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まえがき

はじめまして︑もしくは︑おひさしぶりです︒

とも言われ

﹁おジャ魔女どれみ﹂終了後初の﹃てんご﹄がつ
かない どれみ本です︒

文芸に戻るんじゃなかったのか〜？

てたりしますが︑まだまだ どれみ本です︒

でもって⁚⁚やっぱり︑恥ずかしい噺書いており

ます︒苦手な方はこのまま本を閉じて下さいね︒

準備はよろしいですか？

猫 好 敬白

にゃんこう

それでは﹃どれみなはなし﹄そのはち︒しばらく

の間お付き合いくださいませ︒

きんどんてい

酒処 金丼亭 亭主
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って声︒

あれっ︑ と思て振り向いたら︑ 背ぇの低い子がひ

とり︒Ｇパンにシャツ着て︑ぼうしかぶって︑サン
グラスかけた⁚⁚
﹂

﹁おんぷちゃんやんか︒そのかっこ⁚⁚逃げてきた
んか

﹂

から︑しゃあないんやろけど︒

たしが大阪行くちゅうんはあんま言うてへんかった

年からアメリカ行く言うてたももちゃんと違て︑あ

うちのクラスで遠くに行くんはあたしだけやし︑去

まれて泣かれてとか⁚⁚

大変やったんけどなぁ︒最後やから握手︑とか︑囲

のぶちゃんやらクラスのみんなやらにつかまって︑

へんわな︒

んがあたし見てる︒まぁ︑普通はこんなん遅くなら

サングラスをちょいとおデコに上げて︑おんぷちゃ

あいちゃんはどうして

﹁ふふ︑まぁね︒卒業式は︑みんな撮りたがるから︒



﹁ほな︑おとぅちゃん︑おかぁちゃん︑
またあとでな〜﹂

遅かったわね﹂



手ぇふりながら ︑ ふたり がタクシ ーに乗り 込むん
を見送って︒あたしはようやっとひとりになった︒
手に持ってた卒 業証書 ︑ さっきふり すぎたん で頭
が出てしもてん︒ぎゅっ︑と押しこんで︑と︒
⁚⁚ふぅ︒ ずいぶん遅れてもぅたな︒ これからハ

﹁あら



そう思いながら校門のとこまで歩って行ったら︑

たみたいや︒

あ〜あ︑ どれみちゃんたち ︑ みんな 先行ってしも

ん︑っちゅうのに︒

ナちゃんとミミたち見送りにＭＡＨＯ堂行かなあか
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﹁なんや色々泣かれてしもてなぁ﹂
思い出して苦笑いしながらそれだけ言うたら︑

