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プロローグ
ま むら あおい

私、真村葵は、幼い頃に一度、異世界へ召喚されたことがある。
嘘か冗談のようだけれど、本当の話だ。
ぐう

そこは王侯貴族や騎士階級が存在する、中世ヨーロッパに似た雰囲気の世界で、召喚された十四
ばっ こ

歳の私は幼くも高貴な巫女として遇された。
その世界には人肉を食らう魔物が跋扈しており、それを完全に滅ぼすことができるのは、異界よ
り召喚された光の巫女のみなのだという。
はら

日本ではなんの能力もないただの少女だった私は、どんな力が作用してか、その地に降り立った
途端、魔物を祓う光の魔法を使えるようになっていた。
しりぞ

いや

誰か困っている人を助けたいと念じると手の平に現れる、白い炎のような光。それが聖なる力と
あかし

なって魔物を退け、さらには受けた傷をも癒すという。
かしず

――ともあれ、光の巫女の証となる力を見せたため、私は召喚された神殿で保護されることに
なった。わけもわからないまま始まった、見知らぬ場所で多くの人々に傅かれる日々。
綺麗な衣装や豪勢な食事を与えられても、地球に帰りたいと願う私にその状況を楽しめるはずが
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なく、ただ毎晩、寝台の上で声を押し殺して泣くばかりだった。
お えつ

こら

家族が恋しくて、今後どうなるのかと不安で。
そば

そば

な

そんな風にぎゅっと身を縮めて嗚咽を堪えていると、決まって傍に来て、そっと頭を撫でてくれ
くせ

みどり

つめ えり

る青年がいた。傍仕えの騎士であり、いつしか私の『特別』になっていた人。
やや癖のある銀髪に、綺麗な碧の瞳。程良く筋肉のついた長身に、詰襟の青い騎士服がよく似

ささや

おさなご

な

合っていた。涼しげな顔立ちは驚くほど整っていて、一見近寄りがたく見えるけれど、実際には穏
やか で 温 か い 人 。
彼――ユーグは、優しい声で囁き、幼子にするように私の髪を撫でた。
『アオイ、ご安心を。……何があろうと、私が貴女をお守りします』
そう、彼はいつだって優しかった。

※

※

そして、別れる時までずっと、彼は私の年齢をだいぶ幼いと勘違いしたままだったのである。
※
チチチ……と朝を告げる野鳥の声が大きく響き、私はベッドの上ではっと目を覚ます。
「ユーグ……！ って、ああ……なんだ、夢か」
気づいた私はがっくりと肩を落とした。夢でもいいからあと少しだけ見ていたかったな、なんて、
どうしようもないことを考えてしまう。

まぶた

こす

心に焼きついて離れない彼――ユーグの夢を、この七年、何度見てきたことだろう。
なが

右手で瞼を擦りながらのろのろと上半身を起こし、ベッドから降りる。
あわ

ごう しゃ

眺めればそこは、見慣れたワンルームマンションの室内。薄水色のカーテン越しに春の陽射しが
差し込み、床や壁が淡いブルーに染まっている。

てんがい

大学に入り、一人暮らしするようになってから住み始めたこの場所は、巫女時代の豪奢な部屋と
違い、こぢんまりとして狭い。だが、だからこそ安心感があった。
しょくだい

「やっぱり、女の子一人にあの部屋は広すぎだったもんね」
うやうや

苦笑しながら思い浮かべるのは、銀の燭台や美しい絵画が飾られ、天蓋付きの大きな寝台が置か
れた部屋。控えの間には侍女がいて、朝になると 恭 しく巫女の衣装を着付けてくれたものだ。
た

巫女として過ごした半年間。あの不思議な世界で無事役目を終え、その間まったく時間が経過し
すみ

ていなかった日本へ戻ってきて、もう七年の歳月が経っていた。
ぐせ

えが

あの日十四歳だった私も、今では二十一歳の大学生。部屋の隅にある姿見に視線を向ければ、髪
に寝癖をつけたパジャマ姿の自分がこちらを見返していた。
胸下まで長く伸ばした、真っ直ぐな黒髪。当時と比べて、胸元や腰つきが柔らかな曲線を描くよ
うになった、細身の身体。
でも、そうして成長したのに、夢の中の私はいつまでも幼い少女のままだった。
年を重ねた自分がユーグと並んでいる姿を、想像できないからかもしれない。もしくは、また以
前のように彼と無邪気に話したい気持ちがどうしても消えないせいだろうか。

6
出戻り巫女は竜騎士様に恋をする。
7

「元気にしてるかな……。ユーグ」
夢を見た後に決まって思い出すのは、彼と初めて出会った日のこと。
いわお

おび

――七年前、今より精神的に幼かった私は、見知らぬ異界の地でひどく怯えていた。
王命を受け、巌のように屈強な騎士がすぐに護衛につけられたけれど、年かさの彼らが私には恐
ろしく感じられて、最初はまともに会話もできない状態だった。そんな中、新たに私付きの騎士と
して選ばれたのがユーグだ。
理由は簡単、彼が他の騎士たちよりも幾分すらりとして威圧感を感じさせない外見だったことと、
まだ若い身ながら剣の腕が立ち、人柄も穏やかで紳士的だったからだ。少女の警戒心を解きながら
みどりいろ

警護するには最適な人物と、上層部に判断されたのだろう。

ひざまず

初めて会った時、ユーグは私を視界に入れるなり、碧色の目を見開いた。
うなず

『貴女が、巫女……？』
いとけな

こくんと頷き返せば、彼はすぐにはっとした様子で私の足元に 跪 く。
たて

『まさかここまで 稚 い方だとは知らず、失礼を。私の名はユーグ・フェネオン。……これからは、
こわ ね

み と

私が貴女の剣となり盾となりましょう』

たくま

柔らかい声音でそう告げ、彼は見惚れるような美しい所作で私の手の甲に口付けた。出会った日
かがみ

から、彼は本当に物語に出てくる騎士そのもののような人だったのである。
「きっとああいう人を、騎士の鑑って言うんだろうなぁ……」

り

顔だけ見れば、優美な貴族の青年のようでもあったけれど、身体は程良く筋肉がついて逞しく、

り

背筋の伸びた立ち姿はとにかく凛々しかった。

いかが

そば

神殿住まいだった私は、さほど多くの騎士たちと面識があったわけではないが、それでも彼ほど
たいぜん

泰然とした人は他にいなかったように思う。
つむ

私が戸惑う様子を見せた時も、彼は常に穏やかな眼差しで『如何されましたか』と傍へ来てくれ
うれ

つゆ

た。けれど私を狙う何者かの気配を感じ取れば、即座に笑みを消し、『――一時、目をお瞑りくだ
さい。憂いを露と払いましょう』と真剣な表情で剣を抜く。次の瞬間、悪漢はすべて彼の剣によっ
て斬り伏せられていた。
見た目からして、ユーグは当時二十歳くらいだったはず。けれど年齢以上の落ち着きと強さを持
つ彼は思いのほか世話好きで、気さくな態度で私の世話を焼いてくれたりもした。
なつ

それは、私が子供だと思われていたせいだと、後に判明したのだけど……とにもかくにも、そん
な強く優しい彼に、私は次第に懐いていったのである。
「しょうがないわよね……。だって、本当に素敵だったんだもの」
思い出しているうちにどきどきしてきて、息を吐く。
加えて言えば、彼の態度は神官や侍女たちと違い、丁寧ながらも壁を感じさせなかった。おかげ
で彼の前でだけは、私は普通の少女でいられたように思う。
だからこそ『アオイ様』ではなく、ただの『アオイ』と呼んでほしいとお願いしたのだ。二人き
りの間だけ、彼がこっそりそう呼んでくれるようになった時は本当に嬉しかった。
巫女としての仕事中に、雑貨屋の前を通りかかった際、そわそわと髪飾りを見つめる私にすぐ気
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づいてくれたのも、彼だったっけ。
『――アオイ。よろしければ、どうぞこちらを』

