おかしはいかが？
夏休みに入ったら︑毎日お手伝い︒あかねさんと

なんだか変な雰囲気⁚⁚あら

﹁わわわ〜っ

﹂

ざの上が重くなった︒

﹂

びっくりした ような ポルン の声と いっしょに︑ ひ

﹁そっち行っちゃだめポポ〜





えっ

ええっっ

﹂

ダメよ︑ひかりさんおどかしちゃ﹂

と広く なって︑ 次の 瞬間に は庭の隅 にとこ とこ戻 っ

背中からやさしい声がしたとたん︑目の前がぱっ︑

﹁忠太郎

え

息も感じないくらい︑私の目をじっと見つめてる︒

う︑ほんとにキスしちゃいそうなくらいすぐそばで︒

まっ黒でまんまるな目が︑私の前で見つめてた︒も

後 ろ 向 い て た 頭 を 戻 し た と こ ろ に︑ おっき な 顔 ︒

﹁ポルン︑いったいどうし⁚⁚

どそこに︑白いふわふわが収まった︒ふぅ︒

とっさに体の前へぱっ︑と両手を出したら︑ちょう

の耳の感じ⁚⁚ポルン

ポコン︑ってなにかが頭に当たる感じ︒ ふわふわ



いっしょに︑おしごと︑おしごと︒

﹂

タコカフェに人気が出て︑ おしごとはいつもいっ
ぱい︒なのに⁚⁚
﹁私︑どうしてここにいるのかしら

﹂

忠太郎に乗って遊んでる︒

目の前には大きな庭︒座っているのは長ーい縁側︒
なんか言った

庭の脇ではポルンが犬
﹁ん

声のする 方に振り 返ったら︑ なぎ ささんが 障子か

たほのかさん︒机の上にはミップルとメップル︒そ

の周りにシークンがふわふわ浮いてる︒





いつもの︑ほのかさんの部屋︒いつもの⁚⁚よ︑ね︒

﹁いいえ︑別に﹂







笑って応えたつ もりなん だけど︑ 障子の向 こうが








ら顔を出してるわ︒その後ろには︑ベッドに腰かけ

おかしはいかが？



ひかり︑痛いポポ

﹂

てく忠太郎が見えた︒ふぅ︑なんだったのかな︑い

まの⁚⁚え

﹁痛いポポ
手の中の声にはっとした︒私︑思わず抱きしめちゃっ
てたんだわ︒
﹁ごめんね︑ポルン﹂
そう言いながら︑私はまた強く抱きしめないよう

だよね〜︒学校じゃかけまくりなのに︒よくもつよ︑
まったくさぁ⁚⁚
とんっ
ん

﹂

﹂

って見てみたら︑ひかりが立ってた︒

強いけど軽い音︒すぐそばだ︒
なんだろ

どこいくの

なんだか︑あせった目でこっち見てる︒
﹁ん

﹁逃げたわね﹂

﹁⁚⁚逃げた

﹂

かけたほのかがじっ︑とこっち見つめてた︒

目だけ反対の方向ちらっ︑ と向くと︑ ベッドに腰

⁚⁚

﹁ちょ︑ちょっとお手洗いお借りしますっ



に我慢した︒だって︑庭の隅からこっちを見てる目︑
さっきと同じなんだもの⁚⁚
＊＊＊＊＊＊



あたしも同じとこ向いて︑その向こうを見つめてみ

ろうかの先を見つめてるんだ︒

ほのかの目線が変わった︒壁の向こうを透かして︑



⁚⁚あっつい︒
庭のすみっこにのそのそ歩いてく忠太郎見ながら︑
あたしはぼーっとしてた︒
障子にか らだ半分 よっかかりなが ら︑ 目が 部屋の
中をぼーっと回ってる︒





