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●                
 
シーン0　秘密の出来事
 
幼少時代のゆきの家
 
ベットから這い出し歩こうとするゆき
だがゆきの足は動かないのでその場に倒れこむ
その音を聞きつけてお母さんがやってくる「なにやってるの！」
ゆき「お外に行きたいの！こんなところでずっと寝ているなんていや！」
「それなら松葉杖の練習をちゃんとしないと」
ゆき「ちがーう、自分の足で歩きたいの！」とだだをこねる
お母さん「しのぶちゃんが遊びに来てくれてるよ」
ゆき「やだ、お外で遊びたい帰ってもらって」
お母さん「とにかく今日はお外に行けないのよ・・・しのぶちゃん入って」
ゆきは駄々をこねているのを観られてばつが悪そうに向こうを向いている
お母さん「ママちょっと郵便局にいってくるから仲良く遊ぶのよ」
　　　　「じゃあ、しのぶちゃんゆっくりしていってね」
しのぶはコクリとうなずいた
しのぶはゆっくりとゆきの方に近づく、小脇に古い本を抱えている
しのぶ「ゆきちゃん」とゆきの前に座り細々と初めて声を出す
ゆき「やだ！」としのぶの本を叩き落とす
ゆき「本なんてつまんない！」
しのぶはゆっくりと立ち上がり本を拾いにいく「この本は違うの」
ゆき「本なんてぜーんぶつまんないわ！！」
しのぶ「今日は無理だけど・・もう少ししたらお外で一緒に遊びましょ」
ゆき「なにいってんのあんた、馬鹿じゃないの！？」「知ってるんでしょ！」
　　「私一生歩けないの！！大学の偉い先生がそういったんだから！」
しのぶ「大丈夫、歩けるよ」
ゆき「はぁ、ふざけないで」
しのぶ「歩けるようになるにはそれなりの対価が必要になるから、このことは絶対に秘密にす
るって約束してくれる？」
ゆき「何言ってるの・・・本当に・・・気持ち悪い・・」
しのぶ「大丈夫、歩けるようになるよ」
ゆき「うそつき！」
しのぶ「大丈夫、絶対秘密よ」



ゆき「うそつき！うそつき！うそつきー！そう！みんなそういっているわ、あんたは嘘つきだ
って・・それで気持ち悪いって」
しのぶ「すぐにでも歩けるようにしてあげたいけど不自然だから徐々に治って1週間ほどで歩
けるようになるよ」
金色の光に包まれるしのぶとゆき
「絶対に秘密・・約束だよ・・・」
まだしのぶは何かを言っているが・・・意識が薄れていき聞き取れない
 
シーン①主人公：沖斗しのぶ家
 
 
自分の部屋で古いランプに火をともすしのぶ
もちろん電気はあるんだが古いものが好きだしなにより
本物の火の光を見るとなんだか落ちつく
炎はいつもゆらゆら揺れていてそれにあわせて光と影が動く
暖かい光と影
その頼りない光の中で読書をすることがしのぶの楽しみだ
そんな光の中で読書していると、すぐにまどろみにとらわれて
現実とも夢とも・・・・過去とも未来とも・・・わからない世界に
 
 
幼いころの私
私の周りには沢山の綺麗な光の玉が漂っていて
それは私にとって取り立ててたいしたことではなかったのだけれど
たまにすごく大きく美しい光が現れます
それを見つけたらうれしくなってお友達に教えてあげようとしました
 
「こいつまたこんなこと言ってる」
「うそつき！」
「気持ち悪い」
 
しのぶ『本当のことを言ったのに嘘つきだと言われたの！』
 
机の上で本に覆いかぶさり寝てしまっているしのぶの目から
キラリと一粒の涙が流れ落ちた
 
幼いころから変わり者だといわれてきました・・・
なぜなら私・・見えるんです
本当に
 
しのぶの両親は学者で忙しい研究のことで頭がいっぱいだ
しのぶの母は朝早くから自宅の仕事場で書類と格闘
そこにはたくさんの古書があって散らかっている
 
しのぶ「ママ、紅茶はいったよ」もちろん、トーストつき



ママ「あ、ありがとう」がちゃーん、どたバタ
しのぶ「・・・；」
しのぶ「・・・この間借りてた本、返しとくね」と本棚に入れる
しのぶ「次、こっちかりていい？」
ママ「あー、それは・・・」「ま、いいかっ！」「よごしちゃだめよー、私のじゃないから」
と相当適当なことを言うざっくばらんな性格だ
しのぶ「ママねてないの？」
ママ「うん、今日書類仕上げて大学にいかないと・・・」
しのぶ「パパのとこ？」
ママ「そう、・・・んで、今日はパパつれて帰ってくるわ！」
　　　「きっと何日もお風呂に入ってないし！きたないったらありゃしない！ブツブツ」
しのぶ「今日かえってくるのね、聞きたいことがあったんだ」とうれしそうに言うと
しのぶ「飲み終わったら流しにおいといて、帰ったら洗うから」と部屋を出て行った
ママ「ありがとー＾＾」「いってらっしゃーい＾＾」
 
シーン②友人関係
 
登校するための支度をすべて済ませて庭の手入れをしながら
幼馴染の拓也が通るのを待つのが日課だ
山のほうを見るしのぶ
しのぶ「今日も光っている・・・大きな光・・・パパの大学のほうだわ・・・」
拓也「おーい、しのぶー」
しのぶ「おはよう、拓ちゃん」「ちょっと、遅くない？」
拓也「わりーわりー＾０＾；」
しのぶ「私はいいけどゆきちゃんは、きっと怒るよ」
拓也「う！」「おし！しのぶが寝坊したことにしよう」
しのぶ「やだ！」
家の遠い順から誘い合って登校しているので次はゆきの家を通って行くのだ
しばらく歩いていると人の流れから逆そうしてくる人がいる
もちろんゆきだ
ゆき「たーくーやー！！」
拓也「いや！違うんだ・・朝パンを焼いていたらトースターが故障しててパンが真っ黒焦げに
なったんだ」
　　「それでも食べ物を粗末にしない俺様は涙ながらにだな・・・」
ゆき「そんなこと知るかー！」と拓也を追い掛け回す
 
しのぶにはいつものように光の玉が見えているが普段はただ漂っているだけなのに
最近は風にでも流されているように流れている
しのぶはどこかで何かが起きている様な・・・そんな気がして、その光が流れるほうに無意識
に向いて・・・
その遠くで何が起きているのか・・・考えている
拓也「しのぶー！助けてくれよ！！」
ゆきはようやく拓也を捕まえ羽交い絞めにする
ゆき「しのぶ！」



しのぶは気付かない
ゆきは「またか・・」といったようなため息を漏らし
拓也と目をあわせた
ゆき「しのぶ！しゃんとしなさい！」と諭すように言った
しのぶはハッと気付き・・「ごめんなさい」と申し訳なさそうに言った
 
拓也とゆきは赤ん坊のころからのしのぶの友人でしのぶがおかしな行動をとったりすること自
体が日常だったので
他の人とかとは違いしのぶの理解者だ
ただ、行動や言動がおかしいことには変わりなく
他人からおかしいと思われる行動を取らないようにフォローや注意をしている
 
シーン③　楽しい日々
 
ゆきは活発でクラスのリーダー的存在だ
そのおかげもあってしのぶもみんなに仲良くしてもらっている
ちょっと変わった子だけれど成績は学年で常にトップで何かと重宝されている
「しのぶー、昨日の宿題だけどさーぜんぜんわかんなくて・・・実は白紙なの」と宿題のプリ
ントをぴらぴらと振るクラスメイト
ゆき「あー、難しいよねー私なんか適当に答え書いちゃった」と笑う
まさる「おー、しのぶちゃん俺も答えみせてー！」
ゆき「却下ー！」まさる「おめーにたのんでねーよ！」
ゆき「男子は私を通してもらわないと無理なの！」
まさる「なんでだよ！」ゆき「キモイから」と即答
まさる「おお、そうだモックバーガーの50％割引券もらったから何枚かあげよう！それでどう
だ」
ゆき「ぼっしゅー」と割引券をとりあげる　まさる「ぎゃー！！！鬼畜ー！」
ゆき「ねぇ、帰りみんなで行こうよ」一同「さんせー」
ゆき「まさるも特別に一緒に来てもいいわよ」
まさる「なんかそれ、おかしくないっすかー？」お調子者のまさるを中心にみんな笑顔だ
ゆき「しのぶも行くでしょ？」
しのぶ「・・でも、私拓ちゃんと・・」
ゆき「ああ、あいつは熱血で部活なんかやってるから無理だわよ」
女子Ａ「しのぶちゃん、毎日図書室で拓也君の部活終わるの待ってるの？」
しのぶ「・・・本が読みたいから完全下校の時間まで読んでるだけ・・」
信子「へぇー？そーかなー」とひやかす
ゆき「ふむむむ・・・まあ恋路を邪魔するのもなんだし無理にとは言わないわ！」
といった後「人ごみが嫌いなのは知ってるけど、たまには付き合わないと駄目よ」としのぶの
耳元でささやいた
しのぶ「ゆきちゃん、ありがとう」
 
放課後　図書室で本を読んでいるしのぶ
拓也が図書室に入ってくる
拓也「おーい、しのぶー！」



図書室にいる生徒みんなににらみつけられる
拓也「あらま・・・すんません」と冷や汗を流す
しのぶは顔を真っ赤にしてそくささと図書室を出る準備をし拓也と図書室を後にする
拓也「ごめんな・・」
しのぶ「ううん・・拓ちゃん部活は？」
拓也「ああ、ラクビー部に急な試合が入ってなグラウンドが使えなくなったんだ、だから筋ト
レとかストレッチとかだけして終わり」
しのぶ「ふーん」拓也「しのぶ本いいのか？読むなら付き合うぜ」
しのぶ「いつでも読めるから・・いいの」
拓也「ゆきとかもう帰っちゃったんだなー」
　　「前もってわかってたらみんなで帰れたのに・・・まったく・・」
しのぶ「まさるくんがね、モックバーガーの割引券をいっぱい持ってて、みんなモックバーガ
ーにいったの、多分まだいるんじゃないかな？」
拓也「おお、そうなの！じゃあ、俺らも行こうか」
しのぶ「ううん・・」と首を横に振る
一緒に行っていないってことは誘われてないのか誘われたのなら断ったんだろうし
今更行き難いわな・・・と思う拓也
モックバーガーの前を通るとみんなが仲良く食べている姿が見える
しのぶ「あ、みんないるよ」「拓ちゃん行けば？まさるくん男の子一人でたかられてると思う
から助けてあげて」
拓也「しのぶが行かないなら、いいや・・」と何気なくいう
しのぶはうつむいて「そういうこと言わないで・・・」と悲しそうな顔をする
拓也は悲しそうにするしのぶを見て元気に
拓也「いんや！俺はアスリートだからな、ジャンクフードはデブるしやめとく！」
　　「ああ、まだまだ動き足らんわ」としのぶの手を引き「ちょっと走るぞ！」と軽く走り出
す
しのぶ「ええっ！ちょっと」
 
店の中からしのぶ達にに気付くみんな
「あ、なんか手つないでる！」
「おおおおお、これは事件よ！」
まさる「おお、しのぶちゃんがピンチだ拓也の魔の手に！」「助けに行くぞー」と席を離れよ
うとしたら
ゆきにぶん殴られる「邪魔すんじゃないの！！」
 
しのぶの家の前まで来ると
しのぶ「拓ちゃん、よっていって」
拓也「ん？」
しのぶ「よっていってほしい」拓也にとっては退屈なことかもしれないと遠慮がちに言うしの
ぶ
拓也「うん、お言葉に甘えて」とにっこりする
 
しのぶの部屋に入ると、いろいろな植物が育てられていていいにおいがする
拓也「あれ？ここにあった植木がなくなってるな」



しのぶは少し驚いて「へぇー、よくわかったね・・拓ちゃん植物とかに興味ないかと思ってた
んだけど・・」
拓也「ああ、あの葉っぱちょっといいにおいがするやつだったから・・・」
しのぶ「ふふふ、あれはお茶にしたの・・・今それをいれるね」「座ってて」とお茶を入れに
部屋を出て行く
 
しのぶの勉強机の上には読みかけの分厚い古い本が置いてある
表紙には見たこともない文字が書かれている
その横にはしのぶが書いたメモのようなものがあるがわけのわからない図形や見たこともない
文字がならんでる
 
拓也「まったくあいつはなにやってるんだろうな・・・・聞くと嫌がるんだよな・・」とあき
れた顔
 
しのぶ「ごめん拓ちゃん、開けてくれるー？」
拓也「おお」と扉のほうに行き扉を開けるとお茶とクッキーで両手がふさがってもがもがして
いるしのぶがいる
しのぶ「ごめん」拓也「ああ、持つよ」としのぶからお茶とクッキーを受け取り「こっちのテ
ーブルでいいか？」と
窓際にある小さなテーブルの方に促した
 
二人はその小さなテーブルを挟んで座った
 
拓也「お、これしのぶが焼いたクッキーだな」
しのぶ「うん・・・ちょっと今それしかなくって・・・」
拓也「いや、俺これが好物だぜ！」
しのぶ「ううん、それねお母さん用に焼いた味の薄いやつなの」
拓也「ふうん」といいながらひとつつまむ
しのぶ「お母さんね、家で仕事してるとき1日中なにかポリポリたべてるから・・・」
拓也「ふむ、なるほど」ポリポリ「確かに薄いけど素朴でおいしいよ」
しのぶ「そう、良かった」
次はお茶を飲んでみる拓也
拓也「ん！これ、うまいぞ！」
しのぶは苦笑いしながら「そんなここないよ、普通のやつの方がおいしいよ」
拓也「そうか？俺あの葉っぱのにおい好きだったから・・・」
しのぶ「そう・・ありがと。味はともかく体にはすごくいいの」
しのぶ「ごめんね、自分から誘ったのに・・・ちゃんとしたもの出せなくて」
拓也「え？別に飲み食いしにきたんじゃないから・・・それに素朴で他では味わえない」
しのぶ「今度普通のクッキー焼いとくね」
拓也「あ、クッキーもいいけど・・あれチーズのやつ」「ゆきの誕生日のときしのぶが作った
やつ」
しのぶ「レアチーズケーキ・・・うん、今度作るわ」
 
