんなことより、荷物を見せろよ。何が入ってた？」

「いつものヤツだよ・・・・・・」

　甘露の子供じみた独占欲を知ってか知らずか、ダイヤは明るく振舞う。そんなダイヤといると

、甘露も楽しかった。

　ひとしきり服や手紙について論じた後、ピンクの紙袋を開く。中には母の焼いたジンジャー

・クッキーと、ダイヤの好きなコンペイトウが入っていた。

「甘露のお母さんも、コンペイトウが好きなの？」

「違うよ。母さんは、僕がこれを好きだと思い込んでいるんだよ」

　本当は飽きているのに、と心の中で付け加える。

　母親というものは、いつまでも子供の好みが変らないものだと勘違いしているのかもしれない

。それとも、一度でも子供が喜んだものを、いつまでも覚えているからなのだろうか。

「ふ〜ん」

　ダイヤは分かったような分からないような、気のない返事をすると、コンペイトウを１つ、つ

まんで口の中に放り込んだ。



「・・・・・・ざらざらしてる」

「えー？ぶつぶつじゃないの？」

　言いながら、甘露もコンペイトウを口にする。食べ飽きたお菓子も、二人で食べると美味しか

った。

「いや、じゃりじゃり？」

「つぶつぶだよ」

　くだらない言葉遊びをしながら食感を楽しんでいると、あっという間に最後の１つになってし

まう。

「やっぱり、でこぼこだな」

　甘露が最後の１つを口に放り込んだのを見て、ダイヤが叫ぶ。

「あー！最後の１個！甘露、オレにくれるんじゃなかったのかよ！？」

　ダイヤの声の大きさに甘露はビックリしたが、すぐにニヤリと笑ってみせた。ダイヤが悔しそ

うに歯噛みする。

「くっそ〜〜〜〜。こうなったら、実力行使だ」

　なんのこと？と甘露が問う間もなく、ダイヤが飛びついてきて唇に唇を合わせる。

「・・・・・・っ！？」

　甘露が驚いて固まっている間に、ダイヤは自分の舌を甘露の口の中に入れ、コンペイトウを絡

めとった。

「へへん！どうだ！！」

　大いばりのダイヤに、甘露は唖然とするのみだ。

（い、いいいいい今のって・・・・・・キス！？とは言えないかもしれないけど、もしかして、

ディープ・キス・・・・・・じゃなくて、ファースト・キス！？）

　混乱する甘露は真っ赤になって涙目になってしまったが、ダイヤはまるで気にしていないよ

うだ。

「なあ。ジンジャー・クッキーも食べないか？」

　色気より食い気の、育ち盛りだったのである。



賭け

　ダイヤのルームメイトは、モミジとヒイラギだ。

　モミジが７年生、ダイヤが９年生でヒイラギが１１年生だから、丁度２つずつ離れていること

になる。

　モミジはいたずら盛りの子犬のような目をしていて、いつもダイヤを困らせることばかりして

いた。

　先日も一人で森へ出かけて道に迷い、ソラト学園の先生たちが総出で捜索する騒ぎになった。

　その時の原因がダイヤと喧嘩したことだったものだから、ダイヤまで叱られるオマケがついた

のである。

　ダイヤはモミジが騒動を起こすたびに腹を立てるのだが、小さなモミジがまんまるな瞳に涙を

溜めて「ごめんなさい」を言うと、怒ることが出来なくなってしまうのだった。

 
　だからその日も寮の部屋に戻るなり、モミジがニコッと笑ったのを見て、ダイヤはいや〜な予

感がしたのである。

「おかえり、ダイヤ！」

「おう」

　ダイヤは、元気なモミジに戸惑いながら挨拶をかえした。

　同室のヒイラギは自分の机で本を読んでいる。

　ダイヤがちらりとヒイラギに視線を送ると、彼は軽く肩をすぼめてみせた。

「ねえ、ダイヤ」

　モミジの瞳が輝く。

「ダイヤ今、彼女いる？」

「・・・・・・いないよ」

　ダイヤが用心深く答えると、モミジがバンザイをした。

「やった！」

　ぴょこぴょこ飛んで喜ぶモミジを見て、ダイヤは少しムッとした。

「なんだよ。悪かったな」

　その声に刺があることに気付いたモミジが、慌てて弁明する。

「違うよ、賭けをしたんだ。マゼンダと。僕が賭けに勝ったから、明日マゼンダからミント・チ

ョコをもらえるな」

「おまえ〜。人の彼女の有無で賭けなんかしやがって。しかも、彼女がいないほうに賭けたのか

」

「だってそうでしょ？」

　モミジは悪びれもせず、へへへと笑った。

　大体そんな賭けなんて、ダイヤに彼女がいるかどうかを聞き出す口実に決まっているではな

いか。



　そんなバレバレの手に引っかかるなんて、モミジは子供過ぎると、ダイヤは思った。

　マゼンダはモミジのクラスメイトで、赤毛のかわいい女の子だ。

　時々ダイヤはマゼンダの熱い視線を感じていたので、明日の彼女の行動が予想できた。

　うぬぼれではない。

　ダイヤはモテたので、経験によるただの予想だ。

　彼はフーっと息を吐くと、作り笑いを浮かべてみせた。

「ナイショにしていたけど、実はつきあっている子がいるんだ」

「うそー！！またイジワル言って！」

「嘘じゃないさ。・・・・・・夕べもあっつーいキッスをしてきたんだぜ」

　彼女ではないけどな、とダイヤは心の中で舌を出す。

　ダイヤの言葉に、モミジは真っ赤になった。

「・・・・・・うそ」

「今朝おまえ、オレが机の上に置いていたジンジャー・クッキーを、勝手に食べただろ？あれを

くれた子だよ」

　モミジは、本当なのか？と半信半疑な顔をしている。

　そんなモミジの反応に、ダイヤは満足した。

　マゼンダは魅力的な子だが、ダイヤの好みではなかった。

　アタックされたり、ふったり、といったことが面倒くさかったのだ。

　それに、単にモミジをからかいたかったこともある。

　期待を裏切らず、さっきからモミジは赤くなったりマジメな顔をしたり、ダイヤをにらんでみ

たり、百面相をしていた。

（そう簡単に、マゼンダが諦めてくれるとも思えないけどな）

　快活そうなマゼンダを思い出して、ダイヤは少し覚悟がいりそうだと考えた。

　固まってしまったモミジをよそに、ダイヤは鞄を机の上に置くとベッドの上にごろりと横に

なる。

　するとそれまで静かに本を読んでいたヒイラギが、ぽつりと言った。

「・・・・・・夕べの子か」

　ヒイラギには、ダイヤの嘘がばれているようだ。

　ダイヤはヒイラギにむかってニヤリとしてみせる。

　寮は男女が別棟だ。

　夜間の外出は原則として許されていないから、夕べ会った人物は男の子ということになる。も

っとも最近では、あまりそのルールは守られていないようだったが。

　とにかく、ヒイラギはそれ以上追求はしてこないで、再び本に視線を戻した。

　彼は”我関せず”という主義なのか、個人を尊重する主義なのか、往々にしてそういう態度をとる
。

　モミジはまだ一人でぶつぶつ言っていて、二人のやりとりには気付いていないようだ。

　ダイヤは静かに深呼吸する。



　そしてそっと目を閉じると、夕べの甘露の唇の感触を思い出していた。



パワー

「あなたたちの故郷を、出来るだけ詳しく思い出すのです」

　先生の声に、甘露は目をつぶって一生懸命、村の様子を思い出そうとした。

　広い講堂に、先生の声がこだまする。

「空の色や風の匂い。どんな匂いがしていましたか？芳しい花の香り？それとも湿った土の匂い

ですか？雪の匂いを思い出す人もいるでしょう」

　甘露は、やっと雪が消えた春の日のことを思い出していた。

　辛い冬が終わると、雪によって暗い家の中に閉じ込められていた人々が、表へ出て太陽の光を

満喫する。暖かさが体の隅々まで行き渡ると、まるで自分が作り直されていくような気持ちにな

るのだ。

　まだ冷たい春の風の中を走って、丘を登っていく。

　低い丘の中腹には、木がたくさん植えられていて、ちょうどそれが、花盛りだ。

　あの濃いピンク！

　息を切らした胸に吸い込まれる、甘い花の香り！そのとき甘露は、実際に良い香りを感じて、

胸をざわめかせた。

　花びらが風に舞って吹き寄せてくる！まるで、体の中にある水面に雫が一滴落ちたような振動

を感じ、甘露は身を震わせた。静かに振動が伝わっていき、体の中心から外へ向って通り抜けて

いく。

　精霊からもらったペンダントが、上着の下でほんの少し共鳴した気がする。

　甘露は小さく息をついて、そっと目を開けた。

「・・・・・・いつも精霊たちが、あなたを見守ってくれています。感謝の心を忘れずに。決し

て故郷の景色を忘れないこと。出来れば毎日、精霊に力を送ること・・・・・・」

　まだ先生の話は続いている。甘露が視線を感じて横を向くと、その先でダイヤが笑顔を見せて

、ヒソヒソと話し掛けてきた。

「オレ、ずっと精霊に見られてるなんてイヤだぜ。えっちーなんてな」

　ダイヤの裏声に、甘露はプッと吹き出した。

「コラ、そこ！うるさいぞ」

「はーい、すみませーん」

　教師の叱責に悪びれも無く、ダイヤは口先だけで謝ると、甘露に目配せしてみせる。

　それと同時にチャイムが鳴った。授業の終わる合図だ。まだ何か言いたそうにしていた先生も

、あっさりと講義を終わらせた。

 
「実際オレ、火の精霊には夢の中で二回しか話し掛けられたことないぜ。しかも、いばってや

がる」

　ダイヤはそう言って、口を尖らせる。

　甘露とダイヤは、学校から寮へと続く道をのんびりと、道草しながら歩いていた。



　他の生徒たちはさっさと帰っていったのだが、二人は庭の花壇を眺めたり、石の上にとまって

いたカナブンをつついたりして遅くなったのだ。

「僕の木の精霊は優しいよ。いい匂いがするんだ」

　甘露はそう言いながら、果物のような香りを思い出していた。

　精霊が魔法使いのタマゴたちに話し掛けてくるのは、夢の中だけだ。姿を見ることは出来な

いが、人間側のレベルが上がってくると、その精霊に相応しい姿を創造することが出来る。甘露

はまだ精霊の姿を見ることは出来なかったが、香りを感じるようになっていた。

　甘露がうっとりしていると、ダイヤはニヤッとして甘露の腕をとった。

「オンナか？」

「し、知らないよぉ！」

　甘露が真っ赤になってダイヤを押しやろうとする。

「知らないわけないだろ？声とか・・・・・・雰囲気で分からないか？オレの場合は、土と風の

精霊は男だ。火の精霊は女だけど、キツイ性格してるからなぁ」

　ダイヤはそう言って溜息をつく。

　人間と精霊の力の交換について、大体、一人の人間と一人の精霊が契約をするのが普通だ。

　だが火の精霊だけは、他の精霊との契約が成立し、力の交換が行えるようになった力の強い人

間と契約する。だから火の精霊と契約している人間は、二人の精霊と契約していることになる。

　火の精霊と契約している人間は少ないので、魔法使いのタマゴたちの間で人気者だ。しかもダ

イヤのように三人の精霊と契約している人間はとても稀で、能力の高さが窺われた。

「だからさっきの授業で先生が言ってたアレ、絶対ウソだぜ」

　ダイヤの物騒な言葉に、マジメな甘露は驚いて辺りを見回した。静かな秋の佇まいの中、二人

の他には誰もいない。

「うそって？」

「いつも精霊が見守ってるってとこだよ。そんなにビクビクしなくても大丈夫だって。どうせ先

生だって分かってるさ。オレたちにイイ子でいろって言いたいだけだろ」

　ダイヤは甘露の背中を軽く叩くと、続けた。

「オレの火の精は、土と風がどんなヤツだか知らなかったんだぜ。契約してることは知ってたみ

たいだったけど。契約するとオーラの色が変るんだと！だって、もし三人の精霊にずっと見られ

ているとしたら、オレのプライバシーはどうなるよ？」

「はあ」

　甘露は気の抜けた返事をした。彼は今まで、そんなことを考えたことがなかったので、どう答

えていいのか分からなかったのだ。それは甘露が、精霊に対して隠しておきたいようなことがな

いからだ。

「三人と契約するなんて、大変だね」

　甘露はあたりさわりのないことを言っただけだったが、ダイヤはその通りと言わんばかりに、

大きく頷いた。

 