ほのかの部 屋︑ あいか わらずエ アコンかけ ないん











た︒目の先で︑ぱたぱた︑って足音が遠くなって⁚⁚

﹁ひっどいなぁ︑ もう︒ まぁ︑ そうかもしれないけ

口の中だ けで︑ くすく す笑ってる顔見 てたら︑ も

どさ﹂
﹂

消えちゃった︒
﹁ひかりってさ︑忠太郎︑苦手だったっけ

う怒れないよね︒はぁ︒

﹂

いまこっそりなにか言ったような気がしたけ

﹁それだけじゃないけど︑ね

﹂


﹂

﹄な〜んて言ってたの︑だれだったかし


さ︑だけどさっっ

え〜︑ そーだ よ︒ 言ったのはあたし だよ︒ だけど

ら

﹁だらしないわねぇ︒
﹃合宿の前に︑宿題半分終わら
﹂

せるんだ

て︑なにも考えてないでしょ

ようやく 笑い終 わったと思ったら︑ これだも んな
ぁ︒⁚⁚まぁ︑あたし相手じゃしょうがないか︒





声が響いた︒セミの声がちっちゃく思えるくらいの︒

のままごろごろ転がってきたい気分⁚⁚

廊下がちょっとだけ涼しくて気持ちいい︒ああ︑こ

廊下の方に頭むけて︑ごろん︑っと転がった︒木の

﹁あ〜つ〜い〜〜っっ

それにしても⁚⁚もう︑限っ︑界っ

ど⁚⁚気のせい︑かな

ん



壁の向こ う見たま んまで思 わずそう 言ったら︑ と
たんに後ろから︑くすくす笑いが聞こえてきた︒
右手で口を 押えて︑ ふき出すの 我慢してる みたい
な顔したほのか︒あたし︑なんかヘンなこと言ったっ
け

﹁ご︑ ご めん ごめ ん︒ ⁚⁚忠 太郎 はね︑ と きど き
じぃっと人を見るのよ︒だから相手のほうがヘンに
考えちゃってね︑取り乱しちゃうの﹂
﹁あたしは︑そんなことなかったけどなぁ⁚⁚﹂





