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まえがき

おひさしぶり⁚⁚でしょうか

﹂まで

ＴＶアニメ﹃おジャ魔女どれみ﹄の本その２です︒

とりあえず︑パトレーヌ以後﹁も〜っと

さいませ︒



酒処 金丼亭 亭主 敬白

では﹃どれみなはなし﹄そのに︑どうぞご覧くだ

ましたので⁚⁚

る姉には︑すでに見せられない原稿になってしまい

まりいじめないでくださいね︒ 表紙をお願いしてい

プしている上に薄い本になってしまいましたが︑あ

一気に見まして︑ いろんな意味で恥ずかしさがアッ
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あったかい春の日︒あたしたち妖精にとっては天

﹂

備だけはドドたちが来る前にしておかんとな﹂

＊＊＊＊＊＊
﹁こんにちは〜☆﹂

チョコとキャンディの準備を済ませて一息ついた

ころ︑扉からふたり飛び込んできた︒
﹂

﹁あ︑どれみ︒⁚⁚あら︑あいちゃんとおんぷちゃ
んは

﹁げ︑マジョリカ

﹂

てると︑変なところで息が合うわね︒

ああ︑ふたりとも固まっちゃった︒二年もつきあっ

﹁うるさくて悪かったの﹂

リカがまたうるさいからって⁚⁚﹂

てるわ︒わたしもやるって言ったんだけど︑マジョ

﹁あいちゃんはおんぷちゃんの代わりに掃除当番やっ

かなか来れないの気にしてるものね︒

あたしは頭を軽く叩いた︒おんぷちゃんだって︑な

ドドがやれやれ︑って感じのポーズをとったから︑

﹁おんぷちゃんは夕方までお仕事だって﹂



国みたいな午後︒

﹂
ひ と

ごろごろしとらんで︑キャンディ

でも︑のんびりとしてもいられない︒だって⁚⁚
﹁こりゃ︑ララ
の仕込みでもせんかい

するつもり

﹁どれみたちはまだ学校よ︒あたしたちだけでどう

が荒いんだから︒

⁚⁚ほ〜らね ︒ あた しの持 ち主はホ ント妖精使い





﹁もうじき来るじゃろ︒わしらはこの体じゃから︑準



はいはい︒やっぱりいつも通り︑忙しい日になり

そうだわ︒
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﹂

﹁ばかも〜ん

じゃい

師匠に向かって﹃げ﹄とはなにごと

﹂


﹂


﹁Ｈｅｌｌｏ☆コニチハ︒すぐ着替えるネ﹂

＊＊＊＊＊＊

は仕方ないんでしょうけど︑ねぇ⁚⁚

マジョリカが ちらっとこっちを見 てる︒ しば らく

ぐにくると思うけど﹂

﹁うん︒関先生がなにか聞きたがってるんだって︒す

れみ︑モモちゃんとは今日も別なの

﹁まぁまぁ︒普段の行いってものでしょ︒⁚⁚で︑ど

いいとこ突いてるじゃない︒

ま︑ いつも通 りか︒ それに しても⁚⁚ふふ︒ 結構