シーン④家族関係



 
台所で夕食の準備をしていると、玄関の方から元気な声でただいまーとママの声がする、それ
に続くように優しい声でただいまとパパの声がする。
しのぶは嬉しくて急いで台所での火を消しパパの所に駆けて行く。
おかえりとパパに抱きつくしのぶ
ママは両手を広げながら「あら？ママは？」とガッカリする。
しのぶ「パパお風呂の支度できてるからさきに入って、あがる頃にはご飯の支度もできてる
わ。」
パパ「おお、至れり尽くせりだな、ありがとうしのぶ」
ママ「あの…ママは」
しのぶ「はい、ママも」といいながらママの荷物を手に取り中へ促す
しのぶ「ママ紅茶でいい？」
ママ「いえ、コーヒーがいい、とびきり濃いやつ」
しのぶ「だーめ」
ママ「パパー、しのぶがいじめるー」
パパ「ははははは、濃いのはやめときなさい」
ママ「ぶー」
 
 
食事が始まる
パパ「ほう、これならいつでもお嫁さんに行けるな」
ママ「パパったら気の早いことを言って、いざとなったら猛反対しそう」と、笑う
ママ「そうだしのぶパパに聞きたい事があるって言ってなかったっけ？」
しのぶ「うん」
パパ「ほう…なんだい？」
しのぶ「大学でね、なにか変わったことなかった？」
パパ「うーん…」と少し考えるが「特にないなー…どうしてだい？」と聞き返す
しのぶ「ちょうど3日前…大学に今までなかった物が来たとか…」
パパ「うーん…思い当たらないなー」
しのぶ「皆にとっては特別な物ではなくても何か今までなかった物が中に入ったはず…」
パパ「大学にはいろんな人や物が毎日出入りするからねー…」
しのぶ「そう…」とだけ言って窓の外をボンヤリと見ている
パパ「それがどうかしたのかい？」とたずねるが返事はなかった
 
お風呂に入っているしのぶ
考え事をしながらぼんやりと湯船に入っていると脱衣所から「あがったらママの所に来て」と
ママの声がする。
しのぶ「はい」
お風呂からあがりある程度髪を乾かしたしのぶはママの所へ行った。
しのぶ「ママ、なに？」
ママ「座って」とママの鏡台の前にうながす。
しのぶが鏡台の前に座ると優しくしのぶの髪をときだす
しのぶ「どうしたの、ママ」
ママ「どうもしないわよ」と優しく髪をとき続ける



「大きくなったわね…そして綺麗になったわ」
しのぶ「やめて、恥ずかしいから…」と照れ笑い
ママ「あなたが小さい頃、毎日こうやって髪をといていたのを思い出すわ」
しのぶは目を細めながら「うん」とうなづいた
 
シーン☆　信じてもらえていない私①拓也編
 
学校からの帰り校門の近くなので疎らだが何人かの帰路につく生徒達がいる
いつもと光の玉の動き方が違う
違う色の光が混ざっていて、何故だか分からないけど、この間から気になっている大学の方で
光っている大きな光を探しているんだと感じた
その次ぎの瞬間大きな光が目の前に
しのぶ「きゃぁ！」と目を被い崩れ落ちる
拓也「どうした？」
周りにいる生徒たちは驚いている
目をそぅっと開いてみるが「うぐっ・・・眩しくてみえない・・・」
拓也「しのぶ大丈夫か？」と肩を貸し立ち上がらせる
周りのものは怪訝そうにしのぶ達をみながら
「あの子・・また・・」「本当に変な子・・」「気持ち悪い・・・」
拓也は周りをにらみつけながら「しのぶ帰ろう・・・歩けるか？」
肩を抱かれながら数メートル歩くと、少し落ち着いたのか「待って・・大丈夫」
「目を閉じていたら光が和らいで見えるわ」と拓也の肩から離れ目を閉じたまま歩き出す
拓也「しのぶ、危ないって！」
その光景を見た周りの生徒達はますます気味悪いものを見たといった表情をしている
それを察した拓也は無理やりしのぶの肩を抱き足早にそこを立ち去る
しのぶ「拓ちゃん大丈夫よ。暗闇の中で目がなれて見えてくるのに似ている」
　　　「大丈夫。見えるよ・・放して」
幾分学校から離れたので人気がないのを確認して拓也はしのぶを放した
赤信号でちゃんと止まり青になったら歩き出す
拓也「しのぶ・・・本当になにか・・・光がみえているのか？」
しのぶ「！」
幼い頃から光の玉が見えると言っていたしのぶ
そしてその傍にいつもいた拓也
それは周知の事実のはずだった・・・・
しのぶはそう思っていた
だからしのぶはその質問には答えなかった・・・・
 
シーン♤　信じてもらえていない私②家族編
 
しのぶ「パパ、今度はこの本借りていい？」
パパ「ん？この間の本はもう読んだのかい？」
しのぶ「うん」
　　　「じゃあ借りていくねと、3冊の本を持って部屋を出た」
ママ「大事な御本だから汚しちゃダメよ」



しのぶ「はい」
ママ「ねぇあなた、あの娘沢山借りていくけど読めるのかしら？」
パパ「まさか、僕でも資料片手にじゃないと読めないんだよ」
ママ「じゃあ、あの娘…」
パパ「見たこともないような文字を眺めるのは心が踊るものだよ、僕にも覚えがある」
ママ「ふぅーん」そんなものかなー・と言った風だ
自分の部屋へ登る階段の途中そんな会話が聞こえてしまい階段の途中で立ち止まってうつむく
しのぶ
「本当に読めるもん…」と力弱くつぶやく
 
『本当のことを言ったのに嘘つきだと言われたの！！』
 
昔のことを思い出して涙がこぼれた
大好きな拓ちゃんも大好きなパパも私が言っていることが嘘だと思っているのだと
 
シーン◎洋介としのぶ
 
しのぶがいつものように図書室で読書をしていると前の席の男子生徒が消しゴムを落とし
しのぶの方に転がってくる。しのぶがそれを拾い上げると男子生徒がもう目の前に立っていて
しのぶは消しゴムをその男子生徒に返す
洋介「サンキュー」と元気に礼を言って元の席に戻り勉強を再開した
その後、洋介はしのぶのほうをちらっと見ると「あれ？！」っと声を上げた
しのぶは驚いて洋介のほうを見ると自分のほうを見ている洋介に疑問の表情を浮かべた
洋介「昨日と違う本だな」しのぶ「・・・？」洋介「あんな分厚い本もう読んじゃったの？」
しのぶ「・・・・・」洋介「お前、すごいな」
しのぶは恥ずかしそうにしながら何も答えず本を読むのを再開したが洋介はかまわず
洋介「それってさー、日本語でも英語でもないよな」「お前って成績学年TOPとかそういうレ
ベルじゃない」
　　「なんつーか・・・頭いいんだろうけど本当変わってるよな」と続けた
しのぶはちょっと怒った顔をして洋介のほうを黙って見ていると
洋介「あー、ごめん」「お前さ変わり者って言われることすげー気にしてんだろ？」
　　「でもさ、お前本当に変わってるんだよ」
しのぶはますます怒った顔をしながら本を読むのを再開した
洋介「でもなー、それって悪いことなのか？」
　　「関わりたくないって思われてるわけじゃないと思うぜ」
しのぶはこの人いったい何が言いたいんだろうと思い洋介のほうを再び見る
洋介「実際俺は関わりたくないとか思ったことないし」
しのぶ「・・・・」
洋介「俺、去年同じクラスだったの知ってる？」
しのぶ「・・・うん」とようやく口を開いた
洋介「でさー、俺男子だし、お前おとなしい女子だし」
　　「班とかも一緒にならなかったし」
　　「だから、話したことがないだけ」
　　「あー」と上を向いて「去年一度だけ話したことあるの覚えってか？」と話したことがな



いわけじゃないなと思い尋ねた
しのぶ「ううん」と小さく首を振った
洋介「げー、ショック！」「ひどいなお前」と笑った
　　「前から話してみたいと思っていてやっとめぐってきたチャンスで勇気を振り絞って話し
かけたんだけどな」
それを聞いてしのぶは少し驚いている様子だった
洋介「けどなその時すぐに愛染（ゆき）がやってきて俺に蹴りを入れやがったんだ」と続けて
笑う
洋介「あいつ俺がナンパしてるとでも思ったんだろうか？」
　　「あんなとこでナンパするやつなんかいるかっつーの」
しのぶ「あ・・・花壇のところ・・・」と思い出した
洋介「そうそう、あの時愛染に邪魔されたから言えなかったんだけど、あの花さ俺がボールで
折っちゃったんだ」
　　「で添え木になるものを探しに行って戻ったらお前が直してくれてたんだ」
　　「ありがとな」と突然お礼を言い出した
しのぶはちょっとあっけにとられてぽかんとしている
洋介「ふー、すっきりしたー。前から礼が言えてなかったのが気になってたんだ」と笑ったあ
と
しのぶがポカンとしているのに気がついて
　　「あのー沖斗、相槌打つとか返事とかちゃんとした方がいいぞ」
　　「俺はこんなだからいいけど、話しかけた人は結構傷つくと思うぜ」とにっこりとしなが
ら言った
しのぶ「・・ごめんなさい・・・」
洋介「あ・・いや・・・、あやまんなくていいんだおせっかいだったな・・ごめん」
しのぶは謝罪がてらこちらから話そうと考え
しのぶ「あの・・・洋介君・・部活は・・・やめたの？」と聞いた
洋介「ああ違うんだちょっとひじを痛めてて休部中なんだ」
　　「でもバスケ部みんなと帰るから終わるまで図書室で宿題やって待ってるってわけ」
　　「沖斗はサッカー部が終わんの待ってんだろ？」
と言われるとしのぶは少し恥ずかしそうにして顔をそむけた
洋介「榊拓也。ツケメンだよなー」とからかった
しのぶ「家がとなりだから・・・だから・・」と反論
洋介「家は愛染も近いよな確か」
　　「愛染と帰ればいいんじゃね？」とさらにからかった
しのぶ「ゆきちゃんは、まっすぐ帰らないから・・・」
洋介「あー、そっかー。あいつ不良だからな」と笑った
　　「あ、そろそろバスケ部のとこいってみるわー」といい勉強道具を片づけ
　　「じゃあなあー」と元気に言って図書室を出て行った
 
次の日いつものようにしのぶ拓也ゆきが3人で登校して学校の近くまで来ると
後ろから「沖斗ーーー！」と洋介が大きな声で呼びながら小走りでかけてくる
ゆき「なに、あいつ洋介」といいしかめっ面をしている
拓也はしのぶを呼ぶ者がいることに少し驚いているようだ
しのぶは名前を呼ばれたのでそこで立ち止まりゆきと拓也の二人から2Ｍほど離れたようにな



った
洋介はしのぶに追いつくと息を切らせながら「おはようさん」とあいさつした
しのぶも「おはよう」と返事した
拓也とゆきが2Ｍほど先で話が終わるのを待っていることに気づき
しのぶ「洋介君、なに？」と尋ねた
洋介「ん？なんもない」と笑いながらいい「なんで？」と聞き返した
しのぶ「急いで走ってきたから・・」
洋介「ああ、・・そうだな、沖斗のこと見かけてさ・・んで、昨日の今日で話しかけないと
　　　1年前みたいにまたきっかけがなくなって話しかけづらくなるかもな・・と思って」
といったか言わないかで、ゆきが「よーすけー！」と怖い顔して近づいてきた
洋介「うわ、愛染ゴリラ！」といった瞬間ゆきの蹴りが飛んできた
洋介はひらりとかわして「じゃあ、またあとでなー」としのぶにいいながら
学校に向かって再び走り始めた
それをゆきは「まてー、誰がゴリラじゃー」といいながら追いかけていった
拓也はあきれながら「朝から元気だなー、行こうぜ」といい
登校を再開した
 
教室の自分の席で一時間目の準備をしていると、ゆきが戻ってきて
ゆき「なにあいつ・・しのぶになんか言ってきたの？」と尋ねた
しのぶは「最近図書室でよく会うから・・話すようになっただけ」と答えた
ゆき「ふーん、なにかとあたしに絡んでくるのよね、あいつ、しのぶも気をつけなさいよ」
しのぶ「なにを？」と不思議そうに尋ねた
ゆき「ナンパよ！ナンパ！・・・あいつは絶対ナンパだわ！」とプンプン怒りながらいってい
る
しのぶ「・・ゆきちゃん・・・違うと思うけど・・」とちょっとあきれながら言うが
ゆきは聞いていない
しばらくするとクラス委員の女子が「そろそろチャイムが鳴るので席に着きなさいー」と仕切
る
ブツブツいいながらもみんな従いそれぞれ席に着いたころ廊下の方から
「愛染ゴリラー！」と叫びながら洋介がＡ組の横を駆け抜けていった
クラスの男子が大笑いしている中ゆきは「あのやろーーーーぶん殴ってやる」と怒りをあらわ
にしている
女子たちは「あらま・・」と冷や汗をながしながら苦笑している
 
放課後、しのぶがいつものように図書室で本を読んでいると廊下の方から洋介達の声がしてく
る
バスケ部員「今日も図書室かー、早く治せよー」
洋介「無茶言うな」と笑う
バスケ部員「そうだお前沖斗と仲良く話してたなー、ここで知り合ったんだろ？」
洋介「ああ、まぁそうだな」
バスケ部員「なんかさ、ほとんどのテスト満点で天才らしいじゃん」
洋介「らしいなー」
バスケ部員「相当変わり者だって聞くけどどんな奴なの？」
洋介「かわいらしい普通の子だよー」



 
そんな声が聞こえてきて顔を赤らめていつもより本に顔を近づけるしのぶ
 
バスケ部員「お、やべーもう行くわ！」
洋介「おう、終わる頃行くわー」と言いながら図書室に入ってきた
洋介はいつものようにしのぶの前の席に座ると「ういーっす」としのぶに挨拶した
しのぶ「こんにちは」と返事し洋介の方を見ると洋介は痛めている肘をさすっていた
しのぶ「肘痛いの？」
洋介「あ、いや早く治んねーかなーとか思って」
しのぶ「まだまだかかりそうなの？」とさらに尋ねた
洋介「いや、普通にしてる分にはもう治ってると言っても良いほどだけど
　　　バスケだから・・・また悪くならないように完全に治さないと・・」
しのぶ「うん」
洋介　「まぁ、後1週間かな」
しのぶ「そう」と安心したように少し微笑んだ
洋介「こんだけ休むとバスケがしたくてしたくてたまんねーんだわ」
しのぶ「そう、もう少しね」
洋介「それでさ、土山って知ってる？」
しのぶが思い出せなくて少し考えていると
洋介「ちょっと、っていうか、すげーデブイ奴去年一緒だっただろ」
しのぶ「ああ」と思い出したようだ
洋介「あいつにさ、バスケがしてーって話したらさ」
　　「お前は変わってるなっていわれて」
しのぶ「うん」と話が見えないなと思いながらも返事をした
洋介「ああいう運動嫌いな奴からしたらバスケがしたいなんて考えられないことなんだろう
な」
しのぶ「うん」と困った顔をしながらも返事をした
洋介「あ、無理して相づちうたなくてもいいぜ、俺があんなこといったから・・・」と申し訳
なさそうに言った
しのぶは少し驚いて「おかしかった？」と尋ねた
洋介「へ？」
しのぶ「・・・私の相づち・・」とうつむきながら言った
洋介「いや、別に」と微笑みながら答えた
洋介が宿題の用意を出している間少し沈黙が続いたが
洋介がノートを広げ鉛筆をにぎると「俺も変わり者ってことさ」と言った
 
