狐に嫁 入り
あ わ づなつ は

南西
アパート の部屋 の真 ん中 で、私、粟津夏葉 は膝を抱え て

．る
．、 のだそうだ。
出

いも のではなく、神社 の主 人である稲荷大明神を代表 に、

出ると い っても、 お化けや悪霊と い ったおどろおどろし

自分 はかれ これ五年付き合 っている彼 に先 日プ ロポー

神 の使 いを して いる狐 の精霊などと い った人間には害を与

一人悩んでいた。
ズされ、もうすぐ結ば れる身 である。 人生 の中 で 一番幸 せ

えな い 『いい』神様たち、ら し い。

たちが見えな い。 しかし彼 の目にはち ゃんと見え ているよ

「
ら し い」と いう台詞から分 かる通り、私にはそ の神様

な時期 である のだろうが、 しかし今 の私はどう しても この
まま彼と結婚 していいのか気 にせず には いられな い。俗 に
言う マリ ッジブ ルー である。

見え る人間 の方が圧倒的 に少な いから心配 しなく ても

う である。

顔も悪くなく性格 は天然 でたまに突拍子もな い言動を しで

いい、と彼 には言われたが、私 の懸案事項 はそれ である。

おおはる し ぜ ん

かす 以外 は合格点だ。 これだけ であれば特 に不安 に思う必

このまま見 ている世界が違うとも言え る二人が 一緒 にな っ

私 の彼氏、大春始善 は彼 の地元にあ る国立大学を卒業 し、

要はな いのだろうが、問題 は彼 の職種 か つ家 に存在す る。

そもそもそう い った人並 み外れた存在 が いること自

て、本当 に幸 せになれるだろう か？

て、今 はまだ手伝 っているだけ の彼も将来そ の職を継ぐ。

体信 じがた いことな のだろう。普通ならそうだ。 しかし、

彼 の家 は代 々この街 にある稲荷神社 の宮 司を務 め てい
そ の稲荷神社 は決 して小さ いと いう ことはなく、年 に 一度

物が宙 に浮き、食 べ物が ひとりでに消え ていくと い った

てしま った のである。

一度神社 の敷地内 にある彼 の家 にお邪魔 した時 に、私は見
ただ

盛大な秋祭 りが開 かれ街 の重要な観光 スポ ットにな ってい
るほど の大規模な神社だ。経済的な心配はな い。
一つ、どう しても気 にな ることがあ った。

摩訶不思議な現象を。

と頭 では分 か って いる のだ

産むが易 し、と いう ことわざ もあることだ し、 そんな に気
にす る必要はな いのだろう

が、 マリ ッジブ ルー の深淵 に落ち てしま った私 の思考 回路

彼 の説明によれば、神社 に住む神様 は彼 の家 に自由 に出
入りし、掃除洗濯を率先 して手伝う神も いれば お供えを頂

」

では、どう にも マイナ スな方 に考えが行 ってしまう。

「
あーもう ！ 自分 で自分が嫌 にな る

くと称 してお菓 子を勝 手に食 べてしまう神もおり、 そう い
った神様たち の行動が神様を見ることが出来な い私には先
実際 にこの目で人知を超えた光景を見、彼 から この話を

