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こ独な宇宙船 

池内このみ 

 

 リサの母親は三十歳くらいで死んだので、リサは自分もそのあたりで死ぬだろうと思っ

た。べつに、特別学校がおもしろいとか、父との生活がとてもいいものだとか、感じたこ

とはなかったので、それが怖いとは思わなかった。みんないつかは死ぬのだ。それが、自

分は少しはやいだけだ。だから、父が死んだときだって悲しくはなかった。 

 リサは、みんなが何故泣くのか理解できずにいた。どうしてお葬式に来る人みんな、「悲

しい」だとか「残念」だとか言って涙をこぼすのだろう。ただ、父の死ぬ順番が来ただけ

なのに。 

 私が死んだら泣く人はいるのだろうか。別に泣かなくてもいいのに。 

 そもそも死ぬことが永遠の別れだなんて思わない。 

 死ぬということはありえない、とも思っていた。 

 ところが、リサが十四歳になってすぐ、地球が滅びることになった。 

 私は生きていたのだ。人類でたった一人の自分だけ。しかも地球ではない星で。 

 その星では“月”はいつも空にいて青くなったり赤くなったり、時にはオレンジ色にな

る。そこにはおいしい水も食べ物もあった。暑くも寒くもない。まるで神が遠い昔、人に

初めて与えたあの楽園のように快適な場所。 

 私だけ、そう、私だけ。こんなところに住めるのは。もう何も怖くない。だって、この

世に私一人だもの。 

 いや、怖いもの、一つだけあった。それは不安にも似たようなもの。 

「私は死ぬことができないのだろうか。」 

 不老不死。終わりのない人生。何をやっても死なない。 

 そうこう考えながら、日々を過ごしていると、リサは三十歳になった。しかし見ためは

さほど変わらず、少しかみの毛がのびたように思えるだけだ。十四歳からリサは全く成長

していない。 

 もし私の他に生きている人間が居たら、私のことを「きもちわるい」と言うのだろうか。

大人はきっと何も言わないだろうな、私の前では。子供だったら無邪気に笑いながら言う

だろうな、「カイブツ」って。 

 そういう光景を何度も見た事がある。なんていうんだっけ…イジメ？でもそんなことは

どうでもいい。だってここにはイジメをする人なんていない。まず人がいない。 
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「一人って最高よ。」 

 つぶやいた言葉は、ふわりとうかんで消える。返される言葉がないことにむしゃくしゃ

して、そばになっているリンゴをもいでかぶりついた。 

「人間なんて、いらないんだから。」 

 はき捨てた言葉はとつぜんうなり始めたエンジン音にかき消された。 

「何っ！？」 

 空を見上げると、巨大な宇宙船が辺りをおおっていた。 

 リサの中での日常が、音をたてて崩れたような気がしてくる。ただ呆然と突っ立ってい

ると宇宙船の扉が音もなく開いた。 

 そこには“リサ”がいた。“リサ”は言った。 

「さぁ、いきましょう。」 

 すうっと消えそうな手をのばして“リサ”はいう。 

 リサはまるで何かにあやつられているみたいに“リサ”の手をとった。宇宙船の中はふ

んわりとあたたかくていいにおいがした。リサは宇宙船がどこに向かっているのか全くわ

からなかった。でもそんなことはどうでもよかったのだ。リサは“リサ”が好きだった。“リ

サ”はやさしかったからだ。地球がほろびる前も、みんなやさしかった。でもリサが心を

開いたのは“リサ”がはじめてだったと思う。リサは自分が“リサ”みたいにやさしくな

っていくのがわかった。宇宙船は静かにすすむ。名前もない星たちの間を静かに、静かに。 

 ある日、月がいん石とぶつかってくだけた。ある日、太陽が燃えることをやめた。そし

てある日、“リサ”がいなくなった。リサは泣いた。泣いて、泣いて、泣いても“リサ”は

帰ってこなかった。リサは“リサ”みたいにいなくなりたかった。ひとりはいやだった。

宇宙船の出口を探したが、出口はどこにもなかった。食べることをやめた。刃物で自分を

さしてみた。でもリサは死ねなかった。リサははじめて、一人が怖いと思った。リサはあ

きらめた。死ぬことをあきらめて、宇宙船の中で今までみたいに一人ですごすことにした。

今日もリサをのせて宇宙船はすすむ。誰にも気づかれずに、静かに、静かに。 
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リサと幼なじみ 

今津恵音 

 

 リサの母親は三十歳くらいで死んだので、リサは自分もそのあたりで死ぬだろうと思っ

た。三十歳くらいになった自分が何をしているか全くけんとうはつかないが、きっと平凡

な人生だろう。特に夢があるわけでもなく、ただ毎日をだらだらと過ごしているので、リ

サはそんなふうにしか考えられなかった。 

 リサは友達をつくろうとはしなかった。 

 リサの母親が死んだ時、たくさんの人が泣いたからだ。彼女たちは皆、「母親の友達だ」

と言った。リサは、自分も同じくらいで死ぬのなら悲しむ人は出来るだけ少ないほうがい

いと思っていた。 

「寂しくなんかないわ。」 

 ワインレッドのソファに沈みこみ、リサは一人大きなテディベアを抱きしめる。色あせ

た茶色い“幼なじみ”はリサが生まれたときにお祝いでもらったものらしい。気がついた

ら隣に居たのだ。まるで古くからの友達だったみたいに。 

 テディベアの黒いつぶらな瞳は、なぐさめるようにリサを見た。そうだね、君は独りぼ

っちじゃないよ―。そんな風に言っているようにも、見えた。はき出したため息は、そ

のまま、消えていく。私は寂しくないわ、全然大丈夫よ。心の中で繰り返す言葉は、つぶ

やくたびに心のどこかにむなしさを生み出していった。 

「キミはわからない。」 

学校の皆がそういっていたのを思い出し、リサはテディベアの瞳にすいこまれるように

眠りについた。目がさめた。 

「あれ？」 

何かがちがう、まわりを見たが、変わった様子はどこにもない。リサはワインレッドの

ソファにいてそばにはテディベアが黒いつぶらな瞳をリサに向けている。 

すると、 

「は～い。」 

突然テディベアがしゃべったのだ。 

リサは驚いた顔のテディベアに話しかけた。 

「あ、あなたは誰なの？」 

「えっとぉ…ボク、誰？」 
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テディベアはとても可愛らしく首をかしげる。 

「ボクが誰なのかボクも分からないんだ。でも、キミの友達だってことは知ってるよ。」 

まるで、ファンタジーだ。私は夢をみているのではないかと、思った。 

絶対まだ私は寝てるんだっ！ほほをつねる。…あ…痛い。 

「え！？！！なんでしゃべってるの？！！！？」 

ビックリしすぎて、大声よりも大きい声を出してしまった。 

「あれ……なんでだろうな。ボクにも分からない」 

また首をかしげた。確かに、これはリサのテディベアだし、見た目も黒いつぶらな瞳も

変わっていない。 

変わっていないんだ。ふとそう思い、何となく落ち着いてしまった。 

「……喋れるようになっただけなのよね。」 

「うん、たぶんそうだと思うよぉ。」 

しゃべり方がかわいくてたまらない。いつものようにギュッとだきしめた。 

その日からリサは、なるべくテディベアに触れないようになった。なぜならリサが三十

歳で死ぬまで、この古びてほつれかけたテディベアにテディベアの形を保ち続けてもらわ

なくてはならないからだ。テディベアは相変わらず舌っ足らずな口調で話しかけてくる。

抱きしめて、とねだることもある。リサは冷たくあしらう。リサは以前よりもっと寂しく

なった。 

季節はあっという間にうつり、もうセミの声も聞こえない。リサは、あいかわらず、毎

日を脱力感の中で、ひとり孤独と戦っている。 

そんな日々の中、テディベアはしゃべらなくなってしまった。また以前のように、ただ、

黒いつぶらな瞳を私に向けてくるだけだ。私が呼びかけてももう反応することはない。…

もうしゃべれないんだ。リサは気づいた。自分は本当は、とても寂しくて、孤独で、そし

て、誰よりもそれを分かち合ってほしかったことを。リサはもう一度、テディベアを見つ

めた。そして決めた。 

「ねえ…友だちにならない？」 

友達を作ることに。 
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あい 

内田さくら 

 

本を読むのが遅いので、みんなに馬鹿にされている。だけど馬鹿なのはみんなの方だと思

う。本は速く読めばいいってものじゃない。ことばひとつひとつを舌の上で転がして、じ

っくり丹念に味わうものだ。吐き気がするくらいに甘ったるいココナッツチョコレートみ

たいな恋愛小説。レモンのドレッシングが効いたサラダは…そう、甲子園を目指した弱小

野球部のひと夏の夢物語だった。「本を味わっている」ことは今まで誰にも言っていない。

身体をとろかす程のこの幸福は僕だけのもの。そう考えると興奮で身体が震えた。 

それでも僕はこの幸福をあかしたいと思ったことが一度だけあった。 

あれは、僕が十一才のとき、あの日僕は“お母さん”に会った。 

お父さんと“お母さん”はけんかして家を離れたとき、“お母さん”は遠い所へ行った。

“お母さん”のことは好きだけど、お父さんに無理に家にとどまらされた。だから、あの

日、“お母さん”に会ったんだ。 

“お母さん”は夜の空みたいな深いブルーのワンピースを着て、左手の小指に金色の指輪

をつけていた。 

久しぶりに会った“お母さん”は、もう僕の知っている“お母さん”じゃないみたいで、

だからこそ、「本を味わっている」という僕の秘密を打ち明けてみたくなった。 

どんな顔をするだろう。おどろき？それともただ優しく笑ってくれるのだろうか。とても

きんちょうするな。そう思いながら僕は口を開いた。 

「そう。そんな風に読んでいたの。」 

“お母さん”はほとんど無表情でそう語った。僕はムッとした。 

僕は色々なことを話した。この人の本はフルコースみたいだ。とか、この人はコーヒーを

のみながら食べる朝食の味だ。とか、でもお母さんは無表情だった。 

「それより、学校はどう？楽しい？」 

“お母さん”、いや、彼女はそう問いかけた。そう、当り障りのない質問に変えたのだ。

その時、僕は悟った。ああ、この人はもう僕に興味がないんだ。 

「ふつうだよ。」 

ぶすっとして僕は返した。 

「何よその顔。本の話をしていた時は、あんなにいきいきしてたのに…。」 

彼女もムッとしたらしく、はきすてるように言った。 
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「本なんてどこがおもしろいのよ。」 