　そうこうしているうちに、二人は寮の入り口についた。

　石作りの門から入ると、正面玄関のところに赤毛の美少女が立っていた。目をキラキラさせて

、ダイヤだけを見つめている。

「ダイヤ、おかえり！遅かったね」

「おう」

　ダイヤは軽く手を上げて、彼女の前を通り過ぎる。彼女はダイヤの背中を、熱い視線で追って

いた。

　甘露は、自分たちより小さな子なのに妙なパワーを感じて、怖気づく。彼女のダイヤに対する

秋波を感じ取った甘露は、ドキドキしてダイヤの後からついて寮に入った。

「あの子だれ？ダイヤ、彼女と仲がいいの？」

「マゼンダだよ。モミジのクラスメイトだから、ちょっと知っているだけだ」

　ダイヤがそれ以上何も言わないので、彼女の話はそこで終わった。

（モミジのクラスメイトってことは、二つ下か。彼女、可愛かったな）

　甘露はダイヤの横を歩きながら、マゼンダの快活そうな顔を思い出していた。

　ダイヤはモテるので、甘露はしょっちゅうそういう場面に遭遇する。

「いいな」

　小さくつぶやくと、ダイヤが不思議そうな顔をして甘露を見た。

「何か言った？」

「なんにも」

　甘露は謎めいた微笑みをみせる。何が羨ましいのか、自分でもよく分かっていなかった。



チーム

　甘露の同室は、ツェロと白玉だ。

　甘露より３つ年上のツェロと、３つ年下の白玉の、３人部屋だ。３人は仲良しで、甘露はダイ

ヤの部屋に遊びにいくとき以外、自室にいることが多かった。

　だが時々、部屋を狭く感じることがある。

　それというのも、ツェロの体が大きくて圧迫感を覚えること、白玉の双子の弟、白月がしょ

っちゅう遊びに来ているので、４人部屋のようだからだ。

　白玉と白月はそっくりだ。

　２人とも銀髪で、白い顔にピンクの頬をしており、小動物のように可愛らしい。

　しかし見た目は可愛いが、中身はなかなか他人に心を開かぬ、野生動物のようだった。２人は

同室になりたかったのだが、他人とも仲良くするようにと、部屋を分けられたのだ。

　彼らはそれが不満で、白月はよく白玉に会いに来る。

　そうしているうちに、双子は甘露やツェロと仲良くなり、他人にも目が向くようになった。特

に最近、双子は甘露がお気に入りだ。

 
　その日も学校が終わって、甘露が自室に戻ると、双子がちょこんとベッドに腰掛けていた。

　いつものことだが夕食までの自由時間、白月が白玉に会いに来ているのだ。ツェロは不在だ

った。

「ただいま」

　甘露が帰ってくるのを、白玉は待ち構えていたらしく、彼が部屋に入るや否や、切り出した。

「ねぇ甘露、次のお休みにキコリ山に行こうよ。きっとキレイだと思うんだ」

　甘露は白玉の突然の誘いに、鞄を机の上に置きながら考える。

「うーん、そうだね。・・・・・・ダイヤと一緒でもいい？」

「もちろん！！」

　白玉と白月が同時に答え、甘露はクスリと笑う。

　こういう風に、２人は同じ反応を示すことが多かった。どんなときにも通じ合っているような

２人が、不思議でおもしろい。

「ダイヤは火の契約者だもの。ひょっとして一緒にいたら、精霊同士も仲が良くなるかもしれな

いね」

　白月がそんなことを言うので、甘露は少し驚いてしまった。

「え？白月、そんなことを考えていたの？それはあまり・・・・・・関係ないんじゃないかな

？ずっと一緒にいるからって、組めるとは限らないんだよ」

　甘露は少し、物憂げな表情になる。

（白月が言うみたいに、ずっと一緒にいれば組めるようになるんだったらいいのに。そうしたら

僕は・・・・・・）

　人間と契約する精霊たちは、その特性で５つに分けることが出来る。



　火・土・風・水・木の５種類だ。

　基本的に、それぞれの精霊との契約者５人で１チームを組むことになるので、めでたく魔法使

いになることは、相性や能力の点で難しい。

　甘露は木の精霊と契約しているので、火・土・風の精霊と契約しているダイヤとカブってい

ない。ダイヤと組める可能性はあるのだが、あとは精霊同士の相性が問題で、そればかりは甘露

にも、どうすることも出来なかった。

　ちなみに双子は、水の精霊と契約している。

　甘露が黙ってしまったので、白玉が慌てて白月をどやしつけた。

「白月、変なこと言うなよ。甘露が困ってるじゃないか。・・・・・・ごめん甘露。僕たち最近

、グループのことを聞いたばかりなんだ。それで気になって。でもキコリ山に　甘露を誘った

のは、ダイヤのこととは関係ないよ」

「うん、分かってる」

　甘露は寂しそうに微笑んでから、あることに気がついた。

「あれ？そういえば、青嵐も火の精霊の契約者だろ？」

　青嵐は白月と同室で、甘露の２つ年上だ。たまに食堂で見かけるが、いつも女の子に囲まれて

、楽しそうにしているオトコマエである。

「そうだけど。青嵐よりダイヤの方が好きなんだ」

　白月はそう言ってから、慌てて手を振った。

「いや、青嵐はイイヒトだし、僕になんでも譲ってくれるけど、その・・・・・・」

　幼い白月は、上手く言えずに黙り込む。

　甘露も青嵐の噂は、よく聞いていた。

　彼女がたくさんいるとか、いつも青嵐の部屋には女の子が遊びに来ているとかだ。それが、白

月がこの部屋に入り浸っている理由の１つでもある。

「まあ、僕たちがゴチャゴチャ言っても仕方がないからね。・・・・・・それでキコリ山にはい

つ行こうか？朝ごはん食べたら、すぐ行く？」

　甘露が話題を変えると、双子はパッと飛びついた。

「うん！お弁当持って！」

　やっぱり双子は同時に同じことを言って、甘露を愉快な気持ちにさせた。

　キコリ山は小さな山で、寮のある場所と地続きのようなものだ。日当たりが良く、落葉樹が多

いので季節の移り変わりを感じやすい。双子が言うように、今頃キレイに色づいているだろう。

「楽しみだね」

　甘露は明日学校でダイヤを誘ったら、彼がどんな反応を示すかしらと想像して、幸せの予感に

胸を膨らませた。



ファースト・コンタクト

　ソラト学園の寮は広い。特に食堂は広くて、天井が高かった。

　食堂がすばらしいのは見た目だけではなく、そのメニューで、あちこちから集まってくる子供

たちのために、バラエティに富んでいて美味しい。

　小さな子供がホームシックにならないように、各地の郷土食のようなものまである。

　暖かくていい匂いのする料理が、所狭しとカウンターに並べられているのを見て「まるで魔法

のようだ」と言ったために、失笑をかった生徒までいるくらいだった。

 
　その日もダイヤは、モミジとヒイラギの３人で食堂に行った。

　モミジを弟のようにかわいがっているダイヤが、さっきまで彼の宿題をみてやっていたのだ。

ヒイラギはモミジの宿題に口出ししなかったが、２人のやりとりをそれとなく見守っていた。

　ダイヤが、きりのいいところまでやってしまおうと言ったので、食事に来るのがいつもより少

し遅い時間になってしまった。ダイヤたちは私服に着替えていたが、この時間になると、ギリギ

リまで学校にいた生徒たちは制服のままで、私服と制服の生徒が半々くらいだ。

　食堂がすいていることもあり、ダイヤはリラックスしていた。

「うー、ハラヘッタ。モミジの宿題が長引いたせいだぜ？」

　ダイヤはそう言いながらトレイを持つと、カウンターへ向った。食堂はセルフ・サービスで、

自分で料理を選ぶようになっている。

「だから食べた後でいいって言ったのに・・・・・・」

　モミジが小さな声でぶつぶつ反論する。その口を尖らせる様子がかわいくて、ダイヤはちょっ

かいをかけたくなった。

「ナマイキなことを言うのは、この口か？」

　ダイヤがふざけてモミジの口の端を軽くつまむと、案の定、過剰な反応が返ってきた。

「イタタ！止めてよ、ダイヤ」

　モミジが嫌がって飛び退いた、その時、後ろにいた私服姿の女の子にぶつかった。一瞬の出来

事だった。

「きゃあっ！」

　彼女はよろめくと、トレイに乗せている料理をぶちまけた。メイプル・シロップのたっぷり

かかった温かいパンケーキが、床に落ちる。

　そのうえ、料理を落とすまいと頑張ったことが裏目にでた。レンズ豆と緑のレタス、柔らかく

茹でたコーンなどのサラダを入れた皿がトレイの上でひっくり返り、たっぷりかけたソースが、

薄い色の服にべったりついてしまった。

「ひどい・・・・・・」

　彼女は黒い目を大きくみはり、オレンジ色に染まった自分の胸元を呆然と見下ろす。

「ご、ごめんなさい！わざとじゃないんです」

　モミジは慌てふためき、ハンカチを差し出そうとポケットに手を入れたが、何も入っていなか



った。

　さらに恐慌状態に陥るモミジの後ろから、そっとヒイラギが手を伸ばす。

「これを使って」

　彼の手には、水色のハンカチがあった。きれいにアイロンのかかった、清潔そうなハンカチだ

ったが、女の子は受け取ろうとしなかった。

「そんなのでは、どうしようもないわよ。この服、お母さんがミズ・ジョージの店で買ってくれ

たのに」

「はあ・・・・・・」

　モミジが力無く答える。

　彼には、ミズ・ジョージの店が何だか分からないようだ。

　ダイヤにも分からなかったが、彼女の口ぶりから、高価な品物を取り扱う店だとうかがえた。

「ほら！よく見て！これシミになっちゃう」

　彼女がモミジに向って胸を突き出すと、モミジは真っ赤になって瞬きを繰り返した。

「あ・・・・・・う・・・・・・ごめんなさい」

　モミジがいろんな理由で、弱りきっているのが分かる。ダイヤは２人の様子を見ながら考えて

いた。

（この子、同じクラスの子だよな。いつも後ろの方に座っている子だ）

　彼女はダイヤのクラスメイトで、東雲という。

　ダイヤは今まであまり口をきいたことがなかったが、かわいい子だと思っていた。真っ直ぐな

黒い髪と、意志の強そうな黒い瞳が神秘的で、密かに彼女に憧れている男子生徒も多い。だがそ

の黒は、ダイヤを拒絶しているように感じられるし、今まで機会もなかったので、同じクラスで

ありながら親しくはなかった。

　それでも知らないわけではないし、喧嘩をしている訳でもない。きっかけがこんなハプニン

グだったのが残念だが、とにかくダイヤは、彼女を説得しようと試みた。

「東雲さん？・・・・・・許してくれよ。元はと言えば、俺がふざけたのが悪かったんだ。ご

めん、謝る。それに東雲サンだって、そんな大切な服を着て食堂に来るのもどうかと思うぜ？」

　ダイヤは出来るだけ落ち着いて言った。ダイヤにしてみれば、服くらいで騒ぐ女の子の気持ち

は理解出来ない。だが、人によって大切な物が違うことくらいは理解出来た。責任も感じてい

たが、モミジの立場もある。

　ダイヤの言葉に、東雲は不満と怒りと、悲しみの混じった目を向けた。

　たぶん彼女も頭では分かっているのだ。だが、感情がついていかないのだろう。

「だって・・・・・・でも・・・・・・」

　東雲のピンクの唇が戦慄くを見て、ダイヤは助けを求めて辺りを見回した。

　モミジは真っ赤な顔をしていて、当てになりそうもない。ヒイラギはいつの間にか、いなくな

っていた。

　食堂は混んでいる時間ではないが、異変に気付いた生徒たちの注目を集めつつある。これ以上

の騒ぎになる前に、何とかこの場を納めたかった。



「参ったな」

　ダイヤが呟いたとき、その救い主は現われた。

「何の騒ぎ？」

　その男の声は澄んでいて、良く通った。

「青嵐！」

　彼女に青嵐と呼ばれた男は、ニコニコしながら近付いて来た。甘いマスクに爽やかな微笑みを

漂わせ、ゆったりと歩いて来る。いつも女の子に囲まれている彼が１人でいることは珍しく、制

服でいることからみて、何か用事をしていて下校が遅くなったのだろう。

　ダイヤは、遠くからしか見たことのなかった彼を近くで見て、妙な迫力を感じた。甘さだけで

はなく、滲み出る何かが彼にはあった。その何かが女の子たちを引きつけるのかもしれないが、

ダイヤは微かに威圧感を覚えたのだ。

（コイツ・・・・・・近くで見るとデカイな）

　ダイヤは僅かにコンプレックスを刺激されて、顔をしかめる。ダイヤも小さい方ではなかっ

たが、身長を気にしている彼にとって、背の高い青嵐に見下ろされるのは楽しい気分ではない。

「見て、青嵐。こぼしてしまったの」

　東雲が少し甘えるように胸を突き出すと、色男はオレンジ色の染みを見て、それからモミジと

ダイヤを見た。それで全てを悟ったのか、ああ、と頷く。

「それで騒いでいたのか。・・・・・・マズルカ先生なら魔法でキレイにしてくれるんじゃな

いか？」

　青嵐があっさり下した提案に、ダイヤは少し驚いた。

（そんなことに魔法を使うのか？第一、先生が生徒の服の染み抜きなんて、やってくれるのだろ

うか？）

　マズルカ先生は、風の精霊と契約している女の先生だ。

　優しい先生ではあるが、ダイヤは今まで、マズルカ先生が服の染み抜きをした話など聞いたこ

とがなかった。

「え？先生はそんなことが出来るの？」

　東雲はパッと顔を輝かせたが、ダイヤと考えは同じようだ。

「でも、そんなこと引き受けてくださるかしら？」

　しゅんとなった彼女に、青嵐は優しく微笑んだ。

「オレが一緒に行って、頼んであげるよ」

　その万年雪まで溶かしそうな笑顔に、ダイヤはウンザリしながらも、コイツなら出来るかもし

れないと思う。

「えっ、本当に？嬉しい！」

　東雲が踊りだしそうに喜んだところに、彼女の友人たちが現われた。

「シノ！良かったね」

　東雲と同じくらいかわいい２人の女の子の後ろに、ヒイラギがいた。

「ヒイラギさん、どこにいたの？」



　ダイヤが近付いて小声で訊ねると、彼は軽く息を弾ませた。

「ワルイ。彼女の友達を探して来たんだ。仲裁してもらおうと思って。でも、その必要はなかっ

たみたいだな」

　ヒイラギはそう言って、青嵐を見た。青嵐もヒイラギを見る。

　そのときダイヤには、青嵐が少し驚いているように見えた。

「お前・・・・・・誰だ？」

　その、らしからぬマヌケな問いに、ダイヤは口をあんぐりさせた。

　ヒイラギは冷たい目で、青嵐を見る。

「お前のクラスメイトだよ、セイラン」

「いつから？」

　青嵐の失礼さに、ヒイラギはカチンときたようだ。

「ずっと同じクラスにいたよ。お前は女の子しか見ていないから、気が付かなかったんだろう？

」

　ぶっきらぼうなヒイラギの言葉に、青嵐は納得したようだった。

「なるほど」

　ヒイラギは軽く溜息をつくと、ダイヤとモミジを促した。

「ほら、食事にしよう。腹が減ったんだろう？」

「あ、ああ。そうだな」

　ダイヤはやっと事態が収集して、安堵する。まだボーっとしているモミジに、今度は優しく声

をかけた。

「ほら、モミジも。どうした？」

「うん」

　モミジはもじもじして、定まらない目でダイヤを見る。

　不審に思ったダイヤが問いただそうとしたとき、モミジは頬をサクランボのように染めて東雲

を見つめながら、心ここにあらずといった感じでつぶやいた。

「あの子・・・・・・かわいいね」

「ええっ！？」

　モミジのお気楽さに、ダイヤは面食らったのだった。



ピクニック

　山の秋は短い。色づいたかと思うと、すぐに雪が降るようになるのだ。

　だがソラト学園は精霊の恩寵を受けているからなのか、美しい季節が長く続く。

　

