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 ペットボトルに詰められたサイダーという名の青春。私はそんな五百ミリリットルの青春を浴びたとき、我は女子高生

であるぞ、と大気に向かって叫びたくなる。おぼろげな私の微力な抵抗。三年という限定期間の称号を浪費している感覚

に襲われて、もどかしさは日に日に募っていく。 

「みのりちゃん！ 音楽室の前で集合写真撮るよ、はやくはやく！」 

 先ほどまで菓子を囲んでいたはずなのに、いつのまにか移動している先輩たち。最初は行動力に驚くばかりだった私も、

すっかり慣れてしまっていた。 

「はあい。今行きます！」 

 最後の一口、ペットボトルの底から伝った滴を舐めとって、私は音楽室の重い扉を開けた。音楽部一年杉田みのりとい

う名が馴染んできた今日、私の手に菓子を握らせてくれた先輩たちは引退する。わが校が合唱強豪校と呼ばれていたのは

二年ほど前までで、厳しすぎて一度部員が途切れてしまったとかやる気のある顧問がいなくなったとか。そんな理由で今

は強豪校の面影などなく、部員は十人にも満たないゆるい部活になり果てていた。歌を歌って、疲れたら休んで、菓子を

囲んで。顧問の先生は吹奏楽の方に熱心のようで、基本放任主義。準備室に常駐してある菓子の山が象徴するような部活。

確かに昔の様に功績はないかもしれないけれど、私は陽だまりのようなこの部活が大好きだった。ぶわり、音楽室の防音

扉を開けると、いつも生まれたての風に包まれる。 

「一番写真が綺麗に撮れる機種って誰が持ってたっけ」 

「ねえねえ、撮った写真ちゃんと送ってね！」 

 文化祭が終わってからすでに数時間が経過している。後片付けもあらかた終わってしまったようなこの時間に、校舎に

残っている生徒など勿論いるはずもない、聞き慣れた声がただ廊下に響いていた。 

「ほらぼーっとしてないで、みのりちゃんも並んで」 

「あっ、はい！ すみません結衣部長！」 

「もう、私は引退するんだから、部長付けはやめてよね」 

 分かっていたことでも、改めて聞かされるとじわりと私の心が滲んでいく。 

「ああ、もうそんな顔しないで。ほら、写真撮るよ。皆、変顔ね！」 

 恒例の変顔集合写真、上手く笑えているだろうか。これ、三年生はいつも変顔しないんだよね、そんな事を考えて小さ

な笑みがこぼれた。 

 

