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1  プロローグ

彼女は少しスレた女子高生だった。 
母子家庭で、母親がスナックを経営している典型的な家庭環境。
もちろんその家は田舎のスナックに相応しく、1 階が店、2 階

から上が居住エリアになっている。
彼女は部屋の出窓から海を眺めるのが好きだった。そこに化粧

品を並べ、装いながら。
それは彼女の母親が昔口ずさんでいたラブソングの、その歌詞

を真似ているのだ。
そうやって恋に憧れる彼女は、スレているわりに意外と真面目

で。
周囲の評判のわりには、純情だった。

そんな彼女はある日恋に落ちる。

この小説はそんな彼女の物語。
彼女は篠原今日子、17 歳。高校 2 年生。
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2  里美の誘い

今日子の朝は早い。
母親の世話焼きを期待できる環境じゃない彼女の一日は、弁当

作りからはじまる。もちろん自分用だ。
朝からしみったれた家事に追われながら、かといって自分磨き

にも手抜かりはない。あらかた家事の終わった後、部屋の出窓か
ら海を眺め、片手間に髪を巻くのが今日子の日課になっていた。

オークル 10 の白肌に、30 分も時間をかけて巻いたエクステ。
そして『キスしたくなる』という売り文句に惹かれて買ったグ

ロスは、まだ結果こそ出していないが、口唇をぽってりと厚く演
出している。

今日子は鏡に向かって微笑みかけ、キメ顔を作ってみせた。笑
顔も、OK だ。

今朝の風は梅雨の重さを含んで、今日子の夏服を湿らせた。
元々が新しいわけではない校舎は暗い灰色がかってどことなく

陰気だ。そこから聴こえてくる陽気な声が逆に不釣合いな感じさ
えする。

2 年生から進学希望か就職希望かで分けられる、ここ―、愛
媛県立八幡高校での今日子の所属は 2 - E、就職クラス。全体の
30％しかいない就職希望者用の校舎として与えられているのが、
目の前にそびえる 3 階建てのこの校舎だ。

下駄箱から階段へ、そして廊下へと移動する間も、いかにも進

学する気のなさそうな生徒がそこかしこにたむろっているのが見
える。

まあ人のことは言えない。今日子だって思いっきり同類だ。
2 - E に行き着くまでの間、この校舎にいる男子達はその多く

が人間ウォッチングに勤しむのが習慣になっているらしい。今も
ホラ、見られているのが気配からわかる。

それも無遠慮にジロジロと観察してくる奴もいれば、まるで見
ていない風を装ってチラ見してくる奴まで、タイプは色々だ。

そして人が通り過ぎたあとに、噂話を始めるのだろう。コソコ
ソ何か言い合っているのが聞こえてくる。

今日子の方も慣れたもので、自分がどんな風に言われているの
か大体把握しているのだ。
『まあまあ可愛いけれど特定のカレシは作らない、スカした女』
―これがイメージらしい。

人は自分の好き勝手に想像して、決め付ける。話したこともな
いくせに、その人格までをも外見と結びつけて。

まあ、好きに噂すればいい。と、今日子は鼻を鳴らした。
実際のところ、今日子の人間性については噂ほどカッコいいわ

けではない。『スカした女』だけは、一理あるかもしれないけれど。
今日子にはかつて、随分長い間想いを寄せていた先輩がいた。

いわゆる片想いってやつだ。しかも、一方的な。
その先輩を追いかけて同じ高校に入学したはいいが、二度にわ

たる告白は、その二度とも芳
かんば

しい返事はもらえず。そして残念な
がら先輩が選んだのは、清楚で真面目な子で。

つまり先輩の好みは、今日子とは限りなく真逆に近いタイプ
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だったわけだ。
恋愛はひとりじゃ出来ない。どれほど真剣に思いつめても、肝

心の相手から思われないと始まらない。それはまるで専属契約の
ように。

願いが叶わないのなら、諦めるしかないのだ。
今日子も振られてしばらくの間は引きずりもしたが、それから

すでに 1 年以上経っている。
今では未練らしい未練も残っていないし、ラブレターを送った

話は笑い話として披露すら出来るほど立ち直っているのだ。

噂話で言われているようなイメージは、所詮人の作り上げたイ
メージ。実際は、むしろ熱い奴だったりする。

恋は追いかけられるよりも、追いかけたいのだ。想われるより
も、想いたい。

たまに告ってくれる男子もいるけど、どうもその気にならない
のは、きっとそのせいだ―と今日子は思っている。

ただ、『いつかハマるような人と出会いたい！』―と願いな
がらも、きっかけを作る努力は一切していない。それがカレシの
いない、一番の原因かもしれない。

廊下の窓から吹き抜けた風に今日子の長い髪が泳いだ。それに
誘われた男子生徒が、また一人振り返るのがわかった。

◇

「オハヨー」
何となく薄汚れて埃っぽい教室は、携帯をいじってる子、DS

をやってる子、様々だ。
窓際のカーテンはすぐそばの海から吹いてくる風に煽

あお

られて、
大きく膨らみ、波打っている。

そのカーテンの傍
そば

、後ろから 2 番目の席が今日子の指定席。校
舎と校舎の隙間から僅かに海の見えるその席は、隣に一番仲のい
い友達もいて、その点もナイスだ。
「今日子！　オハヨ」
「オハヨ」

彼女は川口里美。2 年になってから出来た同じ人種、同じレベ
ルな友達。

1 年の時はモロ金髪だった髪を、2 年になってから黒髪ストレー
トに変えたらしい。
―『ウケがいいからね』

そう含み笑いをするまん丸な黒目がちの瞳は、メガネのレンズ
越しだ。

もちろんメガネだって実用性などまるでない度なしレンズで。
メガネっ娘路線のウケ狙いに決まっている。
「今日子さぁ、今夜暇ー？」

メガネ越しの上目遣いは、その角度まで計算されたような可愛
いらしさで今日子の顔を覗き込んだ。

ふわりと鼻を掠
かす

めるのは、どうやら里美のなめている飴の匂い
らしい。甘い匂いが辺りに漂っていた。
「暇だよ」

里美の誘いは、どうせ駅前のカラオケ屋だろう、と今日子は予
想していた。そこで働くフリーターのバイト君に、このところ里
美はハマっているのだ。
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男受けだけを狙ってイメージまで改造する里美は、そのくせ片
想いには滅法弱い。パターンは、大体いつも同じだ。