　甘露たちは、キコリ山がトパーズ色に染まった暖かい日曜日、お弁当を持ってピクニックに出

かけた。

「ねえ、ダイヤ。本当にモミジを誘わなくて良かったの？」

　甘露が隣を歩くダイヤに訊ねる。

　ダイヤは、時々石を蹴ったりしながら歩いていた。

「ああ。友達の部屋に遊びに行くって言ってたぜ」

「そう」

　甘露は納得したような返事をしたが、心の中ではアヤシイと思っていた。

　さっきダイヤたちの部屋へ迎えにいったとき、モミジの様子が変だったのだ。ヒイラギの方は

、いつも通りだった。彼は日曜日だというのに、いつものピシッとした格好で机について本を読

んでおり、甘露には、「やあ」と言ったきりだった。

　ヒイラギの無愛想は、いつものことだ。甘露は、ヒイラギが下級生達から陰でクール・ビュ

ーティと言われているのを知っていた。彼は綺麗な顔をしているが、同室の子以外には素っ気無

くて冷たいという評判だ。

　でもモミジの方は、そうではない。彼はいつも甘露に会うと親しく話しかけてくるのだ。だが

そんな彼も、今日は違っていた。モミジは甘露の方を見ようともしないで、ベッドの上で何かを

書いていた。

（ダイヤもモミジのことを知らん顔していたし。また喧嘩かな？）

　二人はしょっちゅう喧嘩をしていた。だがすぐに仲直りするので、周りもそんな二人を放って

おいている。今回もモミジの様子が気になったが、ダイヤが何も言わないので追求するのを止め

ることにした。

　今日は空気も澄み渡り、青い空が高い。開放的な気分になって、甘露は今日という日を楽しむ

ことに決めた。

「しかしあの二人、歩き方もソックリだな」

　甘露の心配をよそに、ダイヤが笑いながら言う。

「そうだね」

　甘露もダイヤの視線を追って、前を並んで歩く双子の後ろ姿を見た。背格好も髪型も同じで、

ぴょこぴょこと左右に揺れる角度までソックリだ。

　甘露とダイヤは顔を見合わせて笑った。

　楽しそうな笑い声に、双子が同時に振り向いた。

「なに？」



　そのハモリ具合にますます可笑しくなるのを、甘露とダイヤは堪える。

「いや・・・・・・何でもないよ」

　ダイヤが笑いながら言うので、全然説得力がない。

「じゃあ、どうして笑ってるのさ？」

　白月が突っかかるのを、ダイヤは待てと手で制した。４人で出かけるのが楽しくて、ダイヤは

少し浮かれている。ちょっとしたことが可笑しくて仕方がない。

「かんろぉ」

　白玉が甘露に泣きつくので、甘露は説明してやることにした。

「ダイヤは、白玉たちがソックリなのが可笑しいんだって」

「えー？そんなの前からだろ？どうして今頃笑ってんのさ」

「ヘンなのー！」

　双子に一刀両断にされ、ダイヤの笑いがやっと収まる。

「こらー！」

　突然始まった追いかけっこを、甘露は笑いながら見ていた。 
　ふざけながら山に入ると、鳥の鳴き声に迎えられる。ずっと高いところで、仲間を呼ぶ声が響

いていた。

「見て！ドングリ」

　白玉が小さな木の実を拾う。

「食える実はないのか？」

　ダイヤがすぐ食べることを言うので、甘露は少し呆れてみせた。

「ダイヤって食いしん坊だね」

「食べることを楽しまないヤツは、損してるぞ」

　ダイヤの意見を、双子は気に入ったようだった。薄いグレイの瞳を見開くと、ほんのりルビー

の色に染まる。

「美味しい実を探そうよ！」

　白玉が興奮して駆け出すと、それにつられて白月も走りだす。甘露はヒヤヒヤしながら叫んだ

。

「遠くに行くなよ！」

「ちょっと心配しすぎじゃないか？」

　ダイヤがのんびりそう言って、甘露の肩に手を置く。

「お前、お母さんみたい」

「えええー！？」

　甘露はのけぞって倒れそうになる。言ったダイヤまで照れた顔をするので、甘露は真っ赤にな

ってしまった。

「ヘ、ヘンなこと言うなよ。僕たちも行こうぜ」

　甘露はギクシャクと双子の方へ向って歩き出した。

「甘露〜！」



　白月が呼んでいる。これ幸いと、甘露は白月の方へ走った。

（ダイヤったら、僕のことをそんな風に思っていたなんて！）

　チラリと振り返ると、ダイヤが森の方へ入っていくのが見えた。

　ダイヤが追いかけてこないことが少し残念だったが、甘露はすぐに機嫌を直して白月に追いつ

いた。白玉はいない。どうやら別行動になったらしかった。

　いつもベッタリの２人にしては珍しいな、と思う甘露に、白月がニコニコと質問する。

「これ食べられるかな？」

　彼が指差した先には、紫色の実がなっていた。

「食べれるんじゃない？」

　無防備に知らない実を食べることは、良いことではない。ごく稀に、毒がある場合もあるか

らだ。だが甘露にはある程度の知識もあったし、本能的に毒のあるものは見分けられる自信もあ

った。

　甘露は走って来たテンションで、深く考えずに実を摘んで口に入れる。

「んっ！？」

　甘露が固まると、白月は素っ頓狂な声を出した。

「どうしたの！？」

　白月が心配して覗き込んでくるのを面白がりながら、甘露はニコリと笑ってみせた。

「美味しいよ」

「わーい！」

　白月がぴょこぴょこ飛んで喜ぶ。

　その実は甘酸っぱくて美味しかったが、実が小さいので１粒ずつでは満足感が得られなかった

。甘露と白月は夢中で実を食べながら、少しずつ森の奥へと入っていった。

「ねえ、甘露」

　白月が実を食べながら、話しかける。

「なに？」

「甘露もダイヤと組みたいんでしょ？」

　甘露はまたその話か、と思って白月を見た。白月は先日から、そのことが気になっているよ

うだ。

「うん・・・・・・そりゃあね」

　甘露が正直に言うと、白月は目をチカリと光らせる。

「僕と白玉と、甘露とダイヤ。これで火・土・風・水・木、全ての精霊が揃うと思わない？甘

露も、このメンバーだと嬉しいでしょ？賛成してくれるよね？」

「え？そりゃ嬉しいけど・・・・・・そんなこと可能なのかな？」

　双子が水で甘露が木、ダイヤが火・土・風の精霊と契約しているので、確かに５種類の精霊が

揃うことにはなる。だが甘露は、５人以外の人数のチームというのを聞いたことがなかったし、

水の精霊との契約者が２人なんてダブる話も聞いたことがなかった。そもそも、そんな希望通り

に組めるわけでもないのだが、白月は可能性の話をしているのだろう。



　甘露が返事に困って考えていると、白月は甘露の反応の悪さに消沈したのか、胸の内を告白し

始めた。

「僕は白玉と離れたくないんだ。僕たちは２人で１人なんだよ。分かるでしょ？だ

から・・・・・・能力の高いダイヤなら、何とかしてくれるんじゃないかって思うんだ」

　それでダイヤにこだわっていたのかと、甘露は納得する。甘露はなんだか白月が可哀想にな

って、うんうん、と頷いてみせた。

「そんなことが可能かどうか、先生に聞いてみてあげるよ。・・・・・・でも、もしかしたら精

霊だけじゃなくて、人間も５人必要なのかもしれないよ？」

「そうしたら、もう1人いるね。例えば・・・・・・ツェロとか。青嵐でもいいや」
　どうしてそこで、いつもは口にしないルーム・メイトの名前が出たのか、白月は何気なくそ