﹁あいちゃん︑もてもてだもんね﹂
おんぷちゃんも︑くすくす笑てる⁚⁚なんや︑見
てたんやないか︒人が悪いなぁ︒

﹂

﹁まぁええわ︒みんな待ってるやろ︑いっしょ行こか﹂

＊＊＊＊＊＊
﹁そういえば︑大阪へはいつ行くの

来週の終わりや︒ もも

学校前の坂をもうじき降りきる︑っちゅう頃︑ お
んぷちゃんが言うた︒
﹁あ︑ 言 うて へ んかった

﹁⁚⁚おんぷちゃんの引越しは手伝えへん︒かんに
んなぁ﹂

引越しは月末や言うてたもんなぁ︒ できたら行き
たいんやけど⁚⁚

﹁飛行機で行くももちゃんは仕方ないけど︑あいちゃ

んまで来てくれないなんて⁚⁚﹂

いま︑ちょっと口もとふくらまし

ああ︑顔を手ぇでつつんでしもた︒そんなん言う
たかて⁚⁚あん

てん︒こぉらうそ泣きやな︒

あ た し が ファンか

﹁お〜い⁚⁚もう︑おんぷちゃんまでＭＡＨＯ堂に

閉 じ こ もった り せ ん と い て や

らボコボコにされてまうわ﹂

ぽんぽん︑っと背中たたいて︑ げんこで軽くあた
ながら舌だした︒

まコツンッ︑てやったら︑おんぷちゃんが苦笑いし

けどなぁ﹂

﹁エヘ☆ ごめん﹂
に︑おんぷちゃん︒

ったく⁚⁚けど︑ ちょっと楽になったわ︒ おおき

﹁そっか︒もう︑ほんとにお別れなんだね⁚⁚﹂
下向いて もうたお んぷちゃんの顔 見ながら ︑ あた
しは頭かいて︑





ちゃんがアメリカ行くんは︑なんとか見送れるんや







﹂

﹁いろいろ︑あったよね﹂

おんぷちゃんがそう言いながら︑あたしの横を歩

﹁ね︑ちょっと遠回りしてみない
あたしの 前にま わってきたおん ぷちゃんが︑ 腰か

﹂


しもた︒

﹁ここ︑覚えてる

﹂

むらの方指差してん︒

と文句言うたろ思て顔上げたら︑おんぷちゃんが︑草

あ だ だ⁚⁚背 中に ぶ つ かって もぅた や ん か︒ ちぃ

﹁うぶっ

﹂

早足で追 いかけ てったら︑ いきなり 立ち止ま って

﹁どこいくんや

いてった︒まっすぐ︑草むらのほうに向かってる︒

やし︑まぁええか﹂
﹂

﹁それじゃ︑美空町一周ツアー
たし︑瀬川おんぷで〜す

コンダクターはわ

﹁ん〜⁚⁚どれみちゃんたち先行ってしもたみたい

けど⁚⁚

がめて見上げてん︒な〜んかたくらんでる気ぃする



とたんに元気なチャイドル口調になってん︒



そやな︒ ＭＡＨＯ堂行 く前に︑ もうちょい元気た



﹁３年前︑間違いメールで集まっちゃった人たちの

ああ⁚⁚そういえば︑そんなこともあったわなぁ︒

てくれたの﹂

美空町の公園︒あたしがこの町を︑最初に見わたし

でる︒

でも︑ いまは あたしらやな い︑ 小さな子 供が遊ん

心を変えようとしてたわたしを︑あいちゃんが止め

ち向いた︒

わけわからんでいると︑おんぷちゃんが顔だけこっ

ここ︑て⁚⁚公園のわきにある︑ただの草むらやん︒





た鉄棒︒すべり台︒砂場のまわりに広い林と草むら︒

＊＊＊＊＊＊

めとかんと︒
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﹁思い出した

あいちゃん︑顔まっ赤よ﹂

からかわんといて

して笑ぅてん︒
﹁もう

﹂

体ごとこっち向いたおんぷちゃんが︑あたし指差

﹁あは

真顔で言われると⁚⁚

いや︑そう⁚⁚やったんかもしれへんけど︑それ

わたしのことを心配してくれたの﹂

止めてくれたの︒心を変えられる人たちじゃなくて︑

わたしは ︑ 忘れない わ︒ あい ちゃんが体をは って



﹁ごめん︑ごめん︒待ってよ

﹂

笑いながら 追いかけ てくる気配 感じなが ら︑ ３年
前のこと︑今ごろになって思い出したわ︒そや︑公
園の草むらかて︑思い出あったんや︒
小さなハナちゃん乗ったベビーカー押して歩いた
小道︑バッドアイテムを探し回った商店街⁚⁚