﹁お︑ま︑え︑ら

してないじゃん︒最近はとくにさ﹂

﹁だぁ〜ってさ︒マジョリカ師匠らしいことなんて



どれみた ちの着 替えが 終わって粉の 準備をし てい

るころ︑元気な声が入ってきた︒

﹁おお︑来たかモモ︒これで妖精四人じゃからキャ

ンディ作りがはかどるわい﹂

マ ジョリカ と あ た しは ニ ニ を つれ て︑ キャン ディ

作りのほうに向かおうとした︒けど︑な〜んかモモ

ちゃん︑いつもより動き方が派手ねぇ︒

はづき ちゃんはモモ ちゃんの着 替えが まちき れな

いみたい︒奥にしまったランドセルから本を取り出
して︑

﹁あ︑モモちゃん︒今日はクッキー作りよね︒はい

ありがとはづきチャン﹂

これ︑ママにお菓子作りの本借りてきたわ﹂
﹁Ｏｈ

﹂

次の瞬間︑あたしたちの時間が凍った︒

﹁ゑ

え

チュッ

着替えたモモちゃんがぱっと抱きついて⁚⁚










はづきちゃんの口元から︑モモちゃんが離れる︒
⁚⁚けど︑はづきちゃんが動かない︒あらら︑完
﹂

全に固まっちゃってるわ︒
﹁は︑はづきちゃん
あわ

﹂

﹁マジョリカ

﹂

待って

﹁う︑うぁぁぁああん﹂
﹁はづきちゃん

﹂

と睨んだ︒⁚⁚たまにあるのよねぇ︑こういうこと︒

抗 議 しよ う とし た あ たし を︑ マ ジョリ カが じ ろっ



﹁お説教なんてしないデ︒わたしは結局アメリカの

てたマジョリカが︑ふっと口を開いた︒

しばら くモモ ちゃんの手 の上で じっと顔を見 上げ

﹁モモや﹂

＊＊＊＊＊＊

リカはモモちゃんの手の上に乗っかっていった︒

た︒ けど ︑ そんなのを まるっきり無視 して︑ マジ ョ

あたし は恨みを 込めた 目でマ ジョリカを睨 みつけ

は落ち込んでるモモちゃんだけじゃない

た︒どれみも追っかけていっちゃったし︑残ったの

ああ︑ほら︑はづきちゃんが飛び出して行っちゃっ



どれみが慌てるのはいつものことだけど︑今日は
とびっきりね︒

﹂

関先生︑あまり緊張しないで︑普通にし

﹁モ︑モモちゃん︑はづきちゃんにあやまって﹂

たわねぇ︒

﹁うっ⁚⁚﹂
あ︑まず︒はづきちゃん泣きそうだわ︒しょうが

ない︒あたしがフォローに⁚⁚って︑何でマジョリ

カが目の前に



﹁Ｗｈｙ
ててイイ︑言ってた︒何がいけないノ
いたから⁚⁚

そうよねぇ︑ モモちゃんには普通なんだけど︒ よ









﹁なにがって⁚⁚あそっか︑モモちゃんアメリカに





りによって︑ いちばん敏感な人のとこにいっちゃっ
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子なのヨ︒みんな︑私のことなんかわからないワ﹂
﹂