ぷっ︒ってふき出す音といっしょに︑ほのかの笑い









﹁なぎさは特別よぉ︒だって︑忠太郎と一緒のときっ

おかしはいかが？



﹁それは︑さぁ︑あんときは︑もちょっと涼しかった

ない︒よくがんばってるわ⁚⁚いい先輩よ︒なぎさ﹂

そうだよねぇ︑ ほのか相手にカッコつけても︑ そ
りゃバレるよ︒でもさ︑
﹂

﹁へぇ〜︑ちょっと暑くなると︑約束やぶっちゃう

﹂



て︑なんかヤバそうな気が⁚⁚

な︑ なんだろ︑ ほのかの目が輝いてるよ︒ これっ

え

﹁う〜ん︑そうねぇ⁚⁚あ︑そうだ﹂

もう︒

あ︑先輩として︑あたしの方が自信なくしちゃうよ︒

たけど︑いつまでたっても話してくれないし︒あ〜

ついつい︑ そのままここまで引っ張ってきちゃっ

今度はなに考えごとしてんだか⁚⁚

ひかりの様子︑またおかしくなってるんだもんなぁ︒

ほのかンとこ宿題しにきたとき︑タコカフェで見た

だよね︒まぁ︑無理なもんは無理︑かなぁ︒

ひかりくらいには︑ ちょっとはカッコつけたいん

てもいいと思わない

﹁いい先輩だったらさぁ︑ もうちょっと頼りにされ

ような声︒ほのかってば︑まったく
﹁いじわる言わないでよぉ︒ほ〜の〜かぁ〜﹂
ん

﹁⁚⁚やっぱ︑わかっちゃった

﹁どのくらい一緒にいると思ってるの

ちょっとだけ顔が赤くなるな︒暑いだけじゃなくて︒



でも⁚⁚そっか︑お疲れさま︑か︒

る︒汗が︑すーっと引いてくるな︒

起き上がった目の前で︑ほのかがうちわ動かして

﹁でも︑お疲れさま﹂

ら吹いてきたんだ︒

言った瞬間に︑ すーっとする ︒ 風がベ ッドの方か



去年なんて︑ そこでカエルみたいになってたじゃ







顔が見え ないけど ︑ なんだ か口元だ けで笑ってる

んだ︒なぎさは﹂

から⁚⁚﹂



﹂

あ︑ああ︑そっか︒涼しいとこで宿題し

﹂

たしの脇をすり抜けてった︒両手でメガホン作って

﹂

声をかけて︑ゆっくり出てきたのは⁚⁚えぇっ

﹁ちょ︑ちょっとほのか︑それって︑マジ

＊＊＊＊＊＊

﹁私︑どうしてこんなことしてるんだろう

﹁ワフ

﹂

﹂

こんなところで︑私なにしてるんだろう⁚⁚

だけで︒

ほのかさん も︑ なぎささ んもいなく て︑ 私ひとり

遠くまでまっすぐ続いてる︑細長い道︒

右手には河 原︑ 左手には 家の屋根︒ 土手の上には

と離れた高い場所︒

なのに︑ 私がいるのは︑ ほのかさんの家からちょっ

もうちょっとで夕方︒タコカフェは︑まだ営業中︒

いちゃった︒ほんとに私︑なんでこんなこと⁚⁚

口からこ ぼれてきた 言葉に︑ 思わず自分 でうなず



﹁ねぇなぎさ︑図書館行かない
図書館
よう︑ってことか︒
はぁ︑びっくりした︒ほのかがあんな目するときっ

つれ

て︑な〜んかたくらんでるときだもんね︒あたしの
見間違いか︒そうだよね︑うん︒
﹁いいよ︒ ⁚⁚あ︑ でも︑ ひかりどうしよ
てくにしてもさ﹂

風が︑止まった

てわけにもいかないし︒
⁚⁚あれ

がったんだ︒あたしの顔︑じぃっと見ながら︑口元

ほのかが︑うちわをベッドの上において︑立ち上

﹂

困ったなぁ︒ここまで引っ張ってきといて︑帰れっ





だけで笑ってる⁚⁚ちょっと︑これ︑見間違いじゃ︑

ないよね

﹁お︑お願いって⁚⁚だれに









﹁そうよね︒じゃ︑お願いしちゃいましょっか








びくびくしながら見てたら︑ほのかはそのまま︑あ



おかしはいかが？



﹁ひっっ

﹂

﹂

声にびっくりし て足元を 見たら︑ 黒くて大 きな目
がじっと私を見つめてた︒
﹁ひかり︑なに驚いてるポポ
胸のポシェットから顔出したポルンも︑じっと私を

それじゃ⁚⁚い︑行きま

耳に入るのは︑すぐそばで書いてる音︒それだけ︒

⁚⁚静か過ぎンのよ︑ここってっ
﹂

﹁あ〜⁚⁚﹂
﹁しっ

﹂

すくす笑い︒そりゃまぁ︑ほのかの部屋にいたって

ちろっ︑ってこっち見上げながら︑ 口元だけでく

た

﹁ふふ︒暑くても︑おしゃべりしながらの方がよかっ

ちぇ︒ンなこと言ってもさぁ⁚⁚

ほらほら︑まだ１ページも進んでないじゃない﹂

﹁図書館で宿題するの︑なぎさも賛成したでしょ

できた︒

口を大き く開けた瞬 間︑ ほのか の鋭い目 線が飛ん



同じなんだけどさ︒

あたした ちじゃ話して くれな いからって︑ 忠太郎

⁚⁚うん︒それは︑あるんだ︒

﹁それとも︑やっぱり心配

﹂

そんな︑ぺちゃくちゃしゃべってるわけじゃないし︑



みつめてる︒⁚⁚そうよ︑心配かけちゃダメよ︑ひ
かり︒
﹂

﹁なんでもないのよ︒
しょ︑忠太郎

言ったとたんに︑手に持った紐が少し重くなった︒
＊＊＊＊＊＊
ああ︑涼しい︒
白いついた てをぼん やり見なが ら︑ あたし は冷た
い風を感じてた︒
汗は︑とっくに引いてる︒だけど⁚⁚









