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「やっぱりこれ歪んでるよ」 

 オレンジ色の教室でひな子はポツリと呟いた。その小さな声は窓の外の掛け声よりも、

チューニング音よりもはっきりと聞こえた。 

「え？ どこが？」 

 放課後の音に囲まれる中、机四つ分の島の上には心地のよい静けさがあった。そのせい

か野球部が放つ金属バットの音よりも、箱の中でカタカタと揺れるピースの音の方がよく

聞こえた。 

「だーかーらここー」 

 ひな子の白く、ほっそりとした指が完成したばかりの雲を撫でる。私は目をぎゅっと細

め、その部分をじっと見つめた。そこにはただ、まっ白い雲が青い空を穏やかに漂ってい

るだけで、不自然なところは見つからない。 

「別に普通だけど」 

 そう言うとひな子はえーそうかな、と不満げな声を上げた。唇をわざとらしく出しなが

ら手に持っていたピースを箱の中に戻し大きく背伸びをした。 

「あー暑いし、疲れた。ね、今日はもうやめない？」 

 ぐったりと机に倒れこむ姿に苦笑いしながらそうだねと言えば、ひな子はぱっと起き上

がって手際よく片付けを始めた。今日出来た部分を壊さないようそっと箱に入れ、残った

ピースは無くさないように大事にお菓子の缶の中に入れた。その二つを廊下にある使われ

ていない端っこのロッカーにしまった。ここなら誰にも見つからない。そう思ってここを

二人のパズルの隠し場所にしたのだ。 

「ねぇアイス食べに行かない？」 

 手で顔をあおぎながらひな子が言った。私が頷くのを見ると、ひな子はやったーと嬉し

そうにスキップをした。そしてだいぶ進んだ先でくるりと振り返って笑った。 

「ツキシマー！ 早く行こう」 

 私のことをこの学校でツキシマと呼ぶ唯一の生徒。そんな彼女の声と笑顔がなんだかと

ても眩しく感じた。 

 私達が初めて話したのは高校二年の春だった。最初のホームルームが終わり帰りの準備

をしていると、ひな子が話しかけてきた。 



「ねぇアナタ月島さんでしょ？」 

 急に話しかけられて目を白黒させているとひな子はそれに気づいて、ごめん急にと笑っ

た。 

「前から話してみたかったんだ。ねぇ今日一緒に帰ってもいい？」 

 急な展開に追いつけず思わず頷いてしまうとひな子は嬉しそうに口角を上げた。 

 

