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まえがき

おひさしぶり⁚⁚の方は少ないとは思いますが⁚

ＴＶアニメ﹃おジャ魔女どれみ﹄の本その３です︒

あいかわらず恥ずかしい話ばかりの上︑登場人物

がかなり片寄ってます︒肌にあう方は少ないかもしれ

ませんが︑少しでも楽しんでいただければ幸いです︒

⁚⁚ちなみに︑恥ずかしい話が苦手な方はすぐ本

を閉じたほうが良いと思います︒ええ︑心からそう
思います︒

では﹃どれみなはなし﹄そのさん︑どうぞご覧く
ださいませ︒

酒処金丼亭 亭主 敬白

あきのいちにち
﹁ふぁ⁚⁚うぅ︑さぶ﹂
寒い朝やった︒はぁーっ︑てはいた息が白ぉなるん
をぼ〜っと眺めてから︑あたしはいつもの通り︑ま
くらのとなりに声かけたんや︒
﹁ミミ︑おはようさん﹂
う〜ん︑っと伸びてたら︑そのうち肩のあたりに
﹂

乗っかって⁚⁚こない︒
﹁⁚⁚ありゃ

まくらもと の水晶玉ん中 ︑ 中身があら へん︒ ミミ

⁚⁚な

﹂

﹂

﹁さ︑ちゃっちゃと着替えて朝ご飯にしょか

⁚⁚ってことは︒ははーん︑読めたで︒

おっかしなぁ︒そこいら呼んでも応えてくれへん︒

﹁ミミ︑ミミどこや

が早起きなんて珍しなぁ︒

あきのいちにち



ばっ︑ て思いきり振り向いた⁚⁚けどなんもおれ

へん︒かくれてるわけやなかったんか︒

﹂

⁚⁚ああ︑ もうこ んな時間や ︒ 着替えて︑ とっと

あとからついてきぃな

と行かなあかん︒
﹁ミミ

元気ないじゃん﹂

からっぽの水 晶玉つけ たかば ん持って︑ あたしは
階段駆け降りてった︒

＊＊＊＊＊＊

﹁あいちゃんおはよー︒なに

な〜んや 調子出 なくて ︑ ぽてぽ て坂道 歩っとった

あたしを︑いつもの元気な声がどついてきた︒

﹁どれみちゃんか〜︑ん〜︑実はなぁ︑朝からミミ
がおれへんやんかー﹂

空向いて ︑ 目ぇひろげて 歩ってても︑ なんやため

息出てもうて︒顔おろしたら目の前一面に赤いおだ
んご︒

﹁やっだなぁ︑あいちゃん︒それってさぁ⁚⁚﹂

いまなに言うたんや
急いデ

﹂

⁚⁚そ う 思 う て た

び︑びっくりした︒思わず一歩さがって⁚⁚
あれ
ハリアップ
﹂

も も ちゃん︑ え ら い 急 い で ん

あ︑ちょっと︑ももちゃん待ってぇ
なんや

＊＊＊＊＊＊
﹁おんぷちゃん︑また寄っていくの

んだけど︑ね︒

﹁おっはよ⁚⁚あら︑誰か来てるの

﹂

キッチンの方でカチャカチャ音がするし︑なんと
なくあったかいし︒

そう思って見 ていたら ︑ キッチンの 窓から ひらひ
あいちゃん

﹂

らと何かがのぞいてた︒青い⁚⁚パティシエ服
﹁え

﹂

おかしい わ︒ あいちゃん︑ もう学校にい るはずな
のに⁚⁚
﹁ロロロ

クッキーケースの脇から︑ロロが飛び出してきた︒

そういえば︑けさは見かけなかったけど︑ＭＡＨＯ
堂来てたんだ︒

あ︑そっか︒今日って⁚⁚でもそれ︑あいちゃ

﹁ロロ︑ロッロ︑ロロロロ﹂
え

﹁わかったわ︒じゃ︑お仕事終わったら来るから︑わ

⁚⁚そうだ

の中に入っていった︒今日は朝からお仕事だから︑そ

たしが来るまで待っててね﹂

ん怒らないかな

の前にちょっとだけ︒みんな学校なのはわかってる

車の中のマ マにうな づいて︑ わたしはＭＡ ＨＯ堂

﹂

や︒あたしはかばん持ち直して︑教室に入ってった︒

わけわからへん︑けど元気だけは少しもろたみたい

なんかあったんかいな

なぁ︒どれみちゃんもペコペコあやまってん︒１組

な んや

﹁え

﹁どれみチャンハリィ

ら︑坂の上から大っきな声が聞こえてきた



＊＊＊＊＊＊
﹁つづけて歌ってねぇ︒じゃ︑さん︑はい﹂
５時間目︒ 音楽の 時間︒ 西澤セン セの︑ の〜んび
りした声︒
﹃し〜ずかぁなぁ し〜ずかな〜 里の秋〜﹄
口パクパクしながら︑あたしはちらっと下を見た︒
きょう何べん目かもうわからへん︒
﹃お〜背戸に 木いの実の〜落ちるぅ夜は〜﹄