この町で 思い出のな い場所な んて︑ ない んかも知
れへんなぁ⁚⁚

＊＊＊＊＊＊

﹁最初のお別れは︑ハナちゃんとロロたちね﹂

商店街に 入ったころ︑ おんぷちゃんがぽ つん︑ と

言ぅた︒あたしはそっち見ないでうなずいて︑

﹁マジョリカにララもや﹂

考えてると︑ちょっと寂しなってしもた︒

﹂

おんぷちゃんの目が︑小さく笑ぅてる︒⁚⁚

﹁あいちゃん︒なに考えてるの
ん

ああ︑考えただけで寂しなるいうんに⁚⁚ ふぅ︒

ナちゃんたちとは︑こんどいつ会えるのかな﹂

﹁そうよね︒わたしたちはこれからも会えるけど︑ハ

おんぷちゃんがこっち向いて︑大きくうなずいてん︒

﹁おんぷちゃんと︑おんなじことや﹂

そか︒






ぷいっ︑と背中向けて︑そのまま歩っとったら︑









﹁

年後かも︑

年後かも知れへん︒ひょっとした

ら︑生きてるうちにはもう会われへんかもな⁚⁚﹂
﹁そうね⁚⁚﹂
はぁ︒口に出したら︑もっと寂しなってしもた︒な
んか元気出ること言いたいんやけど︑のどまで出て
きてすぐ引っ込んでまう︒
なんとかせななぁ︑ 思いながら歩ってると︑ おん

﹂

＊＊＊＊＊＊

コンビニ に入って︑ ひとまわ りして︑ なんも買わ

ずにそのまま出てって︒そんでも︑おんぷちゃんは
﹂

コンビニながめてた︒
﹁どないしてん

る

﹂

おんぷちゃんのおかあちゃん
したわ︒

年前に行ったときのことやな

﹂

⁚⁚ ああ︑思い出

﹁ね︑わたしのママがアイドルだったころ︑覚えて

あたしが声かけると︑顔だけちょっとこっち見て︑



﹁ポストも︑なんや丸っこかったしなぁ﹂

みたいやった︒

そやったなぁ︒ なんや︑ 映画のセットん中入った

たし⁚⁚﹂

﹁み ん な 違って た よ ね︒ 電 話 は 押 さ な い で 回 し て

おんぷちゃんがうんうん︑てうなずいて︑

﹁



ぷちゃんが立ち止まった︒
﹁ねぇ︑ちょっとそこ︑行ってみない

そこ︑て⁚⁚ああ︑よく寄り道したコンビニや︒そ

﹂

﹁ちょ︑ちょい待ちや︒いっくらなんでも︑買い食

いまでしとったら︑どれみちゃん怒んで

に敏感なんやから⁚⁚
﹂





それでなく ても︑ どれ みちゃん︑ 食べもん の匂い







﹁そうじゃないわ︒いいから︑ね







やけど︑
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い︒あたしらがいま見てるもん︑このコンビニも︑小