カリカリカリカリ⁚⁚







にまかせっきりなんてさ︒それでも︑あたしは先輩

﹁３枚で退場よ︒さ︑がんば

﹂

しょうがないなぁ⁚⁚
スト開いた︒けど︑

﹁忠太郎は︑ひかり好きなのかなぁ⁚⁚
＊＊＊＊＊＊

丈夫⁚⁚え

にまかせれば︑大丈夫︒いま私がいなくたって︑大

なぎささん にまかせれ ば︑ 大丈夫︒ ほのかさんに

なんだか︑いつも聞いてる気がするわ︒

﹁まかせれば︑大丈夫︒かぁ⁚⁚﹂

でも︑ちゃんとお散歩できるのよね⁚⁚

ほのかさ んの言った通りだ わ︒ 忠太郎 は︑ ひとり

られていたら︑私の頭の中に声が聞こえた︒

まっすぐな道 をてく てく 歩いて く忠太 郎に引 っ張

︵忠太郎にまかせておけば︑大丈夫だから

﹂

なのかな︑って思っちゃうよ︒

﹄って声︒ し

︶

あたしは︑ しぶしぶまた 口を閉じて ︑ 宿題のテキ



﹁大丈夫よ︒きっとね﹂

﹂

まわり中からは一斉に︑﹃しーっ

まったぁ︒

﹁はい︑イエローカード﹂
笑うのこら えてる声 の方見たら ︑ あたしの ノート





あたしが黙ってると︑ほのかが目も上げずにサラっ︑
ひ か りの 心 配 な

と言った︒ほんと︑あっさり言うなぁ︒あ︑そっか︒
﹁ほ のか に は︑ やっぱ わ かる の
ことってさ﹂

﹁なぁにぃ〜

ぺろっ︑って舌出して⁚⁚

﹁ぜ〜んぜん︒見当もつかないわ﹂

とだけ顔上げた︒

まっすぐ見つめながら訊いてみたら︑ほのかがちょっ



⁚⁚あ︒いっけない︒思わず立ち上がっちゃった︒



に黄色いポストイットが１枚︒



おかしはいかが？



﹁あ︑あら

﹁忠太郎
﹂

﹂

いたはずの紐が︑ぴたっと止まってるわ︒

気がついたら︑腕が軽くなってた︒ひっぱられて



﹂


言いかけ た私の足元 で︑ 忠太郎 が目だけ 上を向い

て私を見て⁚⁚それからまた︑土手を登っていった︒

紐に引っ張られながら土手の上の道まで登ってる

間︑なんだか自分がすごく情けなくなったわ︒

だってまるで︑
﹃始末できないなら︑しかたない﹄っ

て言われたみたいなんだもの︒

﹁やっぱり︑私っていらないのかなぁ⁚⁚﹂

﹂

思わずこ ぼれた言葉 は︑ 吹いて きた暑い 風に消え
てっちゃった︒
＊＊＊＊＊＊
﹁好きなのかなぁ︑って

﹂

顔上げたほのかは︑ちょっとひたいにシワよせて︑

んまひかりに甘えないでしょ

﹁ん〜︑前から思ってんだけどさ︒忠太郎って︑あ

ノートになにか書きながら︑ほのかが言った︒

忠太郎︑いきなりまた土手を登り始め

持ち帰るのよね︒まだ折り返してもいないのに︑ずっ

たわ︒
﹁どうしたの︑忠太ろ⁚⁚﹂



あ︑あら

ああ︑ヘンなことばっかよく聞いてるなぁ︒

そういえば ︑ 袋はそのまま ︑ ほのかさん の家まで

とお箸を持って︑と︒

ニール袋に入れるのだったわ︒それじゃ︑ビニール

て言ってたものね︒ん⁚⁚と︒お箸で︑つまんで︑ビ

河原の砂利のところまで降りていってするんだ︑っ

﹁忠太郎︑トイレね

て︑ほのかさんの言ってた︑あれね︒

て土手 をゆっくり降 りよ うとし てる⁚⁚あ︑ これっ

紐の先に声をかけてみたら︑ 道から河原に向かっ





と持ってくんだ︒ん〜⁚⁚





﹁それはそうだけど︒う〜ん⁚⁚好きかどうかは知
なんで

﹂

らないけど︑嫌いじゃないと思うわ﹂
﹁へ
いくらほの かでも︑ 忠太郎と話 はできない はずだ
し︑ねぇ
あ︑あはは︒
にっこり笑う顔見てたら︑思わず力が抜けちゃった
じゃないの︒いや︑まぁそれがほのかなんだけど⁚⁚
あ︑そ〜ぉだ♪
﹁そっかぁ︒じゃあほのか︑藤Ｐ先輩は嫌いなんだ︒