暇を見つけては目当ての店に通いつめ、ほんの一瞬だけ触れ合
えるチャンスに胸をときめかせる。そしてドキドキしながらドリ
ンクを注文し、その店員が運んでくると、恥ずかしさのあまり歌
うのもやめてしまう。

そんな様子が手に取るように伝わってきて、その都度今日子は
面白がって笑っていた。

里美はギャップの激しすぎる面がある。そんなところも、親友
の可愛いところだ。

けれど。
「やったねっ！　ひとりじゃ気が引けると思ってたんだよねえ。
初合コンだしー」

予想とは違う里美のプランに、今日子は耳を疑って聞き返した。
「……は？　合コン？」
「うん、合コーン」

それは勘違いでも聞き違いでもなくて。どうやら里美は本気で
合コンに誘っているらしい。彼女は身を乗り出して今日子の机に
頬づえをつき、
「早速参加のメールを送らなきゃ！」

と、携帯をいじり始めた。
今日子は慌てて手を伸ばすと、メールを打つ里美の腕を引っ

張った。
このままでは、行きたくもない合コンの面

メン

子
ツ

に加えられてしま
う。早合点して、話もろくに聞かないまま返事をするのではなかっ
た―と、今日子はすでに後悔していた。というのも、今日子は

合コンに良いイメージを持っていないのだ。
「え？　カ、カラオケ屋のバイト君は？」

今日子は、里美が熱をあげていたバイト君の件を持ち出して、
話の流れを止めようとした。けれど、どうやらそれは失敗に終わっ
たようだ。
「その話はもうやめてっ！」

今日子が言い終わる前に、里美はプイっと顔をそむけ、聞きま
せんのポーズを取っている。
「もう振られたの！　だから、それを忘れるために合コン行くん
じゃん？」
「えー、合コンって……」

今日子からすると、里美は一番大切な女友達だ。もちろん慰め
てあげたい気持ちはある。しかし、その手段が合コンというのに
はイマイチ賛同出来かねた。

里美はそんな今日子の顔色を窺っているのか、下から覗きこん
で話し始めた。
「春休みに派遣で知り合った友達から誘われて、さ。女の子がふ
たり足りないから、友達とどう？　って」
「ふうん」

派遣の話なら、以前里美から聞いた事があった。
里美は姉の保険証を使って本人になりすまし、派遣会社に登

録してバイトをしたことがあるらしい。高校生とは待遇が違って、
結構おいしいのだとかいう話だ。それにしても―と、今日子は
横目でチラっと里美を見やった。

いくら親友の誘いでも、合コンは乗り気がしない。
今日子はいままで何度誘われても、合コンの話は断り続けてい
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たのだ。だから実際にどんなことをするのかは、噂程度にしか知
らないのだが。

それでも初対面の男と一緒に飲み会をするらしいことくらいは
わかる。むしろ、問題はそこだった。

見も知らない他人と飲んで何が楽しいのか、さっぱり理解出来
ない。それなら、友達と遊ぶ方がよほど気楽だろう―と、これ
が今日子の本音なのだ。
「たださー、ひとつだけ問題が！　あたし、そのバイト歳サバ読
んでたから……」
「は？」
「だってホラあ！　お姉ちゃんの名前でバイトしたから。つまり、
相手はあたしのことを 3 歳上に思ってるんだよね」

みっつ、ということは―、と今日子は指を折った。
「ハタチ？」
「うん、コンセプトは 20 歳のフリーター。あたしの名前は里絵。
間違えやすいから、今夜だけ『サト』って呼んでよ」

早口でまくしたてる里美の言葉に、今日子はごくりと唾を飲み
込んだ。
「コンセプトって……。今夜だけサトって呼んでって。まさか、
ハタチのふりして合コン行けってこと？」
「お願いっ！　他に友達いないんだもんっ！　この通り！」

里美、―もとい、サトはメガネの前でパンッと柏手を打った。
今日子を拝み倒すような素振りで、「お願いっ！」と繰り返して
いる。

20 歳、フリーター。それは無理をすれば騙せないことも無い

範囲で。もちろん本音はイヤに決まっているのだが、それで里美
の気が晴れるなら、お安い御用と言えなくもない。

今日子は盛大なため息をつき、半ば根負けした気分で里美に目
を向けた。そして懇願し続ける里美に念を押した。
「んもう……今回だけだからね？　二度と行かないからね？」
「わあいっ！　感謝っ。駅前噴水に晩 7 時半ね？」

無邪気に喜ぶ里美は、よほど合コンを楽しみにしているのだろ
うか。腕を突き上げて万歳をすると、口元に笑みを浮かべ、メー
ルの続きを打ち込み始めた。

まったくもう、ゲンキンなんだから。今日子はそう呟くと、器
用な手つきで文字を入力していく里美に苦笑した。

ふと―開け放たれた窓から風がそよいで、今日子の頬をする
りと撫でていった。

窓から見上げた空は薄いブルーが広がっている。今日子はその
所々に浮かぶ夏雲のはしりに目を細め、風を感じた。
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3  合コン１

八幡浜市は愛媛県の西、九州と海を隔てた臨海の地だ。そして
主な産業は第一にみかん栽培が挙げられる―つまり農業主体の
小さな地方都市だ。

そんなわけだから地価が高騰するわけもなく、それは街の中心
部である駅周辺を見ただけでもわかる。通常なら縦長のイメージ
が強いオフィスビルも、ここでは横長の作りだ。町全体の風景が、
平たく、横に広がる感じで展開している。

食料の自給率が低いと言われる現在でも、ここではまだまだ農
業や漁業で生計を立てている家庭は多く、都会のようにサラリー
マン家庭が大多数なわけではない。

今日子の母親が経営するスナックの客は、そんな―自営農業・
漁業のおじさん方が大半を占める。

そして今夜、里美と合コンの待ち合わせをした場所は駅の噴水
前だ。

この街で合コンが出来るお店といえば、このあたりのオフィス
勤務なサラリーマンを客層にする居酒屋か、バーくらいしか選び
ようがない。それらのお店は外観も多少は洒落ているし、建物自
体が広いこともあって、スペースもゆったりと作られている。