しのぶは何が言いたかったのかやっと理解し
「ううん」と微笑みながら首を横に振った
 
その返事が終わると二人はそれぞれの作業を始めた
その場は優しく穏やかな空気に包まれていた
 
 
 



シーン○　友情関係の亀裂　拓也編
 
ゆき拓也しのぶの三人で下校中
ゆき「ねぇ、しのぶ考えた？」
しのぶ「えっ？」
ゆき「もう、土曜日みんなで買い物行こうって」
しのぶ「…あ…ごめん…わたし…」
ゆき「みんな楽しみにしてるよ」
しのぶ「ごめんね、また迷惑かけるといやだから」
ゆき「まだあんなこときにしてるの？誰も迷惑だなんて思ってないよ」
しのぶ「でも、また倒れちゃったら台無しだわ」
　　　「街の中は汚い光がいっぱい…」
拓也「でもなぁしのぶ、これからもずっと街に出ないで生きて行くことなんてできないんだか
ら、仲のいい友達とかと行ける機会に少しづつ慣れていったほうがいいぞ」
…
歩きながら沈黙が続く
ゆき「わかったわ、また考えといて」
拓也「おい、ゆきあんまり甘やかすなよ！」
ゆき「いいの！しのぶ挑戦する気になったら何時でも言ってね、いつでも大歓迎だから」
しのぶ「ゆきちゃん、ありがとう」
拓也「しのぶ、お前はグループを仕切ったりしないからわからないんだろうけどまとめてる人
からすると断わられたりしたら結構こたえるんだぞ」
ゆき「いいよ！今回のはただ遊びに行くだけなんだから」
拓也「よくない、何度もさそってもらっているのに遊びなら尚更いけるだろ」
しのぶは歩くのをやめて下を向いてしょげてしまっている
ゆき「もう！わたしが良いって言ってるんだからいいのよ！」と、拓也に肘鉄をくらわす「い
てっ！」
ゆき「じゃあ、また明日ね」と駆けていく
無言で歩く二人
ずっとうつむいているしのぶ
拓也「土曜日・・・行けよ」
立ち止まって泣き出すしのぶ
拓也「なくなよ！すぐに泣かないって約束だろ！」
まだ泣いているしのぶ
拓也「そうやって泣いて・・・「もういいよ」って言ってもらえるのを待っているのか？」
しのぶ「！」
拓也「俺はお前のそういうところが嫌・・・」「！」しのぶの表情が一気にこわばったのがわ
かり「・・好きじゃないんだ」と言葉を変えた
拓也「さあ、帰ろう・・」としのぶの手をとろうとする
しのぶ「いやっ！」といって駆け出してしまう
拓也はなぜか追いかけることができなかった・・・「くそっ！」とガードレールを蹴る
 
（仮）ゆきが悪いムードだったので気になって戻ってきている　パターン
ゆき「拓也！あんた！」となんだかいやなムードだったので心配になって戻ってきたゆきが息



を切らせながら言う
ガードレールに足をかけたまま反応しない拓也
ゆき「追いかけなさいよ！」
拓也「・・・駄目だ・・・・今日はうまく謝れない」
拓也「明日、ちゃんと謝るから・・・今日は勘弁してくれ・・・」
少し沈黙が続く・・・ゆきは覚悟を決め話し出した
ゆき「拓也・・・しのぶのことで拓也は知らないことがあるの・・」
　　「ていうか・・・私しか知らないこと・・」
拓也「なんだよ、それ」
ゆき「言えない・・・」「別に変なことじゃないのよ！・・」
拓也「じゃあ，言えよ」
ゆき「ただね、しのぶの場合普通の人が人ごみが嫌いとかそういうのとはぜんぜん違うの」
ゆき「例えるなら熱い炎の中に入るようなものだって言っていたわ」「それでね、それは本当
なの」
拓也「ゆきには言えて俺には言えないんだな・・・」
ゆき「違う！私にだけ打ち明けてくれたとかじゃない」
拓也「わかった・・」といいながら帰り始める
ゆき「私たちが、ささえてあげなくちゃ駄目なんだよ！」
拓也「手伝いはする・・・一人でもやっていけるようになるように・・・」
さびしそうな拓也の背中をみて・・・ゆきは何もいえなくなった・・・
 
泣きつかれて眠ってしまっているしのぶ
 
「嫌いって言わないでくれたのね・・・・ありがとう・・・・優しい人」と涙がまた流れる
 
シーン●ぎこちない二人（しのぶと拓也）もう泣かないー強くなる
 
拓也がいつもとは違い足取りが重いといった感じで学校に向かっていると
「拓ちゃん、おはよう」とぎこちないが精一杯がんばって作った笑顔でしのぶが挨拶をしてき
た
いつもは自宅の庭で拓也が通るのを待っているのだが今日は拓也を迎えにきていた
拓也「おお、おはよう」少し沈黙が続くが
拓也「昨日はごめん・・・」
しのぶ「ううん」「泣かないって約束守れなかったの・・私だから」
 
昨日あんなことを言ってしまったので当たり前なのだろうが
なんだかよそよそしい感じがして
こうして一緒に話していても以前のようには戻れないような気がして
その思いが拓也の胸を締め付けた
 
しのぶ「それでね・・・土曜日連れて行ってもらうことにしたの」
拓也「ああ、そうか！・・大丈夫か？」
しのぶ「対処方法は前から大体わかっていたんだけど・・・試すのがちょっと・・怖かったか
ら」



拓也「うん？」
しのぶ「それでね、準備にちょっと時間がかかるから、今週は図書室によらずに先に帰るね」
拓也「え？・・そんな・・そんなこというなよ・・・」
しのぶは、その意外な返答に少し驚いた様子で
しのぶ「あ・・・拓ちゃんと帰りたくないとかじゃないからね・・一緒に帰りたいんだけど」
　　　「今週は先に帰る」
拓也「そうか・・・」
拓也はしのぶといっぱい話をして昨日のことを打ち消したいと思っていたんだがそういわれる
と承知するしかなかった
何かを決心し気を張っているしのぶを見るといつもと別人のようで心を許していないような
・・・
自分から気持ちが離れてしまったようで不安でならなかった
 
拓也の「そうやって泣いて・・・「もういいよ」って言ってもらえるのを待っているのか？」
と言う言葉がこだまする
・・・・・もう泣かない・・・・・そう決めたから
 
しばらく歩くとゆきが道端で待っている
ゆきは二人でちゃんと来たのを見て安心しいつもより元気に
「おはよー」と挨拶した
拓也「おっす」しのぶ「おはよう」
しのぶ「あの・・ゆきちゃん」
ゆき「ん？」
しのぶ「土曜日ね・・・連れて行って」
ゆき「んー！」と驚くと
しのぶは申し訳なさそうに「駄目？」と尋ねた
ゆき「いや、大歓迎だけど無理しなくて良いよ」と拓也をにらんだ
拓也はばつの悪そうな顔をしながらそっぽを向いた
しのぶ「大丈夫、前から試そうと思っていた対処方法があるから・・具合悪くならないと思
う」
ゆき「対処方法？・・・ふーん」と少し疑問に思ったが
しのぶが変わったことを言うのは慣れているので深くは聞かなかった
 
学校に近づいてくると「沖斗ー」と洋介が呼びながらかけてくる
ゆき「なんなのあいつ！」と腕をまくってとっちめてやろうって格好をすると
しのぶ「まって」とゆきを制止し、先に行っててと言った
ゆきと拓也は登校を再開する
ゆき「あの二人最近仲いいのよねー」
拓也「んー？どういう接点なんだろ？お前と追いかけあいしてるのは良く見るけど？」
ゆき「図書室仲間みたいよ・・・なんかわからんけど」
 
洋介がしのぶに追いつくと、今日はしのぶが先に「おはよう」と言った
洋介「ふぅー、おはよー」
しのぶ「あのね洋介君」と登校を再開しながら話し始める



しのぶ「どうでもいいことでしょうけど、今週は私、図書室にいかないの」と言う
洋介「えー、そうなんだ」とちょっとがっかり
　　「俺さー、来週には部活復活するんだー」
しのぶ「ほんと！よかったね」と祝福
洋介「ああ、サンキュー」
　　「でもちょっと残念だな」
しのぶ「？」
洋介「沖斗と図書室で話するのももう終わりかー」と言った
しのぶは今まで気にかけてもらった感謝をこめて
しのぶ「あの・・いつでも・・・話しかけて」と恥ずかしそうに言いながら続けて
　　　「私も話しかける」と言った
洋介「おお」とうれしそうに返事して
　　「俺たち友達だな！」といって手を差し出した
しのぶ「うん」と返事したが手の意味が分からなくてちょっと困っていると
洋介はさらに手を前に出して「ん！」と言った
しのぶはようやく意味を理解して洋介と握手をした
 
ゆき「んんー！なんか手握ってる！」
拓也「あー？」と振り返って2人を見
　　「手握ってるつーか握手だろ」と言った
ゆき「どういう成り行きがあったら握手とかになんのよ！」
　　「あのナンパヤロー」
拓也はゆきがカリカリしているのを見て呆れ顔
ゆき「あんた、しのぶが他の男に手を握られてもなんとも思わないの？」と攻め立てる
拓也「だから握手だろ」
ゆき「おんなじじゃない」
拓也「違うと思うがな・・・」
ゆき「とられても知らないからね」
拓也「とられるもとられないもないだろ・・・」
ゆき「もう！好きなくせに！」
拓也「バッ・・んなこと」
ゆき「ふーん、違うんならしのぶにそういっとくね」とそっぽを向きながら言った
拓也「いや、いらんことは言うな」
ゆき「ほーら、やっぱ好きなんじゃない」
と二人でギャーギャー言いながら学校へ入っていった
 
 
 
シーン☆3重の絶対結界魔法
 
自分の部屋で大きな白い布を広げ筆で複雑な魔方陣を書いているしのぶ
いくつものペンタクルが複雑に絡み合っていてその隙間には星が書かれている
その配置やつながりが間違いがないか確認しながらブツブツ独り言を言っている
 



すべてを書き終えると部屋に渡されたロープに洗濯ばさみではさみ吊るす
すでに2枚が吊るされていて全部で3枚だ
しのぶは記述に間違いがないか布にそっと手を当て一つ一つ確認している
すると外から「おーい、しのぶー」と拓也の声がする
部屋の窓を開け外を見ると帰宅途中の拓也が元気に手を振っていた
しのぶ「拓ちゃんどうかしたの？」と尋ねる
拓也「最近一緒に帰ってなかったからさー、早めに部活終わったからよってみようかなと思
って・・」
と、言うとしのぶが少し困ったと言うような顔をしているのにすぐに気づいた
拓也・しのぶ『あ・・あの』とほぼ同時に言った・・・
拓也「えっと・・・思いつきでよっただけだから・・用事があるだろし・・帰るよ」
しのぶ「いや、ちがうの・・」「ちょっと散らかってるんだけど・・・良かったらよってい
って」
 
家の中に招き入れるしのぶ
「あの、散らかっていると言うか・・変なものがあるけど気にしないでね・・」
「あと・・まだ乾いてないから・・触らないようにしてほしい」と言いながら部屋の方に進ん
でいく
拓也「ああ、ごめんな急にきて」
しのぶが部屋を空けると拓也の目に大きく複雑な魔法陣が書かれた布が飛び込んでくる
拓也「おおお・・・」言葉を失う
 
しのぶ「さぁ、入って座って」とせかすしのぶ
 
拓也はさっきしのぶが困った顔をしたのはこれを見られたくなかったのだろうと思い
「すげー迫力だなーなんか・・・言葉にはあらわせない迫力」「こっちのはしのぶらしいかわ
いい絵だな」とだけ言いすぐに話題を変えた
「今日まさるのやつ遅刻してきただろ！あれってさー・・・」と取り留めのないようなバカ話
しのぶにはその気遣いが痛いほどわかっていた
今日あったことなどをお互い話しながら一緒に宿題をした
それは二人にとってとても幸せな時間だった
 
シーン★町にみんなでおでかけ
 
みんなで町にお買い物にでかける前夜
しのぶは月の明かりしかない自分の部屋で服を脱ぎ
用意していた3枚の魔方陣の布を
頭からかぶり床に就いた
時折ビシビシ光を放ち痛みを伴うのに耐え何とか眠りについた
 
しのぶは夢を見た
宇宙の中で漂っていて体が星屑のようにバラバラになり散っていく
 
大きな太陽と月の前でもう一度ひとつになり今自分が漂っているマクロコスモスの中で



自分がミクロコスモスを形成しているのがわかる
 
そこに拓也・ゆき・洋介・パパ・ママ・まさる・信子の顔が浮かび
体の中に入ってハートの形の淡い光の周りを小さなビー玉のようになって回っているのを感じ
る
その胸の中に光る暖かいハートの光を抱きかかえ、やがて穏やかな眠りが訪れる
 
朝しのぶが家を出るとよほど楽しみだったのか興奮した顔でゆきが「しのぶー」とこちらに走
ってくる
しのぶ「おはよう、ゆきちゃん。迎えに行くのに」
ゆき「いやー、じっとしてられなくて」
しのぶは笑いながら「駅と反対」
ゆき「いいの、いいの」と言いながらガードレールの上に上りくるりと180度まわりしのぶに
背中を見せて歩き始める
ゆき「うわわ・・」とバランスを崩しそうになるがもちこたえる
しのぶはひやひやしながら「あぶないよ」と注意するがゆきは平然と
「だいじょうぶー」といいながらガードレールの上を歩き続ける
ゆき「具合が悪くなったらガマンしないでいいなさいよー」とこちらを向かずおっとっととバ
ランスを一生懸命とりながら言う
 
駅に着くとクラスメートの女子が2人もう待っていて
「ゆきー、しのぶちゃーんこっちー」と手を振っている
ゆき「あれー信子はー？」
女子「んー、次のバスでくるんじゃない？」
しのぶはゆきが離れたうちに小さな声で「ユニバース」と唱えると
足元に大きな魔方陣が現れる
ゆっくり歩いているしのぶがみんなのところに到着するころ
バスがやってきて信子が手を振っている
 