﹁そやけど︑ちゃうねん︒ハナちゃんたちだけやな

いま見てるものも︑何年かしたら変わっちゃうのね﹂

学校も︑目の前にいるおんぷちゃんかて同じや︒い

﹁そう︒このコンビニも︑酒屋さんだった⁚⁚
おんぷちゃんは︑まっすぐコンビニ見つめてる︒サ

まのみんな︑もう会えへんものなんや⁚⁚﹂

たしは︑コンビニのわきの階段まで︑おんぷちゃん

おんぷちゃんのサングラスに︑涙がたまってん︒あ

前いたところが︑どんどん変わっていくねん﹂

引っ張ってった︒

﹁あいちゃんは︑泣かれるばっかりね﹂

涙声のまま見上げるおんぷちゃんに︑あたしはう
なずいてた︒

しながら︑おんぷちゃんの言葉が︑涙声になってん︒
﹁あたしな︑さっきからずっと︑ハナちゃんとはも

﹁ああ︑あたしは泣かへん﹂

あたしの声︑おかしなってん︒ほおがこわばって

う会えへん︑て考えてた︒他のみんなには会えるけ
ど︑ハナちゃんやミミには⁚⁚てな﹂

んのわかるわ︒
﹁な︑おんぷちゃん﹂

せや︒ いま︑ はっきりわかったわ︒ 魔女界に帰っ
てまうみんなとのお別れは︑耐えられるんかわから

﹁うん

﹂

へん︒それが怖かったんや︒

ぽくなってん︒⁚⁚まだや︒まだ早い︒

﹂

すぅっ︑て息吸うてると︑鼻のあたりがなんや水っ

ん︒ そやから︑ おんぷちゃんと一緒に遠回りして︑

﹁これからいっぱいお別れせなあかんやろ

最後の最後で︑ちゃんとお別れできるかわからへ



ちょっとでも先のばししてるんや︒そやけど⁚⁚



はす向かいの郵便局や︑奥のＣＤショップを見まわ

﹁そう︒そうね﹂

﹁せや︒あたしも︑大阪行くたびそう思うわ︒４年

ングラスで目がわからへんけど︒



なってく︒あたしは︑この熱いもん忘れたない︒

＊＊＊＊＊＊

いんや︑忘れへん︒絶対⁚⁚

なんや

﹂

思てたら︑目の前におんぷちゃんが

﹁ほら︑おぼえた﹂

て閉じて︑また開いた︒

ずかしなってきたわ︒そしたら︑いきなり目をぎゅっ︑

顔近づけて︑じ〜っとあたし見てん︒⁚⁚なんや︑恥

﹁ふふ︒こうして︑ね﹂

﹁なにしとんねゃ

回ってきとった︒

てん︒なんや

こかっちゅうとき︑あたしの肩がぎゅっとつかまれ

ようやっとＭ ＡＨＯ堂 の坂が 見えてき て︑ さぁ行

てた︒

小 ちゃい公 園 で 顔 あらって︑ あ た し らは ま た 歩っ



﹁うん⁚⁚﹂
目の奥が︑熱ぅなってきてん︒しっかりせな︒
﹁それにいちいち泣いとったら︑みんなたまらんわ︒
﹂

そやから︑あたしは決めた﹂
﹁なにを
口が震えてきてん︒もう︑ちょっとだけ
泣かへん︒笑ってお別れや﹂
﹁⁚⁚﹂
﹁せやから︑せやから⁚⁚今だけ︑な
﹁うん⁚⁚﹂
たしは首ったまに抱きついてた︒

うなずい てるおん ぷちゃんの顔を 見たとた ん︑ あ

﹂

﹁これからみんな見送っても︑見送られても︑絶対



もう涙が止まらへん︒泣き声も止まらへん︒ただ
﹂





ぎゅって抱きしめて︑肩ぬらすしかあらへん︒

﹁わたしも︑いい

﹁ん︒あったりまえ⁚⁚やんか﹂







おなかがきゅっ︑ としまって︑ 肩のあたりが熱ぅ
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﹂

﹁何年か︑何十年かたってから︑またこうするの﹂
﹁何年か⁚⁚何十年か⁚⁚

﹁この方が︑はっきりおぼえられるでしょ

﹂

﹁お姉さんになっても︑お母さんになっても︑おば

いまに会えるわ﹂
お姉ちゃん︑お母ちゃん︑おばあちゃんになった
おんぷちゃん︑かぁ⁚⁚
﹁そやな︒あたしもやってみよ﹂
今度はあたしが︑おんぷちゃんの顔に近づいて⁚⁚
﹁ほいで︑ぎゅっ⁚⁚と﹂
ちゅ
﹂