「好きな食べ物は？」 

「羊羹」 

「好きな教科は？」 

「数学」 

「ペット飼ってる？」 

「猫一匹だけ」 

「趣味は？」 

「……パズル」 

「パズル？」 

 帰り道の質問攻めは彼女のオウム返しによってやっと止まった。前を歩いていたひな子

が不思議そうな顔を浮かべ振り返る。 

「パズルってあのジグソーパズルとかの？」 

 私がこくりと頷けばひな子は目をキラキラ輝かせた。 

「へぇー！ パズルかぁ。小学生以来やってないなー」 

 私がどう返していいか分からないで黙っていると、ひな子は焦ったような表情で手をブ

ンブンと顔の前で大きく振った。 

「別に馬鹿にしてるわけじゃないよ。ただなんかいいなぁって思って……。休みの日とか

にやってるの？」 

「……うん。やってると落ち着くんだ」 

 二言目は余計だったかなと不安になって相手をちらりと見ると、ひな子は先程の輝いた

目にさらに光を入れていた。 

「ねぇ！ 私もやってみたい！」 

 興奮気味なひな子に戸惑っていると、いたずらっ子のような笑みを浮かべ、明日楽しみ

にしててと言った。そしてそれぞれの家への分かれ道に着くと、またねと跳ねるように帰

っていった。 

 次の日ひな子は「千ピース 世界の絶景 エーゲ海」と書かれた箱を堂々と学校に持っ

てきた。家に昔のがあったから。そう言って持ってきた箱はなんだか妙に新しかった。色

褪せてもいない、ホコリ一つない箱だった。私がそれに突っ込む前にひな子は箱を開け始

めた。あんまり楽しそうに開けるから口にするのをやめ、私はピースを出すのを手伝った。

それから私たちの放課後のパズルクラブが始まったのだ。最初のうちはぎこちなかった関



係もひな子の明るさでだんだんほぐれていき、やがてひな子、ツキシマと呼び合う仲にな

った。 

 ドアを開けるとほのかに肉じゃがの香りがした。大好きな母の料理の香りに頬を緩ませ

ていると、廊下の奥から母がひょっこり顔を出した。 

「京香おかえり。ご飯出来てるから着替えておいで」 

 目を細めて微笑む母は、最近の私が遅く帰るのを喜んでいる。きっとパズルクラブのせ

いだろう。小学校高学年から仲のいい友達がいなかった私を母はずっと心配していたのだ。 

「今日はどうだったの？」 

 どうだった？ その質問は学校の授業や学校生活についてではない。ひな子とのパズル

についてだった。母は夕飯の時にパズルの進捗を聞くのが日課となっていた。 

「今日は暑くてあんまり進まなかった。その代わりアイス食べてきたよ」 

 そっか、と母は嬉しそうに口元を緩ませ肉じゃがをつついた。夕飯近くまで一緒に過ご

し、買い食いをする友達が娘にいる。そんな当たり前のことにほっとしているのだろう。

そんな母になんだか申し訳なく感じて、それを隠すために私は口いっぱいに肉じゃがを頬

張った。 

 

「はい、じゃあ四人グループを組んでみて」 

 英語は嫌いじゃないが英語の授業は苦手だった。自分の意見を発表するため、相手の意

見を聞くため、授業の一環として机の島が作られる。私は一番後ろの席で四人グループを

組むとはみ出してしまう。そのため私は四人グループの席に一個席を付け足した、いわゆ

る「お誕生日席」になってしまうのだ。 

「今日は長文の単語調べてお互いに確認してみて」 

 そう言うと生徒達にまかせて、教師は先程行った小テストの丸つけを始めた。この瞬間

から私の息の詰まるような時間が始まった。班員たちは自分の辞書を広げああでもない、

こうでもないと議論を始める。私を除く四つの机の上で。飛び交う言葉たちは飛び出た私

の方には向かってこない。そこにいないように振る舞われる。毎時間毎時間そうだった。

席替えしても変わらない。それに慣れようと思っても、いつも心はキュッと痛くなった。

目線をノートから外し、班員たちの顔をチラリと見てみる。やっぱりこの班は四人しかな

いようだった。 

「じゃあ自分から何か言えばいい」「こっちを向いてもらえばいい」頭の中でわかっていた。

頭で何度もシミュレーションした。だけど。やっぱり目に見えないつながりに、飛びこむ

勇気はなかった。きっと私が入ったら、白い目を向けられる。きっと私が入ったら、斜め

前の女子は困った表情を浮かべる。きっと、きっと、きっと……その方がずっと痛い。病

気も何もないのに私は自然と胸を抑えていた。そのときあの日感じた痛みをふと思い出し

た。一年生の委員会のときの苦い記憶。刺さるような視線。周りで上がる冷たいヒソヒソ

話。思い出すだけでも少し足が震えた。 



 もうあんな思いはしたくない。そう強く思った私は、その時の最善策と、そっと机の島

で息を潜めた。 

「辞書忘れたー見せてー」 

「もう、ひな子忘れ物多すぎ」 

 キャッキャッと楽しそうな声を上げる隣の班はひな子の班だ。言葉の意味を調べる子、

それをプリントに書き留める子。みんながしっかり分担して、アルファベットの羅列を解

いていく。その三人とひな子のつながりを見ていると、心に鈍い雲が広がっていくのがわ

かった。何に対してかはよく分からない。ただただ鉛のように心が重くなった。 

 きっとここがパズルだったらひな子は四つ穴が空いたピースだと思う。今のエーゲ海の

パズルなら、真っ青な海と美しいコントラストを描く中央の白い建物のピース。どれでも?