町に到着するとみんなは大はしゃぎで「あの店みていいー？」とか走り回っている
みんなの行く方に少し遅れて歩いていくしのぶに黒い光がぶつかるが
ユニバースにすべてはじかれていく
それを見ながらしのぶは良かったと安心した様子だ
しのぶ「それにしても、黒い光がなんて多いのかしら」
　　　「はじめてじっくり見たけど・・」
　　　「こういう大きな町には雑念みたいな悪い気が集まってきて充満しているんだわ・・」
と考えている
ゆき「しのぶー、しのぶにこれどう？」と自分の体に服をあて見せてくる
その服はすごく短いスカートで胸元も広く開いている
しのぶ「それはちょっと私・・・」
信子「かわいいよそれ、絶対似合うって」
女子「一回着て見せてー」
困惑しているしのぶをみんなが試着室に押し込む
 



服を着替えて恥ずかしそうに試着室のカーテンを開けるしのぶ
一同「おーーー、かわいいー」
しのぶはスカートがあまりにも短いので一生懸命押さえつけている
信子「50％offだから絶対買いだよ！」
ゆき「これで拓也もイチコロだー」
とか好きなことをワイワイ言っている
 
いろんな店に行き「これかわいい」「これ安い」だのいいながら
それぞれほしい物をかって
カフェで食事をして映画に行って
しのぶはクタクタになるまで引きずり回されたが本当に楽しいって感じていた
 
夕方になって自分たちの駅に帰ってきてじゃあまたねーと各自満足げに帰っていく
ゆきと二人になると
ゆき「大丈夫だった？」
しのぶ「うん」
ゆき「本当に？」
しのぶ「うん、すごく楽しかったよ」
ゆき「これからもいけそう？」
しのぶ「うん、連れてって」
ゆき「そっか。よかった」と満足そうに笑ったあと
ゆき「対処法って・・・魔法？」と聞きにくそうに聞きき
答えがなくても良いように家路の方に体を回して歩き始めた
しのぶ「・・・そう・・結界魔法」
　　　「うまく使えるかわからなかったから・・」と今まで何故使わなかったのかと思われな
いように付け加えた
ゆきは攻めてるわけじゃないよと言わんばかりに優しく「うん、わかってる」と答えた
ゆき「次はさ、拓也に連れて行ってもらいなさい・・・」
　　「今日買った服着てデート」と意地悪そうに言った
しのぶ「これ・・・スカート短すぎる・・」
ゆき「それ普通だから、しのぶのが丈がながいのよ」
しのぶ「う・・・うん」と困っている
ゆき「気になるならレギンス下にはけば？」
しのぶ「うん・・・」とまだ困っているので
ゆきは強めに「絶対に拓也にその服着てるの見せなさいね」と念を押した
「どんな顔するか私も見てみたいわー」と笑う
しのぶ「ちょっと・・・なんか・・からかってない？」
ゆき「ちょっとねー」とにんまりと笑う
 
しのぶ「もう！」
 
ゆき「でもねー、いい方向に進むと思う。これは本当」
しのぶはそうかなーという表情を浮かべながらも、着てみようかなと思い始めていた。
拓ちゃんよろこぶのかな？と少し想像していると



 
 
『お前のそういうところがきら・・・』
拓也に言われた言葉がまた思い出されてくる
拓也がそこで言葉を止めたのは知っているが
その続きは間違いなく
『嫌い』
 
『お前のそういうところが嫌い』
しのぶは悲しくなって目を細めた
 
 
●                             
 
シーン○パンドラとの出会いターニングポイント（１）・主人公が事件に巻き込まれるきっか
け
 
ゆき「しーのーぶー」「どうしたの？今日は授業中も休み時間もずーーーーーっっと外見てボ
ーっとしてるじゃない」
女子「そうそう、どうしたの？」
まさる「でもさー先生もそのことに気がついていてもしのぶちゃんには注意しないんだよな
ー」
　　　「それってえこひいきじゃない？」
信子「ははは、そうだったね・・まぁ、成績がいいからちょっと聞いてなくても大丈夫ってこ
とでしょ！」
ゆき「そうそう、あんたはバカだから一瞬でもよそ向いたら駄目だけどね！」
まさる「人のこと言えんのかー！」
しのぶは自分の手に絶対結界のペンタクルが浮き出ているのに気づく
全身に書きめぐらされているので顔にも浮かんでいるのでは？と
しのぶ「ゆきちゃん！」
ゆき「ん？」ちょっとびっくりする
しのぶ「おかしくない？」
ゆき「えっと・・・・なにが？」
しのぶ「私の顔」と言ったとたんみんなきょとんとし
そのあと目を見合わせていっせいに大笑いした
しのぶ「私今日は帰るわね」と言って席を立つ
みんな「あああ、笑ったりしてごめんごめん」
ゆき「突然変なこと言い出すんだもん」と申し訳なさそうに言う
しのぶ「ああ・・違うの・・あの大事な用事を思い出したの・・・」と、帰り始める
教室を出て行くしのぶをみながら
まさる「あ・・・学生が学校の授業より・・大事な用事って・・・」とポカンとしている
女子「ほんと・・しのぶって変わってるよねー」
ゆきはまたやらかしたなーといった表情でため息をつく
 
しのぶは足早に学校を去り高台にある公園を目指した



見晴らしがいいところまで来ると、それはすぐにわかった
しのぶ「大学の方にあった大きな光がない・・・・」
きょろきょろと周りを見回してみるとその大きな光を別の場所ですぐに発見できた
「あそこ・・・うちの辺だわ・・・」と慌てて帰路に着く
あまり活発ではないしのぶはよろよろと走り時には人にぶつかり
「すいません、すいません」と何度もお辞儀をしながらそれでも一生懸命走った
「私のうちの辺・・・大学に関係あるのって・・・うちくらい・・・」
「きっと、あの光は家に来ている」そう思った
絶対結界が反応しているのが全身を通してわかる
 
家に近づくと光はいっそう輝きまぶしくて辺りが見えなくなってくるが
そういう時どうすればいいかしのぶは知っていた
そうっとめを閉じると光がやわらぎ程よく周りが見える
しのぶは目を閉じたまま早足で歩き家に入った
建物の壁や扉すべてを透して光の核があるところがわかる
そこに向かって迷わず進む
そこは自宅の両親の仕事場で、その扉を開けると
パパとママが驚いた顔でこちらを向いている
ママ「しのぶ！学校は？」
その言葉にはまったくかまわず部屋の中に入ってくる
目を閉じたまま机や椅子をよけて棚の方に歩いていく姿は異様そのもので
パパは驚きのあまり言葉を失っていた
それでも肝っ玉の据わっているママは「目どうかしたの？・・大丈夫なの？」としのぶに歩み
寄る
しのぶは棚の上に置かれたパパのかばんの前まで来ると立ち止まり
しのぶ「パパこれだよ・・・この間私が言ってた・・大学に来た物は・・・」と言った
パパはまだきょとんとしている
パパ「それは・・その本はとても貴重なものだから触ってはいけないよ」
　　「まだ発掘されたばかりで写しも取っていない物なんだ」
しのぶ「大丈夫、これは確かに貴重なものだけど普通の人には読めないわ」
パパ「普通？・・の人？」
しのぶ「綺麗に韻がふまれていてとても綺麗な詩」
しのぶ「だけどそれは本当のこの本の内容とは違うの」と言うとかばんから取り出し
目を閉じたままもせずその本を読み始めた
 
私はとある方法で何でも造ることができます
それでも私は満たされません
なぜなら、それは本物ではないから
 
ある日私は王の持つすばらしい宝石を見せていただきました
私はそれがほしくてほしくてたまりません
 
私はとある方法でその宝石を作り出すことに成功しました
それは宝石商が見ても見分けがつかないすばらしいできです



それでも私は満たされません
なぜなら、それは本物ではないから
 
ある日私は優しい殿方に会いました
すぐに私は恋に落ちました
しかしその人には意中の方がおられて
優しくはしていただきましたが、相手にはしてもらえません
私はそれがほしくてほしくてたまりません
私はとある方法でその殿方とまったく同じものを作ることに成功しました
新しく生まれたその方は私のところにしか居られる場所がありません
やがてその方は私を愛して下さいました
それでも私は満たされません
なぜなら、それは・・・
 
これ以上読んではいけない！！と、しのぶは感じ目を見開いた瞬間
後ろに居たママの方に倒れる
ママ「大丈夫！？汗だくよ」
 
その先にはとてつもない悲しい記憶が見える
きっと耐え切れない
 
違う・・・本当のこの本の存在理由はこの内容とは違う
目を開いていると回りは金色の光に包まれていて
その奥に人影が見える
とても遠くに
光の中の人「わが名を呼べ・・・」
 
汗だくでガクガクしているしのぶを見て両親は大慌てしている
 
しのぶ「貴方の名前は・・・・」
頭の中に文字がひとつずつ浮かぶ
その文字は見たこともない文字だが
しのぶは読むことができる
 
しのぶ「パ・ン・ド・ラ・・・デ・ロ・・・ル・レ・・・・」
 
光の中の人「わたくしに会いたければ、もう一度、はっきりと名を呼べ」
 
しのぶは両親に抱かれていたが
それを振りほどきしっかりとかばんの前に立ち
しのぶ「パンドラ・デロルレ」とはっきりと唱えた
 
全面に放射されていた光は一点にかたまり天高く貫く一筋の光になりやがて天に消えていった
それと同時にしのぶはその場に倒れた
 



両親に運ばれ自分の部屋で眠っている
 
絶対結界の衣だけを着たしのぶは見たこともない草原で一人で座っている
そこはとてもさわやかな風が吹いていてずっとここにいたいと思っていた
後ろから人が歩いてくる音がして振り返ってみると
 
濃紺の服に鮮やかな金と濃い紫の刺繍が施された、いかにも高貴そうな女性が立っていた
パンドラ「目覚めさせてくれてありがとう、手放しで感謝するぞ」
　　　　「私の名前はもう知っていよう」
しのぶ「パンドラ・・・・千年の時を生きた悪魔のような大魔女・・パンドラ・デロルレ」
パンドラ「ほう・・・」と目を細めるパンドラ
　　　　「私のことを会う前から知っていたようだな」
しのぶ「いくつかの本に出てくるわ・・・・」
パンドラ「ふーん」
　　　　「名前を教えろ」と言葉はきついが優しい口調で尋ねた
しのぶ「しのぶ」
パンドラ「全部言え」
しのぶ「沖斗・・しのぶ」
パンドラは「よし」と言うとしのぶの前に周りしのぶに顔を近付け
「私に会いたかったか？」と子供のような目をしていった
しのぶ「・・・・あなたのことは本で知っていたけどあの光が貴方だとは知らなかったわ」
パンドラ「だから？」
しのぶ「貴方に会いたいと思ったことはない・・・」としのぶが答えるとがっかりした顔をし
ながら
パンドラ「そんなことを聞いているのではない」
　　　　「光の正体が私だとわかるはずないことはわかっている」「私がそんな間抜けな封印
をするはずがなかろう」と言った
しのぶ「違う形でだけど、同じようなことが書かれていた、国も立場も違う人たちに書かれて
いた」
　　　「だから・・・多少誤解があったにせよ本当のことだと思う」
パンドラ「ん？・・フエルトの戦いのことか？」
しのぶ「そう・・・貴方はあの戦いに出るべきではなかった」
　　　「いかに王の命令でもあなたならそれにそむき、そこを離れる力があったはずよ
・・・」
パンドラ「そうだな・・」と優しく答えた
しのぶ「王のことを・・・愛していたの？」
パンドラ「・・・・」パンドラは少し黙っていたが仕方がないなあといった感じで
　　　「王はフエルトは自分の信じる正義のために戦っていた」
　　　「正義とは不安定なもので時には今まで正義とされてきたものが敗北によって悪とされ
ることもある」
　　　「正義を正義として成り立たすために必ず勝たなければならなかったのだ」
　　　「気がつけば勝ってもなお私は悪魔と呼ばれるようになっていた」
　　　　しばらく沈黙が続いた後さっきまでとは違う弱い口調で
　　　「王など愛してはおらん・・ただそれだけだ」と答えた



しのぶには最後の言葉が嘘だと言うことがすぐにわかった
だからそれ以上問い詰めるのをやめた
パンドラ「で、答えを聞いておらんぞ」
しのぶ「？」
パンドラは顔をもっと近づけて「もう、じれったいやつだな」
「私に会いたかったか？」とわくわくしながら聞きなおした
しのぶは小さい子におねだりをされているような気がして
本当はそうでもなかったのだけど「会いたかったわ」と答えた
パンドラは「そうか！」と言いながら立ち上がり
首から提げていた大きな赤い宝石がついたネックレスをはずししのぶにつけてあげた
しのぶ「綺麗」とネックレスについた宝石を手に取り顔を赤らめた
パンドラ「それは私のだぞ！だが、気に入ったのなら貸してやろう・・・ただはずさず、ず
っとつけていろ」と言った
しのぶ「いいの？」パンドラ「似合ってるぞ」と笑い
うれしそうにくるくると辺りを歩き始めた
しのぶは「まるで小さな子供みたい」と思いながら仕方がないなーといった顔でパンドラを見
ていた
 
シーン●友情関係の亀裂　ゆき編
 
ゆきは、庭に干してある洗濯物を取り入れている
ゆき「おかぁさん、タオルまだ乾いてないー」
おかあさん「じゃあ、そのままにしといてー」と家の中から声がする
ゆきが顔を上げると、こちらの方をずっと見ている若い男に気がつく
その男は西洋の僧衣のような服を着ていて、明らかにこの場から浮いていた
 
ゆき「あのー、何か家に御用ですか？」と、きつめに問いかけた
男「ああ、このあたりで人を探していてね・・・」と、こちらの方に歩いてくる
 
ゆきは少し後ずさり身構えながら「名前とか住所とかわかれば・・・お答えできるかもしれま
せんが？」と言った
 
男は「名前はわからないんだが・・」と言いながらゆきの方に近寄りずっとゆきの足を見てい
る
 
ゆきは太ももを見られていることに気づき「何ですか！？人を呼びますよ！」と威嚇した
男「ああ、これは失敬。私は君の足に魔法をかけた人を探しているんだ」と言った
ゆきは誰も知らない事実を突きつけられ驚きながら「何のことかわかりません！」と答えた
男「君の足にかけられているのは不安定で幼稚な対価魔法だ・・・その魔法をかけた者には特
に興味はない」
　「つい最近この地に強力な魔力を持った古の魔術師が召喚された・・・そちらの方に用があ
るんだ」
　「巨大な魔力を捕捉していたんだが、僕たちが到着する前にぷっつりと痕跡を消したんだ」
　「そしてこの辺りを捜索していたら君の足に魔法の痕跡を見つけたと言うわけだ・・わかる