その一言で、どこかがぷつりと切れた気がした。おどろくほど静かな声で、僕はその言葉

をくり返した。 

本のおもしろさを彼女はまだ知らないんだ。 

その時から、誰にもこの事を言わないと決めた。人気の無い図書館で、一人本を味わうの

が僕の日課だ。そんなある日、一人の少女が声をかけた。 

「その本、苺にコンデンスミルクをかけたみたいな恋愛小説よね。」 

「いや、五穀米にグリーンカレーをかけたみたいな恋愛小説だ。」 

僕は言い返した。ともあれ、僕と彼女は同種の人間だった。 

それから、僕と少女は、仲良くなった。今までずっと一人で本を味わってきたが、誰かと

味について比較するのはとてもおもしろいことだと気がついた。すると、突然少女は言っ

た。 

「あなたのお母さんってどんな人？」 

僕はすぐ答えられなかった。 

「ふつう…だけど。君のお母さんはどんな人なの？」 

少女は、ふっと笑って遠くを見た。 

「いるのにいないみたいな人。いつのまにか帰ってきて、目を離したらすぐに行っちゃう

の。蝶々に生まれたかったって言ってたわ。」 

変な人でしょ、と柔らかそうな赤い唇がほほえむ。 

「君はお母さんのことが大好きなんだね。」 

うらやましそうに僕が言うと彼女はほのかに頬を染めてうなずいた。 

「だけど、好意は寄せただけ同じように返ってくるものじゃない。あのひとは私を一人で

育てるために蝶々になる道をあきらめたの。だから私のことを心から愛せないのよ。」 

「それは悲しいね。」 

どんな言葉を掛ければいいのか分からなかった。彼女の声はポタージュスープを流しこむ

よななめらかさで耳に入ってきた。そこには少しのかげりも見えない。困惑する僕を見て、

彼女は、かばんから一冊の文庫本を取り出した。何十年も前に購入されたのが一目で分か

るほど色あせていて、カバーはところどころ破れている。 

「これは、初めて私がおいしいって思った本なの。あの人は一度も私に料理をつくらなか

ったけど、代わりにこの本をくれた。あたたかいみそ汁とごはんの味がした。決して豪華

じゃないけれど、きっとあの人が私に与えたかったもの。たぶん、これがあの人なりの愛
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しかたなんだわ。」 

愛おしそうに彼女はいつまでも茶色の表紙を見つめていた。 

家へ帰ると、やっぱり誰もいなくて、携帯にはお父さんから「今日も遅くなる」という内

容のメールが来ていた。賞味期限ぎりぎりの納豆を冷やごはんにかけているとき、ふと彼

女のことを考えた。彼女はぼくと似ている―本を味わうこと、愛について満たされてい

ないということ。もしかしたら、人は愛を、夢を本の中に求めるのかもしれない。味わう

ことはその求めかたのひとつなのか。そのうち頭が痛くなってきたので僕は考えるのをや

めた。なぜか、どうしようもなく彼女に会いたかった。 
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シロ 

太田侑希 

 

 未来は、未来から来ました。彼女は僕のことを馬鹿にしたりせず、夜の海みたいな青い

目でそっと僕に笑顔をむけた。少しさみしそうだ、と感じた僕は少しだけ彼女の頭をなで

た。 

彼女はさみしくなんかないわ、と小さな声でつぶやいた。 

 僕は、彼女のためにもっとぬいぐるみを増やしてやろうと思った。 

 彼女は昔から何かをかくすことが下手だった。 

 僕はそのたびに、ぬいぐるみを増やそうと考えていた。時には、自転車で、35km先のお

もちゃ屋へ。時には、飛こう機で海外のおみやげ屋へ。どんなに遠くても、彼女のためな

らと足を運んだ。 

 彼女はぬいぐるみが好きだった。彼女の部屋はぬいぐるみでいっぱいだった。 

「なぜ、そこまで私にしてくれるの？」 

 僕は彼女をみつめた。 

「それは…。」 

 君のことが心配だから、とは口で言えなかった。 

 言えないからこそ、僕はまたぬいぐるみを増やす。 

 未来は、茶色のテディベアを抱きよせた。ぬいぐるみの頭にあごをうずめて、青くすん

だ瞳でどこか遠くをながめていた。僕には見えない何かを見ようとしているみたいだった。

手持ちぶさたになって、そばにいるピンクのうさぎを引きよせる。彼女のようにあごをう

ずめて、未来を見た。ガラスのような瞳は、ゆっくりと僕に視線をもどした。 

「何を見てたの？」 

「未来だよ」と、彼女はあいまいなことを言った。 

「私ね、未来が見えるの。」 

 僕はくすりと笑った。 

「自分で自分が見えるの？」 

 だが彼女は小さく首を振った。 

「私はね、見た人の未来が分かる未来視の能力を持っているの。」 

「本当かよ。だったら俺の未来を見てくれよ。」 

彼女はすこし目をこらして俺を見た後、言った。 
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「あんた、5秒後にトラックにひかれる。」 

「おいおい。何を言っ……。」 

 その後の記憶がない。俺が気づいたときには病院にいた。彼女はいったい何なんだ。そ

う思ったが、今は動けないので考えるのをやめた。 

 なんで病院って死の色にあふれてるんだろうなぁ。白い天井を見つめながら、ぼんやり

思いを巡らせる。じいさんが亡くなったのは白いベッドの上で、目の前で列車に飛び込ん

だやつもそういやぁ白いブラウスを着てたっけ。それから未来が着ているワンピース―

あれも真っ白だった。 

 僕は急に、未来のことが恐ろしくなった。昔から知っているはずなのに、今は未来のこ

とは何一つ分からない。未来は、今どこにいるのだろうか。そして僕は気づいた。白いシ

ャツを着ていると。 

 それだけじゃない。まわりには僕が未来にあげたぬいぐるみが、白い粉をかぶったよう

に真っ白になってならんでいた。 

「久しぶり。あと、おかえり。」 

 ふりかえるとそこに未来が立っていた。未来はキラキラ笑っていた。そして初めて僕の

名前を呼んだ。 

「ずーっと待ってたよ、未来
ミ キ

。」 

 僕はおどろいた。意味が分からない。僕は「ミキ」じゃない、僕の名前…は？ 

「やっと、死んだ。やっと来てくれた。ひどいよ。しかも私のこと 未来
ミ ラ イ

って呼ぶなんて。」 

「ち、ちがう。僕は…えっと…。」 

 混乱して泣きそうな僕を彼女はそっと抱きしめた。 

「忘れてただけだもんね。君は。未来
ミ キ

はね、死ぬ前の 3日間をずーっとずっとくりかえし

てたの。」 

 死ぬ前の 3日間？そんなはずがない。だって、あの部屋はぬいぐるみで…。 

「未来
ミ キ

をかえしてくださいって願ったの。強く。未来
ミ キ

さえいたら何もいらないって。20年

間もずっと。」 

 彼女はそっと僕からはなれ、あの時のテディベアを手にとった。 

「そしたらポンって。未来
ミ キ

が死んじゃう 3日前にもどれたんだぁ。」 

 むじゃきに笑い、テディベアをなげた。さみしかっただろう。彼女はそんなに長い間、

一人僕を思いつづけて。だから僕は彼女がさみしそうだと感じたのか？ 

「それから今まで、4000回かな？何度も何度も 未来
ミ キ

がいなくなった。だから…。」 
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 僕の耳元で彼女はささやいた。 

「春は 未来
ミ キ

といたいから。そのお願いをこのテディベアにしたの。そしたらこの子が解決

法を教えてくれた。」 

 だから、と彼女、青い目をキラキラさせながら言った。 

「二人仲良く、死にました」と。その言葉を聞いた後、僕は何も覚えていない。あの部屋

でたおれていた。そして今、僕はまたぬいぐるみをもってあの白い部屋に立っている。そ

こに彼女、春はいない。春は最初からどこにもいない。だって…二人とも僕の中にいる、

二人とも「僕」であって「私」だったのだから。 
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本当のあたし 

大屋野枝 

 