ぶ こつ

きゃしゃ

帰りの馬車の中。なんだろうと思い見上げれば、ユーグの手にはあの髪飾りがあった。
ひ

驚く私に、彼はそれをそっと握らせてくれる。
ほんもう

『思わず目を惹かれて買いましたが、私のような武骨な男では、この華奢な髪飾りは持て余してし
まいます。貴女の黒髪に飾って頂ければ、これも本望というものでしょう』
私がそれに心奪われているのがわかったのだろう。光の巫女という高い位置にありながら、自由
すく

に使えるお金を持っておらず、じっと見ているしかできなかったことも。
ユーグはそんな風に、さりげなく人の心を掬い取ってくれる青年だった。きっと女性にもすごく
モテ て い た は ず 。
み

と

あれ？ でも、今になって思うと、彼に話しかける女性をあまり見たことがないような……
侍女たちも、彼にうっとり見惚れはしても、どこか遠巻きにしていて、あまり近づいてはこな
ひ

かった気がする。彼ほど話しやすい人もいないのに、なんでだろう？
まあ……それはともかく、ユーグは様々な女性を惹きつける人だ。ただ、もし彼が誰かと恋愛関
係になることを望んだとしても、私は恐らく、速攻で対象外になっていただろう。
なぜなら私は、結局最後まで、彼に実年齢よりずっと幼いと勘違いされたままだったから。
どうやら日本人は彼らにとってかなり幼く見えるらしく、自分はもっと大人なのだと主張しても、
ユーグにも他の皆にも『はいはい』といなされ、あまり信じてもらえなかった。

ふし

ていせい

成長が遅かった私は今よりだいぶ背も低かったので、彼らの口振りから察するに、恐らく十歳ほ
どだと思われていた節がある。
中学生なのに小学生と間違われるってかなり微妙というか……叶うなら今でも訂正したいけれど、
もう二度と会う機会のない人だ。それでも――ふとした時に願ってしまう。
「一瞬でいいから、またあの世界に行けないかな……」
もちろん異世界なんて、願っただけで行けるような簡単な場所じゃない。
と

なげう

前にトリップした時だって、高位の魔術師の手で召喚されたからこそ行けたのだから。日本に戻
る時も、それは大々的な返還の儀が執り行われた。
それに今の私には、ここでの生活がある。大事な家族や日常を擲って別の世界へなんて、そうそ
う行けはしない。また無事に戻って来られる保証もないのだから。
なのに、ほんのひと時でいいから、あの世界に行けないかなと思ってしまう。
やっかい

――だって、この世界のどこにもユーグはいないから。
ためいき

つ

「本当に、初恋って厄介だ……」
思わず溜息を吐く。
十四歳の頃から変わらず、私は無謀な初恋を引きずり続けていた。
簡単に身支度を整え、朝食を食べ終えると、私は大学へ行くことにした。
今日出席する予定の講義は二つ。二時限目からなので、朝は比較的ゆっくりだ。
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しろ ば

ら

うっす

マンションを出て通い慣れた道を歩いていると、途中、花屋のショーウィンドウに自分の姿が薄
のぞ

ほ

らと映っていた。白薔薇や桃色のガーベラなど、陳列された春の花々に重なるように、見慣れた顔
がこちらを覗き込んでいて、思わず微笑む。
「うん、今日も結構いい感じ」
せい そ

真っ直ぐな長い黒髪は、後ろを編み込んでハーフアップにしている。
服装は、清楚な雰囲気でまとめた水色のブラウスにスカート。特に髪色はユーグが褒めてくれた
状態から変えたくなくて、一度も染めずに維持してきたものだ。
どうがん

メイクも服装に合わせ、透明感を重視している。

し こうさく ご

友達には、童顔なのにメイクすると途端に大人っぽくなるよね、なんて言われていた。なんでも
メイク後の私は、しっとりした綺麗目のお姉さんに見えるらしいのだ。
は

これまたユーグに釣り合うような落ち着きある大人の女性になりたいと試行錯誤するうち、メイ
こじ

クに嵌まってしまった結果だ。
……初恋、拗らせすぎだろうと、自分でもちょっと突っ込みたくなってくる。

ゆ

いや、でも、こうなりたいって目標があるのは悪いことじゃないし……などと呟きつつ、再び歩
き出す。その拍子に、春風に吹かれて黒髪が揺れた。
よみがえ

そういえば、ユーグは手先が器用で、時々私の髪を結ってくれたこともあったっけ。
思い浮かべると、すぐに彼の涼しげな声が耳に 蘇 ってくる。
『アオイの髪は、まるで絹のようですね。特別な手入れでもされているのですか？』

しん し

何もしていないと首を横に振ると、彼は真摯な口調でこう言った。
『では、もともと髪質がよろしいのでしょう。どうか大事になさいますよう。ご両親がくださった、
大切な美点なのですから』
それまで髪なんて特に意識したこともなかったけれど、以来私は、大事に手入れしようと決めた。

す

だって、自分でさえ気づかなかった長所をユーグが教えてくれたから。それに私の髪に触れた時、
彼が心地よさそうに目を細めるから。

せんえつ

だから、もっと触ってほしくて、小さな体で一生懸命背伸びして彼の手の平に頭を擦り寄せると、
途端にユーグにきょとんとされた。
『おや……寒いのですか？ では、僭越ながら私の上着を』

ほ

て

その日は冬に入りかけた頃で、特に肌寒かったからだろう。すぐに私の肩へ、ふぁさりと青い上
着が掛けられる。……違う、そうじゃないのに。
でも、彼の服を着せてもらえたのが嬉しくもあって、私は頬を火照らせながら胸元で上着の前を

そば

合わせてぎゅっと握った。身体だけでなく、心までぽかぽかとあったかくなった気がしたのだ。
すると、その様子を見た彼は、ふっと微笑んだものだ。
『お気に召して頂けたようで幸いです。どうぞそのまま、一晩お傍に置いて差し上げてください』
でも、それだとユーグが寒いんじゃ、と尋ねた私に、彼は首を横に振る。
『ご心配なさらず。……それに、貴女が私の半身を温めてくださるのでしょう？ それが伝わりま
すから、決して寒くなどありませんよ』
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彼の上着を温めたからって、ユーグにその熱が行くはずもないのに。けれど、優しい眼差しで見
まど

つめられると、そうなのかも……とつい信じ込まされてしまうのだ。
というか、今思えば、彼は幼い少女の心を色々と惑わせすぎだろう。いや――むしろ、私が幼く
ひ ご

見えたからこそ、彼はああいう紳士的な態度を取ってくれていたのかもしれない。
騎士にとって女子供というのは庇護対象で、私はその両方の要素を兼ね備えていたから。加えて
私は光の巫女という重要人物で、警護対象でもあった。
だからユーグは、あんな風に優しくしてくれたのかな？
私が巫女じゃなかったら、もしかして話すことさえしてくれなかったのかも。
かす

思い返すと気になることも出てくるけれど、その頃の私は自分の気持ちを上手く言葉にできず、
た

結局『……ユーグ、ありがと』と一番伝えたいことを掠れた声で呟くだけで精いっぱいだった。
へ

でも、そんな口数の少なすぎた私も、七年経って多少は成長したと思う。
も

たくま

異世界からの帰還後、中学、高校を経て、今は一人暮らしの大学生。新生活やアルバイトで世間
に揉まれ、性格もいくらか逞しくなったはずだ。だから、もしいつか彼と再会できたら、今度は守
られるだけの少女じゃなく、ちゃんとした一人の女性として――
そんなことを考えていると、ふと遠くから誰かに呼ばれた気がした。
『……け……た……』
「え ？ 」
大学の友達かな？ と振り返るが、知人らしき姿はどこにもない。
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のぼ

大学までの見慣れた通学路は、朝の混雑時を過ぎたため、犬を連れた老人が一人のんびり散歩し

ささや

ているくらいだ。その彼も、すぐに曲がり角の向こうへと消えていく。
ひね

「なんだろ、今の声。聞き間違いかな……？」
首を捻ってまた歩き出そうとした、その時――
そば

『……けた。ひ……の……巫女……見……けた』
不気味にざらついた声がすぐ傍で聞こえた。今度は耳元で囁くような近さだ。

」

思わずひっと悲鳴を上げ、私は片手で耳を押さえながら、ばっと後ろを振り返る。
「え … … な 、 何 … …
しかし今度は、辺りを見回すことはできなかった。後ろを向いたと同時に、足元から立ち上った
あわ