「そういや次の部長って誰になったんだっけ、みのり、知ってる？」 

「いや、聞くの忘れてたよ。でも部長って三年生の先輩が指名するんでしょ？ まあ、音楽室に行ったら分かるでしょ」 

 同じ部活の子と共に音楽室へと向かう。そういえば昨日の引退式の時に開けた菓子がまだ残っていたはずだ。あのポテ

トチップスはピリッと来る辛さがお気に入りだ。 



「お疲れ様ですー」 

 ガチャリ、と音を立てて友人と共に音楽室のドアを開ける。何故かいつもよりも軽くて、私は思わず前のめりになって

しまった。肌に刺さるような冷気が吹き付けた。 

「授業の終わりからもう十分以上経ってる。一年生」 

 もう肌寒くなり、いくら長袖を着ても所詮夏服、冷たさが貫通して刺さってくる。そんな季節だというのに、先輩はそ

の風を自分でまとっているかのように窓の側に佇んでいた。 

「みえない先輩じゃん」 

 横でぽつりとつぶやいた友人を、肘で小突いた。みえない先輩とは勿論あだ名だ。本当の名前は恵美。四人いる音楽部

二年生のうちの一人だ。 

「まあ、他の二年生もまだ来ていないわけだし、一年生を責めるわけにはいかないけれど」 

 みえない先輩は深くため息をつくと、隅に置いていた大きなゴミ袋を んだ。 

「じゃあ私は溜まっていたゴミを捨ててくるから。一年生は、そうね、準備室の楽譜の整理でもしていて頂戴。この部屋

は少し散らかりすぎているから」 

「あっ、分かりました！」 

 先輩は私たちの返事を聞くと軽く頷いて音楽室を出ていった。 

「はあ、私、みえない先輩と初めて話したかも」 

「ちょっと、そういうの軽々しく口にするものじゃないよ。先輩に聞こえてたらどうするの？」 

「でもさあ、みえない先輩って三年生の先輩とは話してたと思うけど、私たちとはあんまり関わることなかったじゃん。

それにちょっと怖いし」 

 言いたいことはすぐ分かった。みえない先輩は、少し怖い。つり目な所とか、あまり喋らない所とか。さらに部の恒例

の集合写真の時、先輩はいつも右手で自分の目を隠す。恵美先輩の目はいつも見えないからみえない先輩。他の先輩がフ

レンドリーだからだろうか、近寄りがたいのだ。 

「掃除かー、確かに久しぶりかも。でも案外楽譜も散らかってないし、結構楽に終わりそう！ そしたら昨日のお菓子消

費しなきゃね」 

 友人も考えることは同じのようで、賛同の意を込めて頷いた。しかし、言う通り確かに散らかっていない。というより、

昨日よりもあからさまにスペースが広い気がするのだ。もっと、ここに積み重なっていたものがあったような。 

「ねえ、みのり。みのりったら、ちょっと！」 

「え、ああ、うん。どうしたの？」 

 焦ったような、少し震えが含まれた声に振り返ると、友人が指さす先には確かにおかしな光景が広がっていた。 

「ねえ、昨日のお菓子とか、どこいったの？」 

 確かに昨日まで食べきれるのか心配になるほどに積み重なっていた菓子の山が忽然と姿を消しているのだ。かろうじて

残っているのは だけ。そんな時、見計らったかのようにドアが開いた。騒がしさと共に二年生の先輩たちが入ってくる。

一番後ろにはみえない先輩もいた。流石、私たちよりも一年長くこの音楽室に来ているからだろうか。菓子がないことに

気づいたみえない先輩を除く先輩たちは、一瞬顔をこわばらせた後に、無理やり作ったかのような笑顔で笑った。 

「な、なあに。もしかして一年生で全部食べ切っちゃった？」 



 私たちが返答に困っていると、今まで静かだったみえない先輩が口を開いた。しかも、何の悪びれもしないような、い

つも通りの冷たい真顔で。 

「ああ、それなら私が全部捨てたけど」 

 慣れてしまったと思っていたのに、また窓の開け放たれた部屋の冷たさが私の背筋を襲った。 

「あんな刺激の強いもの、音楽部の部室に置いておけるわけないじゃない。必要のないものでしょう？ あと、今日から

ジュースは禁止、お茶も禁止、カフェインを含む飲み物も禁止だから。昨日はお祝いだから妥協してたけど、これらって

全部喉に悪いから」 

 凛としたよく通る声だけが、部屋の中に響く。二年生の先輩は咄嗟のことで驚いているのか、それとも怒っているのか。

誰も口を開かない。まるで昨日までとは別の場所にいるみたいで、私は俯くことしかできなかった。そして思い出した。 

「そういえば言い忘れていました。本日から音楽部部長になりました。どうぞ、よろしく」 

 みえない先輩に近寄りがたかった理由の一つ。それはどんな時であっても、 以外の菓子類を食べず、常にミネラルウ

オーターを飲んでいたからだ。 

 