う言ってから、ハッとして叫んだ。

「あ、そうか！青嵐！青嵐にしよう！青嵐も強いから最強チームだな！」

　まるでもうチームが決定したかのように、白月が喜ぶ。

　甘露は苦笑して、白月を見た。白月はツェロと親しくしているのに、青嵐がいいと言うとは思

わなかった。そこまで最強チームにこだわるとは、何か理由があるのだろうか。

　白月の提案する最強チームが、実現する可能性は低いと思っていたが、それを説いて白月を落

ち込ませたくはなかった。それに甘露も、白月と夢をみたくなったのだ。ダイヤと一緒にチーム

が組めたら、どんなに嬉しいだろう。

　そんなことを２人で話しているうちに、甘露はダイヤと白玉の姿が見えなくなっていることに

気がついた。

「あれ？ダイヤたちはどこに行ったんだろう？」

　森の奥からザーっと風が吹いてきた。乾燥した木の葉が風に舞って、カサカサと音をたてる。

　顔を上げると黄金色が目に飛び込んできて、世界の美しさを甘露に教えてくれていた。

　でも、ダイヤがいない。

「あっちに行ったのかな？」

　甘露は不安になって歩き出した。

「甘露、待って」

　白月が駆け寄って甘露の手をとる。白月の小さな手を握り返すと、暖かさが伝わってきた。甘

露は不安を隠して、森の奥へと入っていった。この辺りはよく来る場所なので、迷うことはない

。だからそれほど心配することでもないのだが、ダイヤと離れてしまった、それだけで不安にな

ったのだ。

　道を外れると、あちこちでカサコソと音がした。木の陰にいる小さな動物たちが、慌てて逃げ

るところなのだろう。

「何かいるね」

　甘露が白月を見下ろすと、白月は目をキラキラさせていた。

　そんなことが珍しかったのも最初のうちだけで、段々甘露はまた不安になってきた。だがそ

れを、小さい子に話して不安がらせるわけにもいかず、甘露は黙って耐えていた。



　無口になっていく甘露に、白月がそっと声をかける。

「ねぇ、甘露」

「なに？」

「僕、あっちの方に白玉がいる気がするんだけど」

　そう言いながら白月は、もと来た道の方を指差した。

「え？どうしてそう思うの？」

　甘露が不思議に思って訊ねたが、白月は困ったような顔をしただけだった。

「どうしてって・・・・・・んー。感じるんだ」

　白月は上手く説明出来ないようだった。ただ、真剣な顔をしてじっと甘露を見ているだけだ。

（白月は白玉と不思議な力でつながっているからな。・・・・・・白月の言うことは本当かもし

れない）

　甘露はそう思い、白月の言葉を信じて引き返すことにする。

「そうか。白月がそう言うならそうかもね。それに、奥へ行くより戻った方がいいのかも」

　２人はくるりと回れ右すると、来た道を戻っていった。

　甘露たちが、元いた場所まで引き返してみると、何のことはない、ダイヤと白玉がそこで実を

摘んでいた。２人は別の方角へ行ったようだったのに、いつの間にか戻ってきていたのだろう。

「あ、甘露！この実食ってみろよ！ウマイぜ」

　ダイヤの屈託のない声に、甘露はドッと安心感が湧き起こった。ダイヤは、甘露たちがいな

くなっていたことにも気付いていないようだ。

「あ？ああ」

　甘露はダイヤと会えた嬉しさと、自分がみっともなく不安になっていた気恥ずかしさ、そして

どうやら、そのことにダイヤが気付いていないことへの可笑しさから、複雑な表情になった。

　妙な声の出てしまった甘露を、白月がチラリと見る。甘露の安心を感じ取ったのか、白月は甘

露の手を離して白玉に駆け寄った。２人はすぐ、楽しそうにお喋りを始める。

　甘露もギクシャクとダイヤに近寄った。平然としているダイヤを見て、ちょっとダイヤが見え

なくなっただけでうろたえてしまったことが、恥ずかしくなった。だから、ダイヤを探していた

ことは言わないことにする。甘露は少し、負けず嫌いなところがあった。

　ダイヤは、そんな甘露の気持ちの揺れに気付かず、ニコニコと楽しそうに笑っていた。

「そろそろ昼メシにしないか？あっちにいい場所を見つけたんだ」

　ダイヤはそう言うと、甘露の手をとって歩き出す。

　甘露は、強くダイヤの手を握り返した。

（黄金色の山はキレイだけど、僕はこの黄金色が一番好きだな）

　甘露は秋の日差しの中でキラキラ光る、ダイヤのハニー・ブロンドに見とれていた。双子たち

がスキップしながらついてくる足音を聞きながら山道を歩いていくと、程なく広い場所に出た。

周りをグルリと木に囲まれた中に、ぽっかりとそこだけ木が切ってあり、座るのに良さそうな切

り株がある。お昼を食べるにはちょうどいい場所だ。しかしそこには、すでに先客がいた。

「青嵐！」



　白月の声に反応した男が、こちらを向く。彼が笑顔を見せながら手を振るので、甘露たちはそ

のまま近付いた。近付いていくと、青嵐の向こう側に女の子がいることに気がつく。背の高い青

嵐の陰に隠れていたので、見えなかったのだ。彼女は巻き毛の可愛い子で、猫のような目で甘露

たちを見ていた。

「白月もピクニック？」

　青嵐はニコニコしながら白月に話しかけ、それから隣の彼女を振り返る。

「この子が、オレの部屋の双子ちゃんだよ」

「そうなの。青嵐の部屋って1人部屋かと思っていたわ・・・・・・こんにちは。本当にソック
リね」

　女の子は勿体つけるような話し方をすると、双子たちを頭のてっぺんから足の爪先までジロジ

ロ見た。

　白月はもごもごと返事をしたようだったが、何を言ったのか分からなかった。

　彼女は立ち上がると、青嵐に微笑みかける。

「そろそろ戻りましょ。私たちもランチを持って来れば良かったわね」

　彼女には、甘露たちの鞄の中身が分かったらしい。

　さっさと歩き出す女の子に遅れて、青嵐は立ち上がりながら白月の肩に手をやった。

「オレたちは退散するから、ここに座って食べるといい。寒くなる前に帰れよ」

　そう言いながら、双子に流し目をくれる。

　甘露とダイヤは、黙って成り行きを見守っていた。

　甘露は青嵐とこれまで面識がなかったが、さっき白月が、一緒に組んだら最強チームになる

と言っていたことを思い出す。ありえないことだが、想定するだけで彼のことを身近に感じてく

るから、不思議だ。

　青嵐は立ち去り際に、甘露とダイヤに目を移すと何気ない感じで言った。

「ありがとう」

「え？」

　甘露とダイヤは、何に対してのお礼か分からずキョトンとしていたが、青嵐はさっさと行って

しまった。

「ねえ？何だったと思う？さっきのお礼」

　甘露がダイヤに訊ねると、ダイヤも首を捻った。

「さあ？なんだろう。・・・・・・オレが思うにだな、１、白月の面倒をみてくれてありがとう

。２、戻るきっかけを作ってくれてありがとう。３、”ありがとう”と”こんにちは”を間違えた。の
、どれかだと思うんだけど？」

「ダイヤったら〜。１はともかく、３は何？」

　甘露はクスクス笑ってダイヤに抱きついた。ちょっとした仕草やばかばかしい会話が、愛しく

てたまらない。

　ダイヤは甘露を受け止めながら、双子を見る。

「そういえば白月、さっきあの女の子を見ていて気がついたんだけど、いつもあんな風に、双子



だとかソックリだとか言われてるのか？」

「そうだよ。僕たち、たまにウンザリすることがあるんだ」

　白月は少し興奮して言った。

　確かに、一緒に楽しめる場合はいいが、さっきみたいに不躾に見られたりするのは、良い気分

ではないだろう。

「そっか。オレもいつも言ってるな。ごめん、気をつけるよ」

　ダイヤがそう言うと、白月が慌てる。

「いつもイヤなわけじゃないよ。限度ってのがあるんだ」

　もう1人の当事者である白玉も、フォローにまわった。
「そうだよ、ダイヤは嫌じゃないよ。・・・・・・でもダイヤって優しいね。だからダイヤが

好き！」

　そう言って、彼はダイヤに抱きついた。それを見て、今度は白月が慌てて真似をする。

「僕もダイヤが好き！」

　双子が競争でタックルしてくるので、ダイヤはよろめいた。

「今日は一体どうしたんだ？オレってモテモテだな」

　ほんのり赤くなって照れ笑いするダイヤに、甘露は複雑な思いで笑い返す。

　甘露は、双子たちがダイヤを好きなのは彼の能力の高さだけではなく、こんなところも気に入

っているんだろうなぁと感じていた。



月の夜　（サイド・ストーリー）

　月の明るい夜。

　真珠のような月が山々を照らし、魔法使いのタマゴたちが暮らす石造りの建物にも、冷たい光

を投げかけていた。

 
　ソラト学園の寮には各棟、各階にミーティング・ルームと呼ばれる部屋がある。そこは廊下か

らもよく見える開放的な部屋で、ちょっとした待ち合わせから話し合い、宿題にも使われていて

、誰もがいつでも自由に使える共同スペースだ。

　昼間は常に誰かが利用しているその部屋も、消灯時間を過ぎると無人になる。夜になると、ま

るで壁に音が吸い込まれたかのような静寂が訪れるのだ。

　だが、今夜は少し違っていた。さっきから１人の生徒が、ミーティング・ルームの大きな窓か

ら月をながめていた。彼のほっそりした小さな顔は、月に照らされ青白く輝いている。そして美

しい切れ長の目を伏せると、せつなく溜息をついた。

「どうして、あんな・・・・・・」

　小さくつぶやく生徒は、ヒイラギだった。

　彼は消灯時間を過ぎても眠ることが出来ず、こっそり部屋を抜け出したのだ。気分転換に廊下

を歩き、月を見ながら心を静めようとしたのだが、それは無駄な努力に終わった。

　ヒイラギがソラト学園に来てからずっと好きだった彼と、数時間前に初めて会話らしい会話を

したのだ。

　一目惚れだった。

　同じクラスだと知ったとき、ヒイラギはとても嬉しかったことを覚えている。だがヒイラギは

感情をオモテに表すことが下手で、誤解されることが多い。それにかの人は人気者で、ヒイラギ

が近寄れる雰囲気ではなかった。

「・・・・・・セイラン」

　想い人の名をつぶやいて、ヒイラギはそっと唇に指を当てた。

　その名を呼ぶだけでドキドキする。

　少し前に食堂で話したとき、青嵐は初めてヒイラギを認識したようだった。ヒイラギはもっと

優しい言葉をかけたかったのに、ぶっきらぼうな物言いになってしまったことを後悔している。

青嵐と話せた喜びと、気の利いたことが言えなかった後悔で、彼の心はぐちゃぐちゃになって

いた。

（嬉しいけど悲しい。ドキドキするけど、ドンヨリもする）

　相手に良く思われたいから悩むのだ。恋の喜びと苦しみで、ヒイラギは眠れなかった。

　窓の外には花壇があり、秋に咲くユリ科の花が咲いているが、ヒイラギのいる場所からは見る

ことが出来ない。ここから見る景色にも、そろそろ飽きてきている。ヒイラギが何度目かの溜息

をついたとき、突然ドアの方から声がした。

「お前も眠れないのか？」



　ヒイラギが驚いて振り返ると、そこに誰あろう、青嵐その人が立っていた。

「！？」

　ヒイラギは夢をみているのかと思った。自分は立ったまま、眠っているのではないのかと。そ

れとももしかして、この場所に来たことすら夢で、本当は今頃３人部屋でぐっすり眠っているの

ではないだろうか？

　青嵐の顔は月の光で陰影がくっきり浮かび上がり、まるで彫像のように神秘的だった。

　ヒイラギがぼんやり見とれていると、女神に愛される男はニッコリ微笑んでみせる。

「月を見ているのか？」

「あ？・・・・・・ああ」

　一瞬、何を聞かれたのか分からず、ヒイラギは返事が遅れた。夢の中では、反応が遅くなるの

かもしれない。

　無表情のヒイラギに、青嵐は軽い感じで言った。

「月ならオレの部屋からも見えるぜ。来いよ。すごく眺めがいいんだ」

　青嵐はそれだけ言うと、返事も待たずにドアへ向って歩き出す。

　ヒイラギは引きとめようと後を追った。

「あの、セイラン・・・・・・こんな時間じゃ、同室の子に迷惑がかかるだろ？」

　これでは了承したも同然だ。

「今夜も、オレ１人だよ」

　青嵐は問題ナシ、とばかりに唇の端を片方つり上げて笑った。

 
　青嵐の部屋は１つ上の階で、階段を上がってすぐの部屋だった。二人分の荷物があるが、ベッ

ドは２つともカラだ。

「元々、２人部屋なんだ。同室の双子ちゃんは、いつも片割れの部屋にいるから、大体オレ１人

だね」

　青嵐は肩をすくめると、自分のベッドに腰掛けた。

　キチンと片付けられた部屋は清潔感があるが、どこかよそよそしい感じもする。

　ヒイラギは夢うつつでノコノコついて来てしまったが、頭がハッキリしてくると、あまりの展

開の早さにどうしていいのか分からなくなってきた。

　ベッドにいる青嵐を見ることが出来なくて、窓辺に直行すると、カーテンを開けて外を見る。

背中に青嵐の視線を感じ、緊張しながら景色をながめた。

　青嵐が言うように確かに月は見えたが、夜の山なんてどの部屋から見ても、そんなに変りは

ない。しかもヒイラギは、今になって騒ぎ始めた自分の心臓の音が気になって、景色を見る余裕

など無かった。

　青嵐は、そんなヒイラギに追い討ちをかける。

「こっちに来て座れよ」

　ぽんぽんと自分の隣を叩く青嵐を、ヒイラギは無視した。さっきまで、もっと青嵐に優しくし

ようと思っていたことなど、忘れ去っている。



（青嵐は何ともないかもしれないけど、俺は困る。女好きの青嵐は俺のことをただの友達だと思

っているんだろうけど、俺は困る。ベッドに青嵐と並んで座るなんて、俺は・・・・・・）

　考えるだけで、ヒイラギは目が回りそうだった。言い訳をする余裕さえなくて、黙って外を見

つめる。いや、実際には景色なんて見ていないから、立っているだけだ。

　こういう不器用さのせいで、ヒイラギはクールだと思われている。彼は他人から自分がどう見

られているのか知ってはいたが、だからと言ってどうすることも出来なかった。

（せっかく青嵐が呼んでくれたのに、俺は楽しい会話なんて出来なくて、嫌われてしまうかも。

もう帰ろうか。・・・・・・そうだ、時間も遅いことだし、もう帰ろう）

　ヒイラギがそう思ってクルリと振り返ると、近付いてきた青嵐にイキナリ抱きしめられた。

　驚いて息が止まる。

　身を硬くするヒイラギは、青嵐の大きな腕にすっぽりと包み込まれた。ヒイラギも小さい方で

はなかったが、青嵐はそれ以上に大きい。服越しに青嵐の温もりが伝わってきて、ヒイラギの胸

は早鐘のように鳴った。

（青嵐は女の子が好きなのに、どういうこと？彼はただの友達のことも、こういう風に抱きしめ

るのだろうか？）

　ヒイラギは混乱して、されるがままになっていた。今までずっと青嵐のことを見てきたのに、

こんな行動をとるとは予想もつかなかった。彼を抱き返していいのか、突き放すべきなのかも分

からない。

　無反応なヒイラギに青嵐はどう思ったのか、怖がらせないように慎重にささやきかける。

「綺麗だ、ヒイラギ。こうやって抱きしめていても、幻みたいに消えてしまいそうだな」

　他の人に言われたら笑ってしまいそうなセリフも、青嵐に言われると胸が高鳴った。

　シンジラレナイ！

　ヒイラギはときめいて、そして１つの疑問が頭に浮かぶ。

「セイラン、俺の名前を？」

　数時間前、食堂では名前も知らなかったではないか。ヒイラギの質問に、青嵐は苦笑しながら

答える。

「お前、有名人だったんだな。みんなが知っていたよ」

　みんなとは、青嵐の取り巻きたちのことだろう。そう思ってヒイラギの胸はツキンとした。多

情な男には複数の彼女がいる。

　ヒイラギの苦痛に気付かず、青嵐は饒舌だった。

「オレは今まで、自分から他人に興味をもったことが無かったからな。お前が初めてだよ、ヒイ

ラギ。・・・・・・今までお前の存在に気が付かなかったなんて、もったいないことだ」

　ヒイラギはそんなことを言われても、喜んでいいのか分からなかった。いつも女の子たちに囲

まれているくせに、なんて薄情な男なのだろう。彼の取り巻きたちが気の毒に思える。