⁚⁚あ﹂

先輩︑忠太郎が引き綱持たせてくれない︑ってボヤ

いてたもんね〜﹂

﹁それはぜんっぜん別の話でしょっ
よぉし︑引っかかった☆

であたしを見てる︒

と︑思ったら︑またにっこり笑った︒けど︑この
笑顔︑ヤバいような⁚⁚

やめようよぉ︑ンなイヤな戦いぃ〜

﹁それじゃ︑１対１ね﹂
ひぃっ

＊＊＊＊＊＊

黄色のポストイットをペタっ︑ と貼り付けたノー

私はほんとに︑役に立ってるのかな

で︑私を送り出してくれた⁚⁚けど︒

きに︑あかねさんが言った言葉︒とっても軽い感じ

お昼過ぎ ︑ タコカ フェでなぎささ んに誘わ れたと

頭の中に︑また声が聞こえてきた︒

︵あぁ︑いいよ︒いっといで〜♪︶

うにしてるポルンをなだめながら歩いてたら︑

背中に乗りたくって︑ ポシェットから飛び出しそ

歩いていた︒

河原から上がってきてからの忠太郎は︑ゆっくり





﹁わたしの好きな人なら︑忠太郎だって好きだからよ﹂



﹁は〜い︑ほのかにもイエローカード♪﹂







トの影から︑口をとがらせたほのかがジトっ︑て目



おかしはいかが？



夏休みに 入ってからは ︑ 一日 中手伝ってるは ずな

のに︒私って︑なにも変わってないみたい︒
笑って注文聞いて︑笑って飲み物運んで︑笑って

おさら洗って⁚⁚それしか︑できないのかな
ほんとに︑ ほんとうに私が いま必要な ら︑ いまご

﹂

ろこんなところにいられないはずじゃないかしら
﹁はぁ⁚⁚ あ︑あら



﹂

思わずためいきついた瞬間︑手の中の紐がピン︑っ
と張った︒
﹁忠太郎

紐の先を見 てみたら ︑ 忠太郎が 背中の毛を 立てて
る︒いまにも︑なにかに飛びかかりそうな感じ︒
これって︑ひょっとして⁚⁚
﹂

＊＊＊＊＊＊

﹁そういえば︑そろそろ藤村くんも走ってるころね﹂

机の端っこに置いた腕時計をチラッ︑ と見て︑ ほ
のかが言った︒

ああ︑そういえばそうだなぁ︒

前にほの かの代わ りに散歩 つれてったと きも︑ こ

﹂

の時間だったよね︒途中で藤Ｐ先輩に会って︑いろ
いろ話して⁚⁚

﹂

﹁代わりたかった

﹁ば︑ばっ

持ち上げた両手が机にぶつかる寸前︑あたしははっ︑
と気づいて口押さえた︒

﹂

まわりでチラチラこっち見てるけど⁚⁚ふぅ︑ な
んとか︑か︒

って︑ちょっとぉ



﹁ポルン



﹁ん〜︑ギリギリでセーフかな
かな



コンパクトを取り出そうと︑ ちょっと右手を離し






たとたん︑忠太郎が跳ねていった⁚⁚













もう︑にっこにこ笑っちゃってぇ⁚⁚おちつけなぎ
さ︒よぉし︒
﹁ちぇ︒⁚⁚いいも〜ん︒あたしだけさっさと幸せに

﹂

﹂

なってやるんだから︒ほのかなんか︑置いてっちゃ