﹂

ようわからへん︒

んな︑み〜んなおぼえておくの︒そしたらいつでも︑

たあいちゃん︒おばあちゃんになったあいちゃん︒み

あちゃんになっても︑またおぼえよ︒ね

うしかあれへん︒これなら︑元気に見送れそうや︒

やっぱ︑ おんぷちゃんにはかなんなぁ︒ もう︑ 笑



﹁そ︒お姉さんになったあいちゃん︒お母さんになっ

おんぷちゃんの言葉︑くりかえしてみる︒なんや︑



びっく りし て 目ぇ開 け た ら︑ お ん ぷ ちゃん が笑ぅ

﹁





てた︒

⁚⁚おんぷちゃんが着替えてる間︑みんなに囲ま

ちの見送りに︑あたしらもなんとか間に合うた︒

ＭＡＨＯ堂の奥︑魔女界の扉の前︒ハナちゃんた

﹁⁚⁚マジョリカの言うこと︑よく聞いてね﹂

＊＊＊＊＊＊

﹁⁚⁚うん♪﹂

﹁おんぷちゃん︑いま︑もっかいおぼえたって﹂

と元気欲しなってきたわ︒

⁚⁚せやけど︑おんぷちゃんの顔見てたら︑もちょっ



お やつ の ま えに は ちゃんと 手 を

れてぶつくさ言われたけど︑まぁええわ︒
﹁あ︑ そ れ か ら



、
、

洗って⁚⁚﹂

﹁ハナちゃん

﹂

ちゃんが小さくなっていく︒

少しだけ︑時間をかけてから目ぇ開いたら︑ハナ

けて︑言葉とめたった︒

マジョリカの声に︑ハナちゃんがついてく︒その瞬

間︑左手を調子に合わせて軽く握って︑せぇ︑の⁚⁚
ぎゅっ

んや︑ひとみに︒
⁚⁚ぎゅっ︑て

おわり

あたしも笑て︑目ぇつむった︒この顔も写しとく

てた︒

ずいとった︒泣きそうになりながら︑それでも笑ぅ

わきを見 たら︑ おんぷ ちゃんがこっち向い てうな

か︑きっと︒

て写すんや︒お姉ちゃんになったハナちゃん︑いつ

もう忘れへん︒いつかもし会えたら︑またこうやっ

もいちど︑ぎゅっ

﹁いままで⁚⁚いっぱいいっぱい︑ありがとう﹂

マジョリカの声も︑いつもより固なってん︒
﹁ハナちゃん︑早く立派な女王様になって︑ぜった
い会いに来るからね

おんぷちゃんの右手が︑あたしの左手と重なってん︒

ずいた︒

中で言いながら︑おんぷちゃんと目を合わせてうな

ハナちゃん︑もうじゅうぶん立派やで︒そう心ん

⁚⁚さよならは︑言わないよ﹂



ひとみの奥に︑大きなハナちゃんが写った︒





﹁そろそろ︑行くぞ﹂

あたしは︑ どれみちゃんの肩にぽんっ︑ て手ぇか





﹁それじゃあのぉ﹂
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ああ⁚⁚行っちゃったなぁ⁚⁚
ハナちゃんと マジョリカや ドドた ち見送 って︑ Ｍ