がることは出来るけれど、確かに居場所が決まっている、そんなピースだろう。そして私

はきっと青い空の一番端っこのピースだろう。二つしか穴があいていない、ただただ青い

ピース。ほかの空からピースをもらってきてそこにはめたとしても、きっと誰も変化に気

づくことはない。 

「京香ちゃん」 

 そんなこと考えていると顔色を伺うように班の女子が話しかけてきた。 

「こんな感じになったんだけどいい？」 

 急に話しかけられ、戸惑いながらもざっと目を通すと一つだけ単語のスペルが間違って

いた。それを見つけたとき自分の胸に小さな期待の芽が生えるのが分かった。 

 「これを教えてあげたら、お礼を言ってもらえるかも」「見直されたりして……」そんな

下心のある親切心の存在が、私の頭の中でむくむくと大きくなった。黙ってろ。黙ってれ

ば何も無いのに。頭の片隅で経験と理性が大きな声を上げて反抗する。認めてもらいたい

という気持ちをベースにした優しさを持つ私と、過去の経験からやめておけと叫ぶ私が激

しく言い争った。そしてつい言葉をこぼしてしまった。 

「あ、あの、これスペル違うと思う。あとこれ、い、意味別のだと思う」 

 私がそう言うと班の空気がピシリと凍るのがわかった。話しかけてきた女子の眉がぴく

りと動く。まずい。そう思った時にはまたあの委員会の時と同じ空気が漂っていた。目配

せをする四人は声を上げずに話をしている。「何あいつ。あんなこと言うやつだっけ」「い

やお前が言える立場じゃないだろ」「さっきまで何もしてなかったくせに」そんな言葉を目

と目を合わせ、口元を歪ませながら話しているように見えた。 

「あ、あーごめんね。ありがと」 

 話しかけてきた女子が貼り付けたような笑みを浮かべ、わざとらしい高い声で言った。 

 それが気持ち悪くて曖昧に笑って逃げるように辞書を開いた。あーあ言わなきゃよかっ

たのに。頭の中で私がつぶやいた。 

 キョウカチャン。仲が良さそうに振舞おうとするその呼び方を心の中で反芻する。いっ

そのこと月島さんと呼ばれた方がいいと思った。気持ち悪い呼び方と、言ってしまったと



いう後悔と、冷たい目線の会話とが組み合わさって心の雲はさらに濃くなった。抑えてい

ないと飛び出してしまいそうで、それを抑えるために小さく深呼吸をした。キョウカチャ

ン。頭の中でもう一度響く。その時、昨日のひな子の「歪んでるよ」という言葉を思い出

した。確かにそうかもね、と心の中で昨日のひな子に頷いてみる。ふと窓の外を見ると憎

らしいほど青い空が広がっていた。 

 

「きょうかちゃんやっぱり変だよ」 

 ふと昔のことを思い出した。昔と言っても小学生の頃。何をしてそんなこと言われたか

は思い出せない。ただ覚えていることは自分が正しいことを言ったこと、相手は聞いてく

れなかったこと、その次の日からみんなに避けられるようになったこと。今思えばなんて

もろい関係だったんだろう。その喧嘩の内容はいつかは笑い飛ばせる内容で、あんまり深

くないことだ。でもそれがあってから私は進んで?がりを作らなくなった。白い目、ヒソヒ

ソ話、歪んだ口元。あの日の言葉は何よりも怖かった。そんなことがもう無いように、自

分を守るため輪から外れ、ただじっと黙ることにした。そうして今日まできた。 

 ひょんなことからひな子と話すようになったが、ひな子がなぜ私に構ってくれるのか今

でも分からなかった。ひな子は私との関係をどう思っているのだろう。パズルが終わった

らどうなるのだろう……。エーゲ海が完成した時のことを思うと体の中が空洞になってい

くような感じがした。さみしいと頭の中で浮かんだ四文字をブンブンと振り払う。やめろ。

縋るな。どうせ離れていく。どうせ最後は一人だ。パズルが完成したらひな子との関係も

そこで終わるんだ。そう必死に言い聞かせ、今日も行われるパズルクラブの準備をした。

ロッカーを開けて箱を見る。パズルの箱は新しいままだ。「もしかしたら新しいものを私と

……」そんな箱に抱いた淡い期待を、頭をブンブンと振って振り落とした。ひどい妄想を

してばっかりの自分に乾いた笑いがでた。 

 