の家 で の同棲を提案す るべきだ った。 こんなんじゃ本当 に

を抱え る。 こんな ことにな る のなら、勇気を振 り絞 って彼

アパートな のでご近所 のことを気 にして小声 で叫 んで頭

聞 いて、私はとりあえず神様 の存在 を信 じることにした。

や っていける気が しな い。

そ のまま悶 々と していると、静 かな部屋に突如重低音が

件

響 いた。 バイブ音 の原因 である ス マホを鞄 から取り出 し電

源を つけると、 メー ルが 一通届 いていた。送信 元は

い ち じ く

『明 日、よか ったら家 に来 てくれませんか？ 無花果から君

の彼。

今ま でとは違 い日常的 にそう い った現象 に囲まれると いう

に話があるみた いです』

一回読 んだだけ では意味が分 からず、何度 も読 み返して

え ？」

ぽ つりと不安を言葉 にしてみる。安心出来 る のが、彼 の

や っと趣旨が呑 み込めた。『
無花果』とは確 か、彼 の家 であ

「

母親 もまた私と同じ 「
見えな い」人間 であり、「
見え る」夫

る神社 の主神 であるお稲荷さ ん の二 つ名だ ったはず。と い

」

と大変仲睦 まじく暮ら して いると いう ことだ。案ず るより

「
このまま私、や っていける のかな

事実が首をもたげ てきた のだ。

しかし いざ彼と結婚、と いう人生最大 の選択を した後 に、

つもりでいた。

そう割 り切 って、私は彼 の家が抱え る秘密を受け入れた

仕方な い、惚れた弱みだ。

我ながら素直、もと い単純 であると思う。

に挙げ たような風に見え て いた、と いう ことら し い。

!!

う ことは、どうやら私は彼 の家 に いる神様 から呼び出 しを
くら ったよう である。

．の
．家
．に
．行
．く
．道
．に
．、今
．ま
．で
．ト
．ン
．ネ
．ル
．な
．ん
．て
．あ
．っ
．た
．だ
．ろ
．う
．
彼
．？
か

私ははた

しばらく道な りに歩を進 めると、 目 の前 にト ンネ ルが現

れた。何も考えず にそ のト ンネ ルの中 に入り

正直も のすご く怖 い。話、と 一口に言 っても色 々ある。

気づ いたそ の瞬間、 いや に冷 た い空気がまとわり ついて

と気が ついた。

一体どんな話が私を待ち受け ている のだろう か。「
彼をよろ

私 の体 に鳥 肌を立たせ、明かり のな いト ンネ ルの中 に甲高

とりあえず短く 『
分 かりました』とだけ打 った メー ルを

しく頼む」とかならまだ しも 「
君は彼 にふさわ しくな いか

い歪んだ笑 い声が響 いた。声 は壁 で跳ね返 ってぐわんぐわ

送信 し、私はベ ッドに身 を投げ た。

ら別れろ」とか今更言われたらそ の場 で泣き崩れる妙な自

「
うわあ っ 」

べたに倒 れ こんでしま った。

笑 い声 はすぐに追 い つき、何 かが右 足に引 っかかり私は地

自分 の身 に何が起きた のか分 からな いまま必死に走 るが、

は、今 いる場所 のはるか先 にあ った。

すも、数歩 しか離れ ていな か ったはず のト ンネ ルの入り 口

と っさ に鞄を放 り出 し元来た ほう へと踵を返し駆け出

んと反響 しながらも、段 々と私が いる方 へと近づ いてくる。
」

信がある。
「
何がある の

弱 々しく呟 いたそ の言葉 は、そ のまま部屋 の隅に沈 んだ。
☆★☆
次 の日。相変わらず気が沈 んだまま の私は、仕事もろく
に手を付けられず若 干 の後悔を抱えながらも、 メー ルで彼
と約束 した通り勤め先を出 て神社 へ行 こうと足を向ける。
日はす っかり落ち、空 は赤 から黒 のグ ラデ ー シ ョンに覆わ
れ て いた。

つぅかまえた ！

も のが闇 の中 から伸 び て私 の足に巻き付 いていた。

慌 てて起き上がり右 足に目を向けると、何やらどす黒 い

!?