おんぷちゃんの誕生日︑あさってなんだっ

１日だから⁚⁚あ︒ああぁっ
﹂

﹁そっか
け





︑お仕事オフなんだっテ﹂

ももちゃんとはづきちゃんが︑あたしの周りに寄っ

の
﹁な

なんでいきなり︑し〜んとしちゃった

﹂

みんなの 後ろでう で組んで たあいち ゃんが︑ 頭の

あたしの言ぅた通りやろ

⁚⁚あれ

おっきなパーティ会場があるんだから♪﹂

﹁考えなくたって大丈夫じゃん︒ あたしたちには︑

て思った︒だってさ︑

からだ半 分ＭＡＨ Ｏ堂の方 に向い てたあた しが急

﹂

てきた︒そっか︑忘れてたのあたしだけなんだ︒だ

おんぷちゃん

いで振り返ると︑目の前でおんぷちゃんがどアップ
な︑な︑なに

のかぁ︒
﹁あさっては何の日か︑覚えてる

﹂

て笑ってた︒あちゃ︒あたしだけ︑ぼ〜っとしてた

あわてて︑ばっ︑っと離れたら︑みんながこっちみ



おんぷちゃんがまた近寄って︑あたしの目をのぞ



って︑きょうが３月の





﹁な

めだなぁ︑って頭軽く叩いてから︑なんか変だな︑っ

て話してたのよ﹂

﹁だから︑ パーティどこでやったらいいかしら︑っ

﹁今年の

から︑すぅっっかり忘れてた︒

あっちゃぁ〜︒卒業のことであたまいっぱいだった







きこんでる︒⁚⁚あさって







になってた︒

﹁ねぇ︑どれみちゃん﹂

てるけど︑やっぱ︑まだ後ろ向いちゃうなぁ︒

ＡＨＯ堂からの帰り道︒みんなでワイワイしゃべっ



後ろに両手回してため息ついてる︒やれやれ︑って
感じで︒ あたし︑なんか変なこと言ったかな

てくるっ

﹂

﹂

﹁こらこらこらこら︑待たんかいこらぁ〜っっ

﹂

﹂

﹁あと２ 日だけ︑ 魔女界のとび ら開けと いてもらっ

まってらんない︒だって︑今だったら⁚⁚

おんぷちゃんの声が背中から飛んできたけど︑か

﹁ちょ︑ちょっと︑どこいくの

れが使えなくて⁚⁚あ︑そっか

ＭＡＨＯ堂のとびらの向こう側⁚⁚が魔女界で︑そ

なった︒パーティの会場だったら︑いつだって使える

ちょっとの間︑ あたしは何がなんだかわからなく

⁚⁚え

﹁どれみちゃん︑もう魔女界は使えないのよ

乗ってきた︒見たらはづきちゃんが︑顔近づけて︑

そう考えてたら︑あたしの肩に︑ぽんっ︑と手が






はそれ以上走れなくなっちゃった︒振り向いたら︑あ

いちゃんがしがみついてる︒
﹂

﹁そんなん言ぅたら︑ハナちゃんたち困ってまうや
んか

て持ち上げて︑
﹁やっぱ︑もどる﹂

４年前みたいに

てる︒やだなぁ︑もう忘れちゃったの

﹁だからさ︑改装するんだよ

﹂

あたしが言ったら︑あいちゃん︑きょとん︑とし

ＡＨＯ堂﹂

﹁魔女界行けなくなったって︑まだあるじゃん︒Ｍ

たないか︒昼間がアレだったもんね︒

にらんでる 目が︑ よく見 たら心配そ うだよ︒ しか

﹁まだ言うんかい

﹂

落ち着いたみたい︒ 考えて︑ その手をよいしょ︑っ

目︑じっとのぞいてみた︒そしたら︑ちょっとだけ

そのまま がっしり︑ 肩つかん できた あいちゃんの



追いかけ てきた はづき ちゃんが︑ あいちゃんと顔













ぐえっ︒ いきなりおなかが苦しくなって︑あたし



よなかのショウタイム



見合わせて笑ってる︒
うん☆ これなら︑だいじょぶ
あたしたちの︑ＭＡＨＯ堂

﹂

﹁あたしたちで︑もっかい︑もっかいだけつくっちゃ
お

＊＊＊＊＊＊
﹁あらためて見るト︑すっごいネ﹂
戻ってきたＭＡ ＨＯ堂 の中︑ ももちゃんがめ ずら
しそうに見回してる︒うす暗いＭＡＨＯ堂︒４年前
にマジョリカたちに会ったときにもどったみたい︒も
う︑ヨロイや変なかざりはないけど⁚⁚
﹁テーブルといすはあるのね︒それじゃあ︑テーブル
クロスやカーテンの生地はわたしが持ってくるわ﹂