そもそもが夜に開いている店の少ない土地だ。
今日子のような『田舎の、ちょっとスレた子』は、極限られた

遊び場の中で、適当に楽しみを見出すしかないのだ。だから、会
場に指定された居酒屋の名前を聞いたときも、ああ、あの店か、

とすぐに分かった。

今日子が開いた携帯のディスプレイは 19 時 20 分を表示してい
る。

この頃は随分と日が暮れるのが遅くなったなあ、と、今日子は
感慨に耽

ふけ

りながら西の空に広がる夕映えを眺めた。オレンジ色に
染まった雲が薄くたなびき、湿気の強い生暖かい風が時折強く吹
いていた。

丁度仕事帰りの時間帯だ。
駅の改札からは少し疲れた顔の社会人たちが次々と吐き出され、

家路へと急いでいる。梅雨が明けない季節柄なこともあり、手に
傘を持つ姿も多い。それが余計に、仕事用らしい大きな鞄を重そ
うに見せていた。

それはともかく、合コン、だ。
初イベントに備えて、今日子もそれなりに頑張ってきたつもり

だった。
何が何でも 20 歳のフリーターに見えなきゃいけないわけだ。

普段から年齢よりも上に見られる今日子でも、さすがに社会人に
見えるかどうかまでは自信が無かった。

噴水前に佇んでいた今日子は、その波打つ水面に顔を覗かせた。
絶え間なく吹き上げる水しぶきと零れ落ちる雫に、波紋が途

切れることなんてありはしない。映った顔はもちろん歪んでいて
チェックどころではないのだけれど、そうでもしていないと、ど
こかソワソワと落ち着かないのだ。

今日子は諦めて顔を起こすと、いつもは履かないミュールの高
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い踵をカツンと鳴らした。

「今日子ー！」
駅の改札から続く横断歩道の向こう側から、耳に馴染んだ里

美―、もとい、サトの呼ぶ声が聴こえた。
今日子は眩しい西日に目を細めながら、首を巡らし、サトの姿

を探した。
けれど、サトらしい人物の姿は見当たらない。……と思ってい

たら、今日子の脳が一度は『違う』と判断して素通りしたはずの
女がサトだったようだ。

小走りに駆け寄るサトは、メガネっ娘の衣装を脱ぎ捨てて、カ
ラコンと色合いのきれいなニットのワンピース姿だ。とても 17
歳には見えやしない。

今日子はサトの変貌振りを上から下まで眺めると、しみじみと
感嘆の声をあげた。
「サト、気合い入ってるねぇ。お姉さんみたいじゃん」

そう言った後になって、お姉さんのフリをしているのだから当
然か、と思い直し、今日子はひとりクスクスと笑った。
「お待たせー。……今日子も、なんだかカワイイね。CanCam の
モデルを意識したっぽい！」

思い切り図星をつかれ、今日子は恥ずかしくなって俯
うつむ

いた。
これでも雑誌の特集記事―『合コンで好感度抜群！　新人

OL の必勝コーディネート』を片手に頑張ったのだ。
今日子はさんざん悩んだ末に、一番大人に見える黒いキャミ

ソールのワンピースを選んだ。多少露出度は気になるけれど、年
齢を誤魔化すためだ。この程度の賭けは仕方がない。

それにしてもお互いの容姿を牽制しあう独特の雰囲気が、そ
ういうイベントがこれから始まるのだという事を余計に意識させ、
今日子はにわかに緊張し始めていた。

サトは駅前留学のビルに掲げられた大型ディスプレイの時計を
見上げると、
「―もう時間ギリギリ！　行こ」

と、今日子の二の腕を引っ張った。
「うん」

今日子は高鳴ってきた鼓動を落ち着かせるように息を一つ吐く
と、首を縦に振って答えた。

そしてふたりは、いつもより余所行きの衣装と強張った笑顔を
纏
まと

い、夜の街へと飛び込んで行った。
小さめなバッグの柄を握る今日子の手のひらは、じっとりと汗

が滲んでいた。

◇

その会場は、去年オープンした洋風居酒屋の奥―白い木の
パーティションや、背の高いベンジャミンの植木でさり気なく目
隠しされた通路の先の個室にあった。

閉ざされた中の部屋からは男女の声が漏れ聴こえ、ふたり以外
のメンバーがもう揃っていることを予感させる。

サトは『開けるよ？』と小声で耳打ちし、今日子がそれに頷い
た後、その扉は開かれた。
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「コンバンハー！」
明るい声で中に入るサトの、背中越しに中を覗く。
天井から吊るされた大きな羽がゆっくりと回る室内は、外の

フロアとは一転して薄暗く、掘りごたつ調のテーブルに男が 4 人、
女がふたり座っていた。

一見して今日子達よりもずっと年齢が上と分かるその顔ぶれに、
今日子は母親がやっているスナックでの一場面を思い出した。

ゴルフコンペの打ち上げや、ママ―、母親の誕生日にはホス
テスの人手が足りなくて、手伝いに呼ばれた事が何度もあるのだ。
その時に接客した『上司に連れてこられた若いサラリーマン達』
と、目の前の男達がだぶって見えた。
「ここに座りなよ」

その声がどうやら自分にむけられたものと気付くと、今日子は
『ここ』と指された場所に目を向けた。
「……ハイ」

返事をしたはいいけれど、どう見てもそこは男に挟まれたス
ペースで。不安になってついサトを振り返ると、別の声に誘われ
たサトは、何の抵抗も感じさせない明るい声で席に着こうとして
いた。