「はあ、来ちゃったよ、放課後」 

 友人が大きなため息をついた。気持ちは分かる、私の足もまるで水の中を歩いているかのように進まなかった。しかし、

立ち止まるわけにはいかない。日に日に重量を増していく音楽室の扉を開くと、みえない先輩はいつもの様にピアノの傍

に仁王立ちしていた。 

「さあ、早く入って。ぼーっとするならいつもの腹筋と背筋やってからにして」 

「す、すみません部長、今やります」 

 今日は遅れなかったからか、みえない先輩の機嫌は比較的良い気がする。できればこのまま刺激しないように、とすぐ

にカバンを置いて腹筋運動を始めた。腹筋運動と背筋運動を三十回、二セット。これもみえない先輩の新ルールであり、

生粋の文化部である私にはかなりの運動である。しかし、やらなければ終わらない。今まで存在していたかも怪しい私の

腹筋を呼び起こして、体を起こす。そんな時、二年生の先輩たちが音楽室に入ってきた。 

「うわ、またやってるよ」 

 先輩のうちの一人が割と大きめの声で呟いた。 

「ねえ、恵美。これってやっぱりやりすぎなんじゃないの」 

「何、ここは音楽部じゃない。当たり前の事でしょう。他の学校だってやっていること」 

 みえない先輩の言っていることは正しい。だからこそ二年生も何も言い返せないのだろう。流れる沈黙の渦に巻き込ま

れ、適切に調節してあるであろう空気も今や濁り切っている。 

「ちょっと、筋トレは準備運動みたいなものなんだから、早く済ませて頂戴。新しい楽譜の読みこみができないでしょう」 

 みえない先輩は三年生の先輩たちが引退してからずっとこの調子だ。土日も全て部活動時間へと還元され、放課後は下

校時刻ギリギリである。部員の不満は募るばかりで、時が経つにつれ雰囲気は底辺を うようになった。しかし、皮肉に

も上達していく技術に、誰も歯向かうことができないのだ。 

「本当、意味わかんない。みのりちゃんもそう思わない？」 

「そ、そうですかね」 



 私とみえない先輩の歌うパートは異なり、パートで練習するときの場所も違う。だからパート練習は唯一みえない先輩

の監視から逃れるところであり、溜まっている愚痴が吐き出される。といっても一年生の分際で不満など言えるわけもな

く、ただ笑顔で相 を打つだけだ。 

「だってさあ、筋トレも疲れるし、正直本気すぎてついていけないっていうか。正直こんなことをしたくて入部したわけ

じゃないし。それにさ、飲み物制限とかひどくない？ ジュースもダメ、お茶もダメ。いいなあ、みのりちゃんは違う学

年だから、恵美の監視ないしさ」 

「ほんとそれ！ 私なんて眠気覚ましにこっそりコーヒー買ったら取り上げられたんだよ、もうどうやって生きて行けっ

ていうの」 

 大変ですね、と先輩たちに無難な言葉を返す。私たちのパート練習はいつもこんな風にぐだぐだと終了する。前までは

全く見えなかった女子高生の陰に潜む泥に、ずぶずぶと沈んでいくような気がして、私はうまく息ができない。前までの

ぬるま湯のような部活が懐かしい。窓の外の曇天が、私たちを っている気がした。 

 