もんよう

淡く白い光に視界を奪われたからだ。
は

まるで魔法陣のような円形の紋様が、私を中心とした地面にぐるりと広がっていた。
そこから放たれる白い光は、足首から膝へと私の身体を這い上がるようにして、見る間に全身を
まぶ

やだ、眩しい……！

包み 込 ん で い く 。
何これ？
せんこう

思う間にも、光はますます強くなっていく。
そして次の瞬間、私は白い閃光に全身を包み込まれた。

なつ

第一章 懐かしい世界
突然の光に、目を焼かれたような感覚があった。
まばた

いしだたみ

もしくは、目覚めてすぐの、強烈な朝日に目が慣れない時の感覚。白くぼやけていた視界が、ぱ
ちぱちと瞬きしているうちに段々と見えてくる。
「びっくりした。何？ 今の……」
言いかけた私の声は、途中で止まった。
なぜなら目の前の風景が、先ほどとはがらりと変わっていたからだ。
ついさっきまでは花屋やコンビニといった、見慣れた店とアスファルトの街並みがあった。
ただよ

だが、今眼前に広がっているのは、外国の街角にでも迷い込んだかと錯覚しそうな光景――石畳
いしだたみ

の上に色鮮やかな屋根の建物が並ぶ、異国情緒漂う街並みだ。
せわ

か

青空の下、その石畳の道を移動しているのは、中世ヨーロッパ風の服装に身を包んだ人たちだ。

ぎょうし

野菜を載せた荷車を運ぶ野菜売りらしき中年男性をはじめとして、皆忙しなく行き交っている。
初めて見るはずなのに、どこか覚えのある光景。
あれ？ これってまさか……。目を見開いて風景を凝視する。
私はここを知っている、ような気がする。そう、いつか遠い昔に――
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!?

それに思い返してみれば、光に包み込まれた時の感覚も初めてのものではなかった。
ふいに足元に現れた光に、徐々に全身が包まれていく、不思議な感覚。
「うん、やっぱりそう。あの時と同じだった……」
なが

あの日―― 十四歳の私が、異世界に召喚された時と。記憶を思い返しながらじっくり辺りを眺
めれば、おぼろげながら風景にも既視感が芽生えてくる。
そう……そうだ。七年前に見たきりだけど、あの世界の人たちは確かにこういう服装をしていた。
あの看板に書かれた文字にも、かすかに見覚えがある。あれは確か『お菓子屋』という意味だ。

ひざまず

ここはきっと、以前私が召喚された世界だろう。ただあの時とは、どうやら呼び出された場所が
違う。ここは神殿でも私が知る数少ない町でもない――まったく記憶にない町だ。
「一体、どういうこと……？」
すそ

過去に召喚された時、気づけば私は神殿の中にいた。
うやうや

周りには裾の長い白い服を着た神官たちがぞろりと控え、私の姿を見た瞬間、彼らは皆 跪 き、
あが

歓喜の言葉と共に 恭 しく出迎えた。突然見知らぬ場所に移動し、さらにはそこにいた大人たちに
崇められ、私は驚いて後ずさったものだ。
にぎ

だが、ここは神殿どころか室内でさえない、どこかの町の道端。
そこそこ賑わっている様子で、少し離れた先には市場らしきものも見える。
周りを見渡しても、いるのはごく普通の町人ばかりで、神官や魔術師風の人物はどこにも見当た
らなかった。足元に魔法陣の名残もない。誰かが私を召喚したような形跡が見て取れないのだ。

「今回は召喚されたわけじゃないの？ ううん、でも……」
確かに私を呼ぶ声は聞こえた。あの不気味な声の持ち主。恐らく、あの人が私を召喚したのだろ
う。目的はまったくわからないけれど――
はら

もしかして……魔物を倒すために、また光の巫女の力が必要になった、とか？
ご めん

しかし魔物は、私が光の魔法で大半を祓ったこともあり、あの時点でほぼいなくなっていたはず
だ。だからこそ、私はお役御免となり、日本への帰還が許されたのだから。
せん めつ

町の様子も見たところ平和そうで、戦に備えて物々しい準備をしている様子もない。
ゆえ

そば

そもそも、召喚された理由が魔物殲滅なら、私は神殿に呼ばれるはずだろう。光の巫女を守護

け う

するのは神殿の役目で、それ故に神殿騎士であるユーグが、ずっと私の傍についていてくれたのだ
から 。
巫女は稀有な光の魔力を持つので、厳重に守る必要があるのだと、神官たちから幾度も聞かされ
ていた。だからどうしても遠方へ出かけなければならない時以外は、神殿の中から出ることさえ許
されなかった。それだけ巫女は貴重な存在らしいのだ。
だが今の私は、一人ぼっちのノーガード状態。誰かが道の向こうから出迎えに来る気配もない。
うーん……考えれば考えるほどわからなくなってくる。自分が一体なんのために召喚されたのか、
そもそも本当に召喚されたのかどうかも。
考え込んでいると、誰かの肩がどんと背中にぶつかった。
「おい、あんた危ないよ。何立ち止まってるんだ」
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かご

「あっ、すみません！」
け げん

はし

重そうな籠を背負ったおじさんに怪訝な視線を向けられ、慌てて謝罪して道の端へ移動する。し
かし、どうやらそこも市場の一端らしく、布を広げて物売りを始めようとする人の姿がちらほら見
受けられた。ここに立っていては、またすぐに邪魔になってしまいそうだ。
なぜ再びこの世界に来ることになったのかは謎だけど――とりあえずは現状把握のため、色々と
聞いて回った方がいいだろう。

つか

だいだい

「それに、もしユーグが今も神殿騎士を続けているなら、きっと前より昇進して、彼を知っている
人が増えているかもしれないし……」
そこから彼と連絡を取れれば、日本に戻る糸口が掴めるかもしれない。
うなず

よし、ひとまず周辺を歩いてみよう！

にぎ

私は一人頷くと、情報収集のため、目の前の市場を歩き回ることにした。

ひ

真っ先に視界に入ってくるのは、がやがやと賑やかな人混み。

おもむ

物売りの威勢のいい掛け声に惹かれて顔を向ければ、目に鮮やかな赤や 橙 の果物がずらりと並
ぶ屋台があり、ついわぁっと声を上げてしまう。
なつ

わ

他にも陶器屋、毛皮屋、服屋、蜂蜜酒を扱うお店など、現代日本とは趣きの違う、中世西洋風の
なが

品々が並ぶ店構えに、懐かしさと新鮮さが同時に胸に湧いてきた。

なが

のぞ

「まさか、こんな風に間近で眺められる時が来るなんて……なんだか不思議な気分」

こし

思わず、ほうっと息を吐く。
かつて馬車や輿の中から遠目に眺めた風景。背伸びして車窓や幕の内側から覗き見ようとしたが、
危ないですからと止められ、すぐに神官たちに元の場所へ戻されてしまった。唯一自由に見られた
のは、ユーグと二人きりだった時ぐらいか。
……だからかもしれない。あの日、光の巫女として警備されていた時には手の届かなかった品々
が目の前にあることに、現状を忘れてほんのり嬉しい気分になってしまう。
あいたい

そもそも、光の魔法で魔物を倒すといっても、私が直接魔物と対峙していたわけではなかった。
ならばどうしていたのかと言えば、魔物と相対する騎士や魔術師たちが神殿へ持ち込んだ武器に
きょうじん

光の魔力を込めることで、間接的に倒す手伝いをしていたのだ。
魔物は強靭な皮膚と肉体を持っているため、一般的な武器や魔法で攻撃しても、弱らせるだけで
とど

止めを刺すことまでは難しい。
だが反面、魔物たちは光の魔法にだけは非常に弱かった。なんでも彼らの身体の中にある核が、
ゆえ

光の属性に弱いのだという。
それ故、光の魔法を込めた武器で戦えば、効率よく魔物を倒すことができた。
だから私は神殿で、剣や杖といった武器に毎日せっせと魔力を込めていたのだ。これで、持ち主
の人が無事に魔物を倒せますように――そう祈りながら。
ただ、魔力を使うと急激な疲労に襲われるため、一日に使える回数には限度があった。それでも
何度も使い続けるうちに身体が慣れ、次第に量をこなせるようになっていったのだ。
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しんぼく