うからね〜だ﹂
﹁なんですってぇっっ
シーッ
﹁あ⁚⁚
くくく︒ひっかかった︒

⁚⁚あ︑やば︒

﹁ト︑トイレ行こう︑ほのか︒トイレ︒ね︑ね﹂

なぎさのアホたれ〜っ

そうだよ︒ほのかにこのネタはヤバいんだったぁ︒
あ〜っ

⁚⁚って︑忠太郎かぁ﹂

＊＊＊＊＊＊

﹁お︑散歩かい

﹂

﹁あ︑藤村先輩⁚⁚ですね

﹂

人がいた︒このひと︑確か⁚⁚

忠太郎が 飛びか かった先には ︑ ジャージ姿 の男の

﹁うわっ︑なんだ



﹂

﹄かぁ⁚⁚うん︒そうだよ︒

なに︑ほのかはまた病気なのかい

﹁ははは︑﹃ですね

に押し込みながら︑私はなんとかそれだけ言えた︒

出したばかりのポルンのコンパクトをポシェット



﹁はい︑イエローカード﹂
ペタッ︑ってノートに２枚目のポストイット貼り付

けたけど︑ほのか見てない︒
真っ赤になって︑下向いちゃってるよ︒
ったく︑ちょっ



なったわ︒なんだろう

私が首を振ったら︑藤村先輩が︑あれっ︑って顔に



とはからかわれる身も味わってごらん︑っての︒
⁚⁚ん







下向いた顔が︑ちょっとふるえてる










﹁お⁚⁚おい⁚⁚て⁚⁚﹂



おかしはいかが？



﹁いえ︑なぎささんと図書館で勉強するからって︑代

を振りながら︑また走り始めた⁚⁚んだと︑思う︒

＊＊＊＊＊＊

なんだか頭が混乱してて︑よく覚えてないのだけど︒

ふぅ︒

トイレでほのかが落ち着くまで待って︑やっと元

の机に戻ってきたら︑もう夕方もいいとこだよ︒エア

え

藤村先輩が ︑ 私の胸を指さ した︒ ⁚⁚あ︑ ほんと

コン効いてるってのに︑汗だくになっちゃったなぁ︒

でも︑ 黙っちゃってるよ︒ ああ︑ あたしのせいな

んだけど︑もちょっとなんとか⁚⁚そうだ

﹁そういえばさ︑ほのか︒今年は︑化学部で花火つ

藤村先輩は ︑ 私と忠太郎を 交互に見て から︑ 私た
ちににこっと笑いかけてくれた︒

くらないの

﹂

﹁きみも︑選ばれたんだね﹂
なんのことだろう

去年は結構おもしろかったもんね︒ほらほら︑乗っ

めるし︑合宿前に盛り上がるにはちょうどよかった

あれ︑炎色反応の実験にはぴったりなのよ︒楽し

てきなさいよ♪

藤村先輩はそう言ってから︑私にあいさつして︑手

それだけこいつが信じてるって証拠だね﹂

﹁忠太郎はさ︑気に入った人じゃないと︑綱を握ら

選ばれた



﹁ええ︒教頭先生が︑危険だから︑って︒



せてくれないんだよ︒ほのかがまかせるってことは︑





けたまま来ちゃったんだ︒

だわ︒今まで気がつかなかったけど私︑エプロンつ



ら呼び出されたんだ﹂

﹁そっか︒それでわざわざ︑仕事中のタコカフェか

顔になって︑