それを見ると躊
た め ら

躇っている自分のほうが不謹慎な気がして、今
日子もその指定された場所に腰を下ろした。

「ねぇ、なに飲む？」
ふわりと柑橘系の爽やかな香りが漂ったかと思えば、座りなよ

と言った男が、ドリンクのメニューを広げて今日子の顔を覗きこ
んでいた。

20 代前半―、のように見える。香りの正体は、どうやらこ
の男が付けているコロンのようだ。

少し長めな毛先に、ゆるく癖がついて跳ねた茶色の髪。日焼け
した肌に、すっきりとした一重瞼の瞳が優しげな色を乗せて細め
られ、形の良い口唇が笑みを含んでいた。

その笑顔からは、クラスメイトの男子とは違って、随分女慣れ
した余裕が感じられた。

かっこいい人。そう表現して間違いないレベルの男前だ。
ドリンクのメニューは当たり前だがお酒ばかりで。今日子はそ

の中からインスピレーションでジントニックを選び、メニューの
写真を指し示した。

注文が一通り終わると、端から順番に自己紹介が始まった。
篠原今日子、20 歳、派遣。
名前だけが本物の自己紹介は、数年後には本当になっているか

もしれない。今日子はその嘘を、スラスラと抵抗もなく口に出来た。
「へぇ。今日子ちゃん、か。可愛い名前だね？」

先ほどから色々と世話を焼いてくれる隣の男は、新垣と名乗っ
た。

彼は沖縄出身で、八幡浜に住み今年で 2 年になること。趣味は
スキューバダイビングで、免許も持っていることなどを明るい声
で話している。

今日子の目には、新垣のその精悍な横顔が妙に眩しく映った。
趣味がスキューバだなんていう人を目の当たりにしたのが初め

てなのだ。その上、クラスメイトの男子達と違って自身の趣味や
特技を堂々と口にしている。もじもじウジウジと小さな声でしか
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物を言えない同級生とは、大違いだった。
自己紹介を終えた新垣は床についた両腕で上体を支え、他のメ

ンバーの自己紹介に耳を傾けているようだった。
その腕や手の大きさもクラスの男子達より一回り大きく、逞

たくま

し
い。

そしてその指先が、今日子のそれの、ほんの数センチ先に置か
れたのを見ると、ただそれだけでドキドキした。

自己紹介によると、彼らは全員同じ会社に勤める同僚らしい。
ひとりずつから受け取った名刺には、今日子も聞き覚えのある重
工業系の社名が書かれていた。

サトの友達だという女の子ふたりは、彼らが働くその会社に派
遣で勤めているのだそうだ。
―つまり、今日子とサトだけが初対面ってワケで。

年齢は、サトの隣に座るメガネの男が 24 歳で一番年上。他は
全員 23 歳らしい。

今日子はその年の差を引き算し、自分が小学 1 年生の時にこの
人たちは中学生だったんだ、などと漠然と考え、6 つの年の差の
大きさを改めて感じた。そして変なボロを出して嘘がばれないよ
うに、なるべく大人しくしてやり過ごそうと身を引き締めていた。

そんな風にして常に話の聞き役に徹していた今日子の目に、少
し不可解な現象が先ほどから映っていた。

サトの女友達のふたりが、ひとりの男を巡って露骨な取り合い
をしているのだ。

それは今日子の真正面に座る、オカダという人。
彼ら 4 人の中では一番少年っぽい瞳の、イタズラっ子がそのま

ま大人になったような印象を持つ男だ。
派遣の女の子ふたりに挟まれた彼は、彼女たちに甲斐甲斐しく

世話を焼かれながら、まんざらでもなさそうな顔で美味しそうに
生ビールを飲んでいる。

今日子は別にカレシを作りたくて参加したわけじゃない。
それに人の好みは自由だ。
けれど、なぜオカダだけに人気が集中しているのかが気になっ

た。だって、どう贔
ひい

屓
き

目
め

に見ても、今日子の隣に座る新垣の方が
男前なのだ。

大人から見れば、ああいうタイプがいい男なのだろうか？　と、
グラス越しにオカダを観察し、皆の話題に適当に相槌を打ちなが
ら、今日子は時間を過ごした。

◇

初めて参加した合コンは、最初こそ全員で和やかに話していた
けれど、途中からはほぼ個人対個人に分かれて、それぞれ『振り
分けられた相手との会話を楽しみましょう』という雰囲気へと変
化していた。

今日子にあてがわれたらしい男は、右隣の新垣だ。
メンバーの中で一番今日子好みな新垣が話し相手になってくれ

ている。今日子はその偶然を、心の片隅でラッキーだと思っていた。
知らない男と話すにしても、どうせならかっこいい人の方がい

いに決まっていた。それにつけ加えて、新垣は話し上手でもあっ
たのだ。
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彼は生まれ育った沖縄を離れ、この町では社員寮にひとりで住
んでいること。

海と空との境界線がわからないほど青く澄んでいた、サイパン
での思い出話。

休日にひとりでドライブした先で眺めた宇和島の夕陽が、目に
沁みるほど綺麗だったことなどを、時にはジェスチャーを交えな
がら話す。

そんな会話の一つ一つが今日子にはとても刺激的で、話を聞い
ているだけの自分までもが、少し大人になったような気がした。

新垣の話もひと段落した頃、彼はポケットからごそごそと携帯
を取り出すと、「これ、俺が撮ったんだ」と言って、赤く丸い太
陽が海に沈んでいく画像をディスプレイに映し出した。

そして、新垣は夕陽の写メを見せながらふと耳元に口唇を寄せ、
今日子だけに聴こえるように、
「ね？　今度一緒に見に行かない？」

と囁いた。
その秘密めいた訊かれ方に、心臓がドクンと大きく鼓動を打っ

た。

『篠原さーん。遊び行こうよー！』と、男子に誘われたことなら
沢山ある。

まるで『体育館に移動しようよー』と同じに聴こえる誘いなら。
けれど。
新垣の誘いにはその声音にエッチな雰囲気が感じられて、今日

子は返事を考えながらドキドキしていた。
いつの間にか隣の彼はテーブルに頬杖をつき、同じ目線の高さ

から今日子の顔をじっと覗き込んでいる。口元に僅かな笑みを含
み、艶やかな瞳は挑戦的にさえ見えた。

返事を待っている―、そんな微笑だ。
いくら今日子が子供でも、どうやら自分が新垣に狙われている

らしい事くらいは容易に察する事が出来た。
張り裂けそうなほどドキドキしている鼓動がうるさくて、必死

で断る口実を思い巡らすけれど、何も思い浮かばない。その思考
を邪魔するような新垣の瞳が目の前にあり、フル回転させたい脳
も、なかなか思う通りに働かなかった。

何か言わないと―、そう焦れば焦るほど何も思いつかず、膝
の上で重ね合わせた手のひらが、しっとりと汗に濡れてくるのが
分かった。
「えっと……」

とりあえず時間稼ぎをするつもりで呟いた言葉は、サトの隣に
座るメガネの男によってかき消された。
「よーしッ！　じゃあ王様ゲームいくぜえ！」
「いえぇぇぇぇいッ！」