そそ

私が外出できるのは、そうした間接的な方法では魔物を倒すのが難しい時や、王都から遠く離れ
た場所にある神木に光の魔力を注ぐなど、私が直接出向かなければならないイレギュラーな場合だ

なが

け。そのたまの機会だった旅の途中、ユーグは雑貨屋で髪飾りを買ってくれたのだ。

ろ てん

ちょうど今、目の前にあるこんな感じの――
し

「あっ……これ、可愛い」
道端に布を敷いて雑貨を売る、露店の前。
ひげ

ほが

無意識にしゃがんで青い石のついた髪飾りを眺めていると、すぐに店主のおじさんが陽気に声を
かけてきた。髪色と同じ茶色い髭を生やした、朗らかそうな中年男性だ。
ひた

「おや、いらっしゃい。お嬢さん」
おっと、いけない。思い出に浸っていないで、まずは情報収集しなくちゃ。
即座に気持ちを切り替え、私はおじさんに微笑んで返す。
「こんにちは。すごく可愛い髪飾りですね」
「いやあ、そうでしょう、そうでしょう。それはうちでも特に人気の品でね」
笑顔で言いながら、彼は私の姿を横目で検分している様子だ。この辺りでは見かけない服装が、
きっと物珍しかったのだろう。
それに以前の感覚で考えると、恐らく私の格好は、彼にとって仕立ての良い部類に見えるはずだ。
もしかしたら、上客だと思われているかもしれない。それを意識し、私は幾分上品な口調で、さっ
き思い浮かべたユーグについて尋ねてみることにした。

「本当に素敵。でも、ごめんなさい。今はゆっくり見る時間がないんです。人探しをしていて」
「人探し？ おや、そりゃあどのようなお人でしょう。場合によっちゃ、あっしも少しは役に立て
るかもしれませんよ」
店主はすぐに食いついてきた。協力すれば、お礼に沢山買い物してくれるのではと踏んだのだろ
う。よし、いい感じだと、私はどきどきしながら続ける。
「ありがとうございます。実は……探しているのは、ユーグ・フェネオンという人なんです」
すると店主は、なぜか目をぱちくりとさせた後、がははっと豪快に笑い出した。
あ、あれ？ なんで……
「あの、どうかしましたか？」
戸惑って尋ねれば、なんとか笑いを収めながら店主が答える。

わざ

「いやぁ、だってお嬢さん、そりゃあ見つかるはずもありませんや。ユーグ・フェネオンなら今頃、
この大空を悠々と飛び回っているでしょうからね」
「空 ？ 」
きょとんとする私に、おじさんは楽しげに天を指差した。
「竜騎士ユーグ。白銀竜に乗った国一番の英雄を捕まえるのは、そりゃあ風の精霊様にも至難の業
でし ょ う や 」
「り ゅ 、 竜 騎 士 ？ 」
えっ、ちょっと待って、私の知っているユーグとなんか違う。
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だってユーグは神殿騎士のはずで、間違っても『竜騎士』などという職業ではなかった。もしか
みどりいろ

して同姓同名の別人だろうか。恐る恐る質問を重ねてみる。
うるわ

さら

「あの、それって本当に、銀髪に碧色の目をしたユーグ・フェネオンのことですか？」
「もちろん、そのユーグでさあ。麗しい姿で、お嬢さん方の心を攫ってやまない我らが騎士！ ま
あ、氷のような冷たい態度のせいで、近寄れる奴なんざそうそういやしませんがね」
つな

……どうしよう。やっぱりあのユーグみたいだ。
ただ後半がちょっと、記憶の中の彼とうまく繋がらなかったけれど。
「ごめんなさい、少しびっくりしてしまって。私の知っている彼は、神殿騎士だったものだから」
ばってき

「ああ、それで驚いてらっしゃったんですかい。ええ、確かにユーグはかつて神殿騎士でしたよ。
王命により、当時まだ若い身ながら、異邦の地からいらした光の巫女様の護衛に抜擢されましてね。
それで巫女様のご帰還まで、見事守り通したって話です」
こぶし

そこでおじさんは、ぐっと身を乗り出してくる。
たん

両拳を握った彼の瞳は、まるで少年のように輝いていた。
いくさ

せんじん

「ですがね、ここからがユーグの英雄譚の本当の始まりでさぁ。ユーグは巫女様の護衛を務め上げ、
せんめつ

めぐ

王立騎士団に引き抜かれると、戦に出て剣を振るった。巫女様のご加護か、それはもう戦神のよう
な戦いぶりだったそうです。山を駆け谷を走り、魔物殲滅のため彼はどこまでも駆け巡った。そし
てとある森の奥で、一頭の竜と出会ったのだそうです」
「竜 と … … 」

「ええ！ 本来、人に心を許すはずもない高潔なる竜。だが恐らく、その竜もユーグの強さと心根
たぎ

俺

の良さを認めたんでしょうな。すぐにその場で背中に乗るのを許したってぇ話です。それから彼は
き しん

そいつの背にまたがり、さらに鬼神のごとき勢いで魔物を倒し続けた。いやぁ、血が滾る！
だって一度でいいから、竜ってもんに乗ってみたいもんですよ」
かす

「そうですか。そんなことが……」
答える私の声は驚きと動揺で掠れていた。まさかユーグが、そこまで活躍していたなんて知らな
かった。竜などという幻の存在を見つけていたことも。

て なず

私がこの世界にいた時も、竜自体は実在していたそうだが、伝説と言われるほど希少で、おいそ
れと出会えるような生き物ではなかった。

うなず

深い森の奥に住み、人間に姿を見せたりはしないのだと。そんな竜を手懐けるという偉業を成し
と

ぼうぜん

遂げれば、確かにユーグの名は知れ渡るだろう。
呆然とする私の視線の先で、おじさんは感心したようにうんうんと頷きながら続ける。

はる

「ユーグの戦いぶりは本当に見事でしてね。ほら、先日国境沿いにあるノアマン橋が魔物によって
落とされかけたって話は聞きましたかい？」
「い え … … 」
はやて

「あれもユーグが守り通したって話でしてね。橋が落とされる寸前、遥か彼方からユーグの乗った
竜が疾風のように舞い降り、一撃でその場の魔物を蹴散らした。彼らが去った後には、魔物の死骸
が山のように転がってたが、橋には爪先ほどの傷もついてなかったって話です。今や彼は、世界の
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希望 の 星 で す よ 」
「そう、なんですね……」
聞けば聞くほど、ユーグの活躍のすごさに圧倒されていく。
彼の頑張りがこうして人々に認められていることが我がことのように嬉しくて――けれど同時に、
彼が遠い存在に感じられてしまい、少し複雑な気分にもなってくる。
前は、すぐ手の届く場所にいた人なのに……
と、そこで新たな客の声が後ろから聞こえてきた。
「おやっさん、これを一つくれないかね」
振り返れば、三十代くらいの男性が首飾りを指差している。その後ろにも、こちらを物珍しげに
のぞ

覗き込む若い女性たちの姿が見えた。どうやら、客足が増えてきたようだ。
これ以上仕事の邪魔をしてはいけないと思い、私は会話を切り上げる。
「あっ……話し込んでしまってすみません。貴重な情報をありがとうございました」

つゆ

「おっ、いやいや、こっちこそ妙に熱を入れて語っちまってすみませんね。そういや、人探しはも
ういいんですかい？」
やっぱり、ユーグが私の知り合いだとは露ほども信じていないらしい。
私は小さく笑って首を横に振る。
「ええ、その人と会えるかどうか、ちょっとだけ目星がついたから」
「そうですかい。またのおいでをお待ちしてますよ」