　だが今、青嵐はヒイラギのものだ。

　青嵐は抱擁を解くと、ヒイラギの顔を見つめた。

「神様に感謝したいね。・・・・・・いや違う。あの子たち。ヒイラギの部屋の子たちだろ？あ



の子たちにお礼を言いたいくらいだ。お前に気付かせてくれてありがとうって」

　ヒイラギは自分を口説くハンサムな男を、ぼーっとして見ていた。

（こんなこと・・・・・・ウソみたいだ。今までずっと俺の方が彼を好きだったのに）

「好きだよ、ヒイラギ。・・・・・・お前は？こうしていても嫌がらないってことは、少しは希

望を持っていいのかな？」

　青嵐の熱い眼差しに、ヒイラギの体温も上がりそうだ。ヒイラギは勇気を出して、ずっと胸に

秘めていた思いを告げる。

「俺も好きだよ、セイラ・・・・・・」

　言い終わらないうちにキスされて、ヒイラギは溶けた。

　月明かりの中で、２人の影は長い間離れなかった。



優しい闇　（サイド・ストーリー）

「ヒイラギは泳ぎが得意なのか？」

　唐突に聞かれて、ヒイラギは訝った。

　そして先日から質問ばかりする男を、静かに見つめた。

 
　ヒイラギは初めて青嵐とキスした翌日から、毎晩のように彼の部屋を訪れるようになった。ダ

イヤとモミジの寝つきが良かったので、二人が寝てしまってからこっそり自室を抜け出すのだ。

　青嵐はいつも一人で待っていて、ヒイラギが顔を見せると待ち焦がれていたように強く抱きし

める。

　月の無い夜はヒイラギの姿が見えないと言って、青嵐は魔法で小さな明かりを灯した。

　ヒイラギは、青嵐の呪文を唱える声が好きだ。彼は声をひそめて唱えるのだが、どうしたって

良く通る声は厳かに響き、ヒイラギは聞き惚れてしまうのだ。

　青嵐の創った小さな青い光は白い貝殻の上で揺らめき、幻想的な雰囲気になる。それをサイド

・テーブルの上に置くと、二人はベッドに腰掛けていろいろなことを話した。

　ヒイラギは最初こそ青嵐のベッドに座ることを躊躇っていたのに、そのうちそれにも慣れ、付

き合いが親密になってきている。話しながらキスをして、唇が離れると話を続ける。それは急速

に心と体を結びつけるようで、心地良かった。

　しかし最近の青嵐の質問攻めを、ヒイラギは不思議に思っていた。今も隣に座る男の爽やかな

笑顔さえ怪しんで、ヒイラギは慎重に答える。

「いや、特に得意というわけでは・・・・・・なぜそんなことを聞く？」

（セイランはいつも唐突だな。しかも身上調査のような質問だ）

　ヒイラギは細い眉を寄せて不信感を露にしたが、陽気な男は上機嫌でヒイラギの白い頬に軽く

キスをした。

「ヒイラギは水の精霊持ちだから、泳ぎが得意なのかと思って」

「じゃあセイランは、穴掘りが得意なのか？」

　ヒイラギが少しイジワルな気持ちになって、質問に質問で答えると、土の精霊の力を強く持つ

男はハッとして笑った。

「そうか。・・・・・・そうだよなぁ」

　青嵐の間延びした答えに、ヒイラギは呆れたような視線を送ったが、その冷たい視線にものと

もしない男に腰を引き寄せられる。

「でも、オマエが泳ぐ姿はキレイだろう」

　耳元で囁かれる青嵐の口説き文句に取り合わず、ヒイラギはマジメに答えた。

「綺麗なフォームかどうかは分からないが、泳ぐことは好きだ」

「キレイというのは、そういう意味ではないのだが」

　苦笑する青嵐に、瞳を覗き込まれる。

　だがヒイラギの夜のような瞳は、青嵐を写しながらも彼を見てはいなかった。青い光が謎めい



た瞳を照らす。ヒイラギはうっとりと、故郷の湖に思いを馳せていた。

　ヒイラギは夏休みに帰省した際、湖のほとりで避暑をすることを楽しみにしていた。その湖は

彼の家から少し離れたところにあり、青い空を写した静かな水面の、濃いブルーが美しい。澄ん

だ水で泳ぎ、疲れると木陰で本を読む。それが彼にとっての贅沢な夏の過ごし方だ。

（もしかしたら、あの湖の精が俺に力をくれているのかも・・・・・・）

　ヒイラギが懐かしさから微笑んでいると、青嵐がムッとした声を出した。

「ふうん。その割には焼けてないな」

　我にかえったヒイラギは、大きな手でシャツをめくり上げられていることに気付く。

「やめろよ」

　体を捻って、イヤラシイ手から逃れた。

「俺をおいて、一人で思いに耽るなよ」

　青嵐がそう言って、笑いながら抱き寄せようとする。ヒイラギは軽く押し返すように抵抗し

たが、細い腕の抵抗などものともしない青嵐は、気にしていないようだ。

「オマエが泳ぐところを見てみたいな」

　貫禄のある声でそう言われると、ヒイラギは力が抜けて強い腕に捕らえられる。

「見せないよ」

　それでも屈せずヒイラギが反発してみせると、ニヤリと笑った青嵐にキスされた。

　唇を押し付けあうだけのキスが、次第に深くなっていく。

　そのうち二人は、舌を絡ませあうことに没頭した。

　強い快感にヒイラギは何も考えられなくなって、必死で男にしがみつく。

（嗚呼、セイラン。どうしてこんなに・・・・・・）

　ヒイラギが切なくなっていると、青嵐の唇が解けて優しくついばむように唇で顔を愛撫される

。

　フレンチ・キスが横断していき、形の良い耳に辿り着いた。

「あ・・・・・・セ、イラン・・・・・・そこはヤメテ」

　ヒイラギが溜息みたいに訴える。

　彼の耳は、青嵐の熱心な愛撫を受けていた。

　強弱をつけてはさまれたり舐められたりするたびに、ヒイラギは腰の辺りがざわざわしてくる

。

（なんで・・・・・・こんなところで。俺の体はヘンなのか？セイランに触られているだけで、

オカシクなりそうだ）

　ヒイラギが弱りきっていると、青嵐の茶化すような声がした。

「耳で感じるなんて、驚いた？」

「お・・・・・・俺は、オマエみたいに遊んでないからな」

　ヒイラギは睨もうとしたが、力が入らず失敗する。

　ヒイラギの感度が良すぎるのか。それとも好きな相手だから、過剰に反応してしまうのか。

　とにかく、ヒイラギは悔しかった。



　それで憎まれ口をたたいてしまうのだが、本当は青嵐が見た目より遊んでいないことに気付き

初めていた。ヒイラギが青嵐の部屋に通うようになってから、一度もこの時間帯に女の子たちが

ウロウロしているのを見たことがない。彼女たちは、消灯時間までには帰っていくようだ。

（だからといって、セイランが女の子たちと付き合うことを止めたわけではないのだけ

れど・・・・・・）

　ヒイラギはそう思って、少し悲しい気持ちになった。青嵐と付き合っているつもりでいたけ

れど、青嵐は彼女たちと別れる気がないようだ。

（俺は結局、青嵐のたくさんいるカノジョの一人になったに過ぎないのだろうか。青嵐は、交際

相手に一人くらい毛色が変ったのがいてもいい、くらいに思っているだけなのかもしれない）

「どうした？悲しい顔をしているね」

　青嵐がそう言って、ヒイラギの頬を撫でる。

　温かく、優しい手。

　ヒイラギは、その手にすがりついて何もかも打ち明けたくなる気持ちと戦った。

「気のせいだろ。俺はこんな顔だ」

　ことさら素っ気無く言い放つ。

　ヒイラギに青嵐の不実を責める気はない。自分と彼女たちとどちらが好きかと詰め寄るなど、

プライドの高いヒイラギには出来なかった。それに、今のままの青嵐を好きなのだ。

　女タラシで、誰にでも優しくて泰然としていて・・・・・・王者のようなセイラン。

　だが、少し悲しい。

（俺の気持ちには気付かないくせに、どうして気遣うようなことを言うのだ。セイランに優しく

されると嬉しいけれど・・・・・・胸が苦しい）

　きゅんと胸が痛んで、ヒイラギは顔をしかめた。

　ヒイラギの切なさを知らぬげに、青嵐はフッと微笑む。

「こんな顔？そんな顔がオレは好きだけどな。・・・・・・そうそう、こないだお前の部屋のコ

たちに、お前と引き合わせてくれたお礼を言ったんだぜ？」

「なんだって！？」

　青嵐の爆弾発言に、ヒイラギは素っ頓狂な声をあげて目を見開いた。

「なんて言ったんだ！？」

　ヒイラギが珍しく強い調子で言うのを、青嵐は片眉を上げて受け流す。彼はそれくらいで動じ

たりはしなかった。

「ありがとうって」

「それだけ？」

　ヒイラギが攻め寄る。

「それだけ」

　青嵐がしれっと言うのを聞いて、ヒイラギは脱力してそのままベッドに倒れこんだ。

（脅かすなよ・・・・・・それではバレてないな）

　ヒイラギが安堵していると、青嵐の不満げな声が聞こえた。



「ヒイラギはオレとのことを、隠したいのか？」

　二人の関係を曖昧にしているクセに、青嵐は何を責めているのか。無責任な男の無責任な発

言に、ヒイラギは寝転んだままジロリと青嵐を睨みつける。

「進んで言うようなことでもないだろ？・・・・・・皆の前で俺に話し掛けるなよ」

　青嵐は一瞬、え？という顔をしたが、すぐにいつもの泰然とした顔に戻った。

「はいはい、女王さま。仰せのままにいたしましょう」

　青嵐はふざけた口調でそう言うと、うやうやしくヒイラギの手をとって唇を押し当てる。どう

してヒイラギがそう言ったのか、まるで気付いていない様子だ。

　ヒイラギはされるがままにしていながら、燃えるような目で青嵐を見た。彼の宣言はせめても

のプライドであり、独占欲でもある。

　青嵐の彼女たちを許すけれども、同じ扱いはされたくない。

　ダイヤにもモミジにも、自分が彼女たちと同じ扱いを受けていると思われたくなかった。

（セイランとこんな関係になる前には、話せるだけでも幸せだろうと思っていたのに）

　ヒイラギの目から強い光が薄れ、ぼんやりと物思いに耽る。苦い思いを紛らわすように、急速

に眠気が襲ってきた。

　そんな彼の様子を見た青嵐も、ヒイラギの横に静かに横たわる。

　それを合図に、部屋を包んでいた青い光が消えていった。

（闇が俺の姿を隠すように、俺の本心も隠してくれればいいのに）

　ヒイラギは溜息を押し殺して、闇の中に愛しい人を探す。彼を自分のものに出来なくても、今

は手の届くところにいる。

　眠りに引き込まれながらヒイラギがそっと腕を伸ばすと、青嵐の腕がヒイラギの腰にまわった

。

（セイラン・・・・・・俺のセイラン）

　優しい闇が一時、ヒイラギを悩みから解放してくれた。



青天の霹靂

「・・・・・・くしゅん」

　甘露は可愛らしいクシャミをして、慌てて口を押さえた。

「大丈夫？風邪？」

　心配そうにダイヤが覗き込んでくるので、甘露は微笑んで見せる。

「大丈夫だよ。・・・・・・でも、白玉にもらっちゃったかな？」

　その日甘露は、学校が終わって寮に戻ると、ダイヤの部屋に遊びに来ていた。

　ダイヤの同室のモミジは、ベッドに寝そべって何かカードのようなものを広げ、一人で遊んで

いる。ヒイラギは寝ていた。

「白玉、風邪なの？」

　ダイヤが訊ねる。

「うん。昨日から熱があって、ぐったりしている」

　甘露は白玉の様子を思い出して、声のトーンを落とした。ただの風邪だと思うのだが、白月が

心配して大騒ぎしている。甘露が物思いに耽っていると、ダイヤの妙な疑問に呼び戻された。

「そうか。・・・・・・そういう場合、白月も風邪をひくのかな？」

「え？」

　甘露は、ダイヤが何を言い出したのか分からず、聞き返す。

「双子ってつながってるだろ？だから風邪も一緒にひくんじゃないかと思って」

　ダイヤがマジメな顔でそう言うのを、甘露はキョトンとして見ていたが、ようやく意味が分か

って吹きだした。

「やだな。そんなワケないじゃないか。そりゃ僕だって、白玉たちがつながってるんじゃないか

って感じることもあるけど。・・・・・・風邪まで同時に？」

　時々、ダイヤは変なことを言い出す。甘露はひとしきり笑って、それからダイヤがムッとして

いることに気がついた。

「ごめん、ごめん。白月は元気だよ。白玉の看病をするって、今もベッドに張り付いてる」

「アイツ、学校は？」

　今度はダイヤも、マトモな質問をしてきた。

「勿論、学校は行ってる。寮にいる間だけだよ。夕べも寝ずに看病するとか言ってたけど、ツェ

ロが自室に戻させたんだ」

　甘露がそう言うとダイヤは、ああと頷いた。

「いつも白玉のベッドで、一緒に寝てるんだっけ？」

「うん。でも、病人と一緒に寝るわけにいかないだろ？白月に風邪が移りそうだし、白玉だって

窮屈だろうし」

「そうだな。・・・・・・しかし、そうか〜。双子だからって全部同じじゃないのか」

　ダイヤはまだ腑に落ちないようだ。甘露も少し考えてみる。

「一緒にひいたとしても、どちらかのが移るパターンじゃないの？あの二人、いつも一緒にいる



んだもの」

　甘露が至極まっとうなことを言うと、ダイヤも話に乗ってきた。

「同時に体調を崩したところに、同じ風邪が入るかもしれないじゃないか。そういうのをつなが

ってるって・・・・・・」

「言わない」

　二人がどうでもいいことで論争していると、背後のベッドから眠そうな声がした。

「・・・・・・双子？」

　甘露が振り向くと、目覚めたばかりのヒイラギが、とろんとした目で二人を見ていた。今まで

甘露は、キリッとしたヒイラギしか見たことがなかったので、少し意外な思いで彼を見る。いつ

も周りから自分をガードしているように見える彼が、今はとても無防備だ。

「ヒイラギさん、よく寝ていたね。疲れてるの？」

　ダイヤが、暖かく微笑みながら訊ねる。目を細め、ほんわりとした顔だ。それは家族を想うよ

うな優しい顔だが、甘露は自分に向けられたことのないその表情に、軽い嫉妬を覚えた。

「いや・・・・・・最近、寝つきが悪くて。それで双子って、甘露の部屋のコ？」

　ダイヤを見つめていた甘露は、突然ヒイラギに話を振られてドキッとする。

　ヒイラギがゆっくりと身体を起こし、猫のようにベッドの上で伸びをした。その仕草に妙な色

気を感じ、甘露は首の後ろをぞわぞわさせる。

（ヒイラギさんって、こんな感じだったっけ？）

　甘露は口がカラカラになって、魚のようにぱくぱくとした。

「そ、そうなんです・・・・・・白玉が風邪でダウン・・・・・・しちゃって」

　かろうじて答えたが、ヒイラギはすでに興味を失ったかのように、

「ふうん」

と言っただけだった。

　そんな彼に目が釘付けになっていると、ダイヤがウキウキしながら言う。

「ヒイラギさんも起きたし、そろそろメシに行かないか？甘露も一緒に行くだろ？・・・・・・

おい！モミジ！メシ！」

　ダイヤはモミジに叫んだ後で、甘露に向き直ると明るい笑顔を見せた。

「たまには、オレたちと食べるのもいいだろ？」

　普段の甘露は、同室のツェロと双子の４人で食事を共にしている。甘露はダイヤに誘われたこ

とが嬉しかった。

（それにしても・・・・・・ダイヤはヒイラギさんの色気にアテられないのかな）

　甘露にはそれが少し不思議だった。ダイヤがヒイラギを慕っていることには嫉妬を覚えるが、

甘露でさえ動揺した色気に、ダイヤは無反応だ。

（毎日見てると慣れるのか？）

　甘露はそんなことを考えながら、ダイヤと並んで食堂へ向った。

 
　食堂は少し混んでいた。他の生徒に当らないように気をつけながら、いろいろなオカズを見て



まわる。

「ダイヤ、何を食べる？」

　甘露は香草サラダを取りながら訊ねた。甘露はつい、子供の頃からよく食べていたものを取っ

てしまう。

「にくにくにくにく・・・・・・。お前もウサギのゴハンみたいなのじゃなくて、肉も食べろよ

」

　ダイヤはそう言いながら、甘露のトレイに勝手にチキンの揚げたものを乗せた。

「あ！やめろよぉ。自分で選ぶよ」

　甘露が迷惑そうにするのを、ダイヤがいたずらっ子の目で笑う。

　結局、肉ばかり取っていたダイヤのトレイに甘露がサラダを乗せることで復讐を果たし、甘露

が魚のマリネやチキン・スープを取ることで合意した。

　二人がオカズ選びに大騒ぎしている間に、ヒイラギとモミジは空いたテーブルを見つけて、席

についていた。

「うわ。ヒイラギさん、相変わらず小食」