﹁誰もそんなこと言っとりゃせんわい︒モモ︑おま
えははづきがどうして泣いたか︑わかるか

たかの
﹂

﹁モモや︑ 魔女見習い試験１級の課題はなんじゃっ

った︒

そう思っていた ら︑ マジョリカの目 がやさし くな

る︒あ〜あ︑これは時間かかりそうねぇ︒

ふるふる ︒ 眉間に たてジワ つけなが ら首を振 って



えっと⁚⁚魔法を使ってＴｈａｎｋ ｙｏｕっ

と一緒にいつものちり取りを抱えていく︒

﹁人の気持ち︑動物の気持ちがわかること︒わから
う か

なくてもわかろうとすること︒それがなければ１級

試験になんぞ合格るわけないわい﹂

モモちゃんの目の前まで運んでいったちり取りに︑

マジョリカが飛び乗ってきた︒⁚⁚もう︒あとでな

にかおごってもらわなきゃ

﹁そんなの︑考えてなかっタ︒わたしは︑ただマジョ
モンローを⁚⁚﹂

いっしん

涙ぐんじゃってるモモちゃんの言葉を︑ マジョリ
カが引き取った︒

﹁どうしたの︑モモちゃん

﹂

じっとマジョリカを見つめてるわ︒

モ モ ちゃん の 大 き な 目 が 突 然 ま ん ま る に なって︑

られるのが嬉しい﹄と︑な﹂

﹃そんな ことより︑ おま えが成長して いくのを見

﹁⁚⁚もとに戻したい一心だったのじゃろ︒じゃが

だった

て言ってもらうコト⁚⁚﹂
れみたちと同じ課題じゃ︒
う か

おまえは︑その試験に合格ったんじゃろ
﹂

ら︑はづきのこともわかるんじゃないかの﹂
﹁⁚⁚え



マジョリカがあ たしに手 招きした ︒ あたし はニニ





な︑きっとその方はこう言うぞい︒

﹁え

モモちゃんはきょとん︑とした顔で



﹁それも︑自分が使ったとは言わずに︑じゃな︒ど







﹁Ｗｈｙ
えタ﹂

いま︑マジョリカがマジョモンローに見

マジョリカは後ろを向いちゃってる︒ほんとに︑照
れ屋なんだから︒
﹁師匠というのはな︑モモ︒弟子に教わって育ってい
くものなんじゃよ︒弟子だったおまえを見れば︑マ
ジョモンローが︑わしの聞いてるうわさなんぞより