なおも気さくに声をかけてくる店主にお辞儀し、私はその場を後にする。
実を言えば、ユーグの居場所がわかり次第、彼のもとへ向かおうと思っていた。私がこの世界で
最も頼りにしているのは、やはり彼だったから。でも――会うのは難しいのかもしれない。
わざ

国一番の英雄となり、今では竜騎士として文字通り空を飛び回って人々を救っているユーグ。
にぶ

そんな多忙な彼を捕まえるのは、きっと至難の業だろう。
それに、今知ったばかりの歳月の重みが私の足を鈍らせていた。
ユーグはこの七年間で、私の手が届かないほどの英雄になっていた。多くの人に囲まれているだ
ためいき

こぼ

ろう彼は、もしかしたら遠い昔に会った少女のことなんて、覚えていないかもしれない――そう考
た

えてしまって。思わず溜息が零れる。
「考えてみれば、もう七年も経ってるんだものね……」
私にとっては大切な思い出でも、彼からすれば過去の任務の一つに過ぎない。そのことに、今更
ながら気づいたのだ。とはいえ、私がこの世界で頼れる相手として真っ先に思い浮かぶのがユーグ
であることも、変えられない事実。
神殿という狭い範囲でしか生活してこなかった私に、知り合いと呼べる相手は本当に少ない。そ
うやうや

の中で特に信頼できる人といえば、やはりどうしても彼になってしまう。
はばか

神官や侍女たちも私の世話をしてくれたけれど、彼らは最後まで 恭 しい態度を崩さなかったから、
壁のようなものを感じてしまい、頼るのはどうも憚られたのだ。
それに、もはや巫女の役目を終えてただの一般人に戻った私に、彼らが以前のような丁重な対応
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をしてくれるかどうかも怪しい。
そ えん

他に、私に魔法を教えてくれた教育係の魔術師もいたけれど、信頼できるその人とは、とある出
来事がきっかけで途中から疎遠になってしまっていた。
あとは国王陛下だけど――国の最重要人物に会うのは、さらに難しいだろう。
そうでなくとも、彼は最後まで私を帰還させることを渋っていた人物だ。日本へ帰るために協力
してもらえるかどうかはかなり怪しかった。
……ううん。こうして悩んでいても仕方ない。まずはできることから始めなくちゃ。
竜騎士の所属についてはよくわからないが、ユーグと連絡を取るには、やはり騎士団の本部があ
る王都へ行くべきだろう。
一度王都へ行って、ユーグに会わせてもらえないか駄目元で尋ねてみよう。

く

かめ

そう決めた私は、誰かに道を聞くべく、顔を上げて辺りを見渡したのだった。
だが――
うなず

「えっ……王都って、そんなに遠いんですか？」
うなず

目を丸くする私に頷いたのは、水汲み途中らしき甕を抱えた中年の婦人だった。
彼女は眉根を寄せ、神妙に頷く。
「そりゃあそうさ。このファルゴの町からだと、山や丘を越えて四日はかかるよ。護衛を雇って十
分な備えをして行かにゃあ、魔物や夜盗に襲われて終わりさ」
「そうなんですか……」

かんかつ

「まあ、王都なんて行かなくても、この町だって栄えてるんだ。ここで用足しをする方が無難だよ。
ここらの店を回れば大体の品は揃うし、宮廷の副魔術師長様が管轄されてる町だから、魔術師も他
の土地より多めに常駐してる。特にあんたみたいな若い娘は、下手に旅に出て何かあってからじゃ
遅い ん だ か ら ね 」
そろ

親切にもそう忠告を添えて、女性は去っていった。
他の通行人にも聞いてみたが、皆、口を揃えて同様に言う。
ここから王都までは遠い。道中魔物も出るし、悪いことは言わないからやめておけと。
「まさか、そこまで遠かったなんて……」
思わずがっくりとして、近くの壁に手をついてしまう。
にぎ

悪くても、半日か一日歩けば着けるのではと甘く考えていた。
ここ、ファルゴの町は結構賑やかな様子だし、交通の便も良さそうだったから、街道沿いに歩く
こし

か馬車に同乗させてもらえば、そう時間もかからず着けるのではと。
巫女時代、神官たちに連れられるまま馬車や輿に乗るだけだった私は、地図を見る機会などほぼ
なく、当然ながらこの世界の地理など頭に入っていなかった。それが今ほど悔やまれたことはない。
まあ、もし見ていたところで、今日までずっと覚えていられたかどうかは怪しいけれど……
――それに気になったのは、魔物が出るという話。
さっきの雑貨屋のおじさんの話でも、一瞬あれ？ とは思ったのだけれど、ついユーグの話に気
を取られてしまったのだ。しかし、色々な人たちから話を聞くうちに違和感が強くなってくる。
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はら

だって私の記憶が確かなら、魔物はもうほとんどいなくなっていたはずなのだ。

おおかみ

いぎょう

「変だわ……。魔物は祓ったし、巣もちゃんと封じてあるはずなのに」
つの

目を伏せ、ぽつりと呟く。
魔物とは、三つ目の熊や角が生えた 狼 など、動物と似て非なる、異形の生き物たちのこと。
うろ

わ

あ

か

闇から生じるとされる彼らは、人間を襲う習性を持っており、深い森のさらに奥にある、ほの暗
い洞の中から湧き出てくるのだという。
神殿の人間は、それを『魔物の巣』と呼ぶ。七年前、その巣の在り処を国の北にある森の奥で見
つけ、私の光の魔法で封印することに成功した。
これ以上魔物が増える可能性がなくなり、今地上にいる魔物の根絶も間近という状況。さらに私
が光の魔力を込めた武器も、その頃にはかなりの数が集まり、それがあれば残りの魔物も簡単に倒
せるとの見通しも立っていた。
まあ、それでも巫女にはまだ利用価値があるので、国王やその側近たちは私を帰還させることを
だいぶ渋っていた。だがそれも、ユーグたち神殿騎士が進言してくれたおかげで、私はなんとか日
本へ戻ることができたのだ。
でも状況を聞く限り、魔物はまだこの世界から消えていないらしい。
「……それって、どういうこと？」
知らず眉根を寄せてしまう。一体何があったのか気になるけれど、ともかく、王都までの道のり
がそんなに危険なら、今すぐに向かうのは難しそうだ。――というか、長旅の準備を整える必要が

あるのでは、当分の間は無理だろう。今の私は護衛を雇うどころか、今日の夕飯を買うお金すら
かばん

持っていないのだから。
持っていた鞄も、どうやら召喚された際に日本へ置いてきてしまったらしく、私の手には今、何
ふ

もなかった。この無一文の状態で、まずは今晩をどうにか乗り切らないとまずい。ぼんやりしてい
るうちに夜が更け、野宿なんてことになっては目も当てられない。
かたむ

「と、とにかく……今夜一晩泊めてくれそうなところを探しましょう！」
空を見上げれば、太陽は徐々に傾きつつある。

ろ てん

早めに行動した方が良さそうだと判断し、私は再び町中を移動し始めたのだった。

ふさわ

そば

たくま

歩いてきた方向へ戻ると、道端で雑貨を売っていた露店は姿を消し、代わりに食物を扱う移動屋
台が至るところに出始めていた。
あぶ

夕飯時になったので、時間帯に相応しい店へと入れ替わったのだろう。すぐ傍では、逞しい体格
の中年店主が威勢のいい声で炙った串刺し肉を売っている。その隣では、焼きたてのパンや、ミネ
ただよ

ストローネに似た具沢山の赤いスープを売る屋台もある。
漂 ってくる香ばしい匂いに、お金もないのに思わずふらふらとそちらへ行きそうになる。
「うう、お腹すいたぁ……でも駄目、今は我慢、我慢！」
できるだけ見ないようにしようと、ぶんぶんと首を横に振って通り過ぎる。
そんな風に誘惑を振り払いながら、一晩泊まらせてもらえないか、もし可能なら住み込みで働か
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はかばか