耳 元で声が響き、あまり の恐怖 に頭が真 っ白 にな る。ど
う にかしなければとパ ニックに陥 ったせ いで変な思考が働
き、何故 か私は右腕を振 りかざす。

当 て何度 も瞬きを してピ ントを合わせてみると

とは違う風景が視界 に広が った。

今ま で

ト ンネ ルの中 にはまだ いるが、明かり 一つな いはずな の

メート ルほど前方を見れば、 人 の影 によく似た 「
何 か」が

に驚 く ほどクリ アにト ンネ ルの端 から端ま で見通せる。十

そう叫び振 り下ろした右 手 の手刀は右 足を つかんだ黒 い

地 べたを這うよう にうずくま っていた。あれが妙な現象 の

「
ぜやああ ぁ っ 」
何 かに当たり、「
ぎ ゃあ ！」と いう声とともに右 足からそれ

犯人ら し い。

不意 に、私 の頭 の中 に声が響 いた。

『
すまんが しばらく体を借 りるぞ。悪 いよう にはしな い』

先程 の甲高 い声とは違う、低く厳格な男 の声。
「
は？ 何言 って

訳が分 からず呆然と して いる私に、影が飛びかか ってき

？」

ンネ ル内 に入り込み、私 の手元に転が った。 よく見 てみれ

ぞ』

『お前 に取り憑 いたと いう ことだ。まず 口を閉 じろ、来 る

なんでこんな のが ？」

「
？ うわあ っ 」

は持 ってお こうと立ち上が って刀に手を伸ば し、鞘 から 刀

た。 それに対し右腕が私 の思考を無視 して勝 手に動き、 手

一体どう いう ことな のかよく分 からな いが、貴重な武器
．れ
．は、凛と し
身 を引き抜く。滑ら かに鞘 から飛び出 したそ

を負 ったせ いかト ンネ ルそ のも のが消え去 った。現れた の

影 の悲鳴がト ンネ ル中 に反響 し、 手刀より強 いダ メージ

にした刀が影 の右腕を薙ぐ。

が、次 の瞬間ズ キリと頭が痛 み、視界が歪む。 目に手を

を持 っていた。

た空気を携え、周り の澱んだ空気を押 し のけるほど の風格

!?

「
え

ば、 それは 一振 り の日本 刀だ った。

す ると、垣間見えた本来 の世界 から何 か細長 いも のがト

う景色が 一瞬顔を覗かせる。

す るか のよう に朧げ に揺れ、本来 この場所にある のであろ

が離れ ていく。 同時 に周り の風景が手刀 のダ メージを反映

!!

は神社 への近道 である山道。どうやら私は本来 この道 に い
たよう である。
再び男 の声が頭 の中 に湧 いてくる。

そ の瞬間、背後 の茂 みが激 し い音を立 てて揺れ、先程 の

影が隙ありとば かりに私に飛びかか ってきた。
「
それくら い見通 している」

私 に憑 いている男 はあら かじめ予想 していた のか、瞬時

に振 り向 いた私 の体 はまだ鞘 に納 めて いな か った 日本 刀を

『
色 々と話 した いことがあ るが、まず はあ い つを倒すぞ』
「

し っかりと握 り、襲 い掛 か ってきた影を 一太 刀で斬 り払 っ

了解。私 は何 かす るべきな の？」

『
俺がお前 の体を動 かす から、
されるがままにな ってくれ』

た。

『……片付 いたな。 では少 し、俺 に ついて話す か』

まま夜闇 に溶けるよう に姿を消 した。

影 の断末魔が森 に響く。真 っ二 つに斬られた影 は、 そ の

「
すご い不安だけど、分 か った」
脳内 の声と会話 しながらも、私は右腕を押さえ苦 しそう
に呻く影 へと少 しず つ近寄 っていく。
「
この娘 は我が主 の御孫 の許嫁だ。無闇 に触れる のはこの