﹂

ずっと素晴らしい魔女だったことがよぉっくわかる
わい﹂
﹁マジョリカ⁚⁚

﹁わしもな︑あの四人の弟子たちに色々教えられて︑



育てられて師匠になってるんじゃ︒さっきのわしが

マジョモンローに似ていたというなら︑あの子たち

も信じてやってくれんかの﹂
ニニがあた しの顔を 覗き込んで る︒ あたし はニニ

の背中をそっと押してあげた︒
モモちゃんの手 のひら に飛んで いったニニが ︑ モ

﹁⁚⁚﹂

﹁まぁ︑ もちょっと働いてゆけ︒ そのうち戻って来
るじゃろ﹂

モモちゃんはニニの頭をそっとなでてあげてる︒
﹁来る⁚⁚かナ﹂

それじゃ怪獣よ﹂

﹁来る︒あやつらは間違いなく来る﹂
﹁ちょっとマジョリカ

逃げるんじゃ

飛び込んできた︒
﹁モモ

﹂

キィィ⁚⁚ ドアのきしむ音に続いて赤いだんごが

＊＊＊＊＊＊

知らんヤツじゃからな﹂

モモ︑覚悟するんじゃぞ︒どれみは体当たりしか

﹁似たよぅなもんじゃい︒

もツッコミたくなるじゃない︒

重々しい口ぶ りなんか された ら︑ わざとやってて







モちゃんを心配そうに見つめてる︒
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﹂

﹁モ〜モちゃん☆﹂

﹁うわあぁぁア

﹂

までおでこに向かって突進してるし︒
﹁なにナニなにナニ〜
﹁ぶわっかも〜〜ん

おび

あ〜あ︑モモちゃんもう泣きそう︒



あわ

モモが怯えているではないか﹂



いったけど︑ちょっと遅かったわね︒

あ︑ごめんね︒ちょっとハデだったかな

と思うことにしたの﹂

﹁ハナちゃんやったら︑みんなしてチュッチュチュッ

うんうん︒それはあたしも聞きたいわ︒

﹁な⁚⁚なんで︑ハナなんじゃ

﹂

﹁でね︑キスしてくるモモちゃんを︑ハナちゃんだ

ても難しいんじゃないかしら︑って﹂

メリカぐらしが長いから︑ すぐにやめて︑って言っ

﹁わたしたち︑話し合ってみたのよ︒モモちゃんア

ど︒

ハデって⁚⁚そういう問題じゃないと思うんだけ

﹁え

﹂

モモちゃんの頭にマジョリカが慌てて飛び乗って

何をやっとる



むちゅぅ〜っ
ジャンプして来たどれみが︑モモちゃんのほっぺ
たに音がするくらい吸い付いた︒

﹂

﹂



マジョリカはあたしの前で頭を抱えてる︒
﹁⁚⁚本当に体当たりしおってからに⁚⁚﹂
﹂

あはは︒まぁ︑どれみだものね︒
﹁モモちゃ〜ん
﹁ひゃぁうァ

はづきちゃんがモモちゃんの背中からきゅっと抱
こ︑これは予想外だ

き付いて︑左のほっぺたに唇を寄せた︒
⁚⁚って︑はづきちゃんも



わ︒モモちゃんも首を縮めて椅子にへたり込んじゃっ
たし︒
﹁モ〜モ〜⁚⁚ちゃん



へろへろ のモモ ちゃんの頭の上 から︑ あいち ゃん














チュやってたやないか︒モモちゃんも同じと思たら

﹁みんなマジョリカのお弟子サンでしょォ〜

﹁じゃから言ったじゃろ︑﹃覚悟せい﹄と﹂

﹁なかま︑嬉しいけど⁚⁚いヤ〜〜

﹂

うん︒いい顔してるわよ︒マジョリカ

﹁安心せい︒⁚⁚おまえも︑その仲間じゃ﹂

別に気にすることないんやないか〜てな﹂

﹂

﹂



おわり



３秒くらいあっけにとられてたと思う︒あたしも︑
マジョリカも︒

﹂

間違いなく怯えてる︒となりのニニまで怯えてる︒
ドドたちにじりじりと迫られて︑ニニが涙目になっ

したからは四人だよ

﹁マジョリカァ〜﹂

たときみたいに⁚⁚でも︑

ジョリカにしがみついちゃった︒ まるで最初に会っ

あらら︒モモちゃんってば︑ちり取りのうえのマ





﹁そのかわり︑今度からはあたしたちもするから﹂
どれみたちの目が輝いているように見えるのは︑あ
三人で︑ナノ



たしの見まちがい⁚⁚よね︒きっと︒
﹁え


椅子ごとずりずり後退するモモちゃん︒怯えてる︒



﹁だ〜いじょぶ︒おんぷちゃんにも連絡するから︑あ

てる︒
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キス・きす・ＫＩＳＳ‥のこと
‥‥言い訳はしません。恥ずいはなしその  です。
最初で最後のつもりでアニメスペースに申し込みましたので、こ
の際とことん突っ走ってみようかな〜と。突っ走りすぎないよう
に注意するほうが難しいといえば言えますが。
実際この本の  ソースを見ている方にはおわかりのとおり、最
初のコメントに『 禁にならないように！』としっかり書いてあっ
たりします。気をぬくと忘れてしまうので
「も〜っと！」になって‥‥マジョハートがあいかわらず格好よ
くて嬉しいなぁ‥‥というのは置いといて 新しいキャラク
ターがいっぱい加わりましたね。モモちゃんに元老院のメンバー、
そしてマジョモンロー。
マジョモンローがどんな魔女だったのか、いまの時点ではあま
りよくわかりません。けれど、本文でマジョリカに言わせちゃい
ましたが、何のかんの言っても一人の魔女見習いをちゃんとした
お

魔女にまで育て上げた人なのですから、その実力も推して知るべ
しでしょう。周りに魔女見習い仲間がいなかったことを考えれば、
マジョリカよりもよっぽど苦労したに違いありません。
これからどういう風に描かれてゆくか、楽しみです
さて、次ページからはこの話の後日談です 当日ですが。こちら
の解説は