せてくれないか、と何軒かの店に頼んでみたが、結果は捗々しくなかった。
しか

最初は良さそうな反応をもらえても、私が身元を証明できるものを持っていないとわかると、店
主たちは皆、途端に顔を顰めて首を横に振るのだ。

なが

どこも人手はそこそこ足りているようで、信用できる人間なら試しに雇ってみてもいいが、わざ
わざ身元不明の怪しい女は雇えないと考えているらしい。
じい

――しかし、困った。
ついに道端を歩くお爺さんにも働き口がないか尋ねてみれば、全身をじろじろと眺められた上、
と首を傾げると、「あそこなら若い娘が稼げる店がいっぱい並んでるよ。何、ちっとの

かし

「あんた、裏町に行ったらどうだい？」と言われた。
裏 町？
間寝台に寝そべってじっとしてりゃいい。あんたならきっと売れっ子になれるだろうさ」と言われ
こじ

あ

く

る。それでどういう系統のお店かわかり、私は「け、結構です！」と、慌てて彼の前を去った。
ユーグへの初恋を拗らせた挙げ句、今まで誰とも付き合ったことのない私には色々と難易度が高
すぎる仕事だったし、彼以外とはどうしても、そういうことをできる気がしなかったのだ。
そのまま行く当てもなく、とぼとぼと歩く細い路地。
「どうしよう、どんどん日が暮れてきた……」
夕暮れに染まりゆく空を見上げ、途方に暮れる。今は午後六時頃だろうか。
駆け込み寺というか、救護院みたいな施設でもあれば良いのだけど、町人たちに聞いてみた限り、
そういう場所はこの町にはないようだった。だから、宿や誰かのお宅にお世話になれなそうなら、

かぶ

もう野宿するほかない。
「最悪の場合、布でも被って、建物の隙間で夜を越すしかないのかな」
たんそく

できればしたくないけれど、安全に夜を乗り切るには、それしかないだろう。
はぁ、と嘆息していると、道の向こうから子供たちが騒ぐ声が聞こえてきた。
あわ

なんだろうと曲がり角の先へ行くと、路地裏で三人の少年が一人の少年を取り囲んでいる様子が
目に入る。十二、三歳ほどの少年たちに囲まれているのは、彼らと同年代に見える淡い金髪の少年
で、どうも不穏な雰囲気だ。
「やーい、役立たず魔術師！」
はや

「そうだ。母親みたいに、さっさとこの町から出ていけ、リュカ！」
うるさ

三人の少年たちに囃し立てられ、金髪の少年が押し殺した声で反論する。
「… … 煩 い 、 黙 れ 」
や

ゆ

「はっ！ 黙るもんかよ。本当のことなんだから」

はん ぱ もの

魔物を倒せない魔術師なんて、この町にいる必要はないって父ちゃんが言ってた。お

リーダー格らしい、のっぽの少年が意地悪く揶揄すれば、隣の二人も小馬鹿にしたように笑う。
「そ う だ ！

前らみたいな半端者がいると、数が足りてると思われて他の魔術師が住めないからって」
「馬鹿はお前たちの方だ。他の魔術師が代わりに住もうが意味はない。……光の魔力が込められた
にら

武器は、どこも数が足りないんだ。いずれそいつだって魔物を倒せなくなるんだから」
リュカと呼ばれた金髪少年は、少年たちをきっと睨みながら悔しそうに口にする。
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あざけ

しかし、彼の言葉を信じた様子もなく、少年たちはさらに嘲った。
「はん、何言ってんだ。もし光の武器が足りないなら、今この町が安全なわけないだろ？ 武器の
おかげで、こうして結界で守られてるってのに」
「さっきから負け惜しみ言ってんなよな、リュカ」
「魔物にやられた傷持ちのくせに！」
にら

「負け惜しみなんかじゃない。……それ以上続けるなら、お前たちの口を封じてやる」
そう言って、彼らをぎっと睨んだリュカくんが、小さく何かを呟き出す。
あっ、これ、魔法の詠唱だ。
リュカくんがどんな魔法を使うつもりかはわからないが、子供でも魔術師と言われているぐらい
だから、ある程度は強いものを扱えるのだろう。
きっとそれは、目の前の少年たちを文字通り黙らせるような魔法のはずで――
彼の悔しい気持ちもわかるが、大怪我する事態に発展してはまずい。
私はとっさに声を上げて彼らに歩み寄った。
「ちょっと！ 貴方たち、そこで何してるの？」
「げっ、誰か来た！」
はじ

少年たちがぎょっとした様子で飛び上がり、こちらを向く。
彼らの向こうにいたリュカくんも弾かれたように顔を上げ、眉根を寄せて詠唱をやめた。
その様子にほっとしつつ、私はさらに近づいていく。

「ねえ、こんな所で集まって何をしていたの？」
もしリュカくんが本当に生意気なんだとしても、そ

「な、なんでもねえよ。ただ、こいつが……リュカが生意気だから、色々教えてやってただけだ」
「そんな風に、三人で一人を取り囲んで？
れって少し卑怯じゃないかしら」
少年たちを見渡して穏やかな口調で告げた私に、彼らは反射的に言い返してくる。
「ひ、卑怯じゃねえよ！ だってこいつ……仕方ないだろ、役立たずなんだから」
「どうして貴方は、彼が役立たずだと思うの？」
「そんなの、決まってるだろ。魔物を倒せないんだぜ」
得意げに胸を反らした彼の言葉を受けて、私は静かに続ける。
「魔物を倒せないから役立たず、か……。なら、私も役立たずね。残念だけど、この手で直接魔物

そむ

を倒すことなんてできないもの。でも、そう言うからにはきっと、貴方たちはできるのでしょうね。
それ っ て す ご い わ 」
そ

そう真っ直ぐに見つめて微笑めば、少年たちは、うっと言葉に詰まって顔を背けた。そのまま目
しら

を逸らさない私にばつが悪くなったのか、やがてリーダー格の少年がその場を離れようとする。
「なんなんだよ、この変な女。ちぇっ……もういいや。白けたから、早く行こうぜ」
「う 、 う ん 」
にら

「いい気になんなよな、リュカ」
最後にリュカくんをひと睨みするや、三人の少年たちはその場を歩み去った。絡まないとどうに
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すく

も気が済まないらしい。
肩を竦めて彼らの後ろ姿を見送ると、私は一人残されたリュカくんを振り返る。

にら

「さて。貴方、リュカくんって言うのよね。突然割り込んじゃってごめんなさい。そういえば、ま

うつむ

だ名乗っていなかったわね。私は……」
「… … な い 」
「え ？ 」
よく聞き取れず問い返せば、彼は俯いていた顔を上げ、ぐっと睨みつけてきた。
「僕は、あんたに助けてほしいなんて頼んでない。あんな奴ら、魔法で倒せたのに」
だいぶ悔しげな口調からして、気の強い少年のようだ。
おお

りん

たた

それに間近で見ると、とても顔立ちが整っている。さらさらとした金髪は肩近くまであり、長い
まつ げ

睫毛に覆われた紅茶色の瞳は凛とした光を湛えていた。今は優美な雰囲気の美少年だが、このまま
育てば将来かなりの美青年になりそうだ。
彼は他の少年たちとは違い、金糸で綺麗な模様が刺繍された白い服を着ている。
――あ、これ、魔術師用の服だわ。
ひたい

昔会った別の魔術師たちも、こんな複雑な刺繍入りの服を着ていたことを思い出す。
あと

けれど彼の容姿や服装以上に目につくのは、額にある大きな傷。前髪で少し隠れているが、まる
で動物の爪で引っかかれたかのような傷を中心に、黒ずんだ痕が広がっていた。
「貴方、その傷……」

あかし

あと

私は驚いて呟く。黒い傷――それは、魔物によってつけられた傷だという証だったからだ。
ふさ

魔物は闇の気を強く持っているため、引っかかれたり噛まれたりすると、そんな風に黒い痕が残
うつむ

る。中には強い毒を持つ魔物もおり、傷が塞がった後でも体内に毒が広がり続ける場合さえあった。
心配から思わず眉根を寄せた私に、俯いた彼は右手の甲で額を隠す。
「……別に、大した傷じゃない」
け ねん