ぽそぽそって説明したら︑藤村先輩がいきなり笑

わりに散歩を⁚⁚﹂



﹂

のだけど⁚⁚残念だなぁ﹂
﹁えんしょくはんのう

イオンの同定につかう⁚⁚﹂

﹂

なに赤くなって⁚⁚って︑こら︒まぁた変な

こと連想したわね
しまった︑やぶへび〜っ


﹁ん

どうてい⁚⁚

﹁去年習ったでしょ

かぁ︒こりゃたいへんだぞ︒

乗ってくれた のはい いけ ど⁚⁚いきなり 専門 用語



っと思ったら︑ ほのか がいきな り︑ あたし の手を
﹂

握ってきた︒ん
﹁ありがと



﹁ん⁚⁚そうかも﹂

そうそう︒ なんたって︑ ひかりが来 てから︑ ほの

かの口からあの子の話を聞かないくらいだもんね︒

ああ︑またひかりの笑った顔が見たいなぁ︒

﹁たのむよぉ︑忠太郎︒マジでさ﹂
＊＊＊＊＊＊

藤村先輩 と別れて から︑ 私はずっと忠太郎 に引き
ずられてた︒
﹂

どういうことだろう︒信じられてる︑って︒
﹁忠太郎

軽く呼んでみたけど︑ 忠太郎はチラっ︑ とこっち

を向いただけで︑またすぐ歩いていっちゃうわ︒

忠太郎が︑私を信じてる

ほんとかしら︒

いてから︑笑ってみせた︒

赤くなって︑

頭をかき ながらそ う言ってみたら ︑ ほのか が少し

先週だって︑ 私がごはん あげよう としたけ ど食べ

あたしは︑ ほのかの手をぽんぽん︑って軽くたた

⁚⁚あ〜あ︑全部お見通しかぁ︒



・
・
・








﹁ひかりがいたら︑もっと早かったんだろうけどねぇ﹂

おかしはいかが？



先々週なんて︑ なぎささ んの手か らクレー プ食べ

なくて︑ほのかさんが食べさせてたし︒



ていたもの︒でも⁚⁚私があげても︑食べようとしな

﹂

︶

＊＊＊＊＊＊

︵おい︒大丈夫か︑ひかり︶
あら

たよ︒

私は転んで︑河原に落っこちちゃったの

いま︑なんて

︵ひかり︒ きみは︑﹃やるべきこと﹄ を与えてくれ

え

︵礼なんて要らないよ︒オレの方が言いたいくらいだ︶

いんじゃ︑それこそ人に信じてもらえないじゃ⁚⁚

だめだめ︒ 助けてくれた 人に︑ まずお 礼も言えな

﹁あ︑ありがとう⁚⁚﹂

じゃ⁚⁚あ︑いっけない

助ける

助けられるわけじゃないんだからな︶

︵ったく︑よそ見もいいかげんにしろよ︒いつでも

声がしたわ︒

周りを見ても︑だれもいない︒だれも⁚⁚なのに︑

気がついたら︑私はなんだか奇妙な場所にいた︒



かった︒逆に︑私の口に押し込もうとしてたくらい︒

︵ふふっ︒なぎさは特別ね
ほのかさんの言葉が︑頭の中に響いた︒
﹁特別⁚⁚か﹂
そうよ︒私は特別なんかじゃないわ︒綱を持ってい
るのだって︑きっとほのかさんに言われたから︒し
かたなくて持たせてるだけなの⁚⁚え