絶対しませんのであしからず

その夜のＭＡＨＯ堂
大騒ぎのあ と︒ あたし はひとり でＭＡＨＯ 堂のあ
とかたづけしとった︒

てきたっちゅうわけや︒

⁚⁚おんぷちゃん︑どないしてん

へ

﹁キス︑したの

﹂

﹂

ど︑いまはなんや変な気配ただよわせとる︒

説明の途 中から 下むいて るから変 やな〜思 てたけ



﹂

れみちゃんとはづきちゃんでフォローに行くことに

へんからちょうどええわ︒

ちゅうわけにいかへんしな︒いまなら他に誰もおれ

ああ︑ そか︒ キスの練習なんて誰にでも頼めるっ

﹁お芝居には︑いろんな勉強が必要なのよ﹂

な気もするけど⁚⁚

あら〜︑いきなり明るい声やな︒なんやありそう

﹁じゃぁ︑あいちゃんだったらいいかな

たら︑モモちゃんＭＡＨＯ堂来なくなってまうわ﹂

ん〜︑当分やめといたほうがええよ︒これ以上やっ

﹁あ︑おんぷちゃんもしたかったんか

低 い声や︒

ひっく

あかん︒いまちょっと固まってもうた︒なんちゅう



なったんや︒ ほいで︑ あとかたづ けがあた しに回っ

﹁⁚⁚ほんでな︑結局モモちゃん逃げてしもて︑ど



マジョリカとラ ラも二階 で休んで しもて︑ ほんま
にひとりぼっちや︒
﹁まぁ︑ あれでモモちゃんもチュッチュしなくなる
﹂

やろし︑ひと安心やな︒﹂
﹁チュッチュ⁚⁚って

﹁あ︑おんぷちゃん︒仕事おわったんか﹂

﹁ええ︒⁚⁚それで︑チュッチュって︑なに

﹂

あれ︑って顔を上げたら︑ 扉のとこにだれか立っ



あたしは昼間のことを︑つまんで説明したんや︒







てん︒

その夜のＭＡＨＯ堂

じゃ︑ちょっと待って︒外閉めるから﹂

﹁あたしでいいんやったら︑ええよ﹂

﹁ありがとう

﹂

ひんから︑どうやったらええかわからへんねや︒お

んぷちゃん︑教えてくれへん

おんぷちゃんなん

ああ︑なるほどな︒おんぷちゃんの練習やから︑あ

﹂



ちゅっ☆

さえて︑おさえて⁚⁚

むっ︒ ⁚⁚まぁ今日はおんぷちゃんの練習や︒ お

﹁じゃ︑おでこぶつけないでね﹂

を︒なんかええ感じやな︒

きゅっ☆

くらいにすればええんや︒

か柔らかそうやし⁚⁚あ︑そか︒ハナちゃんと同じ

んくらい力入れたらええんやろ

まぁ︑そういうもんかいなぁ︒あたしは頭をかきなが

いもんやなぁ︒
﹁なんか舞台とかつくるんか
﹁え︑いえ﹂

﹁う〜ん ︑ あたしも あんまそう いうドラ マとか見ぃ

あんま言いたないけど︑しゃあないか︒



まだ周り気にしてるんか︒芸能人ちゅうのもつら

﹁う︑うん⁚⁚﹂

﹁おわったで﹂

＊＊＊＊＊＊

たしが男の子役なんか︒ほなら︑ぎゅっ⁚⁚って︑ど

回してね﹂

つくから︑あいちゃんはあたしの肩から背中に腕を

﹁う︑うん︒じゃ︑あたしがあいちゃんの体に抱き



ら窓のカーテンを引いて︑扉に鍵をかけてまわった︒

るの﹂

﹁わたし芸能人だから︑写真とか撮られちゃうと困

とたんに元気になって︑扉に走っていってしもた︒





うん︒ 鼻もおでこ もぶつけてへ ん︒ ま︑ こんなも
んかな

あれ

＊＊＊＊＊＊
なんか変やな︒なんかぷにょぷにょしたも

んが︑くちびるの合わせめを動いてん︒
ああ︑ベロでくちびるなめてるんか︒
﹃情熱的な感
じ﹄っちゅうヤツやな︒

しがみついて来てん︒

ベロで歯のつけ根さわってん︒⁚⁚歯ぁは

つるん☆
うぁ

みがいたはずやなぁ⁚⁚ あ︑でもあたし︑あのあと

味見してんで︒クッキーのカスでもついてないやろか

⁚⁚って︑心配することがちゃうわ

ぺろん☆

おんぷちゃんの上の歯や

しの下の歯ぁさわっとんなぁ︒そやったらあたしは

やんか︒だったらあたしも⁚⁚ おんぷちゃんはあた

そうや︑ あたしの ことから こうてる に決まってる



やろうな︒

なぁ⁚⁚あたしなんかよりやっぱようみがいとるん

⁚⁚けど︑ おんぷち ゃんの歯って︑ つるっつるや