﹂

水晶玉はやっぱからっぽ︒ミミはどこ行ってんや
イラつくぅっッ

ろ⁚⁚こんな寒い中⁚⁚
﹁あ〜ぁッ

先生︑なにかいけないこと︑し

なんや静かやな⁚⁚

はぁ︑はぁ︑はぁ⁚⁚あ〜︑声出したらちょっとは

﹂

﹁あ︑いや︑その⁚⁚﹂

顔上げたら︑目の前に先生がどアップんなっとった︒

た

﹁せ︑せのおさん

楽なんな⁚⁚⁚⁚あん

あきのいちにち



﹁先生は︑先生はっ︑ううぅっ⁚⁚﹂

あかん︑泣き出してしもたぁ︒

﹁センセ︑かんにんや︒ちぃと腹立つこと思い出し

てしもうただけやん︒な﹂
﹁やだ﹂
え

掃除でもなんでもしたるか

﹁やだ︒ 先生悲しいも の︒ お片づけし てくれなき ゃ
や〜だぁ〜﹂
だぁ〜︑もぉおッ
﹁あ〜︑もうわぁった

ら︑な︑な︑泣きやんでぇな﹂

もう︑泣きたいんは︑こっちやぁぁぁ⁚⁚

＊＊＊＊＊＊

バツ掃除も終わって︑またかばんの水晶玉見て⁚⁚

ミミのやつ︑とうとう戻って来ぃへんかった︒まっ
たくもぅ〜

﹁あああぁぁっ

ない
﹂

ええかげんにしぃやッ

﹂

朝からずっとじゃ

＊＊＊＊＊＊

﹁ねぇ︑あいちゃん︒そんな怒らないで︑ね︒ね﹂

学校から の帰り道 ︒ あたし はまっすぐＭＡ ＨＯ堂

﹁いっくらはづきちゃんの頼みでもゆずれへん

がいなかったら走ってるとこや︒

﹂

﹂

こンのボケ妖精

とっとと出て

な ん で あ い ちゃん が も う 来 て る の

が︑ぽかーんとした顔で立っとった︒
﹁えぇ
きちゃん

れなくってっ⁚⁚﹂

﹁ごめん︑なさい︑わたしじゃ︑とても︑押さえ︑ら

はづ

息吸って目開 けたら ︑ ももちゃんとど れみち ゃん

こんかいッ

﹁くぉおらぁミミ

ア開ける︒同時に︑目ぇつぶって思っきり

階段おり て︑ ＣＬＯ ＳＥの看板 横目で見 ながらド

な

へ歩いとった︒お腹にしがみついてるはづきちゃん

メガネずり落としてもうてん︒

にがなんでも一発かましたらな

⁚⁚もしかしてミミ︑あいちゃんに言ってな

人の気も知らんと︑なにさ

﹂

﹁ごめん︒ごめんなぁ︒⁚⁚うん︑実はな︑ミミが

﹁え
﹂

らしてんねん

あんんのぉアホ妖精

とばかり思ってたのに⁚⁚﹂

るのよ︒わたしてっきり︑あいちゃんには言ってる

﹁ミミなら︑きのうの晩からＭＡＨＯ堂にこもって

なんやて

いの

そしたら︑はづきちゃんきょとん︑て顔して

朝からおれへんねんやんかー﹂

ああ︑あかん︒掃除手伝ぅてくれたはづきちゃん︑

てつど

﹁ど︑どうしたの︑あいちゃん



どこかにい るはずや ︒ あたり見渡 したら︑ キッチ
ンからひょい︑っと顔出したんは⁚⁚あたし

﹁ンなもん︑見たらわかるわ

﹂

あかん︑ミミ見たときからガマンしとったけど︑も

う︑目の前が︑にじんでまう︒

﹁ケーキなんかより⁚⁚ミミがおってくれる方がえ

思わずは づき ちゃん振り切 って駆け出 そうと した
あたしを︑どれみちゃんが抱き止めた

﹂

日︒あたしの誕生日︒テーブルの上のケー

がいてくれれば︒

＊＊＊＊＊＊

﹁もう始まっちゃってたの

﹁え

﹂

⁚⁚やだなぁ︑おんぷちゃん︒ロウソクなら

きょとん︑としてた︒みんな一緒に︒

﹁ロウソク買ってきたけど︑何本にする

ついてるころ︑入り口からおんぷちゃんの声がした︒

どれみちゃんがぶつぶつ言いながら鳥手羽にかぶり

﹂

ああ︑ もう恥ずかしなぁ︒ ⁚⁚でもええわ︒ ミミ

きしめたあたしの肩を︑みんなが抱いてくれてん︒

にじんだ顔に︑ちっちゃな体が飛びついてきた︒抱

﹂

え⁚⁚て︑言わんとわからんか

こ れ は⁚⁚そ う︑ こ れ メ カ あ い ちゃん

﹁ちょ︑ちょ︑ちょっとちょっと⁚⁚ミ︑ミミなんて
﹂

いないよ
だよ

目の前くら〜っときた︒あいかわらず︑センスきっ
ついわぁ︒
⁚⁚気ぃとりなおして︑ あたしに向かってったあ

ミミはさ︑あいちゃんの

たしの目の前で︑どれみちゃんが歯ぁ食いしばって
大の字になってん︒
﹁だめだよ︑あいちゃん

月

本のロウソク︒そや︒さっきＭＡＨＯ堂

に入ったときから⁚⁚

キには︑







と作ってたんだよ

誕生日にケーキあげたいからって︑きのうからず〜っ
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ちゃんと