世の中ってうまくいかないものよね、とあたしは思う。あたし、中学二年生。中学校生

活では、いろんなもめ事、悩み事がおこる。そんな中であたしの中にはいろんなあたしが

いる。 

例えば、こんなあたしとか。 

お母さんが知ったら驚くようなあたしは、いつものあたしと、まるで正反対。 

屋上のフェンスにもたれかかって、あかね色にたなびく雲をながめる。たゆたう雲は、

分かれたり、くっついたりしながら、太陽のしずむ方と反対側に流されていく。あたしみ

たいだ。―あたしは、あんなに美しくはないけれど。 

教室では優等生。手を挙げ、きちっとした発言。クラスメイトの驚いている顔、先生の

満足気なうなずき。これがいつものあたし。 

放課後は図書室へ行き、本を読む。本が大好きで物知りっていう設定。まあ、あくまで

学校内の設定だけど。 

設定どおりの“あたし”はけっこうつかれる。だって、これはあたしじゃないもの。 

これは私が自分で考えた自分。本当は友達はいない、毎日、本ばかり読んでるだけ。も

め事なんて起こらないし、僅かに聞こえてくる小鳥のさえずりが好きなだけ。何もありぁ

しない。 

机の上を見てみても何もない、あるのは『明日、午前零時三丁目に』とかかれたメモ。

あたし、こんなのかいたっけ。覚えてないらしい。 

あたしはメモを捨てた。午前零時なんて、寝てる。でも家に帰ると、あたしの机の上に

同じメモがあった。しわひとつない、書かれたばかりみたいなメモ。 

背筋が「ぞわっ」とするなんて本の中だけでしょ、と思ってたあたしだけどこの時ばか

りはさすがに「ぞわっ」とした。あたし、こんな話聞いたことがあるわ…。捨てても捨て

てもいつのまにか戻ってくる人形の話。まだメモなだけ、ましな方よね。 

そして今、一つ「ぞわっ」とした。メモをすてようとゴミ箱をのぞくとなぜかゴミ箱の

中に鏡があるのだ。 

それも見たことのない鏡。反射的に手をのばし、とろうと思ったその矢先。 

「いった！！」 

ゴミ箱の中にのばしていた手とは逆の手に、げき痛がはしった。 
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机の上にあったはずのメモが私の手を切ったようにヒラヒラと落ちる。手の甲に一本の

赤いスジ。こんなもので手を切るはずがない。じゃあ何で手をケガしているの？ 

「今回は、絶対に来て下さいね。」 

私の血が付いたカッターに、そんな手紙が結ばれていた。 

こっわっ！！えっ！？何コレ、やばいやつじゃないかな。 

もともと、怪奇現象なんて信じないタイプだ。なのにこれは行かないといけない、行か

ないと殺される。そう感じた。 

午前零時十分前、親にバレないように窓から外へベッドの下にしまってあった新品のく

つでかけだす。何が起こるか分からない。またあの「ぞわっ」がきた。三丁目の角はすぐ

そこ。曲がったらあたし、どうなるんだろう。怖い怖い怖いよ…。あと三歩、二歩、…一

歩！！！体の角度をかえ曲がった。 

「こんにちは。」 

「……っ！！」 

そこにはあたしそっくりの、いやあたしがいた。すんだ目であたしがあたしを見つめて

くる。 

「ごめんなさい。あんな手荒なまねして、そうじゃないと私の所に来ないと思ったから。」 

「なんであたしが二人もいるの！？」 

「本当はもっといるわよ。だけど代表して私が伝えにきたの。」 

気づくと周りは何も無かった。 

「私はあなたのいろんな人格の一人。優等生の私。あなた、自分にもっと素直になって。

もう一度自分を見つめて。私たちはあなたに色んな人格がいるのが悲しい。自分にウソを

ついてるわ。確かにウソをつかないと面倒くさいことにもまきこまれるかも知れないけど、

まっすぐ前を見て、…堂々と…生きて。」 

最後の方はもう一人の私は泣いていた。 

あたしも泣いていた。一つ一つもう一人のあたしの言葉をちゃんと感じて、覚悟を決め

た。 

「ありがとう。伝えてくれて。あたしがんばる！一人の私として世の中を生きてみせる。

安心して。」 

最後に彼女はニッコリ笑って消えていった。 

あたしは宙に浮くように感じた。 
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「…ん。」 

いつのまにかベッドでねていた。朝日をながめた。机の上に鏡があった。一人のあたし

であることを認識した。 

「がんばるね…。」 

一人のあたしはそうつぶやいた。 
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ぼくは本を読むのが遅い 

岸本鮎乃 

 

 本を読むのが遅いので、みんなに馬鹿にされている。でも、ぼくは宮川よりは本を読む

のは速いと思う。宮川は、四角い眼鏡をかけた猫背の不健康そうな男だ。なのに、宮川は

女子にモテる。ぼくはそれが気に入らない。そのことを友人に話したら、「お前と宮川の違

うところを考えてみろ」と言った。何が違うんだろうか。 

 テストの成績は同じくらいだし、運動だって似たようなものだ。 

 まさか不健康そうなところがいいとでも言うのか（ぼくは常に明るく笑顔で、周囲に健

康をアピールしている）。 

 宮川にもぼくにもとび抜けた才能がある訳ではない。あいつがモテるのを見ていると、

変な能力でも持っているのではないか、という気さえしてきた。 

 宮川のどこがいいんだろ。直接女子に聞くのも恥ずかしい。「あーあ」という大きな独り

言。何が違うんだろ？ 

「謎ね。」 

 背後からのささやくような声にぼくは椅子からとび上がった。 

「なんだ、陽子か…。」 

「なんだとは何よ。」 

 ほほをふくらませて小動物のようにぼくをにらむ彼女は、同じクラスの岡野陽子だ。 

「せっかくその謎を私が解いてあげようと思ったのに。」 

「知ってるのか！？」 

 陽子はぼくを馬鹿にしたように、ふんっと笑った。 

「あんたよりはね。」 

「なんだよ！？教えてくれよ！？」 

「ちょっ、そんなガッツかないで！」 

「分かった。教えてくれ。」 

「ん、でも言ったところであんたに分かるかしらね。」 

 また馬鹿にされた。 

 ていうか、こいつ言う気ないんじゃないだろうか。さてはぼくをからかいに来たのか。

ぼくはニヤリと笑った。そっちがその気ならこっちだって。ぼくはとっておきの陽子の弱

点を取り出した。 

14 
 



「小 5の時、ぼくは助けてやったのになー？」 

 少し大きな声で言ってみる。予想通り陽子は顔を赤くする。 

「……っ！！」 

「なんだよ？みんなに言いふらしちゃうけど…あのコト。」 

「やめてっ！分かった、教える、教えるから！」 

 そう言いながら、陽子は話し始めた。 

「彼ね、君にないモテる特技があるの。」 

「なんだよ。」 

「実はね、彼は人の悩みを聞いてくれるの。」 

「は？それだけだったら俺もたまにやってるぞ。」 

「馬鹿じゃないの。それだけじゃないの。彼のアドバイスがね。絶対にいい方向へ進むの。」 

「なんだって。」 

「だから女子に人気！！分かる？」 

 あいつのかくされた特技におどろいた。 

「占い師か、それとも超能力者ってか。まさか陽子、お前も信じてるんじゃないだろうな。」 

 思わず感情的になって陽子の腕をつかんだぼくは、陽子の言葉に耳を疑った。 

「小 5の時のあのことだって、宮川くんだよ。本当は宮川くんが助けてくれたんだから。」 

ぼくはゆっくりと手の力をゆるめた。どこかで別の自分がささやいた気がした。お前は

何もできないんだよ。宮川には勝てないんだ、分かるだろう？お前は負け男なんだよ。 

ぼくはさけびだしたくなった。 

「なんでなんだ！どうしてだよ。ふつうに考えて宮川よりぼくのほうがいいじゃない

か！ぼくは宮川よりすごい男だ。ぼくは宮川よりモテるし宮川より成績はいい！陽子だっ

て宮川よりぼくのほうが…、宮川より、宮川よりも…。」 

「ちょっとどうしたの？かお真っ青だけど。」 

 陽子の声で、ぼくはゆっくりと現実にもどされた。 

「ああ、ちょっとな。保健室いってくる。」 

「えっ！大丈夫？いっしょにいくよ。」 

「大丈夫…。」 

ぼくは逃げるようにその場をはなれる。保健室にはいかず、陽子とよく遊んだ公園に行

った。ブランコに座りながらぼくは思った。本を読むのが遅いので、みんなに馬鹿にされ

ている。そう、ぼくは宮川より、本を読むのが遅い。宮川は女子にモテて女子の悩みを聞
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き、宮川のアドバイスは絶対にいい方向へ進む。そんな宮川を陽子はすき。ぼくは急に立

ち上がり来た道をもどり、学校にいった。教室は夕日で紅くそまり陽子のほほも紅くなっ

ていた。ぼくは陽子にすきだといった。陽子は好きな人がいるのだといった。 

「そっか。」 

ぼくは嫌な気はしなかった。 

「そっか。」 

もう一度声に出していってみた。次の日ぼくはいつものように、机で本を読みときどき

陽子に声をかける。いつものように。あの日ぼくの青春は終わった。ぼくは今でも本を読

むのが遅い。 
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俺の夏休み。 

木田ひかり 

 

「やめようよ」と彼は言った。 

「なんでやねん。ここでやめたらおもんないやん」と俺。ただ今、夏休みまっただ中。部

活もないし、宿題もほとんど終わらせた。俺は最近、家から近いだいぶ古くてうす暗い神

社を見つけた。いつも人が居なくて、夏でも涼しい。一度この神社で事件が起こり、人か

らは「神隠し神社」と呼ばれていた。 

「家にいても暇やん。おまえもたいくつやろ？」 

「そうやけど…。こわいもんはこわいもん。」 

 アホ、俺は彼をにらんだ。 

「男やろ、しっかりしいや。」 

「そんなこと言われても…。じゃあ一人で行きいや！」 

「なんやねん。最初はノリ気やったくせに！！」 

「だって…。」 

 じつを言うと俺もこわい。 

 でも、こいつといるとさみしくない。昔からそうだった。 

 小 1んときにこいつが向かいの家に来てから、ずっと一緒にやってきた。一時もさみし

さを感じたことはない。 

 信らいできる友達だった。 

「大丈夫や。二人やったら。事件に巻きこまれても一緒や！」 

「えんぎの悪い事言うなよ！うーん…。」 

そう言って、俺は彼の背中をおしながら進んでいった。 

「暗いなぁ。」 

「普通そうやろ。」 

「やっぱ帰ろうよ！！」 

「なんでやねん！今、入ったんやから最後まで進もうや！！」 

 こいつは知らないけど、10年前にこの神社で失踪したのは俺の年の離れた兄だ。 

 ぼんやりと覚えている。兄が俺の頭に手を置き、笑って何か言ったんだ。それから兄は

神社へ行き、そしていなくなった。この 10年、兄が何を言ったのか知りたくて、ずっと考

えていた。でも分かるワケない。苦しかった。 
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 こいつに「神隠し神社を探検しよう」と言われた時、真っ先に思ったのは「兄が見つか