「
逢魔が時 に現れ、
女 子 の血 に惹 かれた悪霊よ。これ以上、

不意 に、私 の口からそんな言葉が零れた。

める稲荷神社 に仕え る日本 刀 の付喪神、
名を コブ シと いう。

『
俺 はお前 の許嫁 の祖 父を主と し、主 一家が宮 司を代 々務

りだす。

私 の口を借 りて溜息を吐 いた男 の声 は、自身 に ついて語

この地を荒らすな。 二度と この街 に現れな いと いう のなら

俺 の話を聞 いた ことはあるか』

俺が許さ ん」

見逃 してや ろう」
われる部分を何度 も縦 に振 りそそくさとそ の場を離れる。

『
なら話が早 い。神社 の近くに悪霊が出た ことを仲間が感

か」

「
う ん、始善君 から何度 か。神社を守 る役目に就 いてると

茂 みに消えた影を見送 った私は、先程投げ捨 てた鞄を拾 お

知 し、追 い払おうと ここに来たと ころお前が悪霊 に襲 われ

私 の口から勝 手に出 てくる言葉を聞 いた影 は、頭だと思

うと後ろを向 いた。

ていたため、倒すために取り憑 かせてもら った。 お前を守
るためとは いえ許可も取らず暴挙 に出 てしま い、申 し訳な
い』
「
こちら こそ、助け てくれ てありがとう。 ……で、話 の腰
を折 ってしま って申 し訳な いんだけど、 早く神社 へ向 かわ
な い？ ここで立ち話もなんだ し、大分暗くな ってきたし」
『それもそうだな ……では、 一度 お前 から出るか』
そう言 いながら男もと い コブ シさ んは、
自身 を鞘 に戻す。
『……ん ？』
「
私から出る」と言 ったはずな のに、私 の脳内 から コブ
シさ ん の声 は消えず、先程ま で落ち着 いていた声 に焦 り の
色が混 じる。
『……戻れん。どう いう ことだ ？ ……まさ か！』

」

暫 くぶ つぶ つ呟 いていた コブ シさ んは、何 かを思 い つい
た のか急 に神社 へと私を走ら せた。
「
ち ょ っと ！ 鞄置 いたままなんだけど

慌 てた コブ シさ ん の声 に急 かされ、私は神社 の鳥居をく

走れ ！』

『
後 で狐達 に取りに行 かせる！ とにかくそ のまま神社 へ

!?

ぐ った。
☆★☆

神社 の本殿 の裏 手にある離れ……彼 の家 にたどり着 い

た私 は、呼び鈴も鳴らさず玄関 の引き戸を開けた。

「
おや、夏葉様がお見え になりましたー」

玄関近く で私を待 っていたら し い 一匹 の狐が、廊下に向

か って声を張り上げ る。先程 から何となく気が付 いていた

が、 コブ シさ んに取り憑 かれ ている状態 の私は、 人ならざ
るも のが見え るようだ。

そ のまま立ち去ろうと した狐を、 コブ シさ んは私 の口を
借 りて呼び止めた。
「
待 て狐 ！ 俺だ、 コブ シだ ！」

「へ……？ コブ シさ んな のです か、どう した のです ？」

「
今すぐ始善と幣 六を呼んでくれ ！ 緊急事態だ ！」

「
……そ の心配 はな いよ。 コブ シ、 一度落ち着 いて」

恐らく大

が現れ、慌 てている コブ シ

廊下 の曲がり角 から始善君と神主姿 の男性
幣 の付喪神 であ る幣 六さ ん

さん （
私） に冷静 にな るよう声をかける。
「
悪霊を斬 るために、
夏葉さ んに憑依 したんだね。まさ か、
そ の様 子だと……出られなくな った のか い？」