﹂

あたした ちが声のほ うに歩い てくと︑ 見慣れたも

キッチンちゃんと残ってるわ

のが見えてきた︒
﹁Ｗｏｗ

﹂

⁚⁚あ︑ちゃんと動いてるんだ﹂

い︑いつ用意したんだろ︒こんなもの︒

え︒ ︱︱マジョリカ﹄⁚⁚マジョリカぁ

﹂

﹃冷蔵庫は３日まで置いておく︒中身は好きに使

﹁なになに︑え〜と⁚⁚

たしはもちょっと近よって︑よく見てみた︒

これ︑って⁚⁚あ︑なんかメモ紙が貼ってある︒あ

﹁ちゃう︑て︒これや︑これ﹂

﹁冷蔵庫

ツン︑ツン︑って背中を指さした︒

キッチンのあ いちゃんは︑ あたした ちを見 ながら

﹁どしたの︑あいちゃん

に流し台に⁚⁚その奥にあいちゃんが立ってる︒

てたのに︑ここだけ違うんだ︒クッキングストーブ

ほんとだ︒み〜んな４年前にもどっちゃったと思っ





はづきちゃんがテーブルの大きさ手で計ってる︒あ
﹂






たしも手伝おうとしたら︑奥のほうから声がした︒
﹁みんな︑ちょい来てみぃ







あいちゃんだ︒いつの間に奥行ったんだろ







片付けてたときにはなかったけどなぁ︑って思いな
がら冷蔵庫のドア開けたとたん︑みんなの動きが止
まった︒

﹃残ったらあたしたちが使う︒あとは心配するな︒

︱︱マジョルカ﹄⁚⁚やて︒みんなお見通しやな﹂
なんだか な〜って思ってると ︑ 後ろ からくす くす

笑い声︒みんなが振り返ったら︑おんぷちゃんがキッ

たのかしらね

﹂

﹁きっと︑考えてもいないわ︒そんなこと﹂

料理はあ

はづきちゃんのひとことで︑みんな大笑い︒そう

だね︒マジョリカだったらそうかも︒
﹂

うんうん︒ こんだけ

﹁よっしゃ︑ももちゃんはケーキ頼むわ
たしが作ったる

⁚⁚あ︑そっか︒

﹂

﹁マジョリカもマジョルカも︑わたしたちがＭＡＨ

ど︑ しか たないよね ︒ あたした ちだけの おんぷち ゃ

んとももちゃんも︑顔見合わせてさびしそうな顔︒け

お ん ぷちゃん が 残念 そ うな 顔 して る︒ はづ き ちゃ

待してパーティだから⁚⁚夜になっちゃうわね﹂

﹁オフっていっても︑昼はパパやママがお客さま招

え

時ぐらいから来れるんや

﹁⁚⁚あぁ︑そういやおんぷちゃん︒あさって︑何

がまんがまん︒

材料あるんだもん︑なんでも作れるよね︒もちろん︑

あいちゃんの声︑なんか遠くに聞こえる︒メモ

め込まれてんの見ちゃったら︑みんなそう思うから︒

あ い ちゃん︑ ノ リ ノ リ だ



﹁
⁚⁚﹂
 

うん︒あたしは思わずうなづいちゃった︒ももちゃ
んの言ってる言葉はわかんないけど︑意味ならわか



ステーキも⁚⁚っと︒おんぷちゃんの誕生日だっけ︒

るよ︒おっきな冷蔵庫に︑あふれるくらい食べ物つ



﹁あ⁚⁚ああ︑ここにもメモ貼ってあんで﹂







Ｏ堂でパーティしなかったら︑どうするつもりだっ

チン入ってきて



﹁えぇ〜っとぉ⁚⁚

よなかのショウタイム



んじゃないんだから︒
でも

﹁じゃ︑夜はだいじょぶなんだね

だったら︑あと

二日もあるんじゃん☆ いっぱい準備しよ♪﹂

いつのまにか︑目の前が明るいや︒あ〜︑よっく
寝た︒

学校がない︑って思うと︑ついつい寝ちゃうなぁ︒

起きなさぁい

﹂

うるさいぽっぷも学校だし⁚⁚もちょっと︑ ゴロゴ
ロしてよ︒

﹁どれみ︑いつまで寝てるのぉ

にしない︒ふぁぁ〜ぁあ⁚⁚
﹂

う︑うぁ︑わぁっ

﹁ほら︑どれみ

ません

﹂

なんだろ︑じっと見ちゃって

考えただけなのに︑カンいいなぁ︑

なんか言った

え〜⁚⁚けち︒
﹁ん

﹂

﹁いっくら春休み長いからって︑寝っぱなしは許し

んのスカート見てた︒

一回転︒気がついたら︑あたしは床から︑おかあさ

え

目の前がぐるんっ︑と

おかあさん の声が聞こ える︒ けど︑ 気にしない気



みんなの顔︑ちょっと明るくなった︒そうそう︑せっ