るかもしれない」ということだった。 

 兄があのとき何を言ったのか、どうしていなくなったのか、俺はそれが知りたかったの

だ。 

「神社の前で、二人で何をごちゃごちゃしてるんや。神さんやかましいて怒らはんで。」 

 出た。商店街の果物屋「サンフルーツ」のおばちゃん。手には果物を持っている。 

「あんたら、神さんとこに行くんやったら、ついといで。今、お供え届けるとこや。」 

 ということで俺たちはおばちゃんの後ろについていくことにした。神隠し神社は別段、

不気味な様子もなく、周りの木々にさえぎられうす暗い程度だ。 

 ふしぎだったのは、この神社にいく人間がいたということだ。俺らのようにこわいもの

見たさでやってきた連中はたくさんいる。でも、おばちゃんみたいにお供えものをもって

くる人は見たこともないし聞いたこともない。おばちゃんはよくこの神社にきているよう

だった。 

「あの、この神社で…。」 

「知っとるよ。人がいなくなったんやろ？」 

「…はい。」 

おばちゃんはその後、何も言わずにどんどん先へ進んでいった。 

 それにしても、暑い。こんな真夏に果物なんて供えたら一晩で腐ってしまうだろう。 

 おばちゃんは、ふと立ち止まってお供えものを置いた。俺はそこで立ち止まったしゅん

間、兄の気配を感じた……と思ったのは気のせいだろうか？ 

「ほな帰るで。あんたらぁは、どーすんのんな？」 

「あ、もうちょっとココにおるわ。」 

 反射的に言った。 

「ほなね。」 

 おばちゃんが帰っていく。生あたたかい風がほほをなでる。 

「なぁ、これからどーすんのん？」 

「まだ先に行こうや。」 

 兄が見つかるかもしれない。背高草をかきわけてどんどん進む。ふいに「うわんうわん」

という耳障りな音、蝉とは違う音。しだいに音が大きくなる。 

「大丈夫かよ？おいっ！？聞こえてんのかっ？」 

 彼が叫んだ。地面にしゃがみ込む。とたんに音が消えた。 
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「ごめん。じゃあな。」 

 大人びた落ちついた低い声。なつかしい兄の声だった。 

「兄ちゃん！！」 

 立ち上がったが幻覚なのか兄の姿が見える。手を振って微笑み、風のように消えた。 

「兄ちゃん…。」 

 か細い声が蝉の声でかき消される。 

「大丈夫かっ！？」 

 彼が駆け寄った。 

「だ、大丈夫や。」 

 いつのまにか泣いていた。もう会えないのかな。涙がほほをつたう。涙をぬぐった。 

「帰ろう。」 

 神社から出て家に帰った。俺のひと夏の「想い出」。 
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今も、ここから 

木田やえの 

 

「やめようよ」と彼は言った。 

「何よ、いくじなし！！ここまで来たんだから中を見るのは当然でしょ。」 

ほんと男って使えない…。急に弱気になったサトルは、半ベソで私の顔を見る。空き家な

んだから、誰もいるはずがない。 

私は懐中電灯をサトルに押しつけた。 

サトルはふるえる手で懐中電灯を持ち、私と一緒に空き家へと足を踏み入れた。 

「何か見える？」 

私はそうサトルをせかしたが、サトルから返事はない。 

サトルの横に立ってみると、こしをぬかしたサトルと、大量のタバコの空き箱が見えた。 

「なによこれ？だれのなの。」 

「知らないよ！！」 

そう言いながら足を前に進めたサトル。 

家の中を見たところ金目のものはなにもない。サトルは泣きながら言った。 

「もう帰ろうよ！この家ゴミしかないじゃないか！」 

「なにいってんのよ！引き出しかなんか開けてみなさいよ！きっとなにか入ってるって。」 

そういいながらもだんだんあせってくる。時計の針は 12時をさしていた。 

その時、「ボーンボーン…」と時計の中から、かねの音が聴こえてきた。 

「うわ！！」 

「わっ！！」 

サトルと私は思わず叫んだ。 

「こわいよ～。」 

「ただ時計が鳴っただけ！どうってことないわ。」 

サトルを前に立たせ先へと進む。 

「じゃあ、なんで誰もいないのにタバコがあるんだよ？しかもこんなに沢山。絶対誰かい

るって！！」 

さけび声が響いて、私は急にこわくなった。じっとりとした熱気が顔にまとわりつく。 

「だ、だいじょうぶだよ…。」 

サトルのせいで、だんだん自信がなくなってきた。大丈夫、大丈夫、と自分を奮いたたせ
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る。 

ここは空き家なんだから。そうよ、大丈夫に決まってる。一回も見つかったことのないこ

の私よ！ 

こんな風に空き家へ入るのはもう 3回目。サトルは初めてだけど、私はもう慣れっこ。…

だと思う。でも、今まで入ってきたとことはちがう、変な空気。 

そうっと足を進める。サトルの持つ懐中電灯がふらふらゆれて、実にたよりない。 

「ほら、誰もいないじゃない。もう、びくびくしちゃって、このおくびょう者…。」 

その時階下で、ドアの開く耳ざわりな音がした。 

「…うわっ！」 

「サトル、黙って！」 

むりやりサトルの口を手で押さえる。 

ふいに月が消えた。急いで物カゲに隠れる。息をころしてじっと待つ。そっとドアの方を

見ると黒猫が「ニャーオー」と低い声。 

「なぁーんだ。猫じゃない。」 

「お、俺猫アレルギーなんだよお…。」 

か細い声が押さえられた口から漏れる。 

「猫アレルギーか…なら大丈夫、人間だったらヤバイけどね。」 

おびえるサトルに私は続ける。 

「ここって、実は 5年前まで私んちだったんだ。」 

5年前。父と暮らしていた私は、それなりに幸せな毎日を送っていたと思う。目をさませ

ば父は仕事でいないけれど、学校から帰れば誰かが来て、ゴハンや身のまわりの事をして

くれる。さびしくはなかった。父が家にいなくても。そう、いなくなった時も。父はこの

部屋でナゾの死をとげていた。タバコの吸いがらがいっぱいちらばった部屋に、何人もの

警察がきて、父の遺体を運んでいった。まだ小学生だった私は、おばさんに引きとられ、

それからというもの、この部屋は空き家となっていたのである。ただ不思議なのは、タバ

コの吸いがらが来るたびに増えていること。 
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速読とテレビ、そしてプレゼント。 

木村野乃花 

 