かい？」
ゆき「何を言ってるのか、まったくわかりません」とその男をにらみつける
男「うーん」と困ったような顔をしている
その顔を見ると悪い人にはみえず、ゆきはにらみつけるのをやめ
 
ゆき「あの・・・仮にですけど・・・その子に会ってどうするんですか？」
男「ん？古の魔術師かい？」
ゆき「いいえ、あの・・」
男「ああ、君の足に魔法をかけた人ね・・・」
　「おそらくその二人は接触している、この地に確かにあった魔力が消えてしまっていること
がその証拠だ」
ゆき「・・・・よくわかりません・・・」と、しかめっ面をする
 
男「召喚魔法というものはそういうものだからだよ、封印されていた古の魔術師を誰かが召喚
した・・・すなわちもう一人魔法を使えるものがいる」
　「にもかかわらず・・・この地には魔法使いの魔力が感じ取れない」
　「僕たちがくるのがわかっていて・・・結界を張っているからだ」
ゆき「もうどこか遠くにいってしまったのでは？」
 
男「それもありえる」「ただ、君の足に魔法をかけた者がまだこの地にいるのなら一緒にいる
のだろう」
　「だから僕はその人の居場所を聞いている・・・」
ゆき「・・・・・まだ、何のために探しているのか、聞いていません・・・」
男「取って食おうっていうのじゃない、管理するんだよ。大きな力と言うのはそれだけで危険
なんだ」
　「君くらいの歳ならもう説明しなくてもわかるよね・・」
 
ゆき「急にそんなこと言われても・・・信用できません・・・」
 
男「そりゃぁあ、そうだね。」「急に現れたのに真剣に話を聞いてくれてありがとう」
　「お礼に君の足を治してあげよう」
 
ゆき「えっ？・・私の足は悪くありません！」
 
男「うーん・・・言っちゃ悪いが君の足は治ってないよ」
　「その魔法は対価魔法といってとても不安定なものなんだ」
　「君の足を動かすために君は何か対価を払い続けなければならない」
　「そうだな火が燃えるときに木を食い尽くすようなものかな・・」
　「木が燃え尽きれば火は消えるよね・・・・・・魔法と言うよりは呪いに似ている」
ゆきは動揺を隠せない「・・・うそ・・・」
男「動かなくなった足を動かしているくらいだから、相当大きな対価が必要だ」
　「何を支払ったんだい？」
ゆき「そんなの・・何も払ってないわ！」
 
男「そんなはずはない」



 
男「君は何を対価にしたのか聞いていないのかい？」
 
ゆき「・・・・・いえ・・・」
 
男「・・そうか・・・どういうつもりなのか・・よくわからないが・・・」
　「君は足が治るのと吊り合うほどの何か大きなものを失っているはずだ」
　「心当たりがないのなら、もしくは今も徐々に蝕まれていっているのかもしれない
それが、この魔法が呪いに似ていると言われる所以だよ」
　「君がその対価を払えなくなったら君の足はまた動かなくなる」
 
　呪いと言う響きがゆきの心に重くのしかかる
 
 
　「さあ、どこかに腰掛けなさい、その魔法をはずすから一旦足が動かなくなる」
　「私の使う本当の魔法も仕組みは対価魔法と同じだが対価としてマナを使う」
　「マナはこの大気中に光の玉としてあふれていて対価として払い続けてもなくなりはしな
い」
 
ゆき「光の玉・・・」しのぶがいつも光の玉が見えると言っていることを思い出す
 
足にかけられた魔法が解かれ・・足が動かなくなる
 
ゆき「ああああ・・・・」足が動かなくて体を震わせながら動揺するゆき
 
男「さぁ、これで永遠に解けることはない・・・」
暖かい光に包まれゆきの足に感覚が戻ってくる
 
男「さあ、立ってごらん」
 
そうっと立ち上がるゆき
男「心配しなくてもさっきまでと同じように歩ける」
ゆっくり足をいろいろと動かした後ぴょんぴょんと飛び跳ねてみせる
男「これで本当に治ったんだ」とにこりと微笑む
　「僕の名前はジョルジュ、しばらくこの町にいる、気が変わったらまた話しておくれ」
 
ゆき「わたしは・・ゆき」
 
ジョルジュ「うむ、じゃあ、ゆきさん・・また！」と背を向けて歩き出す
 
ゆき「あの・・・ありがとう」と言うとジョルジュはニコッリ笑い手を振りながら去ってい
った
 
翌日　登校　いつもと同じように拓也としのぶがゆきと合流する
しのぶはすぐに足のことに気付きゆきの足を黙って見ている
ゆきはそのことにすぐに気付きその視線に呪いの言葉が重なりゾッとする



しのぶはゆきに何も言わない・・それがまた不気味だったが
拓也がいるからだろうと自分自身に言い聞かせた。
 
別のクラスである拓也と分かれるとしのぶは口を開いた
しのぶ「ゆきちゃん・・ちょっと」
ゆき「な・・なに？」
しのぶ「ここではちょっと・・・」と辺りを見回し
　　　「屋上に行かない？話したいことがあるから」と言った
ゆき「・・・なに？・・ここで言って」と伏目がちに答えた
しのぶ「ここでは・・ちょっと・・人がいるわ」
ゆき「駄目・・・なんていったらいいのかわからないけど・・・私」
と言って少し黙りこくり考えている
やっと覚悟を決めて「怖いの・・・・ごめん」「二人きりは無理だわ・・」といいまた教室に
向かって歩き始めた
それについて歩いてくるしのぶに気付き
ゆきは振り返り「ごめん・・後ろを歩かないで・・・」
いい辛そうに「前を歩いて」と言った
 
シーン★アストラルイニシエーション　マギの草原　創造魔法バース
 
しのぶが眠りにつくと、またこの間来たパンドラとあった草原に立っている
さわやかな風の音しかしない　とても穏やかなところだ
辺りを見回すと丘の上の方で座り込んで何かをしているパンドラが見える
しのぶはパンドラの方に歩み寄りもう声が届くであろう距離までくると「パンドラさん」と話
しかけた
パンドラは振り返りとても驚いている様子だ
その手には摘み上げた花で編まれたリースを持ったれている
しのぶ「パンドラさんお花をそんなに摘んでは駄目よ」というが
パンドラはあっけに取られていて返事がない
少し時間を置いて
パンドラ「しのぶ・・・お前どうやってここに入ってきた？」と驚いた顔をしたまま問うた
 
しのぶ「ごめん・・勝手に入ってきちゃったら駄目だった？」
パンドラ「いや・・そうじゃない」
　　　　「よくこの場所が分かったな・・・」
しのぶ「？」
　　　「この間一度来てるけど？」
パンドラ「あれは私がお前を招きいれたのだ」
しのぶ「？」「どういうこと？」
パンドラ「今日はどうやってここに入ってきたか？と聞いている」
しのぶ「眠ったらここにきていたわ・・・この間もそう」
パンドラ「それは違うな」
　　　　「自分の服を見てみろ」
しのぶ「？」何のことだろうかと思いながらも自分の服を見るが



別段変わった所はないいつもの寝巻きだった
 
パンドラ「私が招きいれたときはお前は裸だっただろう」
しのぶは顔を赤らめながら「服着てたよ」と反論した
パンドラ「ああ・・あれは結界魔法を着ていただけで服は着ていなかったんだ」
しのぶは確かにそうだったなあと思いながらも「それがなにか？」と尋ねる
 
パンドラ「服を着ているということはおまえ自身がここを探し出し入ってきたという証なん
だ」
しのぶは困りながら「本当に眠ったらここに立っていただけなんだけど・・・」とうつむきな
がら言った
するとパンドラは「あはははははは」と天を見上げて高らかに笑い始めた
しのぶ「なに？何で笑うのパンドラさん」と困った顔をしている
 
パンドラ「おい、パンドラさんって言うのはやめろ」
しのぶ「え？・・パンドラ・・さま？」
パンドラ「あははははははは」と再び大笑いをする
しのぶ「ねぇ、何がおかしいの？」とパンドラが何故笑っているのか本当に分からない様子だ
 
パンドラ「呼び捨てでいい」
しのぶ「でも・・それはちょっと・・」
パンドラ「じゃあ、パンと呼べ私の仲間はみんなそう呼んでくれた」
しのぶ「う・・うん、じゃあパン」
パンドラ「ああ、なんだ？しのぶ」とうれしそうに言う
 
しのぶ「一度目に笑ったのは、なんでなの？」
パンドラ「ああ・・こんなにも簡単にここに到達できる奴がいるんだなぁーと思って」
しのぶはまだ分からないわという顔をしている
 
パンドラ「ここはマギの草原と呼ばれている場所だ」
　　　　「名だたる魔術師たちが血眼になって探しても見つけられない
　　　　マギのグリモワールが保管されている隠された場所なんだ」
 
しのぶ「パンが作ったの？」
パンドラ「まさか」と笑う
　　　　「私はここに到達できた数少ない魔女」
しのぶ「・・・・」
パンドラ「さっき花を摘んではいけないと言ったな」
しのぶ「・・うん・・そんなに摘んだらかわいそうよ」
パンドラ「見ろ」といい自分が立っている辺りの地面を指差した
しのぶ「？」
パンドラ「花が咲いているのはここだけだろう」
しのぶ「うん・・・じゃあ、尚更摘んじゃ駄目よ」
パンドラ「ん？案外勘が働かないんだな？」



しのぶは困った顔をしている
パンドラ「私の本を読んだだろう？」
しのぶは「あ・・」というとなんだか勘付いた様子だ
パンドラはにこりと微笑みながらリースをしのぶの首にかけ
 
「ある時私は花で編まれたとても綺麗なリースを見かけました
　私はそのリースがほしくてほしくてたまりません
　私はとある方法でそれとまったく同じものを作ることに成功しました」
 
パンドラ「そのとある方法ってやつだ」といい、続けて
　　　　「バース」と唱えながら手を横に大きく振ると
あたり一面に花が咲きほこった
しのぶはあまりの美しさに言葉を失ってしまった
しのぶはしゃがんでかわいらしい花に顔を近づける
しのぶ「本物の花だわ・・・」「命を感じる」
パンドラ「ああ、当たり前だ」
しのぶ「じゃあ、やっぱり摘んでは駄目よ・・・どんなに沢山生み出すことができても」
パンドラ「そうか・・・しのぶは優しいんだな」
　　　　「じゃあ、これからはそうするようにする」と優しい目でしのぶを見ている
少し間をおいてパンドラは続けた
パンドラ「この創造魔法バースを筆頭に名だたる失われた魔術がマギのグリモワールには記さ
れている」
　　　　「ここに到達出来た者だけがそのグリモワールを手にし読むことが出来るんだ」
　　　　「きっと、ここに到達出来た者だけが自分の得た知識を書き足していって膨大な量の
魔術書となったのだろう」
　　　　「それほどここは特別で憧れの場所なのだ・・・それなのにお前は寝てたらきていた
と言ったので笑ったんだ」
 
しのぶ「でも・・本当だもん・・」
パンドラ「ふふ、寝てもここにはこれない」
　　　　「ここはアストラルイニシエーションが出来るものしかこれないからな」
　　　　「多分感覚的にアストラルイニシエーションが出来るのだろう」といい
しのぶのことを誇らしげに見ていた
 
パンドラ「ああ、ところで何をしに来た？」
　　　　「私に会いたかったのか？」とこの間と同じように目をキラキラさせながら尋ねてく
る
しのぶは「う・・うん」とちょっと無理やり気味に返事をさせられたが続けて
 
 
しのぶ「パンお迎えが来ているようよ」と本題に入った
パンドラ「ん？私を探しているやつのことか？」と一人で社交ダンスの練習をしながら答える
　　　　「あれは、別に知り合いではない、お前ごと結界を張ってあるから見つかることはな
いほっとけ」



しのぶ「なぜ探されてるの？」
パンドラ「さあね。教会のやつらだろう、魔法使いが暴走しないように首輪をつけて回ってい
るんだ」
　　　　「まだそんなことしていることに驚いたわ」とダンスを続ける
しのぶ「そうなんだ・・」と少し考え
　　　「ねぇ、たぶん私はもう見つかっているわ」
パンドラ「んー？お前が魔力持ちだというのは結界でわからないはずだぞ」と興味なさそうに
ダンスを続ける
しのぶ「私が昔にかけた魔法をたどって・・・私の存在を知ったはず」
パンドラ「そうか。」と踊りをやめしのぶの方に近づき「で？怖いのか？」と優しく尋ねた
しのぶ「ううん」と首を横に振った
　　　「どうしたらいいかわからないだけ・・」
　　　「パンはどうしたらいいと思う？・・・どうして・・ほしい？」と自信なさそうに尋ね
た
パンドラ「あいつらが私に首輪をつけるのは不可能。だからしのぶのしたいようにすればい
い」と
しのぶのほほを両手で優しく包んだ
「うん」とうなずきしのぶは質問を続けた
しのぶ「それでね・・・パンはどうしてここに居るの？」
パンドラは突拍子もない質問にちょっとびっくりした様子だったが
パンドラ「しのぶ、お前は自分が何のためにここにいるのか？だとか生きていることに意味が
あるのか？とか考えるタイプか？」と少し笑って見せた
パンドラ「私は生きている・・・もう人の姿は失ったが・・・こうしてここに存在している」
　　　　「だから誰かとかかわりたい・・・そうだ、お前だ・・・ただ、それだけだ」
しのぶの困惑している顔を見て続けて
　　　　「とりたてて今のところ目的はない！ただ存在しているだけ・・それが悪いか？」と
意地悪に尋ねた
しのぶ「いいえ・・それならいいわ・・」と無理やり納得させられた
パンドラ「お前が言いたいことはわかる」「私は悪魔と呼ばれた魔女だ」
　　　　「なにかを企んでやらかそうと思われても仕方がない」
しのぶ「私はそんなことは思ってないわ・・・」
パンドラ「ああ、それもわかってる」「教会のやつらはそう思ってないだろうから何も企んで
ないのなら従った方がいいのでは？と思ってるんだろう」
しのぶ「う・・・うん・・・」
パンドラ「気が向いたらそうするさ」と言いまじめな顔をして
　　　　「もっともらしい御託を並べてくるだろうが私を縛れるほどの力を持っているのな
ら、その力を誰が制するのか？」
　　　　「結局己らが一番でいたいだけだろうに」と続けた
普段小さな子供のように無邪気に踊っている顔とこういう時に時折見せる怖い顔　
どちらが本当のパンドラなのか　しのぶにはまだ分からなかった
しのぶ「・・・・」
考えこんでいるしのぶをみてパンドラは
「さあ、お前も踊れ」としのぶの手をとりしのぶの腰に腕を回し