男の号令に復唱するかのように皆、腕を高く突き上げて『いえー
い』と叫んでいる。
「い、いえーい？」

今日子は状況がつかめないままそれに倣い、追い詰められてい
た空気がうやむやにされたことに、胸を撫で下ろしていた。
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4  合コン２

王様は好きな命令を下す事が出来る―というそのゲームのせ
いで、今日子はいまこの場に居る事を本気で後悔し始めていた。

最初のうちは、まだ良かったのだ。
命令の内容は笑える程度のもので、指名されてもさほど苦には

ならなかったし、場が盛り上がるのならこんなゲームも悪くはな
いと思っていた。

それが、いつからだろうか。
気が付けば命令の内容は、明らかにストレスを感じる水準に達

していた。
もっとはっきり言えば、回数を重ねる毎に命令はエッチな路線

へとレベルアップを遂げ、キスすらしたことのない今日子にとっ
ては、極めて危険なゲームに変貌していたのだ。

今日子は伏し目がちに周囲の顔色を窺うと、小さなため息をこ
ぼした。

明らかに、今日子ひとりだけがこの場で浮いた存在だった。
なにせ、男も女も皆、このゲームに何の疑問も抱いていないよ

うなはしゃぎっぷりで楽しんでいるのだ。
キャアキャアと女の子達さえ歓声をあげている中で、今日子は

必死に神頼みをしていた。

◇

念を入れて神様を拝み倒したあと、引いた割り箸は 5 番。
まったく、王様マークなんて引けたためしがない。今日子はそ

の、手のひらの中に隠した 5 の数字をじっと見つめながら、胸の
内で神様に悪態をついた。
「あ、俺が王様だ！」

一通り全員が引き終わった後、サトの隣にいる男が頬を緩ませ
て叫んだ。この男の手元に幸運の王様が転がり込むのは、これで
3 回目だ。

王様の箸には何か特徴でもあるのでは？　と、今日子は疑うよ
うな眼差しを男に向けると、次の瞬間にはテレパシーを送るみた
いに、心の中で『お願いだから 5 番以外にして！』と懇願していた。
「じゃあ、3 番の人―」

その第一声を耳にすると、今日子はホっと胸を撫で下ろし、止
めていた呼吸を再開した。
「僕のほっぺにチュウしてもらおうかなー」

メガネは周囲の顔ぶれを得意顔で見回しながら、口元を綻ばせ
た。メガネの奥に隠された瞳が淫

いん

靡
び

な光を放ち、その目つきが彼
の期待の大きさを物語っていた。

今日子はその様子をつぶさに観察しながら、心の奥でメガネの
人間性に減点を付け加えていた。

初対面の女の子がいる席で、厚かましい命令をした罰だ。も
し言葉を交わす機会があっても、冷たくあしらってやる、―と、
そんな具合で。
「オレ 3 番だ……」

ハシモトと名乗った男が割り箸を見せ、のろのろと立ち上がっ
た。メガネの期待もむなしく男同士でキスをする羽目に陥ったら
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しい。
今日子はうなだれるメガネを心の中で哂

わら

い、ふんっと顔をそむ
けると、付き合い程度に手拍子だけ合わせていた。

皆に囃し立てられる中ハシモトのキスが終わると、これで終わ
り、という声を期待していた今日子を打ちのめすようにメガネの
声が響いた。
「はーい、回収ーっ！　次いこ、次！」

どうやらまだこのゲームを続けるつもりでいるらしい。
そんな周囲の様子に、今日子は辟易しながら手の中の割り箸を

返却した。
また割り箸を引き、今日子は 4 番。
ちょっと不幸そうなその数字に、背中にぞくりと嫌な予感が

走った。
けれど。

「キャアア！　あたし王様ぁ！」
サトが素っ頓狂な声をあげ、飛び上がった。
王様の箸を頬にくっつけて、カラコンの大きな瞳を見開くと、

キメ顔を作ったままで周囲を見回す。サトは、こんな時でもラブ
リーアピールは忘れないようだ。

サトが王様になるのは、今日子にとっても都合が良かった。女
の子だし、下衆なメガネと違って変な命令もしないに決まってい
る。

オマケに一番の親友なのだ。きっと今日子の心境を慮
おもんばか

って、優
遇してくれるに違いなかった。

今日子はこっそりと、サトに念力を送るように目配せをした。
4 回連続で瞬きしたのは、もちろん自分の番号を教えたい一心か

らだ。
サトは今日子から投げかけられたサインに頷くと、了解したか

のように目配せを返してきた。
どうやら、今日子が発信した SOS を的確に把握しているらし

い。今回は、大丈夫そうだ。
「えっとォ、じゃあ 1 番の人がぁ―」

今日子は緊張し通しで渇いていた喉を、ジントニックで潤した。 
もうすっかり気分は高みの見物だ。

「あ、オレ 1 番」
サトの言葉に反応して、正面のオカダが早々に名乗り出ると、

途端にその横を固めるサトの友達―派遣社員の女の子達が色め
き立つのがわかった。

サトの、次の言葉をドキドキワクワクしながら待っているその
様子に、今日子は胸の内でほくそ笑んだ。

このゲームも外野から観察するだけなら悪くない。
相手がオカダなら構わない―。あからさまに、そんな表情を

している女の子がふたりもいるのだ。どの番号を口にしたところ
で、そこそこ盛り上がるだろうことは確定している。

なのに。
「4 番の人の、耳に愛撫をしてもらおうかなー？」

呼ばれるはずの無い番号が、サトの舌足らずな甘い声で告げら
れ、今日子の思考が一瞬止まった。

そして、まさかそんなバカな、とサトに目線を送った時には、
エッチな目をしたメガネの、興奮した声が部屋に轟いていた。
「でっかい命令キター！　4 番だれえ？」
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今日子は金魚のように口をパクパクさせ、サトに無言の抗議を
してみたけれど、時すでに遅し。もう番号も、命令も、下された
後なのだ。今更却下など出来ようはずも無い。