本を読むのが遅いので、みんなに馬鹿にされている。彼がぽつりとそう呟いたとき、あ

たしは思わず吹き出してしまいそうになった。そんなこと、どうだっていいじゃない。あ

たしはそう言って、彼の背中をたたこうとして、はっとした。だって、その顔は、すごく

…―すごく、悲しそうだったから。さっきまでたくさんの人がいたこの教室にはもうあた

しと彼しかいない。しいんと静かになって、外からは車が通る音も聞こえない。まるであ

たしの言葉がこの空間を凍りつかせてしまったかのようだ。彼はさびしげにほほ笑み、そ

してほおづえをついて窓の外をながめた。西日が彼の横顔を真っ赤にそめていて、とても

きれいだと思ったけど、あたしは何も言うことができず、ただ下校のチャイムが響くまで

ぼうっとしていた。 

「帰ろう。」 

本当に静かな声で、あたしに呼びかけられる。 

何も言うことができなくて、何も考えられなくて、ただ彼のさびしげな横顔が目にこび

りついて離れなかった。 

「うん。」 

あたしは少し間をあけて言う。彼はどことなく不安げな顔をして席を立った。帰り道、「ね

ぇ」と呼ぶ彼の声に少し悲しみがあった。 

そんな気持ちがばれたら、彼はもっとさびしそうな声になるだろう。だからあたしは 

「何？」 

と彼には気付かれないように明るい声で返した。 

「君は、何で今自分の気持ちを隠したの？」 

ドキッとした。そしてパッと彼の顔を見ると彼はまたさびしげにほほ笑んでいた。 

彼は時々そうやって、私の心を見透かす。 

部室ではじめて会ったとき、彼は私の家のテレビが未だにアナログだということを一発

で見抜いた。 

普通、そんなこと分かるだろうか？なぜだか彼は私のことをよく分かっている。まるで

とても幼い時から知っているような…。 

かくしてないと言おうとしたが、きっとこれも見透かされる。 

「だって…。」 
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言葉が続かない。 

「だって、あんた、悲しそうっていうか。」 

何て言ったらいいのだろう。彼もあたしに聞かなくたって、私の心が分かるのに。 

「うん。」 

彼はゆっくりとうなずいて、あいづちをうった。 

「さびしそうっていうか。」 

「うん。」 

「とにかく、」 

…言葉が見つからなかった。何となくもやもやが心にたまって、でもそれは私がずっと

とじこめておかないといけない気がした。口をつぐんだ私に、彼はそれ以上続きをうなが

そうとはしなかった。 

翌日、私は彼に速読術の本をプレゼントした。うちのテレビは今ではもう地デジ対応の

液晶テレビだ、彼だってきっと変われる。 

彼はいつもさびしそうな目をしていた。いつも、どことなく悲しそうではかなかった。

私はそんな彼が変わることを望んでいる。 

次の日、彼はまたさびしげな顔で学校に来ていた。なんだか私も昨日、言ったことを後

悔しているように思う。なぜ彼をこんなにも悲しくさせてしまったのかそれが今一番嫌だ

と思うこと。 

あたしはふと思った。彼が笑顔でいたら、笑っていたら。あたしと彼はこうやってはな

すこともなかったかもしれない。 

あたしは、また彼にプレゼントすることにした。 

今度のプレゼントは…あたしはシャーペンをくるくる回しながら考えた。もっともっと

すてきなものをおくろう。彼がもう二度とあたしの前で悲しい顔をしないように。あたし

と彼との会話が二度と途切れないように。さて。どうしよう。ぼうっとしているといきな

り前の席の彼がメモを回してきた。『絵しりとり、スタート』その文の下には下手なリンゴ

の絵。あたしはくすくすと笑った。分かった。何をおくるべきかは、最初から目の前にあ

ったものだ。あたしは帰ってからすることを考えながら、さらさらっとゴマの絵を描いて

メモを回した。 

次の日の朝。あたしはいつも彼と一緒に登校している。いつものように待ち合わせ場所

に行くと、やはりいつものように彼は優しい笑顔でそこに居た。 

「おはよう。」 
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「おはよう、あの…さ。」 

「…どうしたの？」 

彼は首を傾け、話の続きを待っている。ああ、もうしゃべれバカ！！あたしは自分で自

分を怒った。きんちょうして言葉が出て来ない。ほら、ちゃんと言わなきゃ。せっかくと

っておきのプレゼント用意したんだから。あたしは小さく深呼吸して、そしてにっこり笑

った。 

「これから、どんな事があっても、誰に馬鹿にされようとも、あたしはあんたの味方だか

らね。」 

彼は少し黙って、それからあたしに太陽のような笑顔を向けてくれた。 

そして、本当にうれしそうに「ありがとう」と言った。…あぁ、もうコイツ。本当にか

わいいな。 

「さ、行くよ。」 

ぶっきらぼうにそう言って背を向けると、すかさず後ろから「照れてる？」という追撃。

ぎゃーぎゃー騒ぎながら走る彼と追いかけるあたしを、さわやかな風が追いぬいていった。

彼があたしの中に芽生えた気持ちを見透かしていたと知るのは少し後の話。そして彼もあ

たしと同じ気持ちだったと知るのももう少し後の話。そして、あげたプレゼントよりもっ

とすてきなプレゼントをもらったのは、それよりもう少し後の話。 
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夜の学校 

佐藤奈央 

 

「やめようよ」と彼は言った。 

「だいじょーぶだって。」 

ぼくはむりやり明るい声をひねりだした。正直全然大丈夫ではないと思うが、ここで彼

がおじけづいてしまったらぼくの計画がパァになる。それだけはごめんだ。 

「そうかなあ……。」 

心細げに彼がつぶやく。うす暗い体育倉庫の中で、たよりなげにゆれるライトの光がバ

スケットボールの山を照らした。 

「誰もこんな夜中に中学校の体育倉庫にひそんでいるとは思わねぇよ。」 

「でも……。ねえ、そのボールの中に、誰かかくれてたりしない？」 

「いねーって。」 

ははは。と笑って見せる。笑ってぼく自身を安心させないと。ぼくは平じょう心を保つ。 

だが彼が安心するはずもなく、不安そうに視線をさまよわせるだけだった。ああもう、

意気地なし。 

「い、意気地なしじゃないよ！」 

彼はいきなりそう言った。どうやら口に出していたようだ。 

「ゴメンゴメンって！」 

と僕は笑ってあやまる。 

「おい、あのバスケットボール、とってこいよ。」 

と僕は光をボールに照らした。 

「なんでやらなきゃいけないんだよ……。」 

ぼそりとつぶやく彼は、しぶしぶといった感じで取りにいく。手を微妙に震わせている

から、しぶしぶどころではないだろうけど。 

その時だった。 

「誰だ？」という男の声がした。2人の心臓はこれまでないほどドクンドクンと大きな音

をたてた。 

カツン、カツンと男の足音がひびく。ぼくはぼくの心臓の音がきこえないか心配になる。

とっさに懐中電灯を消し、辺りを見回す。生温かい夏の暗闇にタコヤキみたいに丸い男の

頭がぼんやり浮かび上がった―まずい、よりによってあいつかよ。 
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「またお前達か…いい加減にしろ。」 

男はそう言いながらやれやれというように頭をふった。その男はクラスで一番太ってい

て、いつもお弁当と一緒に、大亀せんべいをポリポリとほおばっている丸山だった。 

「丸山、こいよ。こいつだとびびっておじけづくだろうし。お前も手伝ってくれよ。」 

丸山はにやりと笑ってこちらに近付いてきた。口の端に大亀せんべいのかすがついてい

るのが見え、次いで右手に大亀せんべいの袋を持っているのが見えた。 

左手にある大亀せんべいを食べ終わった後、丸山は口を拭った。顔には相変わらず嫌な

笑みを浮かべている。 

「なあ。お前の計画とやらを聞かせてもらおうか。」 

ぼくは、丸山に言うべきか少し悩んだ。彼は「言うな」と目でぼくに合図を送る。 

とにかく、丸山に見つかってしまった以上、何か言わないと。 

「えーと。」 

頭の中で話をでっち上げる。 

「実は、えーと、この学校には伝説があって、だから、その、おばけが出るって話だ。」 

こうすれば丸山は怖気づくと思ったのだが、まったく平気な顔をしていた。 

「じゃあおれがやっつけてやろう。」 

「ちょ、ちょっと待って、そのおばけは首なしなんだって！」 

「そうそう、怖いから帰った方がいいって。」 

丸山は、またニヤーと嫌な笑みを浮かべた。 

「怖いから帰った方がいい？帰りたいのはおまえの方じゃないのか？」 

彼はヒィッと小さなひめいをあげて、ぼくのうしろにかくれた。 

ああ、だめだこりゃ。 

仕方がないので彼を無理につれていくことにした。やはり学校の中は暗くて怖いが進ん

でいかねばならない。 

体育倉庫を出て、グラウンドをつっきる。懐中電灯の光が、地面に丸をえがいていた。

ちっと舌打ちをする。デブのせいで計画が台無しだ。 

バスケットボールをぶちまけて、あのバカ体育教師にむくいをくらわせてやろうと思っ

ていたのに。体育の時間、ちょっとランニングをサボっただけで腹筋 50回とか、サイテー

だろ。みんなからきらわれているあいつをこらしめるためだ。朝の点検のときにあいつが

見たら、目の前いっぱいにボールがころがってるっていうしだいだ。ボールで足をすべら

してくれたらなおいい。 
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つらつらと考えていると、丸山がボソッと言った。 

「お前ら、どーせあの体育教師にいたずらしようとしたんだろ？」 

ズバリと言いあてられて、ぼくは目を見開いた。 

「ボールでもぶちまけてやろうと思ったんだろ？」 

ザクザクと砂をふみしめる音がひびく。 

「でもな。」 

ぴたりと丸山が足をとめた。 

「そんなしょぼいことであの体育教師がびびると思うか？」 

せんべいを口に運び、丸山はそれをかみくだいた。 

「あのな。」 

のみこんでから、彼はニタリと笑った。 

「おばけは本当にいるんだよ。」 

となりでカズキがびくりとふるえた。 

「俺。」 

「えっ？」 

「俺がおばけなんだよ。」 

え、と二人してかたまった。 

「…なーんてな。」 

不気味な笑みをくずして、丸山はせんべいをくわえた。 

「そんな訳ないだろ。」 

「…だよなあ。」 

返したあいづちは、かすかにふるえている。 

「帰っとけよ。」 

丸山はぼくらに言った。 

「あいつをおどかす一番の方法、俺知ってるからさ。」 

「何で？」 

「……ぼくは帰りたい。」 

ぼそりとつぶやいたカズキをひとにらみして、ぼくはもう一度たずねた。 

「何で？俺、おどかしてやりたいよ。」 

「……学校に、一晩とまれるか？」 

「え？」 
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「朝にあいつが学校にくるだろ。」 

「うん。」 

「そのときにな。」 

丸山はいたずらっ子の笑みをうかべた。 

「ものかげにかくれといて、おばけみたいな声で言ってやるんだよ。『二度と子供を痛めつ

けるな、そうしないとのろわれるぞ』ってな。」 

「大人だから、そんなんじゃビビんないよ。」 

カズキがもっともなことを言った。 

「ビビんだよ。」 

丸山はせんべいをバリ、と食べる。 

「あいつ、ホラーが死ぬほど苦手なんだ。バカだから、おばけに言われたってホントに信

じるよ。」 

「ふーん。」 

半信半疑で言うと、丸山はぺロリとくちびるをなめた。 

「まあ、とりあえずやるだけやってみようぜ。もしそれでもあいつが変わんなかったら、

アイスおごってやるよ。」 

「…分かった。」 

―はたして、『おばけ作戦』は大成功だった。あいつは死ぬほどおびえ、土下座して

もうしませんとビビりまくっていた。三人で大笑いした。でも、ぼくらは丸山にパフェを

おごってやらないといけないはめになった。 

まあ、あいつもそれ以来生徒をはれものにさわるようなあつかいをするようになったか

ら、パフェ一杯なんて安いものだ。実は丸山が後でこっそり「俺もスッキリしたよ。―俺、

ホントにおばけだけどね」と笑っていたのは、本当かどうかは分からない。 
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Z 

竹花大河 

 