「ごめん！ 委員会長引いちゃった」 

「いいよ、先進めてた」 

「さっすが」 

 息を切らしながら現れたひな子は汗で湿った肌を輝かせ笑った。本当にこの子は太陽み

たいな子だと思う。ひな子という日向で生まれたような名前が世界一ピッタリだと思った。

そんなひな子の笑顔を見ると準備する手も心なしか軽くなった。私の雲も少し薄まってい

た。 

 今日もいつもと同じようにエーゲ海を二人で作り始める。空と建物のピースを分けて、

パズルの枠を組み立てる。やっと雲とふちが出来てきて街並みの輪郭が見えてきた。 

「これあとどのくらいで終わるかな」 

 不意につぶやかれたひな子の言葉がチクリと胸に刺さる。そんな痛みを見ないふりして、

私は少し声のトーンをあげて言った。 



「夏休みまでには終わらせたいね」 

「そうだね」 

「じゃあ明日もやる？」 

 私がそう言うとピタリとひな子の動きが止まった。そして申し訳なさそうな顔をした。 

「ごめん、明日は友達と出かけるんだ」 

「……そっか、わかった。楽しんできて」 

 繕うように笑えばひな子はほっと表情を緩ませる。その代わりまた私の心に鉛色の雲が

かかった。それを払うように自分に言い聞かせる。欲張るな、自分は運良く四つの穴に滑

り込んだだけだと。いつかは居なくなるんだ。頭の中のあの四文字をかき消すために、私

はピースを探すことに集中した。ようやくはまりそうなピースを見つけても、湿気で膨ら

んだせいかなかなかピースがはまらない。 

「もう、今日は帰ろう」 

「……うん、そうだね」 

 私がイライラを募らせているとひな子がピースを片付けながら言った。気を遣わせてし

まったのだろうか。ひな子の顔を伺ってみるがいつもと変わらなかった。ほっとするのと

同時に自己嫌悪した。縋るな。そう言い聞かせても、ひな子の隣を歩もうとする自分の心

がどうしようもなく気持ち悪いと思った。外で鳴く?の声が普段よりうるさく聞こえた。 

 