本あるってば﹂

笑いなが ら話すど れみちゃんの横 から︑ あたしの



本持って︒
﹁あいちゃん︑何本いる
﹁だから⁚⁚﹂

﹁ＯＨ

﹂

３本いうたら⁚⁚あ

もらうで

☆﹂
ハッピーバースディね︑ミミ

﹂

ぷーっと風が吹いて︑ちいちゃな火ぃが消えた︒

﹁ミ

に連れてくと︑

肩にいたミミを両手ですくって︑ケーキのまん前

﹁さ︑ミミ︒吹き消してや﹂

が笑いながら︑火ぃつけてくれてん︒

ソク３本︑ケーキの真ん中に刺した︒おんぷちゃん

びっくりしたみ んなン顔 見ながら ︑ あたし はロウ

﹁３本

⁚⁚３本やて

なんや︑あたしに目くばせしよんなぁ︒

﹂

前におんぷちゃんの手が伸びてきた︒ロウソク︑３



﹂

ももちゃんがわかってくれた︒そや︒

﹁誕生日もいっしょやで︑ミミ

おわり



あきのいちにち‥のこと

あきのいちにち‥のこと
 のあいちゃん バースディ記念小話です。実はバースディ
を知ったのが三日前の  日、日曜日の夜。午前様生活の平日三日
間で書き上げるという、我ながら無謀なことやってます。
こういう製作環境のため、いつもとは違った作り方になりまし
た。とにかく頭に浮かんだセリフやらアイディアやら、片っ端か
ら突っ込んでいって、『お話』になるようにバシバシ固める。この
結果、アイディアが出るたびにお話が変わっていきました。 本の
ロウソクに至っては、アイディアが出てきたのが  日の  時ごろ
で、仕事しながら筋書きを修正するという‥‥もうめちゃくちゃ
ですね
おかげさまで、使わなかった伏線などもあったりします。最後の
セリフがなかなか決まらなかったもので、候補になりそうなもの
をあちこちばらまいておいたせいですが‥たとえば、なんで唐突
に「里の秋」歌ってるのか、とか、なんでおんぷちゃんだけミミの
ケーキ作りを知らなかったのか、とか。いまさら書いてもしょう
がないので、アイディアとして次回へ持越しです。来年も続くよ
うですし、こんどはきちんと考えた話にしたいものです。
‥‥と言いつつ、また直前になって焦りそうな気はしますけど
ね。夏休みの宿題みたいに

ピーマン・だんす
カチャカチャカチャ⁚⁚薄い黄色がボールの中で
踊ってる︒となりには振るった薄力粉に砂糖︑ちょ
ん︑って押すと指がすぅっと入ってくバター︒
カチャカチャカチャ⁚⁚よぉし︑ＯＫ︒
﹁たまご泡立ったヨ﹂
わたしが声 をかけた ら︑ 返事は ＭＡＨＯ堂 の奥の
ほうから返ってきた︒
﹁ちょい待ちやぁ︑ももちゃん︒ハナちゃんも〜ちょっ

みんな︑おしごとおしごト

﹂

﹁あ︑あたし代わるよ︒あいちゃん︑手伝ってあげて﹂

らちゃんとやらなきゃ︒

遊びたいの はわかる けど︑ お菓 子屋さんな んだか

﹁こぉラ〜

食べさせてあげるだけ︑って言ってたのに︒

まだハナ ちゃんと遊んで たんだ︒ にんじん ケーキ

とでおねむやんなー﹂

、
、
、

き じ

﹁そうね︒ どれみちゃんよりあいちゃんのほうが︑
﹁ぶぅ

﹂

悪かったね︒あたしはクッキーの方がとく

ケーキ生地作るの上手だものね﹂
いなの

だれでもいいから手伝ってよォ

﹂

あ〜あ︑また楽しんじゃってる︒しょうがないなぁ︑
もう︒
﹁ちょっト

﹁だって⁚⁚﹂
﹁そのへんにんしとき︒

かんにんなぁ︑ももちゃん︒いま行くで﹂

パタパタ︑あいちゃんの足音が近くまで来たとき︑
カランカラン⁚⁚

ドアベルが鳴って︑だれか入ってきた︒

﹁あ︑すんません︒いま準備中⁚⁚なんや︑おんぷ
ちゃんか﹂

ああ︑ おんぷちゃん来ちゃったら︑ またおしゃべ
りはじめちゃうぅぅ︒

﹂

わたしはあいちゃんをむかえに︑キッチンを出た︒
﹁もう︑手伝ってってバ
クッキーケースの向こうで︑おんぷちゃん

﹁要するに︑お料理番組でお料理作らなきゃいけな
いのネ﹂

﹂

﹁材料が︑ね⁚⁚﹂
﹁材料
いてる︒
﹁⁚⁚そう﹂
﹁材料って︑なに

﹁それが⁚⁚ピーマン︑なの﹂

﹂

４人でハ モった︒ けど︑ まだお んぷちゃん︑ 下向

おんぷちゃん料理苦手じゃ

こっくり︒ おん ぷちゃん︑ 考え 込んだま までうな
づいてる︒

あれ
がぽつん︑と立ってる︒にっこり笑ってはいたけど︑

﹂

ないじゃない﹂

﹁でも︑それでどうして

顔色わるいヨ﹂

なんか元気なさそう︒
﹁⁚⁚どうしたノ

あいちゃんも近くで︑なんか声かけにくそう︒
﹁うん︒じつはね︑あさっての土曜日﹃もぐもぐ☆
⁚⁚きゃ

ポン﹄に出演が決まったんだけど⁚⁚﹂
﹁﹃もぐもぐ☆ポン﹄

奥のほう から出て きたはづ きちゃんの上か ら︑ ど
ゲストどうし︑相手の好きな材

みんな︑いっきにため息ついた︒そっか︑それな
ら落ち込むわよね︒

あたしだったら︑

そりゃぜぇったい⁚⁚﹂

﹁やめとき﹂

てた先輩といっしょだから︒でも⁚⁚﹂

﹁どうしても出たいの︒デビューの時からあこがれ

あはは︒はづきちゃん︑つっこみきびしいわ︒

れみちゃん﹂

﹁お肉選んだからってステーキとは限らないわよ︑ど

料で料理作ってあげるんでしょ

﹁あたし知ってる

れみちゃんが飛び出してきた︒

ピーマン・だんす

﹁え

﹂

ケーキ作ってた︒

けど帰るとき︑ちっちゃくぽつん︑って言ったの︑
わたしには聞こえてた︒

みんなが声の方を見た︒ あいちゃんが目をつぶっ
て腕組みしてる︒
﹂

﹃⁚⁚まぁた︑言ぅてしもたな﹄って︒

﹂

味見もせんと︑あこがれのひとに料理食

﹁さ︑さわるだけなら大丈夫よ
﹁そんで
わすっちゅうんか
あ︑あ︑そんなこと言ったら⁚⁚

はくじょう

ほら︑おんぷちゃん︑両手ぎゅっ︑て握って︑あい

﹂

あ いちゃんが そん な 薄 情 だ なん て思 わ

ちゃんにらんでるよ︒
﹁な によ
なかったわ︒あたし︑帰る

あ〜あ︑止めるひまもないじゃない︒
﹁なにやってルのよ﹂
あ い ちゃんは︑ だ まってそ の ま ま キッチ ン に行っ
ちゃった︒
結局︑そのあとあいちゃんは︑ずっと沈んだ顔で