「社交ダンスはレディーのたしなみだぞ」といいしのぶを振り回した
しのぶは「社交ダンスなんて・・・今はそんなにしないのよ」と戸惑いながら答えた
パンドラは「そうなのか？」といいながらも「足はそうじゃない」としのぶの足を蹴りあげ
無理やり踊り続ける
しのぶはパンドラがあまりにも楽しそうなので付き合ってあげることにした
 
シーン☆ジョルジュとしのぶの接触　教皇登場千里眼で観察
 
ゆきが一人で歩いていると壁にもたれて立っているジョルジュに出会う
ゆきはおそらく自分が通るのを待っていたのだろうと思い
ゆき「なにか？」と尋ねた
ジョウルジュ「君の足に魔法をかけた人、大体見当がついたよ」
ゆき「・・・・」
ジョルジュ「君のクラスメイトの沖斗しのぶって子だね」
ゆき「・・・・ち・・違うわ」とうつむきながら答えた
ジョルジュ「そうかな？状況証拠を突き合わせると彼女に打ち当たる」
　　　　　「君の周りで変わり者扱いされている子・・・それだけで十分だ」
　　　　　「しかるべきところで教育を受けていない魔術師はその地域で変わり者扱いされて
いるものなんだ」
　　　　　「彼女がとっている言動・・光の玉が見えるってやつね・・・あれはマナのことだ
から」
　　　　　「彼女は少なからず魔力を持っている、なのに今はその魔力を隠している」
　　　　　「それが証拠だ」
　　　　　「別に彼女をどうにかしようとことじゃない」
　　　　　「問題は古の魔術師のほうなんだ」
ゆき「・・・・」
ジョルジュ「君に僕が彼女に接触することを止めることはできない」
　　　　　「わかるね」
ゆき「・・・」
ジョルジュ「君のおかげで彼女を見つけられたようなものだから感謝している」
　　　　　「だから君にも立ち会ってほしい」
　　　　　「その方が君も安心だろ？」
ゆき「でも・・私・・・秘密だって約束したから・・・」
　　「しのぶのこと・・裏切れない・・・」
ジョルジュ「君は何も話していない」　
　　　　　「裏切ってなんかない」
　　　　　「僕が彼女と接触することを君は止められない」
　　　　　「なら・・・来た方がいいと思う」
　　　　　「ただ、どちらでもいい。勝手に会うのは悪いなと思って伝えに来ただけだから」
ゆき「・・・そうね・・・」
　　「わかったわ・・・ありがとう」
二人でしのぶの家に向かう
ゆきはジョルジュの後ろをうつむいて歩いてゆく
 



しのぶが庭の手入れをしていると絶対結界がざわめき何かが来るのを感じ取る
そこにジョルジュとゆきがやってくる
 
ジョルジュ「先に話すかい？」とゆきに優しく尋ねた
ゆき「はい」といいしのぶの方にうつむきながら歩み寄ったが言葉が出ない
それを察してしのぶは
「何があったのかはお話できなかったからよくわからないけど巻き込んでしまってごめんね」
と優しく声をかけた
ゆき「ごめんなさい・・・つれてきちゃった・・・」と泣きそうになりながら言った
しのぶ「ううん」と首を横に振り「原因はこっちにあるんだからゆきちゃんは何も悪くない
よ」
ゆきはないてしまってもう言葉が出ない
それを見かねてジョルジュは「なぜ僕がここに来たか分かるね？」と尋ねた
しのぶ「来た理由は分かるけど、なにがしたいのかよくわからないわ」
ジョルジュ「では、示そう」「古の・・いや、魔女をこちらに引き渡してもらいたい」
しのぶ「なぜ」
ジョルジュ「我々の教会では強力な魔力を持ったものたちを管理しているんだよ」
　　　　　「強力な魔力は危険だからね」
しのぶ「分かりました、ここに私と居ます、もしもここを離れるようであれば連絡しまし
ょう」
　　　「それで管理できるでしょう？」
ジョルジュ「うーん・・・君はよくわかってないようだね・・・」
しのぶ「いいえ、分かっていていっています」
普段は自信なさそうにしているしのぶがハキハキと力強く話している姿を見てゆきは泣くのを
やめて驚いている
ジョルジュ「一旦教会の方にきてもらって魔力に制限をかけさせてもらいたいんだ」　
　　　　　「その後はここに戻るなり好きなようにしてもらっていいんだが・・・・」
しのぶ「私も一度従った方がいいのでは？といったのですが『気が向いたらこちらから行く』
と言う返事でした」
　　　「それでは、駄目ですか？」
ジョルジュ「それは駄目だね・・・もしも彼女がそれまでに暴走でもしたら君は責任をとれる
のかい？」
しのぶ「とれません。そもそも責任を取る必要があるんですか？」
ジョルジュ「ふふふ、そうか・・・君はわざとそういってこちらがどういう態度をとるか見て
いるんだね」
　　　　　「本当に彼女が暴走したらどうする？」
　　　　　「君が彼女のことを今どう思っているのか知らないが彼女は悪魔だ」
　　　　　「千年を生きた大魔女　パンドラ・デロルレ　悪魔と呼ばれた魔女だ」
　　　　　「じゃあ、今日はこれだけでいいよ」
　　　　　「君のところに居る魔女はパンドラ・・・・そうだね？」
しのぶ「そうよ」
ジョルジュ「わかった・・・今日は帰るよ」
　　　　　「悪魔をかくまうのか」さっきまでよりは小さな声だが、わざとゆきに聞こえるよ
うに言った



ジョルジュ「ゆきさん、帰ろう」
ゆきはいつもと違うしのぶと悪魔・・そして呪い・・の言葉でなんだかわけが分からない怖さ
で
ジョルジュに従いしのぶから離れ家路についた
その様子を教会で水晶玉を通して見ている教皇ルクツアーノ・・・「やはり・・・パンドラか
・・・」
偽ヒロインが教皇に呼ばれる
偽ヒロイン「教皇様　およびでしょうか」
教皇はなにやら偽ヒロインに指示をしている
教皇「できるだけジョルジュ君の顔に泥を塗らないようにやってくださいね」と偽ヒロインに
言う
偽ヒロイン「わかりました」と頭を下げる
 
シーン♦二人の増えた同級生
　　　　しのぶのクラスにジョルジュ
　　　　拓也のクラスに偽ヒロイン
朝学校にいき教室に入るとジョルジュかいて信子達と話をしている、しのぶとゆきは驚いてい
るがあまりにも自然に溶け込んでいるので、何も言葉がでてこなかった。
しばらくすると、ジョルジュはこちらに気付きおはようと何事もなかったかのように話しかけ
てくる。
ゆきどうしてあなたがここに？とジョルジュにしか聞こえないくらいの声で尋ねた。
しのぶさんに断られて、はいそうですかとかえるわけにはいかないんだよとしのぶの方を見な
がら答え、続けてかといって手荒な事をするわけにもいかない…だからさと答えた。
みんな貴方のことを前から知っていたかの様に接しているけど…
ああ、僕は魔術師だからねと微笑む
 
一方拓也のクラスB組では、拓也に馴れ馴れしく話しかけてくる女子がいる
マリア拓也くーんと腕に抱きついてくる
拓也うわ、何だお前となんだ？誰だったっけ？知っているような知らないような変な違和感を
覚えながらもマリア離せよ！と名前を呼んでいる自分に驚きながらも…そうだ…こいつマリア
だと確認するように頭の中で確認し離せってばと、するともう一人女の子がやってきて拓也君
とこちらはおとなしく恥ずかしがりながら話しかけてくるこちらは宮澤敬子だ、すんなりと頭
に名前が浮かんできあんまり喋ったことないんだけどなんだろう？と過去の関わりまで思い出
される。マリアに関しては昨日のことも思い出せないようなでも前から知っていたようなモヤ
モヤした感じがしていた。
敬子あの…今日放課後一緒に帰っていただけませんか？
拓也えっ？と驚く
周りにいたクラスメイトも驚いている
いや、部活あるから
敬子はい終わるまで待ってます
いや、それからしのぶ…沖斗と帰るから
敬子沖斗さんと付き合ってるんですか？
拓也いや、そう言う訳じゃないんだがと答えるとすかさずマリアがじゃあ、一緒に帰ってあげ
なよ！と口を挟む



それにつられて周りにいたクラスメイトたちも、そーだそーだ帰ってやれよーと声を上げる。
うっせーぞお前らと拓也はみんなに応戦する
敬子今日一度だけでいいんですと少し泣きそうになっている
マリア女の子がここまで言ってるのに帰ってあげないなんて言わないよね？
クラスメイトそーだそーだかえってやらないならカスだー　昼飯おごれー
俺の鞄持てー
拓也おい、どさくさにまぎれて好きな事いうな！
マリア拓也君私からしのぶにはちゃんと説明しておくから
あ？しのぶに説明ってなにを
マリアしのぶと私が仲がいいのしってるわよね？と大きく目を開いて拓也を見つめる
マリアの目を見ているとそうだマリアはしのぶの親友だったと思い出した
マリアちゃんとしのぶには話しておくから帰ってあげなよ
拓也でもなー
でも、なに？優柔不断な態度を取るなんて拓也君らしくないよと大きな目で見つめられるとわ
かったよと返事してしまっていた敬子は顔を赤らめながらありがとう、校門の所で待ってるね
と言った
クラスメイトはヒューヒュー口笛を吹いて冷やかしている
拓哉はなんでこうなったかなーと魔法にでもかけられたみたいだと感じていた
しのぶのとこに行ってくるねーとマリアは教室を出てA組の方へ駆けていった
マリアしのぶーと呼ばれるかしのぶにはそれがこの学校の生徒で無いことがすぐに分かっり黙
ってマリアの方を観察していると信子かほらマリアちゃんが呼んでるよ。と言われた
信子がマリアとその見知らぬ生徒の名前を呼んだことに少し驚きながらもジ教会の者なのだろ
うと想像しみんなにおかしく思われないようにとマリアの方に歩み寄った
シーン◎新しい三角（ジョルジュ・ゆき・しのぶ）拓也疎外感　偽ヒロインと急接近
シーン☆パンドラとしのぶ
シーン♤別の魔法絡みの怪奇事件
　　　　拓也に急接近してくる女子
　　　　あいつお前に気があるんじゃないか？ってひやかされる拓也
　　　　その女子に不可解な事件が
　　　　偽ヒロインがしのぶにチェックメイト
　　　　偽ヒロインが仕組んだ事件
　　　　偽ヒロインが解決
　　　　しのぶに疑惑
　　　　偽ヒロインはしのぶを擁護
　　　　信頼を勝ち取る反面しのぶへの不信感が増す
シーン●拓也が魔方陣を見たことを知るジョルジュ　どんなの物だったか聞くが拓也教えない
 
シーン♤改ざんされた記憶
　　　　ジョルジュによってゆきの足の記憶が消されていることに気付くしのぶ
　　　　しのぶのことを怖がっていて二人きりになりたくない・後ろを歩かれたくないという
素振りが消えていることで気付く
　　　　ジョルジュを問い詰める
　　　　友情関係を修復するためにしたともっともらしい理屈をならべる
　　　　しのぶは例え不幸な記憶でも改ざんを許さない



「しのぶー」と元気にゆきがしのぶに抱きついてくる
しのぶは昨日までと違うゆきに驚いたように
しのぶ「ゆきちゃん、どうしたの？」と尋ねる
ゆき「へ？なにが？」ときょとんとしている
しのぶ「・・・・」
ゆき「ねえ、今日天気がいいから外でお弁当食べない？」と誘う
しのぶ「うん・・・みんなは？」と尋ねると
ゆき「ん？そうだね・・・みんなも誘う？」と逆に尋ねてきた
しのぶ「う・・うん」
ゆき「じゃあ、一緒に誘いに行こう」と言って先に歩き始めた
しのぶきょとんとしていると
ゆきは「はやく、おいでよー」と言う
しのぶ「うん」とゆきの後ろを歩くがゆきが自分を怖がる素振りがないことに違和感を感じた
ゆきは元気にジョルジュ・女子Ａ・信子・まさるを誘い「さあ、行こうとはしゃいで教室を出
る
みんなも続いて出て行こうとするがその時すれ違いざまに「ジョルジュ君」と呼び止める
ジョルジュ「なんだい？」と言ったか言わないタイミングで
「はやくー置いていくぞー」とまさるが元気に言う
ジョルジュ「ああ、先に行っておいてくれ、すぐに追いかける」
まさる「おー」と返事をして出て行った
しのぶ「あなたがしたの？」
ジョルジュ「ん？」
しのぶ「ゆきちゃんの記憶を・・・書き換えた・・・」
ジョルジュ「君たち最近うまくいってない様だったからね・・」
　　　　　「その原因は僕にもある・・・」
しのぶ「戻して」
ジョルジュ「足は完全に治っている・・・不必要な記憶だ」
　　　　　「ただ君たちを不幸にする不必要な・・・」
しのぶ「いいえ、例え不幸であったとしても私たちの大切な記憶よ」
　　　「誰にも触られたくないわ」
ジョルジュ「君はそう思ってるのかもしれない」
　　　　　「でも、ゆきさんは本当にそれを望むといいきれるのかい？」
　　　　　「みただろ、いつもより溌剌としていたろう？」
しのぶ「事実を隠すことはわたしは許さない」
 
ジョルジュ「それは君のわがままだ」
　　　　　「パンドラのこともそうだが君は自分の思ったようにならないと気がすまない」
　　　　　「おとなしそうな顔をしてエゴイストなんだね」
　　　　　「君は個を重んじる傾向があるが僕は全体のことを考えている」
　　　　　「君のようなエゴイストとは違うんだよ・・パンドラ個人のことを考えればそっと
しておいてやりたいというのはわかるが・・・」
　　　　　「本当のことを言ったのに嘘つきだと言われ続けてきた君が今更その程度の改ざん
をどうの言うなんて、おかしいよ
　　　　　「さあ、いこうあまり遅いとおかしく思われる」とみんなの行ったほうに歩いてい