 曇天の下、はぁはぁと少し息を切らしながら私は歩いていた。なにかに急かされるよう

に必死に足を動かした。足元も見ずに必死に逃げるように。だからアスファルトの割れ目

にも気づけなかった。ばたりと地面に倒れ込む。咄嗟に出た両手とついた膝がじんと傷ん

だ。きっと擦りむけている。なかなか大きい自分の傷を見ても、私の頭の中には行かなき

ゃよかった。という言葉しかなかった。 

 それは二時間目の休み時間のことだった。私は図書室の近くにあるトイレによく行って

いた。そこは用を足す以外にも私にとって必要な場所だった。電気もつけず、薄暗い空間

の一番奥の個室に入る。そのたった一畳ほどの空間が私にとっては城と同じだった。個室

のドアを閉めれば私を見る人は誰もいない。私がここで何しようと変な目を向ける人は誰

もいないのだ。個室の鍵を閉めると自分の緊張の糸が緩むような気がした。ほうっと息を

つく。カビた空気も薄暗い空間も気にならなかった。遠くで生徒達が騒ぐ声がする。その

声を聞きながら私はそっと目を閉じた。グループワークのあと、昼食が終わったあと、そ

して移動教室の前、私はよくここに居た。学校はどこにいても集団行動が求められる。体

育の授業、学校行事、そして移動教室のときでさえ。二人以上の塊の流れに乗って教室に

向かう。それでさえ私にとっては苦痛だった。だから私は早めに教室を出て、ここでひっ

そりと時間が経つのを待っていた。いつものようにぼうっと時間を過ごしていると、声が

だんだんと近づいてきた。 

「え、ここ誰もいないね」 



「あっちのトイレ混みすぎだよ」 

「鏡さえ使えないからね」 

 入ってきた声に指先から冷えていくような感じがした。私の場所ではないが侵入された、

そんな気持ちになっていた。出ていく勇気もなく、じっとしていなくなるのを待つ。きっ

と髪を整えているのだろう。どうでもいい会話をして、なかなか出ていこうとしなかった。 

「そういや、ひな子。月島さんと放課後遊んでんの？」 

 急に出てきた私とひな子の名前に心臓を?まれたような気分になった。この女子はひな子

達だった。 

「うんそうだけど」 

 私の話題だ。私は息を止めるように、物音ひとつたてないように、細心の注意を払って

会話に耳を傾けた。 

「えーなんか意外。あの根暗のどこがいいの」 

「そうそう、なんか違和感？」 

「ってかパズルやってるんでしょ？ なんか暗いよね遊びも」 

「あははは確かに。私アイツと班一緒だけどなんも喋んないよ。グループワークなのに」 

「うわ、ご愁傷様です」 

「しかもさ、アイツ何もしないのに人の間違いだけ指摘してくんの。黙ってるだけならま

だしも腹立つわー」 

「えーなんか月島ってやな感じ」 

 二人は私の悪口をボロボロこぼした。そしてそれは私の心に容赦なく突き刺さる。仕方

がないそう思っていても胸は張り裂けそうだった。 

「ねぇあんな暗いやつ関わんない方がいいって」 

「そうそう」 

 きっと二人はいまひな子に向かって話しているんだろう。ひな子の返事を聞きたいよう

な聞きたくないようなそんな気持ちで待っているとひな子はただあはは、と声だけでもわ

かる苦笑いをした。するとちょうどチャイムがなった。 

「やばい！ 早く行こ」 

「急げー」 

 しんとした静けさがトイレの中に戻ってくる。先ほどよりも空気がひんやりとして、も

はや寒く感じた。早く行かなければ。そう頭では思っているのに私は個室から出られなか

った。 

 

 傷ついた体を必死に動かしてやっと家についた。いつもより早く帰宅した私を母は心配

した。それさえ煩わしく感じてしまって夕飯はいらないと言って部屋に閉じこもった。部

屋を暗くして布団の中に潜り込む。目を閉じて寝ようとしても頭の中にこびり付いた三人

の会話のせいで眠気はやってこなかった。ため息をはいて天井を見上げる。あの時ひな子



はどんな顔をしていたのだろう。あの苦笑いはひな子のどんな感情を表してたんだろう。

そう考えれば考えるほど眠気は遠ざかっていった。 

 「ほらやっぱりね」心の中の私が呟いた。やっぱりそうだったじゃないか。ひな子は私

を裏切った。ひな子の隣は私じゃない。あの二人が本当の友達で、私はひな子の遊び場だ

ったんだ。パズルをするだけ。それだけの関係だ。そう思うと心がすぅっと冷めてくよう

な、落ち着きにも似た感情が胸に広がった。大丈夫。一年の時に戻るだけ。ただそれだけ

だ。ひな子が居なくても一年の時も過ごせた。大丈夫、大丈夫。そう言い聞かせて目を閉

じた。するとひな子の曖昧な笑い方を思い出した。 

 ……でも、もしかしたら、ひな子は合わせてるだけだったのかもしれない。はっきりと

答えを言わなかったのはひな子の心に私がいたかもしれない。瞼の裏に真新しいパズルの

箱が浮かぶ。もしかしたら、もしかしたら……。 

 目を開けて、ベッドを降りて電気をつける。私は今何を考えていた？ひな子に縋ろうと

していた？ 私はひな子に……そこまで考えるとポタリポタリと雫がこぼれた。胸に大き

な穴が開いたようだった。じんとひろがる虚しさにさらに涙腺が刺激される。だから言っ

たじゃないか、やめろって。そう言う心の中の私にただただ頷くことしかできなかった。 

「馬鹿みたい……」 

 呟いた声があまりにも情けなくて笑いたくなった。 

 