な

﹂

なんやこりゃ

﹂

﹁緑のプリンに︑ケーキに⁚⁚こんなんが夕飯かい

テーブルの上がみどりいろだった︒

キッチンの窓 からそー っと覗いてみ たら︑ なんか

﹁なんやって⁚⁚夕ご飯に決まってるやん﹂

び︑びっくりした︒これ︑あいちゃんのパパの声だ︒

﹁だぁ〜ッ

も︑だいじょうぶ︑って言うんだけど︒

やっぱり気に なる︒ どれ みちゃんもは づきち ゃん

てみた︒

家に帰ったあと︑ わたしはあいちゃんの家に行っ

＊＊＊＊＊＊

﹁気絶しながら料理する気ぃかいな﹂



﹁あたしは
いだけや﹂

﹂

あたしは⁚⁚ただピーマン食ぅて欲し

うしろ姿しか見えないけど⁚⁚

﹂

﹁嫌いなもん︑無理に食わせるんが目的かいな
﹁そやない

こんなに小さく見えるあいちゃん︑はじめて︒
﹂

﹁それにな︑あいこ︒俺が言うのもナンやけどな︑こ
んなんピーマンちゃうわ︒そやないか

あいちゃん︑ずっと下向いてだまってる︒
﹁もぉええ︒今日は外で食うわ︒それ︑ちゃんと片
しや﹂

﹁えへ︒こんばんは〜☆﹂

﹂

あいちゃんが顔 上げた のは︑ あいちゃんのパ パが

﹁あれ︑ももちゃん

＊＊＊＊＊＊

出てってからだった︒
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目がはなせなくて︑じっと窓からのぞいていたら︑