 季節は巡り、外の雪はすっかり溶けたというのに、私たちの不満はただ高く、高く積まれるばかり。それでも誰一人部

活動をやめないのは、幼い意地であったのかもしれない。ひとたび風が吹き抜ければ散ってしまうような脆い私たちは、

春を迎えた。 

「先輩、部活紹介の時に歌う曲は何になるんでしょうか？」 

 同じパートの先輩たちに背中を押され、私はみえない先輩に恐る恐る疑問を口にした。昨年の部活勧誘では流行の歌を

歌い、菓子を配っていた。楽しく和やかな雰囲気が伝わってきた。私が入部を決意したきっかけでもある。春休みが終わ

ってすぐ、入学式と共に訪れる部活紹介の集会は、もう一週間後まで迫っていた。 

「ああ、それならもう決まっているけど。勿論新しい楽譜も準備したし」 

「あ、えっと、どんな曲になるんですか？ いくら春休みとはいえ、さすがに練習を始めないといけないと思って」 

 信じられない。今練習している課題曲でいいでしょう、とため息をつかれると思っていたから。 

「そう。皆知っている曲だからあまり焦る必要はないと思っていたけれど。歌詞も、曲調も分かっているし。できればコ

ンクールの曲を優先したい。でも、集会も学校行事だし仕方がないか」 

 鏡の世界に入ってしまったかのような感覚を覚える。皆が知っている曲ってなんだろう。あのドラマの主題歌だろうか。

それともあのグループのヒット曲だろうか。 

「じゃあ、これみのりさんから配っておいて頂戴。私、行かなければならないところがあるから」 

「わかりました！」 

 みえない先輩は を肩にかけ、コピー機の香りがしみ込んだ楽譜の束を私に差し出す。几帳面にも一人分ずつ綺麗に綴

じられた楽譜が、初めて真っ白に見えた。先輩の背を見送り、私は楽譜の曲名を見る。そして、やはりみえない先輩はみ

えない先輩なのだと思い知らされたのだった。 

 