「ツキシマ！ どうして昨日何も言わないで帰ったの」 

「ごめん、用事があって」 

 むつけた顔でひな子が私を責めた。ずっと待たせた申し訳なさと苛立ち昨日の夜の感情

が混ざって居心地が悪い。今日はパズルやろうねと言うとそのまま教室を離れていった。

うまくやれ、うまく笑えと自分に言い聞かせて放課後を待った。 

 

「今日雨降るんだって」 

「そうなんだ」 

「雷なるかな」 

「かもね」 

「明日は晴れるかな」 

「どうだろ」 

「……ツキシマ」 

「なに」 

「ねぇってば！ どうして目を合わせてくれないの」 

 声を荒げるひな子をチラリと見る。不満そうな顔は私の中の苛立ちの風船を一気に膨ら

ませる。なんて小さい器なんだと自分の中でわかっていても止めることが出来なかった。 

「べつに」 



 その言葉を聞くとひな子はガタリと立ち上がった。机の上もピースが跳ね上がった。 

「ねぇ！ 昨日といい今日といい。ツキシマどうしたの？ 怒ってるの？」 

「……怒ってないよ」 

 うまく言葉が出てこない。ただ否定するしかできなかった。そんな私の態度が気に入ら

ないのかひな子は呟いた。 

「おかしいよ、最近のツキシマ変だよ」 

 その言葉は私の心の風船を割るのに十分な針だった。体の中で何かぱちんと弾けるよう

な音がした。ピースをそっと置きひな子を見る。窓の外からは湿った空気が流れこみ、教

室はみるみる暗くなった。予報通り、夕立のようだ。 

「……私、昨日のトイレの会話聞いたよ」 

 そう言うとひな子の表情が少しこわばった。外から小石をぶつけるような音が聞こえる。

雨が降り出したようだ。 

「……ひな子は笑ってたね」 

 ひな子は俯いていて表情は見えない。空も黒い雲に覆われて青い空は少しも見えない。 

「ひ、ひな子はさ、あの二人といた方が、いいんだよ」 

 必死に言葉を紡ぐ。話すことはこんなに難しかっただろうか。次の言葉を放つまでだい

ぶ時間がかかった。口で転がしていた言葉をやっとの思いで吐き出した。 

「……ねえ、もうパズルやめよう」 

 私はそういうとカバンを?んで教室の扉に向かう。これで振り出しだ。でもこれが正しい

のだ。汗が滲む手で取っ手を?んだその時「待って！」とひな子の声がした。振り返ると俯

いてひな子が立っている。行かないで、と消えそうな声がした。そんなひな子の声を初め

て聞いて私はその場から動けなくなった。 

 ザアザアと雨が降っている。傘はあるがこれじゃあ多分びしょ濡れになるだろう。ひど

い雨だった。雨の音を聞きながらひな子の次の言葉を待っていた。 

「……去年の委員会覚えてる？」 

 しばらく経って発せられた声はあまりにも弱々しくて少し心配になった。私の返事を聞

く前にひな子は言葉を続けた。 

「私皆で意見を出してって言う時、皆に適当に合わせればいいやって考えてたんだ。……

でもツキシマは違った」 

 ひな子の話を聞いて思い出す。自分の最も苦い記憶の一つだからはっきりと覚えていた。 

 あれは委員会の活動方針を決める話し合いだった気がする。余りにも意見が出ないから

仕方ないと思って手を挙げた。今思えば英語の時間の時と似た下心はあったと思う。私が

挙げた右手は担当の先生と先輩、同級生から奇妙なものを見る目で見られた。そしてヒソ

ヒソと話された。あの時ほど背筋が寒くなったことは無い。でも、その嫌な記憶がなんで

……。そう思っていると涙声でひな子は話し続けた。 