「でも、そんなに黒ずんでいるのに……」
もし毒でも残っていたらと懸念したのだが、彼はなんでもないと言うように首を横に振る。

うなず

「これ、だいぶ前にできた傷なんだ。それに、ただ黒くなっただけで、毒は少しもなかったから」
「本 当 に ？ 」
それでも心配が消えない私に、彼は目を伏せて頷いた。
「前――森で母さんが魔物に囲まれて、助けに入ったところを爪でやられたんだ。なんとか逃げ延
びたけど、杖をくわえていかれて……以来、母さんは思うように魔物を倒せなくなった。それであ
こぶし

いつら、あんな風に馬鹿にして。……でも、母さんは役立たずなんかじゃない」
リュカくんがぎゅっと拳を握り締め、悔しげに言う。
「そっか。そういうことだったのね……」
魔物は光の魔法以外には強い抵抗力を持っているので、武器を失っては上手く倒せないのも仕方
がない。腕利きの魔術師にもなかなか倒せなかったせいで、国王は私という異世界人を召喚するよ
う命 じ た の だ か ら 。
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同時に、光の魔力を込めた武器は沢山あったはずなのに、もはや前線で戦う人々への補充がきか
ないほどの状況になっているのかと不審に感じる。
あれだけ数があったのだから、神殿に申請すれば、新たなものを補充してもらえるのではと思っ
たのだけど……彼の話を聞く限り、それは難しそうだ。
「もしかして、それで私はもう一度召喚されたの……？」
となると、私を召喚したのは、やっぱり国王や神殿の人たちなんだろうか。
でも、迎えに来る気配は今もないし……
それに、もし彼らが召喚主なら、そもそもこんな王都から遠い町に召喚したりはしないだろう。
前と同様、神殿内にある召喚の間に呼び寄せれば良いだけなのだから。
いや

何より今の私は、光の魔法を使えるかどうかさえわからないのだ。以前は魔物を倒すだけでなく、

たぐい

彼らによる傷だって癒すこともできたけれど、日本では魔法なんて当然使えなかったし――。そこ
まで考えて、ふと思う。
いや

そうだ……私の光の魔法を、リュカくんに試してみたらどうだろう。
光の魔法は、基本的に魔物を倒すだけで、治癒魔法のように傷を癒す類のものではない。ただ、
普通の怪我はともかく、魔物に負わされた傷だけは例外的に治すことができた。
あと

それだけ光の魔力が、闇の魔力に対して効果があるということなのだろう。
おまけにもし上手くいけば、リュカくんの傷痕を消すだけでなく、自分の能力の現状を把握でき
る。元々私に使えること自体が不思議な力だから、七年の歳月を重ねた今、すでに消失していたと

わず

してもおかしくない。でも私に、巫女としての能力がまだほんの僅かでも残っているなら……
――迷っていても仕方ないわ。とにかく、一度やってみよう。
心に決めた私は、リュカくんに向き直って話しかけた。
「ねえ、リュカくん。ちょっとの間だけじっとしていてもらえる？」
け げん

「じっとって、なんでそんなことしなきゃいけないのさ」
あと

怪訝そうに見返す彼に、できるだけ簡潔に説明する。
「ええとね。貴方の傷痕、治せるかどうかはわからないけど、もしかしたらなんとかできるかも。
ちょっとだけ試してみたい方法があるの」
「傷が、なんとかできるかもしれない……？」
目を見開く彼に、私は期待を持たせすぎないよう神妙な態度で続ける。
「そう。私、特殊な手当てができるの。ただ、今もちゃんとやれるかはわからないんだけど」
「なら……わかった」
私の言葉を信じてくれたのか、それとも少しでも可能性があるなら試してもいいと思ったのか。
リュカくんはやがて、そっと目を閉じてくれた。
ひも と

良かった。ほっとしながら、私は右の手の平に意識を集中させる。
そして急いで頭を働かせ、過去の記憶を紐解き始めた。
よみがえ

――思い出せ、私。どうやって光の魔法を使っていたかを。
記憶の中、 蘇 ってきたのは、私に魔法の使い方を教えてくれた、宮廷魔術師サミュエルの声。

38
出戻り巫女は竜騎士様に恋をする。
39

はら

かた め が ね

長い栗色の髪を後ろでゆったりと三つ編みに結び、片眼鏡をかけた知的な美貌を持つ彼は、いつ
けが

も丁寧な物腰で私に接してくれた。
『アオイ様。光の魔法とは魔の穢れを祓う清めの魔法であり、救いの魔法。誰かを助けたいと強く
念じると、その手の平に白い浄化の光が現れるのです』
『浄化の、光……？』
『そうです。それは使用者が心から念じねば生じない、扱いの難しい魔法でもあります』
『でも、出ないよ……？ サミュエル。てのひら、何も変わらない』
戸惑いながら自身の小さな手を見つめた私に、サミュエルは静かに口にする。

かば

『では、身近な誰かを思い浮かべて念じられるとよろしいでしょう。貴女の大切な誰かの命が、今
よ

まさに消えようとしている、その状況を』
その言葉で脳裏を過ぎったのは、大事な家族が大怪我をする場面。
次に浮かんだのは、ユーグが魔物に襲われて息絶える場面。騎士である彼が私を庇って大怪我を
あわ だ

するのは、今は遠くにいる家族以上に、早晩起きてもおかしくない状況だった。
想像し、ぞっと肌が粟立つ。
ユーグが、死んじゃう……？ やだ、そんなの絶対にいやだ……
そう心の中で叫んだ瞬間、手の平からぼうっという音がして、ほのかな白い光が生じていた。ゆ
あわ

ぼうぜん

なが

らゆらと揺れながら私の顔を照らす、まるで炎のような光。
私は目を見開き、淡い輝きを呆然と眺める。

『で 、 で き た … … 』
『ええ、アオイ様。それが光の魔法です。その白い光こそが魔物を倒し、貴女自身をも守る力とな
ささや

さと

る。それをゆめゆめ、お忘れなきよう』
サミュエルはそう囁き、諭すように私の手をそっと握った。
――そんな過去の記憶から、私は目の前の少年へと意識を戻す。
母親を守ろうとして怪我を負ったリュカくん。私の力なんてちっぽけだけど、叶うなら彼の傷を
いや

癒したい。だからお願い。出てきて、あの時と同じ白い光――
あわ

そう強く念じた瞬間、手の平からかすかな光が生じた。初めはごく小さく。けれど徐々に大きく
なったそれは、やがて少年の額をぼんやりと淡く照らすほどの大きさになった。
まぶた

「え … … ？ 」
瞼 越しに光を感じたのだろう、リュカくんが驚いた様子で目を開ける。それを視界に入れながら、
いや

私はさらに魔法へ意識を集中する。
彼の傷を癒したい。だからお願い、少しでもいいから傷を消して……！
その必死な思いが通じたのか。白い光が触れた部分から、リュカくんの額の傷が徐々に薄くなっ
ていく。濃い黒色が薄灰色となり、やがて元の肌色へと。そうして光の輝きが弱まり、完全に私の
手の平から消える頃には、彼の傷はすっかり見えなくなっていた。
――やった、成功だ。
「良かったぁ……！」
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!!