 かごに綺麗に並べられたフルーツ を手に取ろうとする人はいない。開けられた窓の外からは、部活動体験をしている

明るい声が入ってきていた。 



「やっぱりあんなので新入生が来るわけないじゃん」 

 二年生の先輩の一人が、声を潜ませそう言った。皆、何も返せない。何故なら口には出せずとも、思っていたことだっ

たから。 

 今日の部活紹介の集会は、とても楽しいものだった。ただ部活を紹介するだけではない。漫才や踊りを披露し、部活の

雰囲気全体をどの部活もアピールしていた。ただ、私たち音楽部が披露したのは歌のみ。しかも、校歌だった。他の部活

との温度差に、見ていた人たちもどうすればいいのか分からなかったのだろう。まばらな拍手とざわめきが聞こえた。そ

してそんな空気にみえない先輩がとどめを刺したのだ。 

「やる気のない人には用はありません。全国に音を届ける覚悟のある人だけ来てください」 

 美しく、強く響いたその声は、体育館全体を固まらせた。 

「そうだよね、私だったら絶対来ない」 

「正直ありえないよね」 

 一人が話したことを皮切りに、音楽室にひそひそと囁きが多くなっていく。 

 何かフォローしないと、頭の中をかき回して言葉を探していると、みえない先輩が口を開いた。 

「ちょっと、言いたいことがあるなら普通に声を出して言ってもらえる？ ウィスパーボイスって喉に一番負担がかかる

の。気をつけて」 

 おそらくもう限界だったのだ。ぐらぐらと揺れていた音楽部は、みえない先輩の一言で音を立てて崩れた。 

「いい加減にしてよ！ もう限界。あんたなんかについていけない！」 

 初めに声を出した先輩が、そう叫び音楽室から走って出ていく。他の人も を持ち後に続いて、どんどん人は少なくな

った。何かに引っ張られているかのように、私も音楽室を後にした。みえない先輩の顔は、見られなかった。 

「やーっとあの鬼から解放された！ ねえねえ、この後カレーとか食べに行かない？ 私、ずーっと食べたかったんだよ

ね。うんと辛いやつ」「いいね！ あと私カラオケ行きたい！ ずっと行けてなかったじゃん」 

 不自然なくらい先輩たちは明るかった。何かを覆い隠さんばかりの笑顔に、私はついていけない。どんな顔をすればい

いのか分からなくて、ずっと足の先を見つめる。何故か久しぶりに、サイダーが飲みたかった。 

 流れに逆らわないまま、下駄箱までやってくる。 

「ねえ、みのりちゃんの予算はどのくらい？」 

 もう靴を履きかえた先輩たちが、そう問いかける。私は財布の中身を確認しようと を開いた。しかし、財布は のど

こにも入っていない。今朝バスで出したから持ってきているはずだ。その時、新入生の為に買ってきた の代金を払うた

め、部室で財布を出したことを思い出した。そして、支払いをみえない先輩に断られたことも。そういえばいつも尽きな

いのど も、みえない先輩が一番早くに来て補充しているのだっけ。先輩たちに言えばすぐ貸してくれるのかもしれない。

でも、私は上履きを離せなかった。 

「すみません先輩。私、忘れ物があるので戻ります」 

 急いで来た廊下を戻る。後ろから私を呼び止める声も全て振り払った。いつもは短く感じる音楽室までの道が、ずっと

遠く伸びていた。肺が痛くなり、汗が滲む。震える足をそれでも前に出して、私は音楽室の扉を力強く押した。勢い余っ

た扉が激しい音を立てる。しかし音楽室には誰の姿も見えなかった。 



「そっか、いるとは限らない、よね」 

 乱れた呼吸を整えながら体は急激に冷えて行った。思えば練習の時にはいつもみえない先輩が先にいて、誰もいない音

楽室になど入ったことは一度もなかった。机のない広めの部屋を太陽だけが照らしている。まるでこの世界に私しかいな

いみたいだと、視界が揺れた。行き場のない寂しさだけが私にのしかかってきた。すると、歌が聞こえてきた。私が生ま

れるずっと前の昔のドラマの歌だった。フレーズしか知らない歌だけれど、とても綺麗な歌。無意識のうちに歌の聞こえ

る場所へと歩みを進める。そこは音楽室のベランダ。そして、春風に髪を揺らし歌っていたのは恵美先輩だった。後ろ姿

しか見えないけれど、触れるのがはばかられるくらいその光景は綺麗だった。 

「戻ってきたの。馬鹿ね、そんなんだから他の人にいいように使われるんじゃない」 

 私がベランダへ出るのと同時に恵美先輩がこちらに気づきゆっくりと振り返る。そしてわざとらしい下手な笑顔を見せ

た。言葉を紡ぐには私はまだ幼すぎて、スカートを握り締めることしかできない。静かな時が流れる。すると先輩は小さ

く頷いて、 

「あなたはそこにいるだけでいい。戻ってきたからには私の話に付き合ってもらうから」 

 と柔らかく私に告げ、話し始めた。 

 