あいちゃんと目があっちゃった︒

﹁あ⁚⁚見られてしもたんかー﹂
﹁Ｓｏｒｒｙ ごめんね﹂

あたまかいて謝ったら︑ちっちゃなため息がひと
つ︑聞こえた︒

﹁しゃあないわ︒玄関から入り﹂

中に入ったわたしは︑一直線にプリンをめざした︒

みどり色のおもしろいプリン︒あいちゃんがスプー

ン渡してくれたから︑ひとくち⁚⁚うん☆

﹁わりとおいしい︒ハナちゃんに作ってあげようヨ﹂

﹁うん︒ ハナちゃんには ええんや けど⁚⁚お父ち ゃ

んの言う通りや︒こんなん︑ピーマンやないわ﹂

あは☆やっぱり︑気になってたんだ︒

﹁おんぷちゃんだネ︒でも︑だったラいっしょに考
えてあげればいいノニ﹂

しばらく︑あいちゃん下向いてだまってて⁚⁚大

きく息をすってから︑静かに言った︒
﹂

恥ずかしそうに︑テレたように笑って言うあいちゃ

んを見てたら︑わたしも反対したくなくなっちゃった︒

﹁ＭＡＨＯ堂行こ︑あいチャン﹂

＊＊＊＊＊＊

ＭＡＨＯ堂の看板はＣＬＯＳＥ︒ 今日のハナちゃ

﹂

ん係︑はづきちゃんも帰っちゃったあと︒

﹁あいチャン︑料理思いついタ

﹁いくつかはな〜︒それはええねんけど⁚⁚材料ど
ないしょ﹂
﹁そうネ⁚⁚﹂

ん慣れちゃって︑今じゃ話しながらでもできちゃう︒

言いなが ら二人で パティシエ服に 着替え ︒ ずいぶ

先に着替え終わったわたしは︑そのままキッチン

﹂

あとから入ってきたあいちゃんが大声あげた︒

﹁なんや︑このピーマンの山は

へ︒入ったとたん︑目の前が︑みどり︒

ちゃんと言わなきゃダメなはず︑だよね︒

﹂

﹁それが︑おんぷちゃんだからや﹂

﹁なんで

﹁⁚⁚あかん﹂

でも︑あいちゃんは首を横に振ってた︒

相手の気持 ちも大事 だけど︑ 気付いて欲し いなら

﹁だったラ︑それちゃんと話せばいいじゃナイ﹂

くれへんと⁚⁚﹂

おんぷちゃんには︑はよ自分の弱いとこ気ぃ付いて

﹁あと二日や︒いっしょに泣いててもしゃあないわ︒

ように見えるんだ︒

しか見えなかった︒でもあいちゃんには︑泣いてる

きょうのおんぷちゃん︑わたしには︑元気ない︑と

声出さんでも︑心のなかで泣いてんのわかるねん﹂

﹁けどな︑泣いてんのわかんねん︒なみだなくても︑

﹁え

﹁なにがあっても︑おんぷちゃんは泣かへんのや﹂



﹁あ︑来た来た﹂

ちゃんのめんどう見てるから﹂

奥のほう に行こう としてた あいちゃんが ︑ 振り向
いて︑ぺこっておじぎ︒

ピーマンの影から出てきたのは⁚⁚ララ
﹁明日はＭＡＨＯ堂お休みよ︒キッチンと︑この材

べましょ︒あたしも手伝うわ☆﹂

﹁それじゃミミ︑ニニ︑手分けしてレシピ日記で調

ララが笑って︑

﹁⁚⁚マジョリカに伝えたってな︒
﹃おおきに﹄って﹂
﹂

料みーんな使っていいわ﹂
﹁どないしたんや︑これ

よく見ると ︑ ピーマン だけじゃないわ︒ 他の野菜
人分くらい︑なに

﹁あ︑ああ︑それはええねん﹂

やお肉︑チーズにおトーフ⁚⁚
か作れそう︒

﹂

ララが振 り返った︒ わた しもわか らない︒ てっき

り︑使えそうなレシピを探すのかと思ったのに︒

﹁あれはハナちゃんのや︒他に使ぅたらあかん﹂

﹁せっかくあるのに︑使わないノもったいナイ

から︑ミミとニニがレシピ日記持ってきた︒

わたしの横 で︑ ララがう なづいてる ︒ そのうしろ

﹁どれみと︑ はづきちゃんよ︒﹃あいちゃんは絶対

ンドン体当たりしてる︒

ミミがあいちゃんに飛んでいって︑インカムにド

﹂

﹁ミミ︒なんや

ああ︑マジョリカ探しても無駄よ︒明日までハナ

がみ倒しちゃったの︒

キッチン借りに来る﹄って言ってね︒マジョリカお

かったんだろう

﹂

﹁え

マジョリカがお金を︑っていうのもびっくりだけど︑

出すなんてこと︑めったにないんだから﹂

﹁ふふ⁚⁚いいから使いなさい︒マジョリカがお金



そう︑どうして︑あいちゃんが戻ってくるの︑わ

﹁どうして⁚⁚﹂
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﹁ミミもレシピ日記使え言うんか⁚⁚﹂
あいちゃん︑ミミを両手でそっと抱えてから︑わ

わりにメモ受け取って目の前で見せても︑やっぱり︑
ぼ〜っと︒

⁚⁚ち がう︒ 嬉 しい んだ︒ わた し にも︑ あい ちゃ
んの心の中︑わかる︒

﹁これも使わない︑な〜んて言ったら︑わたしも承
知しないわよ☆﹂

⁚⁚あかん︒ぜんぜんダメや﹂

＊＊＊＊＊＊
﹁あ〜︑もう

二階にハナちゃんの様子を見に行ってから降りて

きたら︑ピーマンの山の中︑あいちゃんが突っ伏し
てた︒
﹂

﹁ああ︑ももちゃんか︒いま︑なに作ろか考えてた

﹁どうしたノ

﹁きっとそう言うから︑って︒はづきちゃんよ︒お

アはいくつかできたんやけど⁚⁚それでほんとにえ

はづきちゃんのメモとかも使ぅて︑料理のアイディ

んやけどな︒

あいちゃん︑ぼーっとしてる︒手の中のミミが代

とか︑いろいろ書いてあるわ﹂

んぷちゃんのよく食べるものとか︑他に嫌いなもの

テーブルの下から︑ララがメモ取り出した︒

﹁はい︑これ﹂

って残念そうに言った︒なに

﹁あ〜ん︑また負けちゃったわね〜﹂

てたララが︑とつぜん︑

⁚⁚なんて声か けよう か考えて たら︑ じっと聞い

言ったの︑あいちゃんだよね︒

言いたいこと︑ わかる︒けど二日しかない︑って

﹁せやけどあたしはな︑自分で作りたいんや﹂

言いながら︑ミミを目の前に持ってきた︒

﹁みんな︑おおきに︒せやけど⁚⁚﹂

たしたちみんなを見回して︑



えんか︑わからへんねや﹂

﹁あたしらには平気なんやけどなぁ﹂

そうだよね︒でも魔法でおんぷちゃんになっても︑

ピーマン嫌いになるわけじゃないし⁚⁚あ︑そっか︒

そっか︒ わたした ちがおい しくても ︑ しょうがな
いんだっけ︒

﹁だったら☆﹂

ももちゃん︑なに着替えてんねん

両手をパンパン︑っと叩いて⁚⁚
﹁えぇ

ピーマンに向けて︑ポロンを振り回して
﹂

なんやこの匂いは

﹂

思わずキッチン飛び出して︑何度か大きく息を吸

﹁こぉら︑いくらあたしでも︑かなんわぁ﹂

﹁気持ち︑わるイィ〜﹂

こんなのだったっけ

わたしはちょっと声出せなかった︒青くさい︑って

﹁げ

まわりが全部みどりになって︑消えた︒けど⁚⁚

ボフッ⁚⁚

リ青くさく︑なァれ

﹁ペルゥタン・ペットン⁚⁚ピーマンよ︑思いっき

﹂

﹁うん︒せっかく作ってモ︑おんぷチャン食べられ
なかったら意味ないネ﹂
﹁やっぱあたしがピーマン好っきゃからかなー﹂

﹂

わたしも︑ ピーマン嫌 いじゃないから︑ よくわか
らないし⁚⁚
﹁ピーマン嫌い︑って︑どこが嫌いなのカナ

﹁う〜ん⁚⁚大阪でピーマン嫌いやった子ぉは︑匂
﹂

いがイヤや言うてたなー﹂
﹁匂い

いでみた︒⁚⁚う〜ん︒

﹁なんとな〜くなら匂うけど︑これ

いてた︒

あいちゃんはうで組みしながら︑こっくりうなづ

﹂

テーブル の上のピ ーマンひ とつ取って︑ 匂いをか

﹁そや︒青くさいんがイヤやて﹂
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い込んで︒はぁ︑もうイヤになりそう︒⁚⁚でも︑こ