った
屋上でみんなでわいわいお弁当を食べている間もしのぶはずっと考え込んでいる
ゆき「しのぶ、どうしたの？」しのぶ「ちょっとはなしたいことがあるの、後で聞いてくれ
る？」
まさる「相談事なら何でも僕におまかせをー」と陽気に言う
しのぶ「ありがと、でもゆきちゃんに話したいことがあるの」
まさる「げー、ふられたー」ジョルジュ以外はみんな笑っている
まさる「じゃあ、そろそろ僕らは教室に戻るかー」といってゆきとしのぶを置いて帰り始める
ジョルジュ「トイレに行くから先に行くよ」と言ってみんなより先に屋上を後にした
ジョルジュは拓也のクラスに行き拓也に話しかける
誰にも聞かれないように小さな声で「ゆきさんとしのぶさんの様子がおかしいんだ」
「僕たちは席をはずすようにと言われて降りてきたんだが・・」
「最近あの二人はなんだかうまくいってないのは君も感じているだろ？・・・やっぱり心配
だ」
「二人は屋上に居る行ってみてきてあげてほしい」とささやいた
拓也はあわてて教室を飛び出し屋上に向かった
偽ヒロイン「なに？・・なんか面白いことやってんの？」とジョルジュに聞く
ジョルジュ「・・・そうなるだろうね」と無表情に言った
 
 
屋上で二人きりになるとゆきは「で、なに？」とにこやかに尋ねた
しのぶ「そのまま座ってて」といいながらゆきの真正面に回りおでこをひっつけた
ゆきは赤くなりながら「なになに？」と少し慌てている
ゆきのおでこは熱くなり徐々に記憶を取り戻していく
ゆき「きゃーーーーーー！」本当の記憶を取り戻した矢先しのぶが前に居ることに恐怖がよみ
がえり叫びだす
そこに拓也がやってきて「ゆきーーー！どうした！！」
ゆきは腰を抜かしたようにガクガクしている
「拓也助けてーーー！」と思わず声を出す
しのぶを押しのけゆきの肩ををつかみ「大丈夫か？」と尋ねるがゆきはまだ怯えている
しのぶ「ゆきちゃん」と悲しそうな顔をするが
ゆきは震えながら首を横に振る
拓也「しのぶゆきになにをした？」
普段のゆきを知っている拓也にはゆきのこの怯えようは尋常じゃないものに思えた
しのぶ「拓ちゃん違うのこれは・・・」
拓也「なんだ、言えよ！」
いつもと違う怖い顔をした拓也を前にしてしのぶは口を小さくパクパクさせるものの言葉が出
なかった
ひどく怯えるゆきをみて拓也はゆきの肩を抱きながら屋上から去っていった
 
一人屋上に残されたしのぶは座り込みおでこに手を当て
「ジョルジュが・・・ジョルジュの判断の方が正しかったの？」とつぶやき
 
ゆきと拓也との友情関係の亀裂が決定的なものになったと感じた



 
シーン＠パンドラ包囲網の完成
シーン●戦闘開始
　　　　かばい切れなくなったしのぶは投降を進める
　　　　その力を使わなければできない目的がないのなら投降できるはず
　　　　それともその力を使うつもりがあるの？と何気なく言うが
　　　　それは同時にパンドラのことを信用していないと言うことになる
　　　　パンドラ「私は何もしていない、ここに存在しているだけ・・」
　　　　　　　　「存在していることが罪なのだろう」とさびしそうに笑い姿を消す。
　　　　パンドラは戦闘を開始する
シーン◎どうしても分からないパンドラの目的（しのぶはパンドラをどうしても信用しきれな
い）
　　　　パンドラはなぜ今戦っているのか？
　　　　力を奪われたくない理由があるからなのか？
　　　　何も企んでいないのならなぜそんなにかたくなに拒むのか？
　　　　何か大きなことをやろうとしてここに召喚されたのか？
　　　　 
　　　　あの時パンドラの名を呼び召喚したことは間違いだったのか？
　　　　なぜそれが私だったのか！？
　　　　私だったことに理由があるのか？
 
シーン◎裏切りの持ちかけ
　　　　パンドラの結界はしのぶを含んでいる
　　　　逆に言うとしのぶはパンドラの結界の中
　　　　ジョルジュがしのぶを説得させるためにゆきと拓也を戦闘が行われている結界の中に
連れて行く
　　　　ジョルジュたちに君ならパンドラを倒せる（何も殺そうと言うわけじゃない捕まえて
くれればいいんだ）
　　　　しのぶがパンドラの前に立ちふさがる
　　　　パンドラ「お前も私を捕まえに来たのか？」
　　　　しのぶ「私には貴方を召喚した責任があるわ」
　　　　パンドラ「そうか・・・ならば仕方がないな」とさびしそうに言った後しのぶに攻撃
をくわえてきた
　　　　しのぶの絶対結界がそれをおさえる
　　　　がむしゃらに同じ攻撃を加えてくるがしのぶの絶対結界の前に歯が立たない
　　　　しのぶ「・・・同じ攻撃ばかりしている・・・・」「パンドラの力はこんなものでは
ないはず」と思いながら
　　　　パンドラを見ていると泣きながら攻撃してきている
　　　　 
　　　　結界を破れないと分かっている攻撃をくたくたになるまで
　　　　それはまるで駄々をこねた子供のようだった
　　　　しのぶ「パン・・・貴方なら結界にもっと有効な術を沢山知っているでしょうに
・・・」
　　　　　　　「もうやめよ」と優しく



　　　　　　　「本当にもう、パンは子供みたいなんだから」と母親のように言った
　　　　 
　　　　パンドラは力を使い果たしその場に倒れパンドラの結界が消滅した
　　　　しのぶ「・・・まるで子供のよう・・・・」
　　　　しのぶがパンドラを抱き上げようと近寄ると
　　　　それを静止し邪魔するように教会の者たちがパンドラを捕らえる
　　　　しのぶ「やめて！乱暴に扱わないで！」
　　　　　　　「・・・まるで・・・子供・・・」
　　　　　　　「子供！」
 
●           2       
 
シーン○パンドラがこの地にもう一度召喚された本当の理由に気づく
　　　　そうかなぜ気づいてあげられなかったんだろう！
　　　　パンドラは子供なのよ！
　　　　なんの穢れもないあのままの
　　　　誰からも理解されない自分と同じことをパンドラにしてしまっていた自分
　　　　本の文字に隠された本当の内容や意味を読み取れる能力を持った自分が選ばれた理由
　　　　そしてその能力者以外にはパンドラは召喚できないように仕組まれていた理由
　　　　それはパンドラがかかわってきた誤解された歴史を紐解いて貰うためだったんだ
　　　　 
　　　　それ以上その子を傷つけないで！
　　　　パンドラは数人に担がれて運んでいかれてしまう
 
 
●                         
　　　問題解決　目標達成　意外な結末
 
シーン◎破られる第一結界ユニバース・第二結界太陽と月への攻撃
　　　　背徳のデスアズラエルワンド
　 
　　　パンドラから預かっている宝石が杖を形成する
しのぶ「パンドラをここに戻して！」
ジョルジュ「あれは・・・パンドラ最大の武器「背徳のデスアズラエルワンド」・・・」とお
びえを隠せない
ジョルジュ「危険だ」といってゆきと拓也に球状の結界を張り「そこから出てはいけないよ」
と言った
しのぶ「どうしてあの時パンドラが私にこの宝石を預けたのか考えなかったんだろう・・・」
　　　「何の意味もないはず・・・・なかったのに！」
ジョルジュ「さあ、それをこちらに渡すんだ・・安心しなさいパンドラほどの魔女が他人には
扱えないように細工していないはずはない」　
　　　　　「すらわち僕らはそれを奪っても使うことはできないんだ」
　　　　　「だから・・・安心してそれを僕に預けなさい」と言いながらゆっくりしのぶに近
づいていった



しのぶ「これはパンドラのもの貴方には渡さない」
ジョルジュ「君に扱えるものじゃない・・・・危険なんだ」とにじりよる
しのぶ「パンドラにかえすわ・・・パンドラをここに戻して・・」
ジョルジュ「そんなことできるわけないだろう！」と強く言うとデスアズラエルワンドが反応
してジョルジュを吹き飛ばす
しのぶは驚いてデスアズラエルワンドを抱きかかえ制しようとする
絶対結界と干渉してビシビシと火花を散らしている
しのぶ「駄目・・・攻撃しては・・だめなのよ・・・」
倒れたジョルジュに駆け寄るゆきと拓也
ジョルジュはよろよろと立ち上がりながら「君たちは結界の中に戻りなさい」と言う
ゆき「しのぶー！やめてー」
拓也「しのぶー！やめるんだ・・・・どうしちまったんだよ！」
しのぶ「駄目・・・攻撃しては駄目・・・」と杖を制することで手一杯で返事ができない
ジョルジュ「こちらならその杖を沈める術がある・・・早く渡さないと主を探して暴走し始め
るぞ！」
 
しのぶ「私は・・・パンドラと他人じゃない・・・」
ジョルジュ「・・・？」「杖をあつかえるとでも・・？」
 
しのぶ「・・たしか・・・間柄と・・名前をおしえて・・・意思をはっきりと示す・・・」と
どこかで読んだ本のことを思い出している
 
しのぶ「私は、パンドラの第一弟子・沖斗しのぶ　パンドラの願いを叶える者」と唱えると杖
の光り方が変わり落ち着きを取り戻したようだった
ジョルジュ「無理やり従わすつもりか！」「拓也君、彼女が描いた魔方陣に何が描かれていた
のか何でもいいから教えてくれ！（一度聞いて断られている）」
　　　　　「この状況を見て何をためらう！間に合わなくなるぞ！」
 
しのぶ「主パンドラの願いをここに示す、主の願いは第六チャクラ　アージュニャーの力を持
って真実を解き明かすこと」「戦うことにあらず」
拓也「星だ・・・沢山の星が散りばめられていた」
ジョルジュ「星・・・そうか・・・なるほど・・」と服の中からペンタクルと宝石を取り出し
天に向かって投げ上げた
すると辺りを真っ白にするほどの光が放たれた
次の瞬間ジョルジュはしのぶの両肩に光の矢を投げつけた
 
その矢は第一結界を破りしのぶに突き刺さった「きゃあ」としのぶは悲鳴を上げた
拓也「しのぶー！」
ジョルジュ「大丈夫だ、物理攻撃じゃない・・怪我はしていない」
ジョルジュ「どうりで硬いはずだ絶対結界ユニバースか・・・そんな大きな魔法を君が使える
とは思ってなかったよ・・」
ジョルジュ「だが、この光の中で君の星たちは打ち消された」
ジョルジュ「術式が分かれば僕たちにとって打ち消すことは簡単だ・・・それが仕事だからね
・・・ありがとう拓也君」



拓也「・・・・！」「しのぶは、あの魔方陣を見られたくなかったのに・・・俺には隠さずみ
せてくれた・・・・」「それなのに・・・」
ジョルジュ「ん？・・・しぶといね・・・まだ・・・別の結界がはってあるようだね・・」
「拓也くん魔方陣は一枚じゃなかったのかい・・・」
拓也「・・・俺は！駄目だ・・・教えられない！」
ジョルジュ「彼女を罪人にする気かい？この件は僕に預けられている、彼女にとっていいよう
に取り計らうこともできるんだよ」
　　　　　「教えてくれ！」
拓也「くっ！」
しのぶ「デスアズラエルワンド・・・私に力を貸して・・」
ジョルジュ「はやく！」
拓也「太陽だ！太陽と月が描かれていた！」
ジョルジュ「そうか！光で星が打ち消されることは織り込み済みだったというわけか！」と言
いながら違うペンタクルを取り出し
ペンタクルにナイフをつきたてそれをしのぶにめがけて投げつけた
そのナイフはしのぶの胸に突き刺さる「あああああ」としのぶが悲鳴を上げる
ジョルジュ「わが同士！教会の術師達よ、わが意思に従い太陽をも凍らす氷刀となれ」と唱え
ると
ナイフはさらに力を得　しのぶの体を凍らせ始めた
ジョルジュは少しの間しのぶを見ているが全身が凍りつかない様子を見て
ジョルジュ「拓也君まだあるね！教えるんだ！」
拓也「ない」
ジョルジュ「そんなはずはない！教会にいる精鋭たちが力を送り続けているのに一人の魔術師
を凍らさせられないはずがない」
　　　　　「まだあるね！？」
拓也「もう一枚あったけど・・・！”！」「あれは！！」「魔方陣じゃない」
ジョルジュ「何が描かれていた！？」
拓也「あれは絵だ・・しのぶらしいかわいらしい絵だった」
ジョルジュ「絵・・？・・・」
 
シーン●教皇登場　最後の戦い
 
教皇「背徳のデスアズラエルワンド」
 
ジョルジュ達「教皇様」と驚く
教皇「それをこちらにお渡しいただければパンドラさんの力の制限には十分なものになります
からパンドラさんをそちらにお返ししますよ」
　　「さあ」としのぶに手を差し伸べた
 
しのぶ「あなたが教皇・・・・」
　　　「そう・・・よかったわ・・・」
教皇「はい、安心してお渡しなさい」
しのぶ「どうして今ごろ現れたの？」
教皇「・・・・・」



しのぶ「これが・・・」
教皇「さあ」とさらに手を伸ばしてくる
しのぶ「これがほしくてほしくてたまらないって顔に書いてあるわ」
教皇「そうですか？」
しのぶ「本当に良かった貴方たちに、従わなくて」
教皇「あまり困らせるものではありませんよ」
 
しのぶ「くさいわ・・・近寄らないで」
教皇「ん？」
しのぶ「くさいから近寄らないで」
教皇「困った子だね」としのぶの手をつかむと
 
最後の結界　友愛が発動して教皇の手ははじかれ　ただれる
 
教皇「ふふふふふ、幼稚な魔法だ」　
　　「見えますよ最後の結界が・・・」
　　「最後の最後にそんな結界に頼るなんて本当に子供なんですね」
 
人が手をつないで輪になっていて真ん中に大きなハートマークが書かれている
 
　　「これは友達や両親の友愛によって守られたいと言うただの願望でしょう」
　　「魔法とは願望とは違うものなのですよ」
　　「ずっと経緯は千里眼をもって見させていただいてました」
　　「貴方は誰からも愛されてなど居ませんよね？」
　　「ですからこの結界は幼稚で弱弱しいものです」
と言って無理やり杖を奪い取った
 
しのぶが「返して！」と教皇に駆け寄ると教皇の結界に弾き飛ばされる
教皇「すべての結界を剥ぎ取られた君はただの人間です、私に近づくと大怪我しますよ」
と言い杖を振りかざし
教皇「我の名は教皇ルクツアーノ　パンドラを従えし真の主」と杖に告げた
杖は少し暴れているが、教皇に強く押さえ込まれ従わされているようだった
 
しのぶ「ジョルジュ君・・・教皇は・・・そいつは人間じゃないわ」
ジョルジュ「何を言ってるんだ・・・処遇が悪くなるだけだぞ！」
しのぶ「この人は自分の本当の体をとうの昔に失っている」
　　　「にもかかわらず、人の血肉を喰らい体を再生している化け物よ！」
教皇「何を根拠に・・」と笑う
しのぶ「臭いから・・・分かるわ」
 