今日子の視線に気付いたサトは、『あれ？　あんた 4 番なの？』
といった顔で、きょとんとしている。

目配せの回数を見間違えたのだろうか。サトの瞳はしばらく空
を彷

さ ま よ

徨い、顔色は血が引いていくように白く変化していった。
今日子は無責任に喜ぶギャラリー……、特にメガネを一瞬キッ

と睨んだ。
ついに回ってきた自分への指名、そしてえげつない命令に、今

日子は憂鬱さが隠しきれない。はあっと大きなため息を一つ漏ら
すと、手の中の 4 番の割り箸をぎゅっと握り締めた。

やがてエッチな顔した男共が愛撫コールを始め、皆が手拍子
打って囃

はや

したてる中で、今日子は悲壮な覚悟を決めると、おずお
ずと名乗り出た。
「―あたし、4 番……」
「今日子ちゃんキター！」

メガネの喜びはしゃぐ声に歯噛みする思いで顔を上げると、ふ
と、正面に座るオカダと目が合った。

彼はニッと挑むように笑って立ち上がると、ゆっくりと今日子
の真横に回り込んできた。

ぽっかりと穴のあいたオカダの席の両サイドでは、明らかに、
面白くないという表情の女の子たちが、睨むような眼差しを今日
子に向けている。

今日子としては、代われるものなら今すぐにでも代わってほし
いところだが、それはきっと出来ない相談に違いない。

今日子は身体を固く縮こまらせ、呼吸すら遠慮がちになるほど
緊張しながら、隣に座るオカダの気配に身構えていた。

オカダは左頬にかかる今日子の髪をかきあげ、耳の裏に掛ける
と、囁きかけるような小さな声で「いくよ？」と言った。

そしてそれに返事をする暇は与えられないまま、その行為は始
まった。

突如、もあっと蒸気のような熱い息がかかったかと思うと、
ジェットコースターが急降下するような心細い浮遊感に襲われた。
そして今日子にしか聴こえない大きな音をたてて、舌が耳の中に
押し入ってくる。

しばらくはポーカーフェイスを気取っていた今日子も、未知の
感覚の前にあっさりとその仮面は引き剥がされた。

身体がじんじんと熱をもったように熱く、背筋を這い上がるぞ
くぞく感に、背骨だけでは上体を支えきれなくなり、踏ん張るよ
うに床に手を着かざるを得なくなった。

おまけにそんな今日子の反応を面白がるような好奇の目が集
まって、恥ずかしさのあまり、顔から火を噴きそうだ。

結局今日子は終わりの無いジェットコースターの急降下に耐え
られず、
「―もうヤダっ」

と、手のひらで左耳を庇い、逆隣の新垣側へと身をよじるよう
に逃げてしまった。

途端にオカダの舌から解放されたけれど、高鳴った鼓動と寒気
にも似た感覚は、当分収まりそうにもない。

今日子は空いたほうの手で暴れる心臓を静めるみたいに胸を押
さえると、大きく息をついた。
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「アハハ！　オカダ逃げられてるじゃん。―大丈夫？　今日子
ちゃん」

頭の後ろから新垣の笑いを含んだ声が聞こえ、今日子は「は
い……」と、微妙にうわずった声を出した。

30 秒間耐えることになっていたはずの命令を、それが満たな
いうちに遮った今日子は、少し後ろめたい気持ちで、隣に座った
ままのオカダに目を向けた。そして、謝罪の言葉を口にしようと
していた。

なのに。
「―感じちゃった？」

オカダは今日子と同じ目の高さでニッと笑うと、今日子の瞳
の中を覗きこむみたいに顔を突き出してきた。耳に愛撫どころか、
今からキスだって出来そうな距離で。

今日子は全身の血が一気に上昇し、頬が熱くなるのを感じてい
た。徐々に治まりかけていた鼓動も、思い出したみたいに早鐘を
打ち始め、近すぎる距離を保ったままのオカダにまで届きそうだ。

オカダは相変わらずからかうような瞳で今日子を見つめ、口の
端をあげて笑っている。
「ち、違うよ？」

今日子はかろうじてそう告げると、平常心を装うために口唇を
きゅっと引き結び、大きなモーションで瞬きをした。

違うと言っているのに、オカダは聞いているんだか聞いていな
いんだかわからない素振りで。まるで面白いオモチャでも眺める
ような視線を今日子に向けると、ふふん、とバカにしたような笑
い声を漏らし、自分の席へと戻っていった。

今日子はオカダのその態度にむらむらと怒りが湧き起こり、

テーブルのおしぼりを手繰り寄せると、汚れを削ぎ落とすように
ゴシゴシと擦った。

やがて元の席に戻ったオカダは、今日子の顔を見るとプッと吹
き出した。そして、
「真っ赤だよ？　可愛いなあ今日子ちゃん。―そんなにヨカっ
た？」

と、茶化すような口ぶりで言い、さも可笑しそうに声をあげて
笑った。

今日子はこぶしをギュッと握り締め、理不尽なオカダのからか
いに頬を膨らませると、笑い転げたままのオカダに立ち向かった。
「ち、違うってばっ！」

なのに。
オカダ狙いのふたりを除くギャラリー達は、怒る今日子を面白

がって囃
はや

し立て、余計にボルテージは上がるばかりだ。
「ったく、ムキになっちゃって。そんなに好評ならオレも頑張っ
た甲斐があるなあ」

オカダは肩を揺すって大笑いすると、腕を伸ばして 1 番の割り
箸をメガネに手渡していた。

だから違うって言ってるのに、と口にしかけた今日子を余所に、
また割り箸が集められ、ゲームは再開されようとしている。

けれど、今日子はもううんざりなのだ。
当たりませんように、と祈る緊張感にも懲り懲りだったし、バ

カにされて笑い者になることもプライドが許さなかった。
こんな遊びにつき合ってられない―、そんな気分で今日子が

バッグを手に立ち上がろうとした時、
「―次、ラストねー？」
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と、メガネがラスト 1 回であることを宣告した。
そうなると、少し状況は変わってくる。
後味の悪さを残して独り退散しなくても、あと 1 回だけ我慢を