も

思わずほっと息が漏れる。

じか

できるかどうか不安だったけれど、今も少しは光の魔法を使えるようだ。
「あのさ、あんた今の……」

の

戸惑った様子でリュカくんが私を見返してくる。直に目で確認することはできなくても、自分の
肌に何か変化があったことは感じたのだろう。私は微笑んで答える。
「ありがとう、じっとしていてくれて。あっ、今のはね……」
にじ

そう続けようとしたが、途中でがくんと力が抜けた。さらには肩にどしっと疲労が伸し掛かって
きて、じわじわと額に汗まで滲んでくる。あ、そういえば、と思った。
光の魔法を使った後は反動のため、時間差で疲労が来ることを思い出したのだ。それが今回も
襲ってきたらしい。こうして一気に体力を消耗するところも以前と同じようだ。
「ご、ごめん。ちょっとだけ休ませて」
壁に手をついて力なく言う私を見て、リュカくんが真剣な表情をする。
「――僕、誰か人を呼んでくる」
「あ、大丈夫。少し休めば回復するものだから」
それに誰かに来てもらっても、現状の説明ができずに困ってしまう。光の魔法は本来、光の巫女
にしか使えないものだから、下手に正体を明かせないし。
「で も … … 」
なおも心配そうな眼差しを向けてくる彼に、私は小さく首を横に振る。

「私のことは気にしないで。それより、君もそろそろ家に帰らなきゃ。もう暗くなってきたし」
「別に僕は、急いで帰らなくても……」

しゅんじゅん

「ううん、帰った方がいいよ。おうちの人がきっと心配してると思うし。私も、休んだらちゃんと
移動するから。だから……ありがとう、リュカくん」
微笑む私に、これ以上言っても無駄だと悟ったのか。やがて彼は小さく息を吐くと、逡巡する様
子を見せつつも道の向こうへ歩いていった。最後まで、私の方を何度も振り返りながら。
こら

リュカくんの姿が完全に消えたのを確認すると、私はほっとして、壁に背を預けたままずるずる
と下がっていく。彼に心配をかけまいと、なんとか腰を下ろすのだけは堪えていたのだ。
地面に座ったまま、ぐったりとしながら呟く。
「はぁ……それにしても、びっくりした。魔法ってこんなに疲れるものだったっけ」
当時も疲労は感じていたが、ここまでだった記憶はなかった。それとも、あの頃とはもう体力が
違うせいだろうか。もしそうなら結構ショックだ。
「でも、ちゃんと使えた……光の魔法」
再び起こせた奇跡に、胸が高鳴る。ファンタジーな力を今も使えると思うと、やっぱり嬉しいも
のだ。だから疲れてはいるが、もう一度確認しようと手の平に念を込めてみる。
さあ、出てきて。白い光……！
だけど――
「あ、あれ？ 何も出てこない……」
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願いが足りなかったのかな？ そう思って必死にユーグのことなどを思ってみたが、やはりあの
こら

白い光は二度と出てこなかった。な、なんで……？
焦る思いで、疲労を堪えながらも何度か試していると、道の向こうから誰かが歩いてくる姿が見
ばあ

えた。徐々に近づいてくる小柄な影に、リュカくんが戻ってきたのかと思って慌てて動きを止めた
しら が

が、違った。それは腰の曲がった小柄なお婆さんだった。
たけなが

たたず

長い白髪を後ろで束ね、上品な色の布で包んでアップにしている。上は濃い紫色のブラウス。下
しと

よそお
み

や

は丈長のスカートに白いエプロンを重ねていて、質素ながら品の良い佇まいだ。
わしばな

だが淑やかな装いにそぐわず、その眼光は鋭い。
しわくちゃの顔に鷲鼻が特徴的な風貌の彼女は、私をじろりと見遣り問いかける。

あご

「あんたなのかい？ リュカ坊の傷を治してくれた娘ってのは」
「は 、 は い … … 」
そして私の様子をさらにじろじろと観察するや、彼女は顎をしゃくって道の向こうを指した。
「よし。疲れちゃいるが、歩けないほどじゃなさそうだね。ほら、さっさと立ちな。行くよ」
「えっ？ あの、行くってどこに？」
いきなり現れたかと思えば、当たり前のように私をどこかへ案内しようとする様子に戸惑う。
すると彼女は、ふんと鼻を鳴らして答えた。
「そりゃあ、あたしの家さ。あんた、リュカ坊の傷を治してくれたんだろう？ あたしはあの子の
母親から、あの子のことを頼まれてるんでね。ささやかだがその礼をしたいのさ」

「お 礼 … … 」
それで、わざわざここまで来てくれたのか。
は

じ

うなず

恐らくリュカくんが、大人の手を借りた方がいいと判断し、彼女を呼びに行ってくれたのだろう。
ことの経緯に思いを馳せていた私に、彼女は焦れた様子でさらに言う。
「ほら、行くのかい、行かないのかい？」
「あっ……行く！ 行きます。喜んでお邪魔します！」
思わぬ誘いに驚きつつも、安全に休める場所が欲しかった私は勢いよく頷いたのだった。
ばあ

かんせい

いしだたみ

お婆さんに連れられるまま、細い路地を歩いて五分ほど。
彼女が向かったのは、路地を抜けた先にある閑静な石畳の通りだった。
あふ

立ち並ぶ建物の玄関脇に看板があるところを見ると、どうやら小さなお店がいくつも固まってい

ばあ

る通りのようで、夕暮れを過ぎた今はどこもすでに閉まっている。けれど、どの店も窓辺に溢れる
ほどの花が飾られているのが印象的だった。
つた

は

その中の一軒である、白い石造りのこぢんまりした店の前まで来ると、お婆さんは足を止めた。
石壁には蔦が青々と這い、窓辺にはこれまで見たどの店よりも沢山の花が飾られていて美しい。
花の美しさ以外に、どこか謎めいた感じもあって、独特の雰囲気を持った店だ。
「ここがあたしの店さ。さ、入んな」
「あ、はい……お邪魔します」
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立ち読みサンプルはここまで

ばあ

玄関扉を開けたお婆さんに続いて、私はドキドキしながら中へ足を踏み入れる。
あめいろ

店内へ入ると、そこには狭いながらも趣味良く整えられた部屋があった。

すがすが

あめ

すぐ目に飛び込んでくるのは、年季の入った飴色の木製のカウンター。その後ろには、同じく飴
いろ

くき

色の木棚が作りつけられ、小瓶や乾燥させた植物、花などがずらりと並べられている。

ばあ

しょくだい

とも

脇の壁にも茎の長い植物が逆さまの状態で干されていた。見渡す中、鼻に届くのは、清々しい花
の香りや、青臭い苦みを感じる草の匂い。
なが

もしかしてここ、薬草屋さんなのかな？
あか

興味深く辺りを眺める私の前で、お婆さんが棚から燭台を取り出して火を灯す。途端、辺りが
だいだい

橙 色の灯りでぼんやり照らされ、さらに観察しやすくなった。

ばあ

色味は違えど、日本でよく見かけた草花にそっくりな植物もあり、思わず呟く。
「あ……なんだかラベンダーみたい」
壁際に干された桃色のそれをしげしげと見上げていると、お婆さんが振り返った。
「ラベンダー？ なんだいそりゃ」
「あの、私の住んでいたところにあったハーブ……ええと、薬草みたいなもので」
「ああ、そりゃあたしは薬草師だからね。そのラベンダーってのは知らないが、薬草や木の根っこ

ばあ

だけはやたらと置いてあるのさ。さ、お喋りはいいからそこに座んな」
「は 、 は い 」
どこまでもぶっきらぼうな態度のお婆さんだ。

い

私はとりあえず、示された椅子に大人しく座ることにした。
「今茶を淹れてくるから、ちょっとだけ待っといで」
い

ば あ

そう言うや、彼女は曲がった腰を叩きながら、カウンター脇にある扉の奥へと消えていく。どう
やら本当にお茶を淹れてくれるつもりらしい。
「根は悪い人じゃないのかも……？」
それに先ほどの言い方からすると、彼女はリュカくんの実のお祖母さんではないのだろう。なの

ばあ

にこうして私を気にかけてくれるということは、根が悪くないどころか、だいぶ義理堅い人なのか
もし れ な い 。
ただよ

そんなことを考えていると、やがてお婆さんがお盆を手に戻ってきた。その上には陶器の茶器と
茶杯が乗せられ、そこから良い香りがふわっと漂ってくる。
穏やかで心落ち着く、カモミールに似た香りだ。

みずか

「はいよ、待たせたね。あたし特製の香草茶だ。疲れによく効くよ」
「あ、ありがとうございます。あの……」
私が名前を尋ねようとしたのを察したらしく、彼女は自ら名乗ってくれる。
おっしゃ

「ああ、そういやまだ言ってなかったね。あたしの名前は、バルバラさ」
「バルバラさんと 仰 るんですね。私は葵……真村葵といいます」
「アオイだね。……茶を飲みながらで悪いが、まずはあんたに尋ねたいことがあってね。あんた、
治療師か何かをしてるのかい？」
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