るような こと言 って」

そう言 って私を安心さ せようと笑 った彼だが、「
すぐにや

れば」 ってそれ、 手遅れにな ったら死ぬ ってことじゃな い

．り
．過
．ぎ
．た
．ら し い。魂が癒着 し始 めてい
依す る のに適性があ

「
剣道 を していると聞 いて憑依 したんだが……どうやら憑

荒 い息を整えながら、 コブ シさ んが答え る。

部屋 の真 ん中 に私を座ら せた。玄関先 で事情を聞 いていた

色 々相談 しながら 二人は近く の客間 に私を連れ ていき、

「
勿 論。まあさすがに玄関先 でや る つもりはありませんが」

「
正式な手順 は踏 めな いけど、や れる？ 幣 六」

か。 正直安心な んて出来な い。

るようだ ……幣 六、 お前 の力 で俺を引き剥が してくれな い

狐が手際 よく部屋を清 め、幣 六さ んが 一瞬 で彼 の本来 の姿

「
そ の通りだ」

か」

たま

な ぎ のお お か み

わざ わ いこと

つみ

とき

つく し

けがれ あ

ひ む か

ま

かし こ

たちばな

はら へ ど

もう

たま

祓 へ給 ひ

恐 み 恐 みも白す ！」

かし こ

はらえ

禊 祓 へ給 ひし時 に成 り座 せる 祓 戸 の

みそぎ はらえ

ざ

であろう大幣 に戻る。 それを彼が手に取り構え、左右 に振

ぎ はら

い

「
！ 分 か った ！」

わ

かし こ

って祝詞を唱え る。
かけ

「
急 いでや ろう。 じゃな いと夏葉が危険だ」

を

もろもろ

な

「
掛まくも 畏 き 伊邪那岐大神 筑紫 の日向 の 橘 の
おお かみたち

罪

穢 有らむをば

大神等 諸 々の禍 事

き こし め

聞 食 せと

こと

大幣を中心に目を開けられな いほど強 い、暖 か い風が吹

もう

「
今 のは夏葉 の言葉だね。大丈夫。 コブ シと夏葉 の魂 の波

き荒 れる。 そ の風にあおられると、私 の体 から何 かが抜け

たま

長がよく似 ていたせ いで魂 が混ざ りかけ ている のを治すだ

てい ったか のような虚脱感 に急 に襲 われた。 バラ ンスを崩

きよ

清 め給 へと白す事を

あ

「
ああ、頼む」

小戸 の阿波岐原

ど

衝撃 の事実を 口にした コブ シさ んに、更 に大変な ことを
言 い出 した彼。 予想外 の事態 に ついて いけな い。
」

け。すぐにや れば命 に関わ る事態 にはならな いよ。 ……ご

し畳 の上 に手を つくと、 そ の拍子にどうや っても右 手から

「
え ……私死んじゃう の

めんね夏葉。悪霊 に襲 われたば かりな のに、更 に怖がら せ

!?

離れな か った刀がポ ロリと手から零れ落ちた。
「
よか った、成功だ。夏葉、大丈夫 ？」
「
う ん……なんか、疲れた……」
自分 の周りだけ重力が大きくな ったか のよう に体が重 い。
私を抱き起 こした彼 にそう答え る のがや っと で、指 一本動
かす のもだ る い。
「
……すまな い、世話をかけた」
直接頭 の中 ではなく鼓膜 に響く形 で コブ シさ ん の声が聞
こえ、 そ の方向 へ目を向ける。 そ こには和服姿 の男性が、