もやられてへんで︒

あ︑ おどろいて るわ︒ へへへ︒ そう そういつまで



⁚⁚あ︑ええこと考えた︒ちょっとからかったろ︒
ロめ〜っけ︒ほな︑つんつん︑つんつん︑と︒
あ⁚⁚しもた︒おんぷちゃん︑固まってしもたわ︒

そ〜っと目ぇあけて⁚⁚ あっちゃぁ〜目になみだ浮


ぎゅぅっ︑って︒おもっきし


かべとる︒ちぃとやりすぎやったかな


なんやなんや

ぎゅぅっ
を








こっちからもベロ出して⁚⁚ お︒おんぷちゃんのベ

その夜のＭＡＨＯ堂



これって⁚⁚ああっ

あ︑あかん︒ヨダレたれそうや︒
ちゅるっ☆
あれ⁚⁚
しもた︑おんぷ

待ってぇな︒もうちょっ

つい腕に力はいってもうた︒

ベロ引っ込めてまう

とだけ⁚⁚

﹂

ぎゅううっ
﹁ん
あ︑ああ〜︑しもた



ちゅるるっ

たしのベロがおんぷちゃんの中に

今度はおんぷちゃんが吸うて⁚⁚って︑あ



ごめんなぁおんぷちゃん︒痛かったやろな⁚⁚



あ

してて︑なんや気持ちええなぁ⁚⁚

けど⁚⁚ああ︑ なんやろこの感触︒ ぷにゅぷにゅ

ちゃんのベロまで吸い込んでもうたわ︒





ふぇぁ



あああ⁚⁚なんやあったこうて⁚⁚もうわけわか
らへん⁚⁚
＊＊＊＊＊＊

た

ふぅ⁚⁚ 抱きおうてから３分も経ってないなんて
信じられへん︒

こんな⁝んドラマでやるんかい

﹂

﹁ん︑ありがとあいちゃん︒いい練習になったわ﹂
⁚⁚おい︒
﹁って︑こら

﹁わたしって︑芸能人だから☆﹂

おわり

どっちのセリフか︑あたしにもわからへんから︒

なんや聞こえたような気ぃするけど︑気にせんとこ︒

﹁きょうは歯磨きできないわ⁚⁚﹂

は顔が熱ぅなって︑つい後ろむいてしもた︒

おんぷちゃんがぺろっ︑ てベロだしてん︒ あたし



















あとがき

あとがき
え〜、どれみ本の  冊目ですが、いかがでしたでしょうか？
感想がとても気になりますが、後半の話については訊くのが怖
すぎますので、お気遣いなくお願いいたします
さて、私はおっさんのせいか、大人のキャラの側からいろいろ見
てしまうことが多いように思います。
実は今回も、

のほうで予告していましたが、もともとはお父

さん の親バカ話の予定でした。
ところが連休中にパトレーヌ以後のどれみを一気に見てたら、
ネタが出すぎまして どうにも収拾がつかなくなってしまっ
て‥‥ というわけで、今回のネタになりました。
本当はリリカおばあちゃんまで絡ませたかったのですけど、そ
うするとページ数が一気に倍増してしまいますから、今回はあき
らめ。もしまた機会があればいろんな人を書きたいですね。オヤ
ジーデやマジョミラーもいい味ですし‥‥ それでもやっぱり一番
はマジョハートですけど。
、、、、
では最後に、この本を手にされた 手にしてしまった方も含めて
すべての方に感謝の意を表しつつ、この拙文を終わらせていただ
きます。

この本に関するお問い合わせは、奥付の住所、または電子メー
ルにてお願い致します。


  

ハンドルは、猫好 Ｋ もしくは 金丼亭 猫好 です。
また、細々とながら情報ページを作っております。
酒処金丼亭 うぇぶ店
   

お目に止まりましたら、よろしくお願いいたします。
追記：私の書く文は、基本的にコピーフリーです。コピーしたい
なんていう奇特な方は、以下の三つの条件を守っていただければ、
いくらでもして頂いて構いません。
 

表紙を含む、すべての頁をコピーすること。

 

表表紙から裏表紙までを一セットとし、各頁を
分離したり、新たな頁を加えたりしないこと。



コピーに際して必要な、最小限の費用を越える
金銭授受を伴わないこと。
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発行日

酒処 金丼亭
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