「お前が食べすぎなんだ」

　おそらく今まで何回も繰り返されたであろう会話をダイヤとヒイラギが交わし、四人は食事を

始めた。

　程なくして、豪快に食べるダイヤの側に、ふいに青嵐が近付いてきた。

「ダイヤ？ちょっと話があるんだけど」

　青嵐は食事は終えたらしく、手ぶらだった。白いシャツをラフな感じで着崩した彼を、周りの

生徒たちがチラチラと見ている。ダイヤとの会話に興味津々なのだろう。

「何か用？」

　ダイヤがそっけなく答えるのを、甘露は不思議な面持ちで見ていた。

「ちょっと・・・・・・」

　あちらへ行こうと合図を送る青嵐に、ダイヤは素っ気無い態度をとる。

「オレは食事中なんだ。出来ればここで言ってくれないか」

　青嵐が躊躇したのが分かった。何か言いかけて止め、軽く溜息をついてから話し出す。

「最近・・・・・・何か感じないか？」

「はあ？」

　抽象的な質問に、ダイヤでなくてもそう答えただろう。

　甘露もワケが分からず首を捻っていると、青嵐は真剣な顔をした。

「お前には精霊が三人もついているんだろ？その上、力が強い。その・・・・・・何と言

うか・・・・・・。とにかく、精霊たちの様子が変じゃないか？」

「いや・・・・・・気が付かなかったが。変なのか？」

　ダイヤは青嵐に取り合わないつもりだったのに、ついそう答えていた。青嵐が真剣だったのと

、内容が精霊に関することだったからだ。それに、さり気なく持ち上げられたせいでもある。

　ダイヤのそういうところが扱い易いということを、青嵐は知っているのかもしれない。



　青嵐はダイヤの顔をじっと見ていたが、納得したのか表情を和らげる。

「そうか。それならいいんだ。オレの気のせいかもしれない。・・・・・・忘れてくれ」

　彼はそう言うと、そのまま立ち去ろうとした。が、ふと足を止めるとヒイラギに向き直った。

「あの・・・・・・ヒイラギ」

「俺に話し掛けるなよ」

　リンとしたヒイラギの、冷たい声が響き、食堂は一瞬シンとなった。

　周りの生徒たちは、青嵐の行動に注目していたのだ。生徒たちの驚きで、食堂を妙な空気が支

配する。広い食堂が静かになり、甘露は固唾を飲んで見守った。

「あ・・・・・・」

　当のヒイラギも気まずさを感じたのだろう、すぐ彼に謝った。

「い、や・・・・・・すまない。その・・・・・・お前が何を言いたいのか、見当がついている

から」

「そうか」

　青嵐は戸惑いながらも、あっさりと引き下がる。続けて二人に拒絶された格好の青嵐は、少し

悲しそうに微笑むと、ダイヤに片手を上げて挨拶し、食堂を出ていった。

　青嵐の退出で、食堂はまた賑やさを取り戻す。

　甘露はその背中を見ていて、彼が気の毒になってきた。珍しく一人で現われた青嵐が、孤独に

見えたのだ。

「ちょっと、ダイヤ。もう少しちゃんと話を聞いた方が良かったんじゃないの？」

　甘露の避難する口調に、ダイヤは気を悪くしたのかジロリと睨んだ。

「甘露はアイツの肩を持つんだ」

「肩を持つとか、そんな。僕はそんなことを言っているんじゃなくて、青嵐は何か大事なことを

言おうとしていたんじゃないかって言いたいんだよ」

　甘露がイライラしながら訴えると、ダイヤが開き直る。

「でもアイツ、話す気なかったみたいだぜ？それにヒイラギさんだって、迷惑してたし」

　ダイヤが口を尖らせるのを見て、甘露は腹が立ってきた。

（またヒイラギさんか。ヒイラギさんが大事なのは分かるけど、それとこれとは話が違うだろ？

話を聞かなかったことを、ヒイラギさんのせいにするなんて。それこそ迷惑じゃないのか）

　甘露はついに、ずっと我慢してきたことを言ってしまった。

「ヒイラギさんのせいにするなよ。青嵐さんが話し掛けていたのは、ダイヤだろ？・・・・・・

おかしいよ。どうしてダイヤはそんなに青嵐さんを嫌っているの？」

　甘露が珍しくハッキリ非難したので、ダイヤは驚いて甘露を見た。そして頭に血が上ったのか

、顔を真っ赤にさせる。

「お前こそ・・・・・・やけに青嵐のことを気にするじゃないか」

「ストップ」

　売り言葉に買い言葉でダイヤが言い返したとき、極めて冷静な声がした。ヒイラギだ。

「俺を喧嘩のダシにするのは止めなさい」



　強い調子でそう言うと、急にトーンダウンする。

「・・・・・・俺が悪かった。俺が子供じみた態度をとったから」

　少ししんみりして、甘露は一気に気が抜ける。

（なんでこんなことになったんだ。どうして僕がダイヤと喧嘩する？）

　冷静になってみれば、ばかばかしい話だった。甘露はダイヤと仲良くしたいのに。

　ダイヤも我に返ると、慌ててヒイラギをとりなした。

「いや、ヒイラギさん。悪いのは青嵐だよ。アイツが全部悪い。・・・・・・な？」

　甘露は溜息をつくと、一人席を立った。

「白月と交代してやらないといけないから、僕、先に行くね」

　かろうじてそれだけ言うと、それまで黙って成り行きを見守っていたモミジが、こくんと頷

いた。

 
　甘露は食堂を出て自室に向って歩きながら、もの思いに耽る。自分の感情がヒイラギに対する

嫉妬だと分かっているけれど、どうしようもない。ダイヤは自分と遊んでくれるけれど、何かあ

るとヒイラギの方へ行ってしまうことが辛かった。

（これって独占欲っていうのかな？ダイヤに僕だけを気にして欲しいなんて。でもそう思ってい

るのに喧嘩してしまうなんて、ばかばかしいにも程がある）

　まだ暫く一人で考えていたかったけれど、すぐに目的地に着いてしまった。

 
「おかえり、甘露。早かったね」

　そう言って出迎えたのは、白月だ。小さな顔に満面の笑顔を浮かべて抱きついてくる。ツェロ

はまだ戻っていないようだった。

「何だい？白月」

　甘露は苦笑しながら訊ねた。可愛らしい双子を見ていると、少しの間悩みを忘れていられる。

でも彼らがこういう態度をとるときは、何かのおねだりをするときだ。案の定、白月はニコニコ

しながら言い始めた。

「ねえ甘露。僕が白玉と一緒のベッドで寝たら、風邪が移るといけないってツェロが言ってた

よね」

「う？うん。そうだね。自室に戻りなよ」

　甘露は慎重に答えた。白月のニコニコ笑いが怖い。

「僕、イイコト思いついたんだ。僕と甘露、ベッドを代わってくれない？お願い！」

「え！？」

　甘露は予想しなかったことに、目を丸くする。

「ね？いいでしょ？だって僕、白玉のことが気になるんだ。それに白玉だって、僕が世話した方

が気を使わなくて済むでしょ？」

　白月にそう言われると、甘露もその方がいいような気がしてきた。

（ど、どうしよう・・・・・・僕、枕が変わると眠れないんだけど・・・・・・でも確かに、白



玉だって白月がいる方が落ち着けるだろうし・・・・・・でも勝手にそんなことしていいの

かな？）

　甘露が迷っていると、白月がずいっと近付いて来て、お願いの目でじっと甘露を見つめた。

「ね？お願い」

　小動物のような瞳でお願いされて、逆らうことは至難の技だ。

「う・・・・・・ん。いいよ」

　結局、双子パワーに負けて甘露がそう言うと、白月は喜んでぴょこぴょこ跳ねた。

「ありが・・・・・・と。かんろ」

　ベッドの中から細い声がする。見ると白玉が赤い顔をして、甘露を見上げていた。

　そうなると甘露も、いつまでも迷っているわけにはいかない。

「早く良くなってね、白玉」

　心を決めてにっこり微笑みかけると、白玉が嬉しそうにはにかんだ。

　甘露はまだぴょこぴょこしている白月を抑えると、

「こら。病人の側ではしゃぐなよ。そんなことしてると、部屋に追い返すぞ」

と言ってから、あれ？と首を捻る。

「そういえば、白月の同室って・・・・・・」

　嫌な予感が、甘露を駆け抜けた。

「青嵐だよ？」

　それが何か？と言わんばかりの白月の言葉に、甘露は思わず上を振り仰ぐ。

「よりによって・・・・・・」

　甘露はタイミングの悪さを呪った。

　妙な胸騒ぎがした。



青嵐

「こ、こんばんは」

　甘露はおずおずと、その部屋に入った。

　他人の部屋でも、例えばダイヤの部屋なら入り慣れているが、初めて訪れる、それも青嵐の部

屋とあっては緊張するなという方が無理だった。

「どうぞ」

　爽やかな声で迎えられても、甘露はギクシャクと入室する。

　部屋の作りはどこも同じだが、使う生徒たちによって雰囲気が違う。甘露たちの部屋は、いつ

の間にか増えた双子たちの荷物でゴチャゴチャしているが、青嵐の部屋はスッキリと片付けられ

ている。つまり、この部屋にあるべき荷物の何割かが、甘露たちの部屋に持ち込まれているとい

うことだ。そのうえ、青嵐も持ち物が少ないらしく、あまり部屋のカラーというものがなかった

。

　だが今は、物が無い代わりに人が多い。この部屋が狭く感じられるくらいだ。

　青嵐の他に女の子が５人いて、彼のベッドや椅子を占領していた。彼女たちの膝の上には教科

書が乗っているところをみると、どうやら彼に勉強をみてもらっているようだ。青嵐のカノジョ

候補の女の子たちは、甘露が入って来ても知らん顔をしている。本当は、夜間に別の棟へ行くこ

とは禁止されているはずだ。女の子たちがここにいるのは、違反なのだ。白月から聞いてはい

たが、甘露はその立場になって初めて、事情を理解した。

　素っ気無い女の子たちとは対象的に、青嵐は満面の笑顔を見せる。

「白月から聞いているよ。・・・・・・そっちのベッドが白月のだ」

　女の子たちが遠慮したのか、それとも青嵐が座らないように言ったのか、白月のベッドは空い

ていた。甘露はドキドキしながら部屋の奥へと歩いていく。

（とんでもないところに来てしまった）

　甘露は途方にくれて、そう思った。

　もし甘露が誰とでもすぐに打ち解ける性格なら、彼女たちと友達になれるチャンスを喜んだか

もしれない。青嵐の女友達は美人揃いだった。だが甘露は人見知りで、しかも彼女たちの迫力に

圧倒されていた。

　まあ例え甘露がお調子者だったとしても、青嵐しか見えていない女の子たちと仲良くなるこ

とは、至難の技だったかもしれないが。

　甘露が白月のベッドに腰掛けて所在無くしていると、青嵐は女の子たちに笑いかけながら言

った。

「今日はこれから彼と話があるんだ。悪いけど、みんな帰ってくれる？」

「えー！？今来たばっかりよ」

　女の子たちがいっせいに不満の声をあげる。何人かは、振り返って甘露を見たので、彼はビク

ッとして小さくなった。

「でもそろそろ、消灯時間だよ」



　青嵐が時計を見ながら言う。どうやら、消灯時間は守られているようだ。女の子たちは不満そ

うだったが、結局諦めて部屋を出ていった。

 
「あの・・・・・・良かったんですか？」

　彼女たちが出て行くと、部屋は突然静かになった。

　青嵐と二人きりになった甘露は、それはそれでどうすれば良いのか分からず、小さな声で青嵐

に話し掛けた。手を膝の上にのせ、緊張から肩に力が入る。

「リラックスすれば？自分の部屋だと思いなよ」

　青嵐は甘露にウインクする。

　甘露はますます困って、何か話さなくてはと思った。

「あ、あのっ・・・・・・お話ってなんですか？」

「は？オハナシ？」

　甘露の質問に、青嵐はキョトンとした。暫く目を丸くしていたが、ああ、と納得したような声

を出す。軽く笑うと、開いていた教科書を閉じた。

「別に。そう言った方が、彼女たちが帰ってくれると思ったからだよ。なんとなく、キミは彼女

たちが苦手みたいだったから。・・・・・・余計なことだった？」

　青嵐が穏やかな顔をするので、甘露は見つめてしまっていた。

「あ、いえ・・・・・・」

　青嵐に自分の気持ちを見透かされ、恐ろしいような、それでいてくすぐったいような気がして

くる。

（でもそれならどうして、白月にはそうしてあげないのだろう？）

　甘露は、今まで聞いていた青嵐のイメージと、目の前の彼のイメージとの違いに戸惑った。

（それとも白月は初めから、青嵐と歩み寄ろうとしないで、白玉のところに来ることしか考えて

なかったのだろうか？）

　甘露が思いにふけっていると、部屋の照明が少しずつ暗くなってきた。

「消灯時間だ。キミはもう寝るかい？オレはもう少し起きていたいけど。明かりをつけていい

かな？」

　寮では、急に明かりを消されることはなかった。何の準備もなく暗くなっては、困ることもあ

るからだ。まず一段階暗くなり、その約十分後に真っ暗になる。その間に用事を済ませろという

わけだ。

　青嵐は甘露の返事を待たずに、呪文を唱えて魔法の明かりを灯した。

　彼が手にしたアンティークのカンテラのようなものに、オレンジ色の明かりが生まれる。その

暖かな明かりは彼の男らしい顔を美しく照らし、身に付けている白いシャツは控えめに発光して

いるようだった。

「気に入った？」

「え？」

　青嵐を見とれていた甘露は、急に話し掛けられて驚いた。青嵐のことを「気に入った」のかと



聞かれたように感じたのだ。

「このカンテラだよ。こういうの・・・・・・好きだろ？」

　青嵐は無邪気に笑うとサイド・テーブルにそれを置き、自分のベッドに寝そべった。そして甘

露に質問しておきながら、その返事は期待していないかのように、雑誌を取り上げパラパラめ

くる。

　甘露はあんぐりと口を開けた。

（このカンテラを好きなのは僕じゃなくて、青嵐の方なんじゃないかな？）

　そう思うとなんだか可笑しくなってきて、甘露は急に話し掛け易く思えてきた。

「あの」

　甘露が声をかけると、青嵐は優しく応えてくれる。

「なに？」

「１つ質問があるんですけど」

「１つと言わず、いくつでもどうぞ」

　甘露は見つめかえされてドキドキした。

　特に彼に気があるわけではないが、正統派ハンサムに見つめられると緊張してしまう。

「さっき食堂で言ってたアレ・・・・・・変な感じって、どういうことですか？」

　甘露はずっと気になっていたことをやっと言えて、少し気が楽になる。青嵐がわざわざダイヤ

に聞きに来たくらいのことなのだから、余程のことだろう。

（でも僕なんかに教えてくれるかしら？ダイヤほどの力があるわけではないし。それどころか、

僕は同い歳の生徒たちの中でも力が弱い）

　甘露はマイナス思考になっていく自分を感じていた。それでも聞いてしまったのは、強い好奇

心からだ。

「ああ。そのこと」

　青嵐は、甘露の暗い気持ちを吹き飛ばすかのように、雑誌を投げ出した。むくりと身体を起こ

すと、甘露を興味深そうに見つめる。その瞳はキラキラとしており、何か面白いオモチャを見つ

けた子供のような目だった。

「キミは・・・・・・」

「甘露です」

　いまさら自己紹介が必要とも思えなかったが、青嵐がいつまでも「キミ」と呼ぶので、甘露は

思い余ってそう言った。

「僕のことは甘露って呼んでください」

「ああ、ごめん。じゃあオレのことも青嵐って呼べよ」

　青嵐は気さくに笑う。

　だが甘露は、いつまでも自分をキミと呼んでいた青嵐に、違和感を覚えていた。

（彼は他人をなかなか認識しない。だからあんなに彼女がいるのかな。・・・・・・みんな同じ

に見えているのかもしれない）

　甘露は自分の考えに驚いた。そしてその考えが当っているなら、自分は今やっと青嵐に認めら



れたことになる。

「甘露の精霊は木だったよね」

「え？あ、はい」

　制服のリボンの色で、精霊の種族が分かるようになっている。青嵐は甘露のリボンの色を覚え

ていたのだろう。

　青嵐は座りなおすと、イキイキとした顔を甘露に向けた。

「甘露は、自分の精霊と仲良くしてる？」

「え？えっと？・・・・・・仲良く？たまに存在を感じたりすることはあるけど、特に仲がいい

というわけではないです」

　甘露は、青嵐がなぜそんなことを聞くのか不思議だった。学校の授業では、確かに精霊に”念”を
送るように習ったが、精霊自身と仲良くなる方法など習わなかった。精霊はプライドが高く気ま