「
しま った、後遺症 かな」

「
夏葉さ ん の体 に、僅 かに コブ シの力が残 ってしま ったよ
う ですね」

「
俺 は……重ね重ねなんてことを…… ！」

「コブ シ、今 のと ころ神霊が見え るよう にな っただけみた

いだ し、 そんな に責任を感 じる必要はな いよ。 でも……ど
うす る夏葉 ？ 治 した い？」

彼 にそう聞 かれ、私は自分 の身 に起 こ った ことを頭 の中
で反芻す る。

彼と同じよう に、私も神様たちが見え るよう にな った。

それは つまり……思わぬ形 で、彼と結婚す るにあた って の

刀が転が った場所にぐ ったりと座 り こんでいた。
「
あ の人が…… コブ シさ ん ？」

悩 み事 は解決され てしま った のだ。

が顔を真 っ赤 にしてう つむ いた ので余計 こちらが恥ず かし

我ながら恥ず かし いことを言 ったもんだと思 ったが、彼

「
……わあ」

ける気がす るから。 ……このまま でいい」

「
ううん。 これ で始善君とち ゃんと、肩を並 べて歩 いてい

いことはな い。

彼と同じ世界を共に生き ることが出来 る。 これ ほど嬉 し

何も考えず そう呟くと、彼 の顔色がさ っと変わ る。再び
人 の姿 にな った幣 六さ んも顔を強張ら せた。 コブ シさ んに
至 っては真 っ青 にな るほど顔 から血 の気が引 いて いく。
「
……夏葉、 コブ シの事、見え てる の？」
「
う ん……あれ ？」
そう言われ てみると変だ。 コブ シさ んに取り憑 かれるま
で、私は神様 の姿を捉え ることは出来な か った のに。今 は
コブ シさ んが離れ ても幣 六さ んや狐も見えたままだ。

くな ってくる。
そ のまま気まず い空気が流れ、誰も何 かを言 い出せな い
でいると、

送 った無花果さ んは、 一つ溜め息を ついて 口を開 いた。

突如廊下から誰 かにそう言われ飛び上がるほど驚 いてし

句 そ の道すがら で悪霊 に襲 われるなんて……予想 していな

「
まず は……君 に謝らなきゃねえ。わざ わざ 呼び出 した挙
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まう。客間 の入り 口 へ顔を向けると、六歳くら いの見た目

か ったとは いえ、呼び出 したせ いで怖 い思 いさ せてご めん

「
夏葉ち ゃん、ち ょ っと いい？」

の少年が 一人立 っていた。少年と言 っても、頭 から は狐に

ね」

申 し訳なさそう にそう こぼす無花果さ んにさら に言葉を

「
そう ？ そう言 ってくれる のは嬉 し いけど……」

んでしたし、大丈夫 ですよ」

「
まあ、確 かに怖 か った ですけど……大 した怪我もしませ

似た耳が飛び出 しているし、腰には触 り心地 のよさそうな
尻尾。明ら かに人間 ではな い。
「
僕が無花果。君には何度 か会 った ことがあるけど、 こう
して僕 の姿を見 てもらう のは初 めてだね、 よろしく」
部屋に入 ってきた無花果さ んは、私 の前 にすとんと腰か
「
こう して君と話す にあた って筆談 でもしよう かと思 って

憑 いた結果私が神様 の事を見ることが出来 るよう にな った

「
だ って悪霊 に襲 われたから こそ、 コブ シさ んが私に取り

重ね る。

たけど、僕らが見え るよう にな った のなら話が早 いや。始

わけだ から、も しそう じゃな か ったら今私、 こう して無花

けた。

善、ち ょ っと席を外 してくれな い？ 幣 六や コブ シも疲れ て

果さ んと話 せて いません。 それに
明かしてみる。

一旦そ こで言葉を切り、今ま で抱え ていたわだ かまりを

」

るでしょ？ もうすぐ夕飯ら し いから、 そ っち行 ってて」
「
う ん、分 か った」
無花果に従 い部屋を出る彼や コブ シさ んたち。 それを見

「
見え るよう にな ったから こそ、私、彼と 一緒 に生き てい
ける自信が ついたんです。彼 のことは好きだ ったけど、 い
ざ結婚とな ると この家 でち ゃんと生き ていけるかな って不
安 で…… ついさ っきま でう じう じ悩んでいたんです。だ か
ら、 これ でいいんです」
「
……ぼ くが言う のもなんだけど、始善と結婚す る のが君