 私、中学校でもこんな感じだったの。鬼とか悪魔とか、いろいろな名前を付けてもらった。目つきとか、きついでしょ

う？ ああ、そんな困った顔しないで。本当の事なんだから。 

 周りに避けられて、むきになっていたんでしょうね。いろいろなことをやってた。生徒会も、委員会も、募金のボラン

ティアまで取りあえず何でも参加した。そのうちの一つが合唱部だった。 

「恵美さん、綺麗だね」 

 あるとき、合唱練習が終わった後に声をかけられた。いつも私の隣で並んでいた子。でも同い年の子と話すのになんて

慣れてなかったからひねくれた言葉しか返せなくて。 

「物好きもいるものね、私の姿がちゃんと見えてるのかしら」 

 そうするとね、彼女は少し俯いて、 

「ごめんなさい、あまり見えてないの。でも声とかすっごく綺麗だよ」 

 そう私に謝ったの。何の比喩でもない、本当に彼女は私の事を見えてなかったんだから。 

 病名は長くて忘れてしまった、彼女はどんどん視力が下がっていく、いや消えていく病気だったのは覚えてる。だって

治らないんだもの、眼鏡も効かない。元は両目Ａだったのって馬鹿みたいに笑ってた。 

 でもね、だからこそ私たちは仲良くなれたのだと思う。容姿なんて関係なく、素の自分で相手と向き合えるのだから。

次第に合唱部以外でも話すようになった。家に遊びにも行ったの。彼女は歌が大好きだったから、ずっと曲を流していた。

ちょっと好みは古かったけどね。 

 でも、長くは続かなかった。彼女の病気は気まぐれで、三年の夏急激に悪化したの。それまでおおまかな形は認識して

いたのに、ある日突然、信号機の色が分からなくなったのだそうよ。たくさんの先生にいつも囲まれて、別室で授業を受

けて、クラブも諦めて、そして都会の視覚支援学校に進学した。 

 見送りの時、私は彼女の家に行った。彼女は寮に入って携帯は持てないと言っていたから、もう本当に最後って時。な

んて言えばいいか分からなかった。最初に口を開いたのはやっぱり彼女。 

「私、恵美ちゃんの声が聞こえたらすぐに会いに行く。だからね、どうか立ち止まらないで。前を走ってて。すぐに追い



つくから」 

 私の手を握って微笑んで、彼女は泣きもしなかった。私はそれが悔しくて、悲しくて。そして決めたの、彼女がどこに

いても私の声が聞こえるようにしようって。だから強豪と言われていた合唱部に入って、がむしゃらに突き進んで。実際

入ってみたら思い描いていたものとは全然違うから、失望した。でも絶望はしなかった。設備は整えられていたし、それ

に良い声の部員ばかりだったから。やる気はまあ、足りなかったけど。 

 

「あなたたちには歌を届けたいと思うところ、ある？」 

 恵美先輩は一度も見たことのない、今にも泣きそうな顔をしていた。その時、恵美先輩は私と一つしか年の違わない、

一人の女子高生だと私は初めて気づいたのだ。そして、そんな恵美先輩が私よりも遥かに重いものを背負っていることに、

胸が締め付けられる。ただなんとなく誰かに認められたくて自分の思いを時の流れに吐き出している私なんて、薄っぺら

くて恥ずかしい。恵美先輩の鋭利な言葉が酷く私の心臓を貫いた。 

「なんてね。ごめんなさい。昔話なんて聞かせてしまって。つまらなかったでしょう？ ただの押し付けでしかないのだ

から」 

「そんなことありません！」 

 自 気味に話す先輩の言葉に、思わず声が出た。今まで心の押し入れにうごめいていた私の感情が一気に れ出して、

自分自身でさえも止めることができない。 

「私、先輩の事何にも知らないで、ごめんなさい。私が間違ってて、先輩みたいに真っ直ぐ生きてこなかったから。全然、

気づかなくて」 

 何を言っているか私でも分からなかった。でも、伝えたかったのだ。先輩は間違ってないと伝えたかった。すると、そ

んな私をみて先輩はころころ笑った。 

「分かった、分かったから。もうやめて頂戴」 

 ぱちんと弾けた思いはしゅわしゅわと空に溶けていく。そして、ラムネを飲み終わった後、瓶に残ったビー玉のように、

きらりと光る言葉が一つ、私のもとに落ちてきた。 

「がんばりましょう、合唱！」 

 想像したよりも大きい声が出てしまう。恵美先輩は一瞬目を丸くした後、呆れたように笑った。 

「そんなの当たり前でしょう？」 

 そう先輩が言った時、音楽室の扉がカチャと軽い音を立てた。つやつやの制服を着た長い黒髪の生徒が、顔をちらりと

出す。私たちと目が合うと、慌てたように会釈した。 

「あの、今からでも見学できますか？ 私、先輩たちの歌を聞いて、伴奏をしたいと思ったんです」 

 桃色の空が、さらさらと私たちを笑っていた。 

 