ぐれだと聞いていたので、仲良くなれるとも、そもそも仲良くなろうとも思わなかったのである

。

「そうか。オレは土の精霊と仲良くしてるよ。火の精霊は性格キツくてダメだけど。だからホラ

、リボンの色は黄色にしてるだろ？」

　火の精霊持ちの生徒は、それを誇って赤いリボンをつけるのが普通だ。それに実際、他の精霊

より火の力を強く持つ者が多い。ダイヤだってそうだ。火の精霊を持ちながら、土の精霊を表す

黄色をつける青嵐には、何か特別の力か思い入れがあるようだった。

　甘露は今まで青嵐のことを、ただの女の子に優しいモテ男だと思っていたが、話しているとい

ろいろなことに気付かされて、新鮮な驚きを感じていた。まあ、今まで青嵐にマイナス評価を下

していたのは、多分にダイヤの影響だったのだが。

　考えをめぐらせていた甘露に、青嵐はまたも驚くような提案をしてきた。

「自分の精霊がどんな感じか、会ってみたいと思わない？」

「え！？」

　甘露は僅かに目を見開いた。

（急に何を・・・・・・そりゃ、力が上がってくれば精霊の姿を具現化出来るらしい

けど・・・・・・僕にはまだ無理なのに。僕が会いたいって言ったら、青嵐は会わせてくれるつ

もりなの？それとも僕をからかっているのだろうか？）

　甘露は一人でぐるぐる考え込んでしまった。

「いや、でも・・・・・・」

「ん？」

　青嵐が小首を傾げる。

「それは・・・・・・会ってみたいです。でも、僕の力ではまだ無理ですよ」

「オレが手伝ってやるよ」

　青嵐は何でもないことのように軽くそう言って、甘露を手招きする。

　甘露が誘われるままにフラフラと青嵐のベッドに近寄り、彼の横に腰掛けると、両手を握ら

れた。



「せ、青嵐さん？」

「しー、黙って。それから、青嵐さんじゃなくて青嵐だろ？」

　青嵐は穏やかに微笑みながら甘露の手をとり、胸の前で見えない球体を持つような格好をさ

せた。青嵐の温かな手のぬくもりが伝わってきて、甘露は少し体温が上がる。戸惑う彼をよそに

、青嵐は落ち着いた声をしていた。

「甘露の故郷ってどんなとこ？具体的に言ってみて」

「えっと・・・・・・緑が多いとこかな。あ、ここも緑が多いけど。ここみたいに大きな木が多

いわけじゃなくって、んー。雑木林の近くで、下草がたくさん生えてるんだ。そこで僕は、薬草

を摘んでるよ」

　この季節なら、母さんが咳止めの葉を摘んでいる頃だろう。あの葉は朝早く摘まないと、昼に

は硬くなってしまう。

「ふうん。見えるようだね、甘露がこの手で薬草を摘んでいるところ。じゃあ、空気もキレイな

んだろ？どんな匂いがする？」

「朝には草の匂いがするよ。でも、昼間は土の匂いがするんだ。それと、花粉のツンとした匂い

。花によっては、キツイ匂いだよね」

　甘露は青嵐との会話の中で、だんだん具体的に記憶が甦ってくるのを感じていた。時に悪態を

つきながら、それでも望郷の念を募らせていく。そして思いが強くなっていくのと同時に、手の

甲がチリチリとしてくるのを感じていた。甘露の手を外側から包むように構えている青嵐の手

から、強い”気”が流れてくるのだ。
　そして青嵐は静かに、呪文を唱え始めた。

「・・・・・・我は木の王を敬愛するものなり。その姿を現し我の礼に応えよ。

ギャッスド　メナム　パオラグト」

　歌のような呪文が終わると彼の姿がぼうっとオレンジ色に光ったが、それだけで何もおこら

なかった。

「・・・・・・なぜ現われないのかな？甘露の精霊はシャイだね」

　青嵐は微笑んでみせたが、目は笑っていない。

（ど、どうしよう。やっぱり僕じゃ無理なんだ。これが上手くいかなかったら、青嵐は恥をかか

されたと思ってしまうんじゃないだろうか？）

　青嵐に嫌われたくない、という気持ちが甘露に湧き起こり、彼は焦って気を強めようと努力

した。出来るだけ詳しく故郷を思い描く。空の色も、小川のせせらぎも。

そしてあの木。甘露が大好きな木を思う。

「甘露、オレを受け入れろ。オレの気を感じるんだ・・・・・・

ギャッスド　メナム　ペオラグト」

　青嵐が耳元で囁くので、甘露はゾクリと身を震わせた。まるで口説かれたような囁きが、心に

しみこんでくる。

　その甘い痺れが収まらないうちに、両手の間の何もない空間からビリビリと振動が伝わって

きた。



「あっ、あっ、あっ・・・・・・」

　快感にも似た衝撃が身体を駆け抜け、手から身体の端まで広がっていく。堪えきれずに声を上

げたとき、両手の間の見えない球体から、ゆらゆらと影のようなものが現われてきた。

「彼女が甘露の精霊か・・・・・・美人だな」

　青嵐が感心したような声で言う。

　象牙色の肌に薄桃色の服をまとった精霊は、黒い瞳を少しひそめて二人を見ていた。体全体が

半透明に透けていて、実態がないかのようだ。重力の影響を受けないのか、ふわふわと宙に浮い

ている。無造作に結った髪やほつれ毛がなびき、美しい顔をいろっぽく見せているが、その表情

は強張っていた。どうやら、むりやり呼び出されて怒っているようだ。

　それでも彼女は、そのひらひらした袖で甘露の頬をやんわりと撫でる。彼女の手からいい匂い

が漂ってきて、甘露はうっとりと目を細めた。

「キレイ・・・・・・」

　思わず呟いた言葉に、精霊は微笑む。それから青嵐のことを軽くにらむと、すうっと消えてい

った。

「あはは。オレは恨まれたかな」

　青嵐が陽気に笑う。

　甘露はまだぼんやりと、短い逢瀬の余韻に浸っていた。

「う・・・・・・ん。驚いたよ。僕にあんな綺麗な人がついていたなんて」

　夢見心地でそう言うと、青嵐の腕の中に倒れこんだ。体が熱い。さっきの痺れがまだ残ってい

るようだ。

　甘露を優しく抱きしめた青嵐は、クスリと笑ってつぶやいた。

「オレの”気”に当てられたかな？」
　甘露は全身の力が抜けて、それには答えられなかった。ぼんやりと青嵐の体から響いてくる彼

の声を聞いていると、ひょいっと抱きかかえられる感覚がした。

（あれ？僕、だっこされちゃってる？）

　甘露はされるがままに、白月のベッドに運ばれた。

「今は急に力を使って、身体が驚いているだけだ。ゆっくり休めば直に良くなるよ。・・・・・

・ごめんな。一緒に寝てやりたいけど・・・・・・オレのベッドに寝せると怒るヤツがいるか

らな」

　冗談っぽくそう言われて、甘露は顔を赤くする。

（青嵐って・・・・・・言うことが違うな）

　甘露は、自分が来るまでこの部屋にいた女の子たちのことを思い出した。

（あんなにカノジョがいても、やっぱり特別な人っているのかな？あの中にいたのだろ

うか？・・・・・・僕は。・・・・・・僕の特別な人って誰だろう？）

　突然ダイヤのことを思い出して、甘露は頭の中から彼を追い出した。食堂での嫌な気持ちま

で甦ってきたからだ。当分、ダイヤとは話したくなかった。

　毛布を掛けてもらって小さく息をつくと、やっと声が出た。



「僕は大丈夫です。それより精霊の姿が見れて、嬉しかったです」

　甘露は身体がだるかったが、それだけは伝えなければならないと思った。本当に嬉しかったし

、青嵐に気まずい思いをさせたくなかったのだ。話してみると彼はとても優しくて、モテる理由

が分かった気がした。

「そう。オレも彼女に会えて良かった。・・・・・・じゃあ、ゆっくりお休み」

「おやすみなさい、青嵐」

　カンテラの明かりがゆっくりと消えていく。

　甘露は眠りに引き込まれながら、結局、青嵐の「気になること」が何だったのかを聞けなかっ

たことに気が付いた。

（まあいいか。大事なことなら教えてくれただろうし。それより、明日は早起きして部屋に帰ら

ないと）

　しかし翌朝目覚めてみると、甘露は熱を出していたのである。



熱

「白玉にもらったね」

　青嵐は手にした体温計を見て、軽く目を見張った。

　朝になって甘露の様子がおかしいことに気付いた青嵐は、すぐに風邪を疑ったのだ。

「僕・・・・・・部屋に戻らなきゃ」

　甘露は何とか起き上がろうとしたが、すぐに青嵐に止められる。

「無理するな、甘露。今日は学校を休んで、ここで寝ているといいよ」

「でも」

　甘露は少し躊躇した。どうせ寝るなら、自室に戻って自分のベッドで眠りたい。

　でも今の甘露には、自室までの道のりが遠く感じられた。とてもじゃないが、辿り着くまでに

どこかで倒れてしまいそうだ。

　甘露がどうしようかと迷っていると、ドアを軽くノックして白月が入ってきた。

「甘露、おはよう！」

　元気よく入ってきた白月は、甘露を見てすぐに眉をひそめる。

「どうしたの？」

　やはり一目で分かるほど体調が悪いのだ。

　青嵐は軽く溜息をつくと、優雅な仕草で腕を組んだ。

「見ての通りだよ。白玉に風邪を移うつされたみたいだね。・・・・・・しかしお前は、意外に

元気だな」

「うん！」

　白月は大きく頷き、それから心配そうに甘露を見た。

「大丈夫？・・・・・・じゃ、なさそうだね。ごめんね、甘露」

「なんで白月が謝るの？白月のせいじゃないだろ」

「でも・・・・・・」

　少し困った白月と甘露がぎこちなく見交わしていると、青嵐が明るく間に割って入る。

「はいはい、そこまで」

　彼は二人の肩に手を置くと、白月を見た。

「そういうわけだから、このままもう１日ベッドを甘露に貸してやれよ。それでオレが寮の管理

人さんと先生に言っておくから、お前は甘露の同室のヤツに伝えておいてくれ。帰ってこないと

心配するからな」

「分かった」

　白月は了解すると、すぐに部屋を出て行った。

　甘露は、青嵐の手際に感謝した。頭がぼんやりして、どうしていいのか分からない。自分の代

わりにいろいろ采配してくれることが、ありがたい。

「オレは食堂に行くけど、何か食べられそう？欲しいものがあったら取ってくるよ」

　青嵐は素早く着替えながら言った。学校に行かなければならないから、のんびりしている時間



はないのだ。

　甘露は裸の背中を見ながら、ボンヤリしていた。

「何もいらない」

　本当に気分が悪くて何もいらなかったし、頭に霧がかかったような感じで適当なものが思いつ

かない。

「分かった。・・・・・・でも何か食べた方がいいから、適当に持って来るよ」

　青嵐はそう言って甘露にウインクすると、大股で部屋を出て行った。

 
「僕・・・・・・昨日からついてないな」

　誰もいない部屋でそう声にしてみると、甘露は余計に悲しくなってきた。昨日はダイヤと喧嘩

して、今日は風邪でダウンして。本当についてない。

　落ち込んでいた甘露は、体調の悪さと相まってポロポロと涙をこぼした。泣いて泣いて、泣き

ながら眠ってしまった。

 
　ダイヤが、空色の瞳を甘露にピタリと合わせる。

「オレはヒイラギさんがいればそれでいいんだ。お前は青嵐と仲良くしてろよ」

　そう冷たく言い放つと、彼はクルリと背を向けた。全てを拒絶するような背中だ。

「待ってよ、ダイヤ！僕は、僕は、ダイヤのこと・・・・・・」

　甘露は必死で手を伸ばし、そこで目が覚める。

「ゆ・・・・・・め？」

　熱が高いとき、甘露は決まって悪い夢をみた。さっきの夢も高熱が見せたものなのか、それ

とも。

「正夢なんてことは、ない。・・・・・・と思う」

　うなされるようにそうつぶやいて横を向くと、サイドテーブルの上にオート・ミールとオレン

ジが乗っていた。寝ている間に青嵐が置いて行ったのだろう。

　甘露は青嵐の優しさを感じながら、また眠りの中に引き込まれていった。

 
　次に甘露が目覚めたとき、随分体が楽になっていることに気が付いた。

「目が覚めた？」

　寝起きに聞くには丁度いい、爽やかな声の方を見ると、窓際に青嵐が立っていた。

　琥珀色の光に包まれる彼の長身を見ながら、もう夕方になっていることに気付く。

「気分はどう？熱冷ましの呪文をかけたんだ。楽になっただろ？」

「はい」

　熱の不快さが抜けた甘露は、健康のありがたさを実感する。体を起こしてみると、気分が良か

った。

「ありがとうございました。看病してくださって」

「熱冷ましの呪文にはタイミングがあってね。あまり早すぎてもいけない」



　青嵐はにこやかに話し掛けながら、甘露に近付いた。

「看病は楽しかったよ。おっと、ごめん、楽しいだなんて不謹慎だな。・・・・・・オレは姉ば

かり３人いてね。こんな風に面倒をみる弟が欲しかったんだ」

　青嵐はベッドに座る甘露の手に、そっと触れた。

「お世話させてくれよ」

　青嵐が言うとなんだか別の意味をもつようで、甘露は顔を赤らめた。

「あ、あの？」

「顔が赤いよ、甘露。また熱が上がったのかな？」

　青嵐は本当に看病をしたがっているようだった。甘露の熱を測ろうと、オデコに顔を寄せて

くる。

　甘露は近付いてくるハンサムな顔に、ボーっとなった。強い瞳に見つめられ、その美しさに引

き込まれる。形のいい鼻や、少しシニカルにつり上がった唇に見とれていると、暖かい額がそっ

と触れ合った。

「！？」

　意味をなさない声が、青嵐の背中の向こうから聞こえた。誰かがドアを開けたのだ。

　それが誰なのか、甘露からは見えなかった。青嵐がゆっくりと振り向く。

「・・・・・・ダイヤ」

　突然の来訪者に甘露がつぶやくと、ダイヤは真っ赤な顔をしてキョロキョロと部屋を見回した

。

「お前が倒れたって白月から聞いて・・・・・・でも、元気そうだな。うん」

　甘露は、自分を見ようとしないダイヤが不思議だった。それで返事が遅れてしまう。

「あの・・・・・・」

　話し出そうとする甘露を、ダイヤの声が遮る。

「いや、元気ならいいんだ。邪魔したな」

　ダイヤは後退りすると、すぐにドアを閉める。走り去る足音がした。

　来たときも唐突なら、去るときも唐突だった。

「ヘンなの」

　甘露が唖然としてダイヤの消えたドアを見ていると、同じく呆気にとられていた青嵐が、急に

笑い出す。

「あ・・・・・・あはは」

「何？どうして笑っているの？」

　甘露は訳が分からず、ただ驚いて青嵐を見た。いつまでも笑っている青嵐の気を引こうと、彼

の袖を軽く引っ張る。青嵐は散々笑った後、ニタニタしながら甘露を見た。

「ダイヤは、オレたちがキスしていたと思ったんだ」

「えええ！？」

　甘露はビックリして目を丸くする。

「そんな・・・・・・えー！？なんで？」



「そうさ。普通はそんな勘違いなんてしないよ。・・・・・・普通はね」

　青嵐はいたずらっぽく含み笑いすると、意味深なことを言う。

「つまり・・・・・・そういう勘違いをする理由が、彼にはあるってことさ」

「理由？」

　青嵐が訳知り顔でニヤニヤ笑う。

　甘露はその訳を聞きたかったけれど、青嵐の色気を含んだ笑い方が嫌で黙り込む。

「面白いから、勘違いさせたままにしておこうぜ」

「えー！？」

　さっきから驚きっぱなしの甘露は、もうどうしたら良いのかまったく分からず、途方にくれて

色男を見上げた。勘違いさせたままがどうして面白いのか、それでどうなるのか分からない。

　その表情に、青嵐はふっと笑った。

「やっぱり甘露は可愛いな。いっそ部屋を白月と交代しないか？」

　青嵐の申し出に、甘露はさらに目を丸くする。嬉しい気もしたけれど、そこですぐに頷ける

ほど、甘露は軽率ではなかった。

　すると青嵐は、微笑みを深くする。

「冗談だよ。そんな子犬みたいな目で見るなよ」

　赤くなったり青くなったり、甘露は大忙しだ。困ってしまうやら照れくさいやらで、甘露はベ

ッドに潜り込む。

「もう少し寝ます」

　それは青嵐の追撃をかわす言い訳だったけれど、本当に熱がぶり返しそうな気がした。

「そうだね、それがいい。しっかり風邪を治さないと」

　青嵐の優しい手が、甘露の髪を撫でる。それはセクシャルなものではなくて、兄が弟を気遣う

それだった。

　いたわりの気持ちが流れ込んでくるようで、甘露は安堵して目を瞑る。すると、さっきのダイ

ヤの慌てた顔が浮かんできた。

（僕と青嵐がキスしてたと思うなんて・・・・・・ヘンなダイヤ）

　くすぐったいような笑い出したいような感覚に、自然と口元に笑みが広がる。そしてそのまま

、甘露はとろとろと眠りに落ちていった。

　ことがそう簡単に、収まらないとは知らず。



片恋

　ヒイラギは今日も溜息をついてしまってから、こんなことではイケナイと反省した。

　教室に入ると、つい後ろの方を見てしまう。無意識に。そこには、いつも楽しそうな女の子た

ちのグループがいる。その中心にいる背の高い男を見るとはなしに眺め、ヒイラギはつい、溜息

をついてしまうのだ。

　冬が近付いているのに、窓からは暖かな日が射していて、気持ちの良い朝だ。溜息をつくよう

な日ではない。

　教室の中では、どの席につこうが自由だ。席は決まっていないのだが、大体いつも同じ場所

に座っている。ヒイラギは無表情のまま、後方のグループから目を逸らし、いつもの定位置に腰

をおろした。鞄から教科書を取り出し、後ろにいる男のことを考えないように努力する。楽しそ

うな女の子たちの笑い声がするたび、振り向きたい気持ちと戦った。それからすぐに先生が来て

授業が始まっても、ヒイラギは上の空で授業を受けていた。　この学校に大きな希望を抱いて入

学したわけでもなく、自分の街に貢献したいとか、そういった立派な心がけがあるわけでもない

。でも入学したからには、魔法使いになりたいと思っているし、精一杯勉強したいと思っている

。この学校には、誰でも入れるわけではないのだ。

　それなのに。

　ヒイラギは小さな溜息をつく。

　片思いをしていた頃でさえ、こんなに溜息をついていなかったのではないだろうか。両思い

になって、かえって溜息の数が増えたような気がする。このところ毎晩のように青嵐と逢瀬を重

ねていたヒイラギは、それに慣れてしまい、ほんの数日間デート出来ないだけで、とても辛く感

じるようになっていた。彼とは毎日、教室で顔を合わせることが出来るのにも関わらず。

　いや、だからこそ辛いのかもしれない。目の前にいるのに、お互い知らん顔をしているのだ

から。こういうとき自分のプライドの高さを疎ましく思うのだが、それでもヒイラギは、自分の

恋心を隠し通そうと決めていた。

　今、青嵐の部屋には甘露がいるらしい。数日前に聞いた話では、青嵐の同室の子が寝込んでい

るということだった。それがどうして甘露に変わったのか。なぜか今回はダイヤも口を閉ざして

いるし、その経緯はナゾだった。

　ダイヤがそのことで悩んでいると気付いてはいるが、それを問えば余計なことを言ってしまい

そうで、ヒイラギは口出ししないようにしている。

 