﹂

踏み外しちゃった丸い石が︑ゆっくり転がってゆく︒

いていた︒

いけない︑って思ったときには︑ もう体が宙に浮

﹁きゃっ

いっ︑と横に曲がった︒

なにかを踏んだような気がしたとたん︑足首が︑く



河原と川が︑頭の向こうに見えてくる︒
﹁ワフッ







最後に聞こえたのは︑忠太郎の吠える声だった⁚⁚











転がってたんだわ︒

早くどくポポ

それじゃ︑いまのは全部︑夢⁚⁚
﹁クゥ〜⁚⁚﹂

のって

﹁クゥ〜⁚⁚ワゥ

﹂

﹂

こんな考え ︑ ばかみたい かもしれな い︒ でもいい

話されたくないんだ︒

そっか︒ そうなんだ わ︒ お兄さんだ から︑ 妹に世

﹁いもうと⁚⁚﹂

カッコ悪いところ見せたくない︑お兄さんみたいに︒

そこで︑私を待ってる︒まるで⁚⁚まるで︑妹に

り起き上がって︑土手の上に駆け上がっていった︒

いままで 小さい声で 鳴いてい た忠太郎が ︑ いきな

ワフッ

私が落ち るのを︑ こんな小さな 体で受け 止めてた

下に︑忠太郎がいた︒

ポルンの声にびっくりして起き上がったら︑すぐ

﹁ひかり︑どくポポ



きみは︑
﹃守るべきもの﹄を与えてくれたよ︒
だからオ レのダ チは︑ もうこの場所に来ても 立ち
止まらないで済むんだ︒
私が︑だ

ありがとう︒いくら感謝してもたりないくらいだ︶
⁚⁚わからない︒この声の人は誰なの



︵きみがオレのダチを⁚⁚ほのかを助けてくれる限

﹂



んだ︒小さな体で︑私を助けて⁚⁚それじゃ︑いま

よ︒ほんとにさ︶
口の中で笑いながらの声が小さくなって⁚⁚小さ

くなって︑そして︑私の目が開いた︒
目の前には︑空があった︒
横を見ると︑土手の芝生︒私は︑土手の途中で寝



ほのかさん
私が



り︑オレはダチと同じように︑きみを守ってやるよ︶

れかになにかを与えたって⁚⁚だれに






・
・
・
・



まったく︑ 手のかかる妹

﹁ほのかさんを︑助けてる
︵わ かってな い の か い







だよな︒でも⁚⁚笑ってるひかりは︑悪くない妹だ

おかしはいかが？



わ︒私を信じてるひとが︑そこにいるんだもの︒
﹁待って︑今行くから♪﹂

＊＊＊＊＊＊
夏の夕日は暑いけど︑タコカフェの灯りはあった
かいな⁚⁚そんなこと思いながら︑私はバンへ歩い
ていた︒

くびくしちゃう︒結局︑半日もお手伝いしてない上

に︑今月はお小遣いもないんだもの⁚⁚

でも︑私はお礼したいんだ︒いま︒

﹂

﹁それで⁚⁚すみません︑バナナクレープを︑お小

遣い前借りで作ってほしいんですけどっ

しゃくしゃっ︑て感じ

﹁もう︑ンなこと言うんじゃないよ︑まったく

ひ

思わずぎゅっ︑ と目をつぶったけど⁚⁚頭に︑ く

きた︒

私が言ったら︑ あかねさ んの手が 窓越しに 伸びて



﹂

と思ったのに⁚⁚

お手伝い途中でやめちゃって︑ てっきり怒られる

れいなバナナクレープ︒

手の感じがなくなった頭を上げたら︑目の前にき

﹁え

⁚⁚はい︑バナナクレープ﹂

くらでも来るんだから︒

かりが ちゃ〜んと笑 ってくれた ら︑ お客なん てい っ



けど︑ 途中から足がゆっくりになっちゃう︒ 握っ

忠

てる紐が︑ピンっと張ったり︑ゆるんだり︒その先
で︑忠太郎がときどき私を見てる︒
﹁あぁ︒ひかり︑おかえり⁚⁚って︑どしたの
太郎だけ連れてさ﹂

﹁お散歩︑頼まれちゃったんです﹂

ど︑けど⁚⁚

てきた︒お客さんもいなくて︑ちょうどいいのだけ

近くまで来たら︑灯りの中のあかねさんが声かけ





・
・

バンの窓の すぐそばまで 近づくと︑ なんだか︑ び





そうよ︒お兄さんだから︑まず妹に食べさせよう
とするのよね

ため息ついたの︒

そう︑きっと思ってるのよ︒

やれやれ︑困った妹だ︑って

おしまい

でも私︑ 見ちゃったわ︒食べる直前に︑ 私を見て

クレープ︑食べはじめてくれた︒

ほら︑お皿が地面に降りてゆく︒そして⁚⁚うん︒

るわ︒

にっこり︑ いい 顔で笑ってるの が︑ 自分 でもわか

﹁忠太郎にいさん︑おかしはいかが♪﹂



﹁公園入ってくるときさ︑ひかり︑笑ってただろ
お代はね︑それで十分︒ほら︑早く食べさせてやん
なって﹂
お皿の上 に乗ったクレー プ見なが ら︑ 私は なんだ
かぽけっ︑としちゃった︒
そっか︒笑うだけでよかったんだわ︒
いらないよ うに感じ たのは︑ 仲間はずれに 感じた
のは︑みんな私が笑ってなかったから⁚⁚

つめてる︒





私はそのまま︑お皿をを地面に置いた︒忠太郎の︑

﹂


お皿がぴくっ︑ てして︑ そのまま︑ 私をじっと見

﹁ありがとう︑忠太郎⁚⁚にいさん

う︒お皿をくわえて︑私の顔に近づけてきたわ︒

忠太郎︑ くんく ん匂い かいで から⁚⁚やっぱりそ

﹁さっきはありがとう﹂

すぐ目の前に︒

おかしはいかが？