すれば、場の雰囲気を壊さずに済むのだ。
それに、サトのことだってある。
今日子を誘ったのはサトであって、ここで立ち去ればサトに迷

惑がかかるに違いなかった。
それを考えるとなんだか思い切れなくて、今日子は懐の大きい

大人のふりをして、ゲームに参加することを決めた。あと少しの
辛抱だから、と自分に言い聞かせながら。

運に見離されているのか、最後まで王様マークが回ってくるこ
とは無く、今度は 3 番。

今日子は肩をすくめてその数字を眺めると、諦めたように深い
ため息をついた。そして目の前のグラスに手を伸ばすと、氷の溶
けて薄くなったジントニックを一口含んだ。

その時―、ふと隣から視線を感じて、ガードの甘くなった手
の中の数字を、新垣に見られた気がした。

だけど新垣が王様でも無い限り、見られたところで何か害があ
るわけでもないのだ。

今日子は深く考える事もなくグラスを置くと、ゲームの進行を
待った。

ところが。
「あ！　俺、王様キター」

隣で明るい声が上がり―その方向に顔を向けると、新垣が
うっすらと笑みを浮かべた顔の前に、王様の割り箸をかざしてい
た。

「やっべ！　一番タチ悪い奴に王様いっちゃったかー」
メガネがそう呟くと、それに同調するみたいにハシモトが、「爽

やかそうな面していながら、お前一番エッチだもんなあ」と続けた。
今日子は今更ながら、心許ない気持ちにかられていた。だって、

気のせいじゃないとすれば、新垣は今日子の番号を知っているの
だ。

薄暗い部屋には、どこかエッチな緊張感が漂っていた。しんと
静まり返った中で、最後の命令を待つ視線が新垣一人に集中して
いる。
「んー……、何にしようかなあ」
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5  合コン３

新垣の綻んだ口元が動く瞬間は、まるでスローモーションのよ
うに今日子の目には映った。

室内を薄暗く演出しているキャンドルが、微妙な空気の流れに
揺らめき、その仄かな灯りがステンドグラスからこぼれ、彼の横
顔を照らしていた。
「― 3 番の人に、口移しでコレを飲ませてもらおうかな？」

そう言って新垣は、飲みかけのソルティドッグを目の前に高く
持ち上げた。
「やだあ！　新垣さんエッチぃ」

自分じゃなくて残念なのか、ホッとしているのか、女の子達が
口々に嬌声をあげている。

今日子は体中の血が沸騰するような、そんな感覚に襲われた。
そして手の中の割り箸を、指先が白く変色するほどぎゅっと握り
締めた。

所詮、これが男の本性なのだ。
たとえ趣味がスキューバでも、誘い方が素敵でも、いくら爽や

かそうに見えても、一皮向けば結局クラスのサカった男子と一緒
なのだ。

そんな新垣を一瞬でもかっこいいと思った自分が、今日子は悔
しくてならなかった。

隣の新垣はその番号の持ち主が誰なのか、知っているくせに
知らない振りで。誰だかわからないけど名乗り出るのを待ってま

す―、そんな風を装っているようだった。
「お前も好き者だなァ。3 番だれー？」

メガネがニヤニヤと見回して、女の子達が『あたし違ーう』と
呟く。

違うと口に出さない人が限られてきた中で、自然と今日子に目
が集まっているのがわかった。

何故こんな形で、見世物のように取り囲まれながら、そんな行
為をしなければならないのか。ルールだとはわかっていても、今
日子は納得できなかった。

何せキスどころか、男と付き合ったことすらないのだ。
別に、後生大事に守ってきたわけではないにしても、ちょっ

と憧れがあったのも確かで、それを思うとひどく情けない気分に
なった。

鼻の奥がつんと痛んで、悔しくて、ムカついて、涙が出そうだ。
でも。
これ以上黙ってもいるのも、そろそろ限界だ。名乗り出ないと

仕方がない。
自暴自棄な気分も手伝って、今日子がようやく重い口を割った

その時。
「あた……」 「参ったなあ！　オレだよ」

俯いたまま呟いた小さな声は、目の前の男によって上からかき
消され、今日子は弾かれたように顔を上げた。
「やだあ！　オカダさんの口移しぃ？　写メ撮ってもいいー？」
「いいよー、撮っちゃって」

オカダと一瞬目が合ったけれど、今日子は唖然として、咄嗟
に言葉が出てこないままだ。そのうちに彼は立ち上がり、さっき
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と同じようにテーブルを回り込むと、今日子と新垣の間に割って
入った。

見上げたオカダの肩越しに、ぽかんと口を開けた新垣の間抜け
顔が見える。そして、仰け反ったオカダの動きで、彼が新垣のグ
ラスの中身を口に含んでいるのがわかった。

今日子の位置からは、視界がオカダの広い背中に遮られ、直接
目にする事は出来ない。

けれど、キャアキャアと囃し立てて写メを撮る周囲の様子が、
今きっと口唇が重ねられているのだろうと想像させた。

喧騒の中、今日子の胸の内にはたくさんの『なぜ？』が飛び交っ
ていた。

オカダは勘違いをしているのだろうか？　いや、勘違いでなけ
れば、わざわざ名乗り出てまで恥をかくわけがないのだ。

そして今日子は、もう一度確認してみようと、手の中の割り箸
に視線を落とした。
― 3 番。

何度見ても、今日子の割り箸は 3 番だった。
オカダの申し出は窮地に立たされていた今日子にとって、まさ

に天の助けともいうべき幸運に他ならない。
けれど、オカダの勘違いをその場で正さなかったことが、今日

子に後ろめたさや、申し訳なさを感じさせていた。
やがて。
オカダの背中の動きで、その長い行為が終わったらしいことが

わかった。
「ごちそうさまでしたあ！」

そう言って笑い飛ばす声が聞こえたあと、オカダがくるりとこ

ちらを振り返った。
その動きが巻き起こした小さな風で、キャンドルの炎が揺らめ

き、部屋の照明が波立った。
仄かな灯りが、オカダを照らしだしている。その光の加減で、

彼の口唇が濡れていることがわかった。
今日子は息を呑むと、慌ててまつ毛を伏せた。
そして目を合わせることも、うまく呼吸をすることも出来ない

まま、今日子はオカダが通り過ぎるのをじっと待っていた。
それはほんの一瞬の出来事。
だけどその 10 倍にも、20 倍の時間にも感じられた。
すれ違いざま―、オカダは周囲の目が死角になった合間を