をあけてみたら⁚⁚
﹁あれ︑おんぷチャン

﹂

たなー﹂

あいちゃんがこっち向かずに手を振ってるのを見

﹂

て︑わたしはＭＡＨＯ堂を飛び出してった︒

＊＊＊＊＊＊
﹁待っテ︑おんぷチャン

ＭＡＨＯ 堂からお んぷちゃんの家 への通 り道︒ 小

さな公園のわきでなんとか追いついた︒ はぁ︑ けっ
こう足速いんだ︒
﹂

﹁あいチャン︑頑張ってるヨ︒おんぷチャンも︑いっ
しょ頑張ろ

そうした らおん ぷちゃん︑ 笑いなが らくるって振
り向いた︒

消えた︒

﹁Ｗｈａｔ

は決まってるわ﹂

﹁あいちゃんが頑張ってるなら︑わたしのやること

﹁あいチャン︑わたしちょっと出てくるゥ﹂

﹁わたしは︑わたしにしかできないことをするの︒

﹂

﹁あ あ︑ 遅 い か ら きょう は も う え え で︒ ま た あ し

窓にぺったりくっついてたあの髪型が︑ささっ︑と

﹂

ん見てたら︑またあの匂いが攻めてきた︒思わず︑窓

握りこぶしでテーブルばんっ︑て叩いてるあいちゃ

までに全部消したる

﹁やったるわ︒見とれよ︑この匂いあしたの放課後

え︑なに

﹁やったる﹂

かいでた︒目をつぶって︒

振り返ったら︑あいちゃん︑まだキッチンで匂い

んダ⁚⁚﹂

﹁これが︑おんぷチャンが感じてる﹃ピーマン﹄な

れでよぉくわかった︒



あいちゃんの言 うとおり よ︒ いく らおいし い料理
のレシピがあっても︑わたしが料理できなかったら︑
なにんもならないもの﹂
あ︑おんぷちゃん︑泣いてる︒
あいちゃんの言ってた通りだわ︒わたしにもわかっ