　午前中の授業が終わると、ヒイラギは晴れない心のまま席を立った。昼休みは長いので、生徒

たちは寮に戻って食事をとる。

　ヒイラギが教室を出たところで、珍しく声をかける者がいた。

「ヒイラギ！ちょっといいかな？」

　振り返ると、朴訥な印象の青年が立っていた。一つ年上のツェロだ。



「なんでしょうか？」

　ヒイラギは上級生に呼び止められる理由が分からず、少し不機嫌そうに返事をした。ツェロは

甘露と同室の生徒だ。何度か話をしたことはあるが、親しくはなかった。彼を見ると、甘露と青

嵐のことを思い出して、不愉快な気分になる。

「ちょっと・・・・・・歩きながら話そうか。ヒイラギも寮に戻るんだろ？」

　ツェロはヒイラギの不機嫌に気付かないのか、屈託なくニコリと笑う。ヒイラギは断ることが

出来なくて、仕方なく頷いた。

　ツェロはがっしりとした体格の好青年で、少しエラのはった顔が男らしい。地味な顔立ちだが

、誠実さを感じさせて、密かに一部の女の子たちにはモテていた。

　彼は、ヒイラギが受けるであろう一年先の授業についてアドバイスした。ヒイラギは、なぜツ

ェロがそんなことを話すために自分を呼び止めたのか不思議で、そのことばかり気になってし

まい、話には適当に相槌を打っていた。まさかそれだけのために、上級生がわざわざ待ち伏せし

ていたとは思えない。案の定、外へ出て人影がまばらになると、ツェロはギョッとするようなこ

とを話しだした。

「ヒイラギって・・・・・・いつも青嵐のことを見ているね」

　ヒイラギは驚いて、心臓がばくりと声をあげるのを聞いた。どう返答しようか考える。否定す

るべきか？それとも、何かもっともらしい言い訳がないだろうか。

　ヒイラギが何か言おうと口を開くその前に、ツェロに先を越されてしまう。

「少しは驚いて欲しかったな」

　ツェロは、少し悲しそうに口元を歪めた。

　ヒイラギはじゅうぶん驚いていたのだが、ポーカーフェイスのせいで悟られなかったらしい。

声もないヒイラギに畳み掛けるように、ツェロは更に爆弾を落とした。

「そんなにアイツのことが好きなのか？」

「いや、俺はそんな・・・・・・勘違いです」

　かろうじてそれだけ言ったが、ツェロは聞いていないようだった。

「止めとけよ、あんな女タラシ。ヤツがオマエの良さに気付くわけがないだろう？」

　いつの間にかオマエ呼ばわりされて、ヒイラギは驚いた。部屋の子以外、誰とも距離をおいて

いたヒイラギにとって、ツェロのこの熱さは意外だった。しかも、自分でも青嵐と付き合ってい

るという自信が持てないでいるときに、そういうことを言われて心が揺らぐ。無表情だったヒイ

ラギが僅かに動揺を見せたことで、ツェロは辛そうに眉を寄せた。

「オマエがいつも青嵐のことを見ているってことに、どうして僕が気付いたのか、分かる？」

　そう言われてみれば、クラスメイトでもないツェロに、そんなことを悟られるのは不思議だ

った。ツェロの熱っぽい表情と口ぶりに、ヒイラギの頭の中で警報が鳴る。彼の言葉を聞いては

いけない気がした。きっと困ったことになる。

　だがヒイラギは声を封じられてしまった人のように喋ることが出来ず、ただツェロの男っぽい

唇が動くのを、呆けたように見つめていた。

「それは僕が・・・・・・」



「ヒイラギ！」

　小さいけれども、鋭い声がした。

　ヒイラギは遠くから呼ばれているのに気付き、そちらを向く。栗色の髪を揺らして駆けて来る

人は、話題の人物だった。

「ヒイラギ、今すぐ学校へ引き返してくれないか？マズルカ先生がお呼びだ。明日の授業のこ

とで、聞きたいことがあるって」

　彼はそこまで言うと、切らしていた息を整える。

「オレも呼ばれているから、一緒に行くよ」

　なぜかそれをツェロに言って、青嵐はくるりと回れ右をする。ヒイラギはホッとしてツェロを

見た。

「そういうことなので、失礼します」

　ヒイラギはツェロの返事を待たないで、駆け出す。そして黙ったままの青嵐に追いつくと、並

んで校舎へ戻っていった。

 

　明るい外から暗い校舎に入ると、一瞬、周りが見えなかった。

　ただ、青嵐だけが見えた。

　ヒイラギは久しぶりに青嵐の側にいることが出来て、嬉しかった。何の呼び出しか分からな

いが、マズルカ先生に感謝する。まさに絶妙なタイミングだった。

「こっちだよ、ヒイラギ」

　手招きをする青嵐の声まで甘く聞こえて、ヒイラギは、自分はどうかしていると思う。

「こっち？マズルカ先生の部屋は、そっちじゃないだろ？」

　うきうきする心を押し殺してそう言うと、青嵐はフッと笑ってみせた。

「ああ。あれはウソだよ・・・・・・間に合って良かった」

　その意味をヒイラギが理解する前に、青嵐に手をとられて力強く引っ張られる。いつの間にか

、周りに人がいなかった。

「ちょ、ちょっと？」

　ヒイラギが連れ込まれた部屋は、狭い薬草室だった。高い位置に小さな窓が１つあるきりで、

薄暗い部屋だ。ずらりと並んだ棚には、乾燥させた薬草を入れた箱が並んでいる。香草の類もあ

るのか、いろいろな香りが混じりあっていた。

「この部屋、前に来たことあるよ。授業で使う薬草のサンプルを取ってくるように言わ

れて・・・・・・」

　ヒイラギが話していると、いきなり後ろから抱きしめられた。

「セイラン？」

「ヒイラギ欠乏症」

　耳元でぼそりと言われて、甘い痺れが走る。

「ずっと会えなくて、辛かったよ」



　ずっとだなんて、大袈裟だと思った。会えなかったなんてのも、ウソだ。だがヒイラギも、ま

ったく同じ気持ちだった。

「俺もだよ、セイラン。かなり重症」

　ヒイラギはくるりと向き直ると、自分から彼に抱きついた。唇を近付けたのはどちらからだっ

たのか、分からない。

「ん・・・・・・は・・・・・・」

　青嵐の熱い舌が入ってきて、ヒイラギは体を震わせた。激しく求められて、力が抜けていく。

「・・・・・・セイ・・・・・・ラ、ン」

　崩れ落ちる体を支えられながら、ヒイラギは床に身を横たえた。

「ヒイラギ・・・・・・好きだ」

　上にいる青嵐に、キスの合間に囁かれ、ドキドキして胸が痛い。

「あっ、セイラ・・・・・・ン」

　角度を変えたキスを受けながら、青嵐の手が服の上から触ってくるのを感じる。きゅんきゅん

している胸を弄られ、乳首の位置を確認する指に翻弄された。くるくると円を描くように捏ね

られ、甘い疼きに襲われる。

「それ以上は・・・・・・ダメ・・・・・・だ」

　ヒイラギは必死で、覆い被さる青嵐を押し退けた。

「ずっと会えなかったんだ。ヒイラギにふれたくて、触りたくて、仕方がない」

　なおも言いつのる青嵐を遠ざけて、ヒイラギは深呼吸する。そしてキッパリと拒絶した。

「駄目だ。これ以上触るな」

　オカシクなる、とヒイラギは思った。これ以上触られたら、自分はおかしくなると。今も心は

青嵐を求めて、荒れ狂いそうだった。ほんの少し触られただけで、体の奥が熱くなる。たぶんこ

の時間が長引けば、自分を抑えられないだろう。彼を自分だけのものにしたくて、何をしでかす

か分からない。だからヒイラギは、そんな思いさえ胸に閉じ込めた。正直な気持ちを青嵐に打ち

明ければ、彼を誘うことになってしまう。

「・・・・・・嫌いになるぞ」

「は？」

「今すぐ俺の上から退かないと、嫌いになるぞ」

　なるべく冷たく聞こえるようにそう言うと、青嵐も気分を削がれたのか脱力して笑った。

「ははは・・・・・・またヒイラギは。可愛いことを言うなぁ」

　情熱的に求めていた青嵐が、穏やかな気配を漂わせる。

「分かったよ。でも暫くは」

　青嵐はそう言って、ゴロリとヒイラギの横に寝転がった。

「暫くは、抱きしめさせてくれ」

　熱くなった男がそれを我慢するのは大変だと、ヒイラギにも分かっている。ヒイラギは青嵐に

感謝しながら、彼を刺激しないようにじっとしていた。ヒイラギもまた、軽い興奮状態にいる。

本当は隣にいる男のことが、気になって仕方がないのだ。一生懸命、青嵐の匂いより薬草の香り



に集中しようと努力していると、だんだん体が静まってきた。

「セイラン・・・・・・」

　そっと呼びかけてみると、温かな気配が動いた。

「ん？」

「俺は、人に知られるのが嫌なんだ。・・・・・その、オマエとのこと」

　数日前、大勢の前で話し掛けられた時に彼を拒絶したことへの、言い訳だった。ヒイラギにと

って、青嵐は開けっぴろげ過ぎるのだ。それは性格の違いだった。

「・・・・・・」

　青嵐は何も言わなかった。一瞬、息を止めて体を硬くしている。

　ヒイラギは、いつも優しい青嵐が何も言わないので、急に不安になった。最初からヒイラギは

、二人の仲を内緒にしておきたいと伝えていたのだが、青嵐には理解されていなかったのである

。そのことを彼の態度でなんとなく察知したヒイラギは、急に居心地の悪さを感じ始めた。

（なんだか気まずい・・・・・・もしかして、青嵐は俺の気持ちを疑っている？）

　ヒイラギは誤解されたくはなかった。せっかく二人きりでいるというのに、もっと理解して欲

しいと思う。うまく説明できないことが、もどかしい。

「俺が隠しているせいで、このところセイランと二人きりになれなかったんだって、分かってい

るよ。俺のせいなんだって。すまない。・・・・・・会えなくて辛かったよ。お前を一人占めし

ている甘露が、憎いくらいに」

　ヒイラギはそこまで言って、ちらりと青嵐を見た。こんな勝手なことを言う自分を呆れている

のか、青嵐は目を丸くしている。

「俺って嫌なヤツだろ？」

　そう言って、顔を真っ赤にする。だがヒイラギの予想に反して、青嵐は嬉しそうに破顔した。

「嬉しいよ、ヒイラギ。そんなにオレのことが好きなのか？」

　ヒイラギは、今度は別の理由で顔を真っ赤にする。

　そんなヒイラギを見ていた青嵐が、急に物騒な笑いを見せた。

「昼の学校で密会するのも、イイもんだな。明るいからオマエの可愛い顔がよく見える。ヤミツ

キになりそうだ」

「恥ずかしいことを言うな！」

　ヒイラギは、思いっきり青嵐を突き飛ばす。

　それは青嵐の優しさだった。寮で会えなくても、こうして学校で会えると言っているのだ。耳

まで赤くなったヒイラギは、幸せだった。

　これから、この恋愛のカタチがどうなるのかという、不安はある。でもこうして二人でいる

とき、片思いが実ったヒイラギは、確かに幸せだった。

　だからヒイラギは、自分の思いでいっぱいで、他の誰かから片思いされているとは考えもつか

なかったのだ。

　今まで、青嵐以外のことに無関心だった彼の生活が、この日から少しずつ変ることになるのだ

とは、気がついていなかったのである。



あとがき

　「ソラト学園１」を読んでくださり、ありがとうございました。

　このお話は、２００６年から少しずつ書いていたお話ですが、この「片恋」を最後に、何年も

止まっていました。

　パブーさんにアップさせていただくことにしましたので、久しぶりに読み返してみたところ、

途中だし、つたないし、本編とサイド・ストーリーに分かれてるし。サイド・ストーリーは、甘

さを通り越して、カユイ感じだし！アレコレ直したい。いや、いっそ書き直したい！と思ったこ

とも。

　でもそれでは、永遠に終わらない気がするので、思い切ってこのまま続けます。

　パブーさんにアップさせていただいたので、続きを書く気になりました。

　ありがとうございます。頑張ります。（＾＾；）

 
　このまま１冊で更新していくつもりでしたが、気が変わりました。今までのようなちょびちょ

び更新を止めて、２冊に分けます。ですから、次は「ソラト学園２」になります。

　１は短いお話が続いていく感じでしたが、２は、中編１本になる予定です。

 
　少し間があいてしまうかもしれませんが、広い心で待っていてくださると、喜びます。

　次もお会いできることを、祈っています。

 
　表紙イラストは、榊原　睛さまに描いていただきました。

　かっこいいダイヤと可愛い甘露で、とっても気に入っています。ありがとうございました。

 
　２０１２年２月１２日　藍生まか



奥付

表紙イラスト・榊原　睛さま
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