「やめようよ」と彼は言った。それに続けてぼくも「そうだよ。話しているだけでは何も

起きないよ」と言う。すると今度は彼の 2 つとなりにいた女の子が「じゃあ、この部屋を

もう一度しらべますか！」と言った。部屋はきれいにかたずいており調べられるものはす

べて調べたつもりだ。部屋のすみにあるあの箱以外は…あの箱を調べる前に現在のじょう

きょうをせいりしてみる。 

居なくなったのは B（仮名）の妹だ。彼は大変なシスター・コンプレックスだったから夕

食の時間になっても妹が戻ってこないとわかると即座に警察に通報した。 

警察は対応はしてくれたがいくら待っても保護できたとのれんらくも何もない。しびれを

切らした Bがぼくのもとに電話をかけて、ぼくを呼び出したのだ。 

それから犯人となのる者（ここでは Z と呼んでおこう）から電話があり、「B の妹はあず

かった。返してほしければ、Bの家からまむかいのアパート 202号室へ行け。カギは開いて

いる」との指令があった。 

ああ、これがドラマでよく見るユウカイという奴か。ぼくはそのとき興味もなく、Bの焦

り顔を見ながら「どうってことないだろう」と B の妹のことより今夜の夕飯のことを考え

ていた。 

それがまさかこんなことになるなんてな―。ぼくはいささかうんざりしながら二人を見

た。まったくもってうっとうしい。ぼくは赤の他人のことなんて、はっきり言ってどうで

もよかった。いちおうまじめに考えているふりをしてみたが、こんなことをしていてどう

なるというのだろう。とっとと警察にまかせればいいのに。 

202 号室には、ぼくと B 以外にも 5 人の男女がいた。みんな妹をユウカイされ、Z からの

電話でここに集められたのだという。 

Zはロリコンか！？一人でつっこんだ。みんな 5歳から 8歳の女の子。ぼくたちよりも小

さい。ユウカイなんかして何か得でもするんだろうか？馬鹿馬鹿しい。 

不幸中の幸いだったのが B 以外の 5 人がシスター・コンプレックスではなかったことだ。

Bはもうおかしくなってしまってボーッとどこかをながめていた、このままではきりがない。

ぼくはそこでこの部屋を調べてみてはどうかとていあんしたわけだ。 

こんなときなのにぼくは意外と落ち着いていた。たぶんぼくは他人にも自分にも興味がな

いのだと思う。 
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202 号室に集められた全員で、部屋のすみからすみまで調べてみた。引き出しの一つ一つ

から冷蔵庫の中まで見てみたが、特にこれといったものは見つからず、Bは絶望という言葉

の例にしたいような顔をしていた。 

そんな顔に僕はいっしゅん、笑ってしまいそうになったが、力強くこらえた。 

「あの箱を調べるしかない。」 

ぼくのとなりにいた男の子が言った。 

「爆弾だったらどうするの！？」 

男の子のとなりの女の子だった。 

「お前が調べろ。」 

Bの左にいた男の子がぼくを指した。 

「お、おれ！？」 

さすがに爆弾だったらいやだ。 

そして箱を開けると、一つの紙が置いていた。内容は…六時半以内に 3km先のマンション

の 506号室へ行け。間に合わなければ娘は全員死ぬ。5つのボタンが中にあるから同時に押

せ。と書いてある。やばい。今は 6 時。どう考えてもきついが他の人達はすぐに部屋から

でた。俺も Bをつれ、そこへ向かった。 

歩いてたらまに合わない。走る走る。見えてきたレンガ造りのマンション。エントランス

で 506 号のポストボックスを確認する。名前はない。勝手に放り込まれたビラやチラシが

あふれている。 

エレベーターは、今は 6階。しかも、段々と上にあがっていく。 

「階段だっ！！」 

ぼくはさけんでみんなと走り出した。 

みんなと階段であがる。あせりはあったがなにも無ければおかしい。5階につく。時計は

ないがたぶん 6時 30 分はすぎていないだろう。 

「あった！」 

部屋を見つけ中に入る。そこには 7つのボタンがあった。自分と Bはどうだったかしらな

いがだれかが「あれを全部同時に押せばいいんだな！！」と言う。 

？？？ 

あれ？ちょっとまて。メモには『5つのボタンが中にあるから』と書いてあった。本当に

それでいいんだろうか。近くを調べるがそれらしき物がない。って事は本当にあのボタン

なのだろうか。いや、違う。ここまでこまかくしじを出しておいてここでミスったなんて
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事はありえない。みんながあせる中、自分は意外と冷静に頭を回転させていた。 

【ユウカイ】【書き間違いの多いメモ】【シスコン】【B】【ボタンが 7個】【Z】【七人の男女】

【妹】 

これらの単語がまとまったとき、自分の犯した間違いに気付いた。 

「押すな！」 

自分でもおどろくほど大きな声が出た。全員おどろいていたが Bだけはちがった。 

「お前どういうつもりだよ！」 

まぁ、あたり前か。押さなければ死ぬって思ってるんだもんな。 

「おかしいとおもわないか…。」 

「「「「「「おかしいのはお前の頭だろ。」」」」」」 

「まぁ、そうなるが…このメモを見てみろ。」 

 

6時半以内に 3km 先の 

マンションの 506 号室へ行け。 

間に合わなければ娘は全員死ぬ。 

5つのボタンが中にあるから同時に押せ。 

 

「おかしいとは思わないか？」と自分が言うと、「時間が無いんだ」Bが低い声で言う。 

「1 つ目、なぜ Zは紙をのこしていったのか。2つ目、ボタンの前に娘が～と書いていたの

はなぜか。全部はミスリードだったんだ。」 

「？」 

全員が怒りながらも首をかしげる。 

「ここには 7つもボタンがある。ってことはこれを押したら失ぱいなんじゃない？」 

「あっ。」 

 皆が目を合わせる。そこから先は簡単だった。部屋は広くなかったし、みんなでさがす

と［○←本当のボタン］ってのが 5 つ出てきた。軽く書いているがみんなそうとうあせっ

てたと思う。でも、無事救出できたし、よかったのかな。Bは…妹に再会できて、すごくよ

ろこんでいるみたいだ。こうして、自分と Bのすごくこい半日が終わった。 

  

31 
 



過去から来た男 

丁ハヨン 

 

 未来は、未来から来ました。じゃあ、おれは、おれは、一体どこから来たんだ？その瞬

間、額に激痛が走った。誰だ。反射的に起き上がって構える。 

「なんだ、クロか。」 

 よくおれん家に入ってくる野良猫だった。 

「いってえ。よくもひっかいてくれたな。」 

 クロは何事もなかったように、鳴き声をあげてはおれの周りをぐるぐると回っているだ

けだ。 

 おれはため息をつき、いつものように小さな器に牛乳を注ぎ、クロの目の前にトンと置

いた。 

 平然と牛乳を飲むクロを眺めていると、額の痛みがまた襲ってきた。おれが未来にでも

いけば、世話してやる人はいないのに。 

 額を押さえていた手を下ろすと、クロは消えており、そもそもおれの部屋ですらなかっ

た。 

「あなたは過去から来た人ね。」 

 未来の声がした。 

「ここは何処だ…？お前は誰だ？」 

 記憶喪失の人のテンプレートのような言葉を、思わずつぶやいてしまった。 

 未来はくふふとおかしそうに笑って、きれいな金色のかみをゆらした。 

「誰だ？お前は…女？女、なのか？」 

 おれは女を見たのは初めてだった。あれ？ではなんで、おれは、こいつが女だと思った

んだ？ 

 それすらもわからない。ここで何が起きるんだ。自分に問いかけた。 

 額にビリビリとした痛みが走る。「お、おれは過去から来たのか？」とおそるおそる聞い

てみた。「ええ、そうよ」と未来は微笑んだ。 

「私、未来。クロがいつも君にお世話になっていたようね。お礼を言うわ。」 

 未来と名乗る女の腕の中で、クロはノドをならしておとなしくしている。おれの時とは

別の猫みたい。何か腹立つ。 

 今一番おかしいのは俺に過去の記憶がないということだ。この女もなぜおれを知ってい
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る。おかしい。すべてが夢のようだが、おやじが言った言葉が突然頭にくる。 

“ありえないなんてことはありえない、すべてを真と思え” 

なぜ突然その言葉がでたのか分からないが、今それが本当のように思える。 

 でも思い出せたのはそれとクロのおれへのたいどだけ。後はまるでカギをかけられたよ

うにどうがんばっても何もない。 

 空を掻くようなもどかしさがますますおれを混乱させた。粘着質で緑色の―─そう、膿

のような物体が脳にへばりついて必死に過去を思い出すのを妨害している。想像するだけ

で吐きそうになる。 

「混乱しているようね。」 

 未来が言った。 

「すべて教えてあげる。ついてきて。」 

 未来はクロを抱いたままある部屋に案内してくれた。 

―─見たことがある。でもどこでいつ見たのかが思いだせない、イライラする。クロのや

つ本当に別の猫みたいだ。未来にゴロゴロあまえて、また、額に激痛が走る、いままでで、

一番いたい。 

“ありえないなんてことはありえない、すべてを真と思え” 

 あ、そうか。よく分からないけど、受け入れた方がいいってことかな。おれはおとなし

く彼女の後についていった。 

 四角い部屋だった。真ん中にはテーブルが置かれ、大きな鏡がたててある。 

「さあ、これが、あなたの過去よ。」 

 鏡にうつったのは、おれの過去だった。 

「あなたの過去を取り出させてもらったの。」 

「な、なぜ勝手に！」 

「あなたは過去から来た男。でも、あなたはずっと過去にいるつもり？昔のことでくよく

よ悩んでも仕方ないわ。ずっと過去に住んでないで、未来へと進んだらどう？」 

 そして未来は手を差し出した。 

「さあ、未来へ進んで。」 

 おれは、受け入れるしかない。過去だけにとどまっていたらだめだ。おれは未来の手を

取り、一歩未来へと近づいた。すると、おれは光に包まれ、何も見えなくなった。クロの

鳴き声だけが聞こえた。 

―─“ありえないなんてことはありえない、すべてを真と思え” 
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 もしかして、おやじも過去に住んでいたのか？どっちにしろ、これはきっと、真実だ。 
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秘密 