じ、半ば無 理矢 理連絡先を交換 した のだ。

だ からむしろ私 こそ、唐突 にアタ ックしてきた私を受け

入れ てくれた彼 にお礼を言 いた い。

「
確 かに最初 はそうだ ったかもしれな いけど、始善、小さ

い頃から神社 の生まれな のを同級生 にから かわれたりして、

友達と呼 べる人が少な か ったんだ。好きにな ってくれる人

なんて当然 いなく て。だ からさ ……始善 の秘密を知 っても

嫌 いにならず にそば に いてくれた君は、始善 は勿 論僕ら に

でよか ったよ。うん、君には感謝 してる」
そう頷 いた無花果さ んは、私に頭を下げ た。

と っても、大切な存在なんだ。ぼ くら はこれから 『
家族』
「
家族、 です か」

にな るんだ から、余計ね」

「
始善を愛 してくれ てありがとう。始善を……生涯連れ添
う相 手と して受け入れ てくれ てありがとう」
「
そんな。 むしろ私 こそ、会 ったば かり の彼 に無 理して交

私 の目を し っかりと見 つめ、
無花果さ んは笑顔 で続けた。

「
そう」

私と彼 のなれそめは、少 々変わ って いる。大学生時代、

「
さすがにかしこま った祭事 の時とかはしゃんとす るけど

際を頼 み込んじゃ って……」
彼 の鞄を盗もうと した ひ ったくり犯を、たまたま剣道部 の

さ、ぼ くは神様だ から って人間に偉ぶ ったりしたくな いん

人と神だけど、ず っと 一緒 に いるんだ から。 そして新 しく

練習 から帰 る途中だ った私が持 っていた竹 刀でぶん殴 って
そ の時ち ょうどクリ ス マスシーズ ン真 っただ中 で、独り

家族 にな る君に、 ここに住 んでいる神様を代表 して 一度ち

だよね。だ からぼ くは宮 司 一家 の事 は家族だと思 ってる。

身 であることに コンプ レ ック スを抱 いていた私は交番 で の

ゃんと挨拶を しておきたく ってね。 こう して呼ば せてもら

捕まえた のが、彼と の出会 いである。

聴取 のあと夜道 を送 ってくれると言 い出 した彼 に好意を感

ったんだ」
ここでや っと、無花果さ んが私を呼んだ理由が理解 でき
た。無花果さ んは、私を新 し い家族と して迎え る準備が出

台所に つくと、 そ こには彼とそ の両親 の他 に、今ま でに

見た ことがな い数 の狐や神様たちが私たちを待ち構え てい
た。

「
話 は済 んだ みた いだね。 じゃあみんな でご飯食 べよう」

「
夏葉さ んはここにどうぞ ！ 始善 の隣 に」

来 て いることを伝え ておきたか った のだ。
「
これから、 よろしくね」

「
我 々狐ども、夏葉様 のために稲荷寿司を用意さ せていた

これ、見え るよう にな ったらな った で大変 じゃな い

でも……神様たち に囲まれ ている彼 はと ても幸 せそう で。

か？

て今、気が ついた。

圧倒されるほど部屋 い っぱ いにあふれる神様たちを見

「
……」

だきました ！ ささ、どうぞ召 し上が ってくださ いませ」

「
……は い！」
無花果さ ん の気持ちを知 り、 そ こにある新 たな家族 であ
る私 への思 いを胸 に受け止め、私は力強く頷 いた。
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「
……や れや れ、久 しぶりに真 面目な感 じで喋 ったから、
おな かす いち ゃ った。 そろそろ夕飯が出来 るころだ し、夏

そんな彼を見 て いると こ っちも幸 せな気分 にな ってき て。

だ からき っと、これからも幸 せにや っていけるんだろう。

葉ち ゃんも台所行 こう ！ ご はんご はん ！」
「へ？ ……あ、 は い」

私 の視線 に気が付 いてこちらを見た彼 に私は、 に っこり
と笑 みを返した。

終

話が終わ った直後、急 に先程 の神様然と した雰囲気が消
え、まるで子供 のよう に無邪気 に誘う無花果さ ん の劇的な
変化に呆気 にとられる。 こ っちが……普段 の様 子な のだろ
う か。