縫って、今日子の手の中の物を取り去っていった。 
突然空っぽになった手のひらに目を落とすと、今日子は跳ねる

ように顔を上げた。
口の端をニッと上げて笑うオカダの横顔が、視線の先を一瞬掠

めたけれど、すぐにそれは逸らされて、彼の背中を目で追うだけ
になった。

オカダは、勘違いをしていたわけではなかったのだ。今日子が
持つ番号をわかっていた上で、助けてくれたのだ。

気付いてたんだ、と、今日子は口唇だけで呟くと、声に出せな
いそれを喉の奥へ押しやるように奥歯を噛み締めた。

席へと戻ったオカダは、女の子達から寄せられた携帯のディス
プレイを覗き込み、自分と新垣のキスシーンを見て笑っているよ
うだった。

そして生ビールのジョッキを手に、冗談を飛ばしている。まる
で、何も無かったみたいに。
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「ねぇ、今日子ちゃん？」
「……え？」

囁くような声に驚いて振り返ると、隣の新垣がメニュー表で苦
い顔を隠すようにして、今日子に口元を寄せていた。
「今日子ちゃん、オカダ狙いなの？」

そう問いかける新垣の瞳はいぶかしむようで。
今日子は質問の意味に一瞬戸惑いながら、まさか、そんな、と、

手を振りながら否定した。
「ない、ない！　ホラ、彼を狙っているのはアノ人たちだし？」
「そっか、ならいいけど……」

今日子は、尚も何か言いたげな新垣を遮るように、ジントニッ
クの残りをぐいっと飲み干した。そして、
「あ……、新垣さん、ドリンク注文頼んでいいですか？」

クラスの男子達から『可愛い』と好評な上目遣いでそう言うと、
頬の横でグラスの氷をカランと鳴らした。
「オッケイ」

新垣はふっと表情を和らげると、それ以上その話は持ち出さな
かった。

けれど。
今日子は気持ちの波が、ざわざわと音を立てていることに気付

いていた。それは強く、静かにスピードを増して。
そのざわめきは、新垣に誘惑されかけた時や、耳に息を吹きか

けられた時とは違う感じで。
もっと、ずっと、胸の奥から揺すぶられるような、確かな強さ

をもっていた。

両手で空のグラスを揺すると、また、からんと氷の鳴る音がし
た。それを目の前まで持ち上げて、今日子は向こう側を透かし見た。

ライムの刺さったグラスの奥に、氷の曲線に歪められたオカダ
の横顔が映る。

その大笑いしている口元に自然と目が引き寄せられて、今日子
はどうかしている、と頭を振った。

それでもなんだか気になって。ついついオカダに目がいく自分
がいて。今日子は少々飲みすぎたらしい自分を諌

いさ

めるように、頬
に冷たいグラスを押し当てた。

そしてしゃんと背筋を伸ばしてから、もう一度オカダに目を移
した。

ムカつく男。でもあの男に庇
かば

われたことは確かなのだ。
オカダさん、か。―声にならない呟きは、ただ喉の奥を震わ

せただけで終わったけれど、胸の奥を揺らすざわめきは、まだ小
さな音を響かせていた。
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6  合コン４

その洋風居酒屋には、今日子達のくつろぐ個室から更に奥まっ
た位置に、バーカウンターがある。

南国のジャングルをイメージして造られたそこは鬱蒼と木が生
い茂り、ギリギリまで落とした照明も薄暗く、外の通路から中の
様子を窺い知ることは出来ない。

入っていく客層もカップルばかりで、独特の妖しい雰囲気が
漂った空間だった。

合コンのメンバーは徐々に、バーでふたりきりの会話を楽しむ
人たちと、相変わらず居酒屋スペースで会話を続ける人たちとに
分かれていった。

まず最初に腰をあげたのがエロめがねとサトだ。ふたりは外野
が口を挟めないほどの親密ぶりを見せつけながら、バーへ移動し
ていった。

次に、オカダを取り合っていた派遣社員の内のひとりが、ハシ
モトとバーへ。

今日子をしつこくバーへ誘っていた新垣は、電話がかかってき
たらしく席を外し、居酒屋スペースには今日子とオカダ、そして
派遣社員のケイという女の子の 3 人が残っていた。

そしていまそこでは、オカダとケイがふたりの世界を作ってお
り、その真正面に座ったままの今日子は、ひとりグラスを傾けて
いる―といった按配だ。

こんなに狭い、そして薄暗い部屋に取り残されてしまった今日
子は、これからどうすればいいのか、わからずにいた。

なにせ初めての合コンだ。
バーへと、一組消え、二組消え、そして目の前では三組目がい

い雰囲気を作り出している。明らかにお邪魔虫だとわかっている
けれど、無断で帰っていいものかどうかがわからないのだ。

今日子はひとりため息をつくと、前の席に座るふたりをこっそ
り窺った。

ケイはギャル系で、きついツリ目を太めのアイラインで縁取っ
た瞳が印象的だった。今日の合コンに賭けているのか、フレンチ
ネイルの爪はアートが施され、着ているワンピースも四国では手
に入らないショップの品だ。

そんなケイは、先ほどからずっとオカダをバーへ誘っている。
「ねえ、オカダさーん。あたし達も行きましょうよお」

そう言って上目遣いで見つめるケイに、オカダも満更ではない
のだろう。
「いやあ、オレは生ビール派だからさ。こっちの方が都合いいん
だよなあ」

と首の後ろをボリボリ掻きながらも、頬はでれっと緩みっぱな
しだ。

今日子は携帯の時計を確認し、あと 10 分待ってサトが戻らな
ければ先に帰ろう、と思っていた。そしてちびりちびりとグラス
に口をつけていた。

前の席ではオカダとケイが社内の噂話をしているらしく、出て
くる名前も専門用語も、今日子にはまるでわからない内容だった。
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