中村友美 

 

とうとう悲劇が起きてぼくが駆けつけると、現場ではすでにみんな泣いていて、ぼくも

泣き出さずにはいられなかった。しかし、そのぼくの涙は誰にも見えない。どれだけぼく

がこの事件を悲しんでいたとしても、それは誰にも気付かれないことなのだ。ぼくにはそ

れが、いちばん悲しいことのように思えた。 

だが、ぼくはこの悲劇をうけて自分で強くならなければいけない。それと犯人がだれな

のか見つけてみたくなった。それが一番私が強くなれる近道だと思うから。 

校庭のいちばんすみっこのポプラの木の根もとに、その小さな鳥はうめられた。だれか

が、あったかいと言った。それをきいてぼくはもっともっと泣いた。 

地はポロポロと流れ落ちるぼくの涙をそっと受けとめ飲み込んでいった。ぼくにもこの

地面のように誰でも優しく、そして力強く受けとめられるだろうか？例えそれがこの悲劇

の犯人でも、できるだろうか？ 

いや、受け止めなければいけないのだろうか？ 

泣いているうちに疑問がでてきた。 

何度も繰り返される悲劇を前に、ぼくに何ができるだろう。悲しみに暮れるぼくの後ろ

から肩にそっと手を置いたのは、3組のカオリだった。 

カオリは何も言わず、ただそっとぼくの隣にいてくれた。夕日は傾き、とうとう沈んで

しまったころ、ぼくはある決心をした。 

「実はさ、だれが『小さい鳥』を殺したか、知っているんだ。」 

ぼくはなぜか涙を出した。人に見せた初めての涙を。 

涙は次から次へとあふれ、小さい鳥を殺した犯人のことも口につかえてしまった。 

でもカオリは待ってくれた。なぐさめたり、はっぱをかけることもなく、ただ静かに微

笑み待ってくれた。 

やっと涙が止まると、ぼくは口を開いた。 

「アイツ
．．．

だよ。」 

ふるえる声で言うと、カオリはまっさおになった。カオリは、アイツ
．．．

が誰だか知ってい

る。 

ぼくはアイツのことはあまり知らない。ぼくはむしろ、死にたての小鳥のあたたかさの

ほうをとてもよく知っている。 
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涙が出て止まらない。怖かった。カオリに打ち明けることがスゴク怖かった。 

だけど言ってしまったとたんにぼくの心の中は軽くなった。きっと「知ってしまった」

罪を他人になすりつけたからだ。ごめんね、カオリ―涙は少し甘い味がした。 

「アイツ
．．．

、ね。」 

カオリはかみしめるようにつぶやいた。 

「アイツ…。最近、おかしかったもの。」 

「おかしかった？」 

「ええ。誰ともしゃべらなくなって、ずっーっとうわの空で…。」 

とつぜんカオリは泣いた。しずかにしずかに泣いた。 

僕はさっき彼女がそうしてくれたように、黙ってただ側にいた。アイツ
．．．

が、自分がして

しまったことの重さに一人で耐えていたと思うと、僕はアイツを憎めなかった。クラスの

誰よりもあの小鳥を可愛がっていた、生物係の、アイツ
．．．

―裕介が自転車でひき殺してし

まったことは、僕と裕介本人しか知らない。カオリに裕介が犯人だとは言ったが、どうし

て死んだかは言っていない。きっと、エサでもあげ忘れたのだと思っているだろう。それ

でいい。それでいいのだと、ぼくは思った。悲しい事実は、知られないほうがいいことも

ある。 

「アイツ
．．．

だったのね…。」 

ようやく泣き止んだカオリが、ぽつりと呟いた。 

「皆には内緒にしておこうよ。」 

カオリがうなずくのを見届けて、ぼくは微笑んだ。どこかで、小鳥の鳴く声が聞こえた

気がした。 
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恨みの女 

平山洋光 

 

世の中ってうまくいかないものだなとわたしは思った。人の人生がどのように終わるか、

分からないからだ。そう思いながら学校の帰り道を歩いていた。するとある一人の女性が

地面に座りこんでいた。声をかけてみても返事がない。だんだんきみが悪くなって、この

場を立ち去ろうと思った。 

すると後ろから足音がした。思わずふりむくと、そこには女性が確実にわたしをにらみ

ながら近づいてきていた。 

わたしは反射的にポケットに入っていた大量のスーパーボールを女性に向けてばらまい

た。色とりどりの小さな粒がアスファルトの上を踊る。 

突然転がってきたスーパーボールに足をとられ、女性はアスファルトと顔を見合わせた。 

「ゴンッ」っと音がすると思った、でもしなかった。見ると女性はうつぶせにたおれて

いて死んでいた。脈をはかったわけじゃない、でもそこで女性は死んでいた。 

わたしは迷った。女のひとについてではなく、わたしの事だ。 

めんどうな事はゴメンだ。ここは立ち去る。早く…早く…誰も来ないうちに、誰にもみ

つからないうちに。 

とにかく走った。全力で走った。別にわたしがやったわけじゃない。 

バレたらどうしよう、つかまるの？でも悪気はない。いろんな思いが心の中でぐるんぐ

るんと回っていく。 

冷や汗が背中を伝って落ちてゆく。さっきまで暑くて倒れそうだったのに、寒い。 

家に飛びこむ。「どうしたのー？」というお母さんののんきな声が聞こえた気がした。階

段をかけ上がって自室にかけこんだ。ゼハゼハとはずむ息をしずめ、ゆっくりと顔を上げ

る。とたんに、声にならない悲鳴を上げた。いてはいけないものがそこにいた。女が―、

あの死んだはずの女が、わたしのベッドにこしかけていたのだ。 

反射的に外に出ようと、ドアノブに手をかけた。でも、それをやめた。だって、その女

の目が、あまりにも、悲しい目をしていたからだ。 

どんよりとにごった黒い目。どこを見ているのか分からない目。うつろだった。この目

を見たら、きっと不幸になっちゃうんだ、わたしは思った。 

「かわいそうだからもっとあげる。」 

わたしはポケットからスーパーボールを出し、次々と投げつけた。わたしのスーパーボ
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ールは無尽蔵なのだ。 

スーパーボールは女の周りをはね続ける。女は、はねているスーパーボールを食いいる

ように見つめた。 

「ねぇ…。」 

突然、女の人がしゃべりかけてきた。ひどくつめたい声。背すじがヒヤリと凍るのがわ

かる。スーパーボールはもうない。 

「何？」 

わたしはただそう一声しぼりだすのがやっとだった。 

女は急に顔をあげて、わたしの方を見た。目を見てはいけない、そう思う前に目があっ

てしまった。 

その目は黒く彼女の奥にも黒くそまっていそうだった。わたしはあわてて家を出て走っ

ていった。するとあの女がめっちゃ速いスピードで走ってきた。多分ウサイン・ボルトよ

り速いと思う。そしてとうとう追いつかれた。わたしは思わず転んでしまった。周りを見

わたすとあの女と会った所だった。怖い、怖い、怖い、怖い、怖い、怖い、怖い！！もう

彼女を人とは認識できなかった。 

「許してくれ。本当にすまなかった。」 

「…………………」 

わたしは一瞬のすきをついて最後のスーパーボールを投げた。そして逃げようとしたそ

の時……。 

「また……いじめるの？」 

「え？何を言って…………。」 

その直後わたしは車にひかれた。死んだかと思ったが病院で目がさめて生きているんだ

と思った。あれから一度も“あれ”には会っていない。が、わたしは生きた心地がしない。

これからどうしようか。人は勝手な生き物だ。少し勝手にするぐらいいい。だがいじめや

嫌がらせはやめよう。もしその人が死んだときにこんなことがあるかもしれない。人の恨

みはすごい。だから悪霊になる。わたしは人というものを考えて生きていた方がいいと思

うが…。 
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雨の日 

藤野可織 

 