ジョルジュ「教皇様が何百年も生きておられる方だと言うことは知っている！
　　　　　　それを忌み嫌うならパンドラと何が違うと言うんだ！」
しのぶ「ぜんぜん違うわ・・・」
 
シーン●肝心な時に失われた能力　絶体絶命のピンチ



 
第3結界友愛　友情関係の亀裂によって本来の力が発揮できない
教皇　しのぶへの罪人宣告
ゆきがジョルジュにしのぶを助けるよう懇願するが断られる
どうしてこんなことになってしまったのか？と自問自答するゆき
拓也　教会側かしのぶ側かどちらにつくべきか苦悩
 
シーン◎洋介召喚
 
友愛の結界であるハートのマークの光がゆらゆら揺れて今にも消えそうになっている
「消えそう・・・もう駄目なのね・・・」さびしそうな顔をしながらあきらめかける
ハートの核の周りを回っているビー玉のような光がひとつだけ強く暖かく輝いている
しのぶはそのひとつを握り締め「暖かい・・」
友愛の魔方陣が地面に広がり　洋介が召喚される
 
洋介「ああ、なんじゃこりゃ！」とすごく驚きながら周りを見る
教皇「関係のない男まで召喚して、とんだあばずれ女だね」
　　「そんなにしてまで友愛にすがりたいのかい」
　　「迷惑をかけることしかできない子だよ」
洋介「俺は関係ない男じゃねー」と教皇に食い下がる
　　「沖斗大丈夫か？」としのぶを抱きかかえゆきと拓也に向かって
　　「お前らなにやってんだよ！」
　　「倒れてる沖斗の傍にいないなんて！信じらねーよ」
 
動揺するゆきと拓也
 
ジョルジュ「君は事情が分かっていない！しのぶさんから離れて君もこちらに来なさい」
 
洋介「事情なんか関係あるか！」
　　「倒れてる友達をほったらかしになんかできるかー！」
その言葉にゆき『そう・・・なんで私はしのぶの傍にいないんだろう』
『なぜ拓也もしのぶのところにいかないのだろう・・・』
『こうなった原因はなんだったの？』
『大切なことを忘れているような気がする』
 
『思い出せ！・・・思い出せ！』
 
『拓也が行かないのは私がしのぶのことを怖がっているから・・』
『私について私を守っていてくれているから』
『では、私は何故しのぶを怖がっているの？』
『呪い・・・』
『対価は何だったのか・・・』『それが問題』
『思い出して・・・』と祈るような格好をしながら自問自答を繰り返す
 
しのぶがゆきの足に魔法をかけたとき何かをしのぶは言っていた



意識が薄れて聞き取れない・・・
もう一度繰り返し思い出そうとする
しのぶ『このことは絶対に秘密・・・』
　　　『絶対に秘密にすることを・・・・対価と・・します』
 
ゆき「！」
 
ゆきは遠いところを見つめるような目をしながら
「拓也・・・思い出した」
拓也「どうしたゆき？」と様子がおかしいゆきを心配そうに見る
 
ゆき「しのぶは私に呪いなんか、かけていない・・・」
　　「当たり前よね・・・」
　　「何で今まで、そんな当たり前のことに気がつかなかったんだろう」
拓也「どういうことだ？」
 
しのぶの友愛のビー玉がもう一つ大きく光を放つ
 
ゆき「私の払っていた対価、それはその魔法のことを秘密にすることだったの！」
　　「呪いなんていうものとは程遠い・・・」
ジョルジュ「バカな、その程度のものが足が動くようになる対価になどなるものか！」
 
さらに3つ目のビー玉が輝きだししのぶの顔の血色が見る見る良くなってくる
 
拓也「いや・・」と少し考え続ける
　　「いや・・・十分なる」
　　「しのぶがみんなから気味悪がられ誤解され続けている時」
　　「ゆきは、その誤解を解ける唯一の方法を封じられていた」
　　「そのことでゆきは心を痛め続けていたに違いない」
　　「対価として十分過ぎるほどにな！」
 
ジョルジュ「・・・！」『自分が魔法使いであるという秘密を守り通しながら人を救える
・・・』
　　　　　『この子は・・・なんて頭がいい・・・』と自分の過ちに動揺を隠せない
 
教皇「さあ、ジョルジュ仕事は済みました長居は無用です」
　　「その子を連れてきなさい」
ジョルジュ「この子は・・この子は見逃していただけませんか！？」
 
4         
 
教皇「ユニバースを使えるほどの教会にはむかう魔女を見逃すことはできませんね」
ゆき「ジョルジュ！その人に従ってはいけないわ！」
ジョルジュ「・・くっ！」
ゆき「しのぶの言ったことを思い出して」



　　「しのぶを信じてあげて！」
ジョルジュはしのぶの言葉を思い出す
『この人は自分の本当の体をとうの昔に失っている』
『にもかかわらず、人の血肉を喰らい体を再生している化け物よ！』
ジョルジュ『何のためにそんなことをする必要がある！？』
　　　　　『逆に何百年、何千年も生きる魔術師は肉体を足かせとなる邪魔なものとしている
と聞く』
　　　　　『では、パンドラは違うのか？』
教皇「君がやらないのなら他のものに運ばせるだけだ」
　　「彼女のことを想うなら君が運んであげたほうがいいのではないかい？」と優しく言った
 
 
シーン◎パンドラ召喚
 
パンドラは教会に運び込まれていて
全身を鎖状の結界で縛られている
その前で10人ほどの術師が鎖に力を注ぎ続けている
術師Ａ「おい、動いたぞ」
術師Ｂ「集中しろ」
術師Ｃ「こいつは恐ろしい魔女だと聞く、私たちだけで押さえ込めるのか？」
術師Ｂ「そう思うなら尚集中しろ」
術師ＡＣ「そ・・そうだな・・・」
 
パンドラはアストラルイニシエーションしていて、あのマギの草原にいる
じっと目を閉じて下を向いて座り誰かが来るのを待っているようだ
そこに「パンー」と呼びながらしのぶがやってくる
パンドラはしのぶの方を向くこともなく返事もない
「パン返事して」と言いながらパンドラの前にかがむしのぶ
パンドラに反応はない
しのぶ「怒ってるの？」と涙を目に浮かべ
　　　「ごめんなさい」と言いパンドラに抱きついた
パンドラが目をゆっくりと開けると
全身に鎖の拘束結界が浮かび上がる
しのぶ「！・・・なに！・・・ひどい！」
　　　「今はずしてあげるからね！」と鎖をむしろうとするが
　　　手に電流のようなものが走り激痛が走る
　　　「ううう！」といいながらも泣きながら必死にはずそうとする
 
教会ではパンドラにかけられた鎖がビシビシと音を立てはずされようとしているさまに
 
術師Ａ「おいっ！・・・鎖が動かされているぞ！」
術師Ｂ「黙って集中しろ！」と汗だくになっている
術師達は動揺を抑えきれない
術師Ｂ「もっと人を呼んで来い！もたないぞ！」



 
しのぶ「パン・・・戻ってきて・・」と必死に鎖をはずそうとするが
外れそうになっては元に戻るを繰り返して鎖をはずせない
 
『わたくしに会いたければ、わが名を呼べ』
と、はじめてパンドラにあった時のことを思い出している
 
しのぶ「パン・・そうなの？・・会いにきてくれるの？」
　　　「・・うん・・会いたいわ」
　　　「パンドラ・デロルレ！とってもとっても会いたいわー！」と力いっぱい叫んだ
 
ピューと嵐の風のような大きな音をたててパンドラは鎖を打ち破り一筋の光となって
天高く上っていった
 
それと同時にしのぶはアストラルイニシエーションから覚め
目をパッチリと開く
拓也・洋介・ゆき「気がついたかしのぶ！」
　　　　　　　　「大丈夫！！？」
ゆき「拓也」
洋介「榊お前の役目だわ」と笑って3人で抱えていたしのぶを拓也に託す
 
拓也はしのぶをしっかりと支え起き上がらせる
しのぶ「ありがとう」と拓也にいい
ゆきと洋介の方を交互に見て「本当にありがとう」と言った
 
教皇「早くその子を捕らえなさい」と周りにいた教徒たちに指示をだすと
教徒たちはしのぶを捕らえようと駆け寄ってくる
ジョルジュ「やめるんだ！」と教徒たちの前に立ちはだかる
教皇「ジョルジュ君！」と言いながら魔法弾をジョルジュに向かって発射してくる
 
ジョルジュは覚悟を決めたようによけようとしない
しかしその魔法弾はしのぶの絶対結界友愛に難なくはじかれ教徒たちも
弾き飛ばされる
 
ジョルジュ「しのぶくん・・・君は・・・」
 
しのぶ「力を貸してくれてありがとう」とジョルジュに言った
 
ジョルジュ「だが・・・教会はきみたちが思っているより大きな組織だ」
　　　　　「悪いことは言わない・・・投降したほうがいい・・・」
とうつむきながら申し訳なさそうに言った
 
しのぶ「大丈夫、パンが力を貸してくれるわ」
と言った瞬間しのぶの足元に大きな魔方陣が現れる
 



その魔方陣からパンドラが召喚された
 
ジョルジュ「・・・バカな・・・教会の精鋭たちの拘束魔法をやぶったのか・・」
とパンドラの魔力に驚きを隠せない
 
教皇「パンドラ！」
パンドラは教皇を無視して
しのぶの方に歩み寄り
しのぶの肩を抱いている拓也の手を払い
パンドラ「放せ馬鹿が！」と今までの拓也のしのぶに対する態度にいくぶんご立腹のようだ
 
しのぶ「パン駄目よ！」と言うがパンドラは何の返事もせず
しのぶに抱きつきしのぶの唇にキスをした
しのぶ「いやん、なに！」
パンドラ「ファーストキッスは私がいただいた」
　　　　「これが罰だ」と拓也にニヤニヤしながらいった
拓也はなんなんだこいつは？という顔をして頭をポリポリかいている
パンドラ「そうか！私に会いたかったか！」と目をきらきら輝かせながら言う
しのぶ「うん、会いたかったよ」というとパンドラはうれしそうにしのぶのことを強く強く抱
きしめた
しのぶ「パン・・痛いよ・・」
パンドラ「私も会いたかったぞ！」とかまわず抱きしめつづけ頬をすりすりしてくる
 
教皇「杖を失ったお前が現れたところで、どうにもなりませんよ」と笑う
 
パンドラ「うるさい！感動の再会シーンが台無しになるだろ！」と教皇の方に向き直り
　　　　「ルクツアーノ・・・まだこんなことをやっているなんてあきれて物も言えんわ」と
続けた
 
教皇「私には力の均衡を保ち世界平和を守るという大きな使命がありますからね」
パンドラ「ぶっ！」とびっくりして噴出してしまうパンドラ
　　　　「あはははははははは」と大笑い
　　　　「聞いたかしのぶ・・・・世界平和だってさ」
　　　　「人の血肉を喰らい体を保っているお前が・・・笑わすな」
教皇「デスアズラエルワンド　死と呪いを司るアズラエルの力を持って・・・」と唱え始める
 
パンドラ「お前は創造魔法バースを捜し求めていたらしいが、とうとうマギの草原にたどり着
けなかったようだな」
　　　　「しのぶはあっさりとマギの草原にたどり着いたぞ」とさらに笑う
教皇はパンドラをにらみつけながら「・・・パンドラに永遠の死をあたえよ！」と続けると
杖から口を大きく開けたしゃれこうべがパンドラに向けて放たれた
 
しかし、しのぶの友愛結界に難なくはじかれる
 
教皇「そんな・・バカな」



 
パンドラ「今の話聞いてなかったのか？」
　　　　「お前はしのぶより格下なんだよ！」とニヤリとする
 
教皇「しかし、杖を持たないお前に何ができるか！」と食い下がる
パンドラ「はぁ？」
　　　　「何でもできるぞ」
　　　　「お前、私がバースを使えるのを知らないのか？」と呆れ顔
教皇「バースなど存在しない！あれだけ探しても・・・見つからなかったのだから・・」
パンドラが「バース！」と唱えるとパンドラの手にもう一本のデスアズラエルワンドが生成さ
れた
教皇「それくらい私でもできる・・ただ形を似せた偽物だ」
 
パンドラ「バカ、本物とまったく同じだよ」
　　　　「それがバースだ、知らないのか？勉強しなおして来い」
 
教皇「ハッタリもそのくらいにしておけ！」とまた杖をふり攻撃してくる
それに対してパンドラも杖を軽く振ると
教皇の攻撃もろとも教皇を10Ｍほど吹き飛ばしてしまう
 
パンドラの圧倒的な魔力に周りのものは驚きを隠せない
パンドラは「今の本気じゃないぞ」といいながら杖をしのぶに向かって投げ渡した
　　　　「あげる」といって笑う
　　　　「正真正銘本物と同じだけど魔力は蓄えられてないからまだそれは開眼しないけど
な、テヘヘ」
と冗談っぽくしのぶに言った
しのぶ「開眼・・・？」
教皇は立ち上がりながら「お前・・・これくらいで勝ったと思うな・・・」と怒りをあらわに
している
 
パンドラ「背徳のデスアズワエルワンド　本当の主は誰だ！」と問うと大きな音と光を放ち
教皇の手をもぎ取りながらパンドラの手に戻ってくる
教皇「うおおおおぉおお」ともぎ取れた手を押さえつけ小さな声で呪文を唱え手を再生した
 
パンドラは戻ってきた杖に引っ付いていた教皇の手を振り払い
「あーあー、汚すなよ」と言い
「私の前から姿を消して教会を解散したら見逃してやろう」と杖を教皇に向けて言い放った
 
教皇「なめるなよ！」
 
パンドラ「もしも、私に立ち向かうというのであればお前の肉体だけではなく魂も消し去
る！」
 
教皇「ほざけ！」といいながら一番上に羽織っていた僧衣を肩からはずし地面に広がるように
投げた



すると僧衣の内側に大きな魔方陣が施されていてそれが発動する
 
教皇「さあ、本当に私を消せるのかな！やってみろ！」
パンドラ「これは○○◎天秤のフィールド魔法・・・」
　　　　「複雑にうまく作ってあるな・・・ごくろーさん」と笑い
　　　　「しのぶ、教会の者たちもみんなお前の友愛結界の中に入れてやれ」
しのぶ「うん」「みんなこっちへ、危ないわ！」
パンドラ「月と太陽とユニバースももう一度発動できるな？」
しのぶ「うん、できる」
 
パンドラ「ほうら、優秀だろ」と教皇に言う
 
 
 
 
 
 
 