「ピンと背筋をのばして手をまっすぐ伸ばすツキシマがすっごくかっこいいと思ったんだ」 



 ズズッと鼻を啜る音がする。俯きながら泣いているようだ。かっこいい。そんな言葉が

聞けると思っていなかった私はぽかんとして、間抜けな顔になっていたと思う。 

「私……小学校の頃いじめられてたから、ほかの人と違う意見を言うのが怖かったんだ。

だからツキシマにすごく憧れた。この人といれば何か変われるかもしれない、そう思った

けど……変わんなかったね」 

 ひな子は自嘲気味に笑いながら鼻を啜った。ひな子の口から出た憧れという言葉は私の

気持ちを温めた。あれは私の失敗なのに。あれは私がいけなかったのに……。かっこいい

とひな子が言ってくれたのにあれこれ頭の中で言う自分と先程爆発させたのが恥ずかしく

感じた。 

「ごめんね。トイレのことは謝るよ。……でも」 

 涙を袖で拭いながらひな子は顔を上げた。 

「パズルはやめたくない。ツキシマとまだやりたい。ツキシマといると私でいられるの」 

 ボロボロと泣くひな子を見て申し訳なさと心の雲が晴れていくのを感じた。 

「……私も憧れてたよ。ひな子のこと」 

 さっきまであんなに言葉が引っかかって出てこなかったのに、それはするりと口から出

た。ひな子がぱっと顔を上げる。可愛らしい顔が涙グチャグチャで少しだけ笑ってしまっ

た。笑ったのに気づいたひな子は酷いよと言ってまた笑みを浮かべた。 

「……パズル片付けよ。また明日やろ」 

「うん！」 

 そう言って二人で机に戻った。先ほどの消え入りそうな声と打って変わって鼻声ながら

も嬉しそうな声でひな子は返事をした。 

 ピースを片付けながら完成した雲を見る。するとそこには少し浮き上がった部分があっ

た。 

「あれ？」 

「あーやっぱりここ歪んでたんだよ」 

 そう言うとひな子がピースの缶を漁り始めた。そして一つの白いピースを取り出した。 

「これだと思ってたんだよねー。……ほら！」 

 ひな子がはめたピースはその雲の中に溶け込んだ。ひな子はふふんと得意げな声を上げ、

胸を張って見せた。えらいえらいと軽く流せばもっと褒めてよと不満げな顔をする。そん

なひな子を軽くあしらいながらこんな時間が何よりも大切に感じた。 

「これ実は昔のヤツじゃないんだ。私が買ってきたの」 

 ポツリとピースを片付けながら少し恥ずかしそうにひな子が言った。 

「何となく気づいてたよ。箱が真新しいもの」 

「えー！ なんか恥ずかしい……ほら、なんか新しい方がいいじゃん。ツキシマとやるん

だし」 

「はは、ありがと。……そういえばなんでエーゲ海にしたの？」 



「これ！ すっごく空綺麗だったの！ これ見た時なんかツキシマっぽいって！ ほらこ

このすっごい澄んだ空とか」 

 よくぞ聞いてくれました。そう言わんばかりの誇らしげな顔のひな子。ひな子が指す隅

の青い空はたしかに澄んでいる。なんだそれ、と私は胸に広がるむず痒さを隠すように笑

った。ひな子の言葉で心は弾むように軽くなった。 

「ねぇ、これ終わったら次はどうする」 

「うーんキャラクターものとか？」 

 「次」ひな子の口から出てきた言葉に思わずにやけてしまいそうになる。それを隠すた

めに少し俯いてピースを片付け続けた。 

 雨はもう止んでいる。真っ白な美しい雲が穏やかに漂っていた。たぶんパズルの空もこ

んな感じだろう。私はパズルの完成に胸を膨らませながらピースを缶に入れた。 