 男は雨がやむのを待っている。雨が降っているうちは、女の子たちに迎えが来るかもし

れないからだ。男は車の中にいて、車体を叩く雨音を聞いている。もうずいぶん長いこと

聞いている。目を開けると、車内には薄汚れた光が射しており、男はフロントガラス越し

に虹を見る。 

「もうこんな時間か…。」 

 そわそわする女の子たちを横目で見ながら、男は車を走らせる。いつもなら横のシート

にいるはずの彼女を思いながら。 

 もう…何日たっただろう。本当は、彼女を連れて、ドライブにでも行くつもりだった。 

 だが、もうそれは叶わないことだ。男は片手で缶コーヒーを持ち、一気にあおった。 

「だめかもしれないな。」 

 そう呟いて、男は待つのをやめた。 

 でも、心の中で待ってみたいとも思った。 

 そんな矛盾した思いが、ふつふつとわき出して、僕はイライラした。 

 女のことはさっぱり分からない。 

 FMラジオを聞き流しながらそんなことを思った。 

 ラジオに集中しよう、そして忘れよう。そんなことを思っていると、ふと左の方に人の

気配がした。 

 左をふり向うとした―できなかった。男の頭に固い感触、かすかに漂う火薬の匂い。

極めつけにくぐもった若い男の声。 

「俺たちに協力しろ。さもなくばお前を消してこの車を乗っ取るまでだ。」 

 これは夢、だろうか。そうではないと確信を持ちながらもそう願ってみる。目を閉じて

みる。いや、これは現実だ。 

「何が目的だ。」 

 男はおどろくほど低い声で言った。 

「口をきくな。俺の指示通りに動けばいいだけだ。」 

 いったいどんなことになるのだろう。男は汗で冷たくなった手をにぎりしめて若い男の

指示を待った。 

「ディズニーランドに連れて行け。」 
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「へ？」 

 一気に力が抜けた。いったいどんなおそろしいことをされるのだろうと思っていたら｢デ

ィズニーランドに連れて行け｣だ。この若い男は何が目的か、男はよけい分からなくなって

きた。 

 しかし考えるうちに、大の男が「ディズニーランド」という言葉を発した、という事実

に笑いがこみ上げてきた。ぶはっとふきだすと、男は顔を真っ赤にしてさけんだ。 

「何がおかしいっ。」 

「いや、いいと思いますよ。ディズニー…ぶっ…失礼、ディズニーランド。何の目的で？」 

 ふき出しながら何とか問いかけると、男は一瞬つまってから、ポツポツと語り出した。 

「五才の娘の誕生日なんだ、今日。俺は金がなくて、何もしてやれない。かわいいあの子

に、せめてディズニーランドぐらいは、つれて行って。りたいと…うっ…うっ…。」 

 涙ぐみながら語る若い男に、男はまだこみ上げてくる笑いをおさめつつ、「オーケイ、オ

ーケイ」と言った。 

「連れてってやるよ。ほら、車に乗って。」 

「ありがとう。…さあミサキ、乗りなさい。」 

 若い男の背後に目を向けると、ピンクのワンピースを着た女の子がちんまりと立ってい

た。 

「おじさん、早く連れてってよ。」 

 …ナマイキなガキめ。思わずつぶやきたくなった。 

 ディズニーランドに着いても、雨はしとしとと降っていた。しかし、女の子は気にする

そぶりもなく、次々と乗り物を男と、いや、父親と楽しんでいた。暗くなり、親子の家に

送ることになった。また降り始めた雨は重たく流れている。その時、 

「実は娘は…。」 

 その雨にかぶさるように男は言った。 

「いいよ、いいから言うな。分かってるから。」 

 男は聞きたくもなかった。見ればわかることだ。バックシートで眠っている女の子は五

才じゃない。五才どころじゃない。女の子、とすら言えない。あれはむしろおばさんだ。

こういうのも類は友を呼ぶっていうのかな、と男は思う。若い男は、眠りこけているおば

さんを愛おしげに抱き上げ、雨の中を消えていった。あれが本物の五歳児だったら、帰し

たりしなかった。若い男だけ叩き出し、ふたりきりでドライブをしただろう。これまでの、

何人かの幼い女の子たちにやってきたように。男はラジオで明日の天気を確認する。雨は
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まだ数日続くという。けれど、男は明日も車を出す。もしかしたら、小さな女の子たちの

下校時間に合わせて雨がやみ、一人一人がてんでばらばらに跳ねて行かないとも限らない

から。そうしたらきっと、一人くらいは彼の誘いに応じて助手席に座るだろう。 

  

41 
 



さまよう歳 

三宅天音 

 

私はまだ、自分が十九歳の女の子だと思うことがある。私はもう、自分が三十八歳のお

ばさんだと思うこともある。ころがるペンを目で追いながら、私は二十三歳の女だ、と思

った。 

いつからだろう？こんなことを思うようになったのは。たしか、高校生のときはこんな

こと考えなかった。いつからだろう？わからない、だからこわい。 

「君。」 

とんとん、と肩をたたかれて、私はハッと顔を上げた。 

「ペン、落ちてるよ。」 

黒ぶちめがねの男が、私の前にボールペンを置く。―骨ばって、ゴツゴツした手。 

考えている時にいつのまにか落ちていたのだろう。 

「すみません。ありがとうございます。」 

ペコリと頭を下げた。 

もう、自分が誰だか分からなくなる。何か、自分の存在がふわふわと浮いている感じ。

最近、よく考えこむようになった。 

こんな時、ふと「キミは年がわからない人だね」と笑顔で話してくれた彼がいたような

気がした。そう、丁度今ボールペンを拾ってくれた人のような―、ような？ちがう、こ

の人だ。昔から変わっていない、黒メガネと手。 

急いでふり返ったけれど、彼はもういなかった。まるで猫のように彼はまた私の目の前

から消えてしまったようだ。 

誰かに答えを教えてほしかった。そして、その「誰か」は彼しかいないように思えた。

あの骨ばった手に、すがりたかった。 

私は走った。黒ぶちめがねと骨ばった手を探して必死に走った。 

だけど彼は見あたらない。どうしよう、どうしようと思ったとき！！ 

目の前に工業的な灰みがかったクリーム色が広がり、強い衝撃とともに景色が約 90度回

転した。痛い―主にほおと肩と腕。道ゆく人が心配そうに私を見下げている。 

その中にも彼はいない。手を貸そうとしてくれた人もいたけれど、私は断った。 

うでから血がでている。少し痛む。けれど今はそれを気にしている場合ではない。彼を

探さなきゃ。 
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走る、走る、走る。全速力でかっとばす。彼はどこ？どこ？ 

走りながら、どんどん年を取るような気がした。私は五十六歳で、七十二歳で、早く彼

を見つけなきゃ寿命が尽きてしまう。走っているのは私ではなく、時間のほうなのだ。 

そのとき、角をまがる男の人の姿。 

「あっ彼だ。」 

「あの！！」と声をかけたとどうじに、バタッと私はたおれた。まるでじゅうでうたれ

た人のように、いっしゅんで…。 

「キャア！大丈夫ですか！？」 

そんな声とともに私はいきを引きとった。 

その時、「今の君は九十八歳のおばあちゃんだね」と聞こえたような気がした。 
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未来への道 

村重穂月 

 

未来は、未来から来ました。ごく平凡そうな転校生がやってきてから 48秒後。佐々山
さ さ や ま

未来
み ら い

は 2年 6組に、異常なまでの沈黙をもたらした。ちょうど一時停止ボタンを押したときの

ように、ぴくりとも。私は、というより皆が、理解出来なくて固まってしまう。普段馬鹿

さわぎしている男子も、うるさい担任も、時計の秒針でさえも。このまま思考まで固まっ

てしまうのではないか。そう感じ始めた時に、彼女は再生ボタンを押した。 

「―なんちゃって。」 

こうやってもうそうするのが未来は好きだった。 

 

彼女はもうそうをするといい気持ちになれる。いろんなものになれると思っているから。

しかし彼女は本当に何にもとりえもない少女だ。 

昼休み、なぜかはわからない。彼女は真っ先に私に話しかけてきた。 

私は別に目立つほうでもないし、クラスの権力者というわけでもない。多分“階級”の

中では下の方に属しているだろう。だが生活に不自由は感じない。トップに立ちたい人は

立てばいい。日陰で大人しく生きる方が私は好きなのだ。 

「でも空想の世界なら何にでもなれるわ。」 

諦めた表情の私に彼女はそう言って微笑みかけた。 

私は未来の微笑みを見ると心があったかくなった（ような気がした）。 

「そうだね」と私も笑いかけた。そうだ、私は小さい頃の夢はお姫さま。空想でドレス

を着て、すてきな王子様と一晩中舞踏会をした。懐かしい…未来も、そんなことを考えて

いたのだろうか。突然くすくすと笑い出した。 

「じゃあ、今私が本当に未来から来ている。と言ったらどうする？」 

まるで私が私に問いかけているようだった。 

「帰るときは私もいっしょに連れてって。」 

反射的に私は答え、自分で自分の答えに仰天した。 

すると、未来は少し、おどろいたようにも見えたが、すぐに、ニコリと笑って、「いいよ。

一緒に帰ろう」と言った。 

未来は不思議な女の子だった。未来のもうそうは、まわりの人間をとりこんで、むくむ

くとふくれ上がる。 
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未来のもうそうの中で私は、馬に乗っていた。白く、たてがみがふさふさと揺れている。

手には盾と剣。 

「あのね、そこであなたは私に出会うの。魔法使い見習いの！」 

未来はとてもうれしそうに笑い、シャーペンをつえのようにふる。 

「それで、私の魔法で、あなたをこの国で一番の騎士にするの！」 

未来はシャーペンをふって、私に向けた。 

「あなたは、私と一緒に旅をするのよ―。」 

そう言った瞬間、シャーペンの先からまばゆい光がはなたれ、私をつつみこんだ。 

 

―あたりを見まわすと、どうやらあれ地のようだった。教室はあとかたもなく消え

去り、異国風の世界が広がっている。何か服が重いな、と下を見たら、かっちゅうを着て

いた。馬に乗っている。どうりで足がブラブラする訳だ。 

「あれー、もうそうの世界に入っちゃったかー。」 

となりを見ると、マントをはおった未来がのほほんと笑っている。 

「ほら行くよ。めざすお城は、もうすぐだから。」 

未来は学校で見るより、だんぜんこっちの方が自然に見える。ほんと不思議。 

私はほほえんで未来を見つめた。不思議だけど、私は全て受け入れられる。 

「いい？あなたは私のパートナーであり、優秀な騎士よ。」 

未来は得意気に言った。私はうなずいた。もしかすると、何もかも夢なのかもしれない

と思う。もしかすると、突然現実に戻ってしまうかもしれないとも思う。でも、別に良い。

私が忘れない限り、この場所は永遠だ。未来の手を取り、後ろに乗せてあげる。 

「行こう。」 

未来はうなずき、お互いに手を取り合う。 

私達は未来へと歩き出した。 

45 
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