＊＊＊＊＊＊

﹁おんぷちゃん来たヨォ﹂

金曜日の放課後︑ＭＡＨＯ堂︒あいちゃんはミミ

﹂

に学校行ってもらって︑ずっとこもってたみたい︒

﹁わたしに見せたいものって︑なに

れみちゃんとはづきちゃんが︑緊張した顔で見守っ

おんぷち ゃんが厳しい 顔であ いちゃん見て る︒ ど

てる︒けど︑わたしはちょっと笑っちゃった︒

た︒おんぷちゃんは︑なみだ見せないで泣くんだ︒
﹁だいじょうぶ︒レシピは絶対できるから︒わたし

きっと︑きっ

には︑きざんだり中くりぬいたりしたピーマンが置

ストーブの上には︑あっためたフライパン︒近く

るんやで﹂

﹁さぁて︑これから実演したるから︑よぅ見て覚え

て︑クッキングストーブの前でくるっと振り向いた︒

あいちゃんはおんぷちゃんの後からキッチンに入っ

てないのに︒

チンに行くんだもん︒あいちゃん︑まだなんにも言っ

だって お んぷ ちゃん︑ ノ ート 持って 一 直 線 に キッ

はただ︑ピーマンをさわれるようになればいいだけ︒
それじゃ︑あしたね﹂
そう言っておんぷちゃん︑また駆け足で帰ってい

﹂

は変わってないけど︑わたしにはわかった︒

手を振ってるおんぷちゃん︑もう泣いてない︒顔

とあいちゃん待ってるカラ

﹁あしたの帰り︑ＭＡＨＯ堂に来テ

きっとうまくいく︒あたしは︑そう思った︒

った︒
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いてある︒
けど⁚⁚どわ

﹁続いて中華︒
﹃細切りピーマンと牛肉炒め﹄なんや
﹂

﹁いいわよ﹂
ちゃん

ぎゅうにくぅ〜⁚⁚あれ

﹂

いきなり 目の前を 通り過ぎ ていったのは ︑ どれみ

け﹄や︒ええか︑ピーマンちゅうんは火ぃ通すと甘

﹂

へん︒そやから⁚⁚﹂

ごたえや︒これなくしたらピーマン食べる意味あら

ピーマン のええと こはもう 一つ︒ パリッとした歯

﹁しゃぁないなぁ⁚⁚まあええ︑続きいくで︒

を︑はづきちゃんがぽんぽん︑ってたたいてる︒

ためい きつき ながら 戻ってきた どれみ ちゃんの頭

んまは牛肉使うんやけどな︑ないから今日は豚肉や﹂

﹁なんやけど︑って言うたやんか︒いらちやなぁ⁚⁚ほ

ボゥルの中身見て︑どれみちゃんが首かしげてる︒

﹁牛肉

ぱく︒
﹁あ︑おんぷちゃん︑食べてる⁚⁚

うに︑しっかり目開いてる︒

おんぷちゃん︑真剣だわ︒なにも見落とさないよ

しも︑気が付かないうちにこぶしを握ってた︒みん

おんぷちゃん︑ピーマンとお肉をぱくぱく口の中

﹁ほい︑これで二つやな﹂

﹁⁚⁚うん︒わかった﹂

な﹃がんばれ﹄って言ってる︒心の中で︒

どれみちゃんが︑ぼーっとした声で言った︒わた

﹂

かれた︒ おんぷちゃんはナイフでひと口分切って︑

テーブル に︑ 赤い ソースの かかったピーマ ンが置

いおさえてるけどな〜⁚⁚ほい︑上がり

﹁この場合はトマトがすっぱ味あるから︑塩はちょ

ちゃんの手元をじ〜っと見て︒

おんぷちゃんはだまってうなづいてる︒目はあい

が基本や﹂

くなんのや︒せやから︑塩きかせて引き立たせるん

﹁まずは洋食︒﹃肉づめピーマンのトマトソースが



﹂

に入れて⁚⁚ちょっと口すぼめちゃったけど︑ それ
でも食べてた︒
﹂

﹁おんぷちゃん︑食べてる︒食べてるよ
﹁うん⁚⁚うん

目の前に出てきたお皿︒キッチンペーパーの上の

ピーマンを見ながら︑おんぷちゃんが息をのんでる︒
﹁さぁ︑食べ﹂

﹁た︑食べてあげるわよ﹂

込んで⁚⁚２回かんだところで︑ぱっと顔が明るく

目を閉じて︑思いっきり口を開いてピーマン放り

に嬉しそう︒そうだね︒みんな信じてたもんね︒

﹁⁚⁚おいしい﹂

なった︒

﹂

つこ

こ

﹁そ や ろ

中 は あ ま 〜く て︑ ま わ り は パ リッ

﹁つめた〜く冷やしたピーマンに︑香りつきのカタ

れがほんまのピーマンや︒香りづけに使ぅたもんは
あとで教えたるわ〜☆﹂

﹁そ︑それって⁚⁚ただピーマン揚げただけ

て喜んでる︒

ちゃった︒ どれみちゃんたちなんか︑ もう抱きあっ

すご〜い ︑ あいちゃん︒ 本当 にピーマン 食べさせ

﹁﹃だけ﹄言うけどな︑ピーマンちゅうのは皮のほ

﹁あ︑そっか⁝﹃魔法のもと﹄使ったんでしょ

、
、
、
、
、

くり揚げる︒皮のほうは途中でちょっとだけ油かけ

﹁使ぅてへんよ﹂

らっぽくなってる︒

あ︑ おんぷ ちゃんの目が︑ いつもみたい にいたず

て⁚⁚ほい︑出来上がりや﹂

せやから一つづつ箸でつまんで︑中のほうだけじっ

﹂

う揚げると︑すぅぐしわくちゃンなってまうんや︒

﹂

まわりの 空気が 止まった︒ あいちゃんだけが ひと

クリ粉つけて揚げるんやけどな﹂

﹁え

﹁最後は和食︒﹃ピーマンのから揚げ﹄や﹂

どれみちゃん︑はづきちゃん︒ふたりともほんと



り動いてる︒だって⁚⁚だってそれって
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﹁使ってるわよ︒ただピーマン揚げただけでこんな