「皆頑張ってる？ 差し入れ持ってきたよ！ 一年生の子は初めましてだっけ。去年部長やってました！」 

「結衣さんだ！ ありがとうございまーす」 

 皆が声を合わせて礼を言う。しかしどこかそわそわとしていて、それぞれ荷物をいじったり意味もなくうろついていた。

かくいう私もその一人である。 



「みのりちゃん、恵美ちゃんは？」 

「はいっ、リハーサルの準備のためここにはいません！」 

 一番近くにいたからであろう、結衣先輩に声をかけられびくりと肩が震えた。 

「なに、みのりちゃん緊張してるの？ まあ当然か、コンクールの当日なんだから」 

 結衣先輩は笑うと、もう一言私の耳元で囁いた。 

「差し入れの袋の中身、全部薬用のど だからあまり皆に期待させないでね」 

「えっ、先輩なんで知っているんですか？」 

 今や当たり前となったのど だが、先輩は知らないはず。だって引退した後だったのだから。結衣先輩がいる時代は菓

子全盛期だったのに、と私は聞かずにはいられなかった。 

「なんでって、知っているに決まっているでしょ。恵美ちゃんを部長に選んだのは私たちなんだよ？」 

 確かに部長を選ぶのは引退する前の三年生の仕事である。部長を選ぶとき、今後の部の方針を話していてもおかしくな

い。 

「ということは、全部知っていたんですか結衣先輩！」 

「こらこら、大きい声出しちゃダメじゃない」 

 結衣先輩はにやりと笑うと、わざとらしく人差し指を口元に持ってきた。 

「引退した後大変になるのも、実際大変だったのも知ってる。でも今日皆の顔をみて安心した。誰一人欠けることなく、

それに新入部員も入ったみたいだし？」 

「はい、皆さんいろいろあったけれど、やっぱり歌うことが好きなんだと思います。だからここに、皆集まっているんで

す」 

 安心した、と結衣先輩は微笑む。その時、恵美先輩が帰ってきた。 

「おっと、そろそろ時間だね。じゃあ私は客席に戻ろうかな。私が来ていることは秘密にしておいて。恵美ちゃん、緊張

しちゃうから。私とは大きな大きな約束をしているし」 

 恵美先輩の視界から逃れるように私の背に隠れた結衣先輩は、手を合わせてそう私に頼んだ。 

「えっ、約束ってなんですか？」 

 用は済んだと帰ろうとしている結衣先輩をつい引き留める。すると結衣先輩は少しの間迷った末に、声を潜めて教えて

くれた。 

「あのね、部の雰囲気が変わってしまうのはいやだって、恵美ちゃんを部長にするのは反対が多かったの。でも恵美ちゃ

んは一年生のころから部長にしてくださいって一生懸命だったから、私が無理を通したってわけ。で、その条件は全国大

会出場なの。部長にするってだけじゃ割に合わないから、無事出場できたら浴びるほどサイダー奢ってあげるっていう約

束もプラスして」 

「えっ、サイダーですか？」 

 炭酸飲料は禁止されているはず。すると結衣先輩は悪戯に笑った。 

「あれ、知らなかったの？ 恵美ちゃん、サイダーは三度の飯より大好きだよ。そういや前にサイダーは喉に悪いって教

えてあげたとき、この世の終わりみたいな顔してたっけ」 

 私がばらしたことは内緒ね、と結衣先輩は小指を出す。私は考えが追い付かずに、されるがままに指切りをした。また



一つ、恵美先輩のことを知ることができた。それだけで胸がふわりと熱を持った。 

「みのりー、リハーサル！」 

 もっと話を聞こうと口を開いたとき、ちょうど恵美先輩の声が聞こえた。 

「大変、私もう行くね！」 

 結衣先輩は慌ててコンクールの会場であるホールの方へ行ってしまった。私も恵美先輩のいる場所へと駆けていく。 

「みのり、誰かと話していた？」 

 遠目からでは結衣先輩だと気づかなかったのだろう。親戚です、と答えながら私はほっと胸を撫でおろす。恵美先輩は

眉を顰め、私の顔をじっと見つめた。 

「そんなことより、恵美先輩。サイダーパーティー楽しみですね！」 

「はあ？ 何の話をしているの？」 

 首をかしげて更に疑問を示す先輩に、自然と顔がほころび口角があがる。 

「その話はまた後で。さあリハーサルに行きましょうか！」 

 私は恵美先輩の手を引いて走り出した。混乱している声が後ろから聞こえるのもまた、私の足をぐんと進ませる。 

 私の青春がまた一つしゅわっと弾けた。 