だれがそんなもん使うかいな﹂

り言えばいいのに﹂

﹂

﹁ええか げんに しぃや！
てへん！﹂
﹁使ってる

あたしが使ぅたんは⁚⁚﹂

はっき

おんぷちゃんの鼻にちょん︑ってキスして︑



﹁⁚⁚くちびる︑入れたの

﹂

あいちゃんそのままストーブの前に逃げちゃった︒

わぁ

﹁⁚⁚これだけや﹂

ちゅっ♪

﹁使ぅてへん

テーブルごしに︑二人の顔がだんだん近づいてる︒

使ぅてへん 言うた ら使ぅ

﹁なによ︑あいちゃんてそんな人だったの

あ︑おんぷちゃん︑ちょっとむっとしてる︒

﹁使ぅてへんて

ああ︑せっかくいい感じになってたのにぃ〜︒

においしくなるなんて︑変だもの﹂



わたしがぬれ

﹂

⁚⁚けど︑ むくわ れないわ︒ あいちゃん︑ ストー

ブの前で脱力しちゃってるじゃない︒

油がうでにはねちゃってる

﹁ええわ︒もっかい作ったる⁚⁚あちっ
ああ

たふきんを持って︑あいちゃんのうでを拭こうとし
たら︑

﹁ああ︑だいじょぶだいじょぶ﹂

って言って追い返されちゃった︒ あいちゃん︑ 箸

を離したくなかったみたい︒

⁚⁚よく見た ら︑ あいちゃんの うで︑ ちっちゃな
やけどがいっぱい

﹁つめた〜いピーマン揚げるし︑油ハネるんはしゃ

あないやん︒せやから︑これはおまけや︒テレビな

んかでやったらあかんで﹂

揚げ終わったあいちゃんが︑さっきのやけどのあ

とを拭いてるあいだ︑おんぷちゃんは︑ただじっと

あいちゃんのうでを見てた︒

＊＊＊＊＊＊
﹁みんな急いデ︑始まっちゃうヨ
﹂

土曜日︑ わたしたちは 学校から 直接ＭＡＨ Ｏ堂に
直行した︒

﹂

もちろん︑お目当てはおんぷちゃんの出てる﹃も
ぐもぐ☆ポン﹄︒
﹁マジョリカ︑テレビ︑テレビ

﹁遅いぞ おまえら ︒ おんぷはも う二品も 作りおわっ
とるわい﹂
たぶん魔法で出したと思う大きなテレビの前で︑マ

﹁え

つじゃ⁚⁚﹂

でも︑﹃もぐもぐ☆ポン﹄で作る料理って二

﹁待って⁚⁚おんぷちゃん︑まだ作るみたいよ﹂

そう言いながら︑あいちゃんが着替え始めた︒

ごとしごと﹂

﹁なぁんや︒ほな︑もう見ることあらへん︒さ︑し

ジョリカがチリトリに乗ってる︒

ピーマン・だんす



﹁しっ

﹂

テレビの 中のおん ぷちゃんは︑ もうひとり のゲス

トにぺこっ︑て頭を下げてた︒

﹃ほんとはこれで終わりだけど︑もう一つ︑作らせ

作れるようになったから言うて調子に乗っ

てください﹄
﹁なんや

て︑失敗しても知らんで﹂

後 ろで パティシエ 服に 着替え おわったあ いちゃん

の声がした︒テレビの中では︑冷蔵庫からお皿取り
出してる︒

﹃つ め た く 冷 や した ピ ー マ ンに︑ コ ロモ を 薄 く つ
けて⁚⁚﹄

﹂

がばっ︑と音がしそうなくらいの勢いで︑あいちゃ
んが振り返った︒
﹂
まさカ

﹁なんやて
﹁ワォ

あいちゃんその まま︑ わたしの背 中に飛び ついて

きた︒けど︑わたしもそんなの気にしてられない︒ま

さか︑あいちゃんだって失敗したのに⁚⁚
﹄

﹃⁚⁚高温の油で︑中のほうだけじっくり揚げるの︒
⁚⁚あち
﹂

油がはねて︑おんぷちゃんの腕が赤くなった︒
﹁あぁぁ⁚⁚

んぽん︑ってなでてあげた︒

テレビでは揚げ終わったおんぷちゃんのところへ︑

﹄

司会者の人がマイク持ってきてる︒

﹃おんぷちゃん︑大丈夫ですか

って︑ すごい音がした︒ あいちゃんが

﹃ええ︑このくらい⁚⁚えへ☆﹄
ダ ンッ

テーブルなぐりつけてる︒

飛び出してったあいちゃん︑テレビに貼りついちゃっ
てる︒

﹁﹃えへ﹄やないやろ

なんであたしの言うたこと

﹁あいちゃん︑見えないって﹂

が⁚⁚

た⁚⁚ だから︑わたしも平気です

﹄

考えてくれた人のやけどは︑もっと︑ずっと多かっ

﹃実はこの料理︑あたしが考えたんじゃないんです︒

﹂

﹁ごめん︒せやけど⁚⁚﹂
む〜っ︑としてるどれみちゃんを見て︑あいちゃん
はイスに座りなおした︒
テレビの 中のお んぷちゃんは︑ 舌を出 して笑 って

あいちゃんは ︑ しばら くじっとテレ ビのな かのお

んぷちゃんを見つめてたけど︑

る︒箸はまだピーマンを油に浮かべたまんま︒熱く
ても︑離さなかったんだ︒

﹁⁚⁚あほやなぁ⁚⁚﹂
た︒着替えもしないで︒
﹁あ︑あいチャン⁚⁚

﹂

ぽつん︑と言ってそのままＭＡＨＯ堂から出ていっ

﹃ハネちゃった︒えへへ☆みんなはもっと気をつけ
てね﹄
﹁そやから︑やめ︑言うたんに⁚⁚﹂
机の上で 頭かかえ てるあい ちゃんを︑ わた しはぽ





思わず追い かけよう としたわた しの前に ︑ どれみ

﹁別にいいのよ︒どう︑ちゃんとできたでしょ﹂

﹂

﹁そうだね︒おんぷちゃん︑もうピーマン好きになっ

な︑くすくす笑ってるし︒

そんな残念そうな顔して言われても︑ ねぇ︒ みん

﹁ひとりにしといてあげよ﹂

たでしょ

ううん︑嫌いよ︒ピーマンなんて﹂

ちゃんがいた︒

﹁そうそう︒あいちゃんって︑すっごいテレ屋さん

﹁わたし

﹂

おわり

大爆笑のなか︑真っ赤な顔が舌を出してた︒

﹁あいちゃんのピーマン以外は︑でショ

みんな︑こらえてる︒吹き出す前に言わなきゃ︒

なんだから﹂
はづきちゃんも︑後ろからわたしの肩に手を置い
﹂

﹁あいちゃん︑さっき出てったヨ︒まだ追いツク﹂



てた︒そっか︑きっとあいちゃん⁚⁚
﹁嬉しくて︑泣きそう

﹂

二人とも︑にっこりうなずいてる︒わたしは︑そ
れが嬉しかった︒

＊＊＊＊＊＊

る︒きっと走ってきたんだ︒

気な顔してるけど︑ほっぺたのはしっこに汗かいて

少したってから ︑ おん ぷちゃんが入ってきた ︒ 平

﹁あれ︑あいちゃんいないの
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ピーマン・だんす‥のこと
なんというか‥‥我ながらここまで暴走するとは予想外でした
が
この本の

ソース あるいは

 ソース をごらんの方には

おわかりかと思いますが、最初のコメントにこう書いてあります。
砂吐く程度の甘さで済まさない。
ベタ甘・ゲロ甘の自己限界に挑戦すること！
‥‥結果として、この目標は達成したと思います。これ以上書く
と、ちょっと危険です。

 冊目のどれみ本を作るときには、さらに恥ずかしさをアップさ
せないといけないのかなぁと思うと、頭が痛いですね。‥‥それ
でも、やっちゃいそうな気はしますけど
最後に『ピーマン・だんす』というタイトルですが、今ではもう
おど

意味がないかもしれません。実は、考えついたときはピーマン踊
らせていたのです。ももちゃんが魔法で踊らせてて、それをあい・
おんが見てる、っていう絵。これがこの話の始まりでした。
ところが、書いてみたらまるっきり違う話に でももうタ
イトル考えてる時間がない！‥‥というわけです。今後、聞かれ
るたびに説明しなくちゃいけませんが、まぁいいかげんさのバツ
ということで、反省しましょう。



あとがき

あとがき
はい、どれみ本  冊目です。期せずして「あいちゃん本」になっ
てしまいました
色々なところで公言しておりますが、おジャ魔女の中で私が一
番好きなのは あいちゃんです。
「どれみ」を見始めたのは無印の最後近くでした。普通の魔法少
女ものかなぁ、と思いながら見ていたのですが、最終話、水晶玉
を取り上げられるところで印象はガラッと変わりました。
「魔女ではなくなった」と聞かされて、がっかりとした、あるい
きぜん

は申し訳なさそうな顔の中でただ一人毅然としていた彼女。
なん

まちご

「ええんや。あたしは何も間違うたことしてへん！」
と、声が聞こえてきそうな表情に惚れました。
ええ子やぁ〜
だから、あいちゃんのセリフ考えるのは難しいです。気をぬくと
きっすい

すぐ「変な大阪弁の女の子」になってしまいます。 私は生粋の関
東人ですから 一つのセリフを  回は書き直しているでしょ
うか‥それでもいつも「もうちょっと、なんとかならんかな〜」と
思います。

、、、
もっと修練を積んで、「あいちゃんらしいあいちゃん」にしない

といけませんね。頑張りましょう。
、、、、
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。