かくの誕生日だもん︒がんばんなくちゃ︒
﹁うん︑お願いね︒その代わり︑わたしも何か用意

﹂

なんだかおんぷちゃんの声も楽しそう︒で

してくるから﹂
あれ
も︑用意
﹁用意って⁚⁚





首かしげ てるあた したち見 ながら︑ おんぷち ゃん
口にゆび当ててた︒
﹁ふふふ︒な・い・しょ♪﹂





あわわわわ












＊＊＊＊＊＊

もう︒⁚⁚あれ







﹁う⁚⁚ふあぁぁ﹂







﹁どうかしたの

﹂

そしたらおかあさん︑急にニコニコしちゃって︑
﹁べっつに〜﹂
な〜んか︑あやしいなぁ︒
みんな待たしちゃダメじゃない︒ほら︑起

﹁そんなことより⁚⁚明日のパーティの準備行くん
でしょ
﹂

に︑そんな見送りなんて⁚⁚あれ
うわっ

﹁お︑おととっとっとっ⁚⁚わっ

そう言えば⁚⁚

﹂

あたたたた⁚⁚足もつれて︑すっころんじゃった︒

よそ見しながら走ったりするからだよ︒こんなとこ︑

いま︑なんか考えてて︑

ハナちゃんに見られたらなんて言われるか⁚⁚
って︑そうじゃないよ

し

﹂

りにくいなぁ︒

ＭＡＨＯ堂のドアの前まで来たけど︑ ちょっと入

あちゃ︒遅くなっちゃった︒

＊＊＊＊＊＊

﹁パーティのこと︑おかあさんに言ったっけ︑あた

け⁚⁚あ︒

足がおるすになっちゃったんだ︒なに考えてたんだっ



きた起きた

あ︑ いっけない︒ はづきちゃんた ち︑ もう行 って
るよね︒
﹂

﹁まったくもう⁚⁚もう小学生じゃないんだから︑一
人で着替えなさい⁚⁚よっと

めたよ︒
すぐ着替 えたあた しは︑ 台所のジャム付き パンか

じりながら︑そのままＭＡＨＯ堂に駆け出してった︒
ちらっ︑て後ろ向いたら︑おかあさんが手を振って

る︒やっぱ変だな︒準備っていってもパーティなの









ブツブツ言いながら︑ あたしのパジャマはぎとっ



、
、
、







てく︒⁚⁚ちょっと寒いな︒でも︑おかげで目がさ

よなかのショウタイム



なん

ドアベルなくなっちゃったし︑ ドアノブゆ〜っく

り回して︑そ〜っと中のぞき込めば⁚⁚あれ
か目の前に光るものが見え⁚⁚

光るものがせまっ

Ｍ Ａ Ｈ Ｏ堂 わ た し た ち

な︑なに

﹁どおぉぉれぇみぃぃちゃあぁぁんん〜﹂
どぉわあぁぁぁっ
てくるっっ
﹁ひ ど い わど れ み ちゃん
で作ろうって言ってたのにぃ﹂
あ︑ああ︑はづきちゃんか︒びっくりした︒
﹁ごめんごめん︒学校ないからつい寝坊しちゃってさ︒﹂

へ

なんで知ってるの
﹂

﹁うん︒おかあさんが︑ちょっとヘンなんだよねぇ﹂
﹁どんな風

ずいっ︑ とはづきちゃんが近づいた︒ 手にカーテ

ン生地持って︒あたしは︑閉めたばっかのドアにへ
ばりつきながら︑

﹄とかさ︒パーティのことなんて言っ

﹁﹃ゴロゴロしてないで︑さっさとパーティの準備
行きなさい

てないはずなんだけどなぁ﹂
﹁そう⁚⁚﹂

考えごとしてるはづきちゃんの手元が︑きらっ︑て

光った︒よく見たら⁚⁚げ
﹁あ︑あの︑はづきさん

﹂

手元のカーテンから︑針

ふぅ︑ってひとつため息の音がしたんで︑チロっ︑て

ド ア を 背 中 で 閉 め な が ら 両 手 合 わ せ て ペ コ ペ コ︒



が出てるように見えるんですけど⁚⁚気のせい

見てる︒でも怒ってるかお⁚⁚じゃないな︒なんだ
ろ

﹂


﹁ね︑どれみちゃん︒パパやママの様子︑変じゃな
かった

はづき ちゃんの目が あたしと カーテ ンを何 度か見

て︑そのままカーテンごと後ろにジャンプした︒⁚⁚

﹂

ふぅ︒ あ︑でも︑さっきの言い方って︑

﹁もしかして︑はづきちゃんちも















片目あけてみたら︑はづきちゃん︑じぃっとあたし















なんか︑ひっどいこと言われてるけど︑気にしな

い︒さっき真っ青になってあたしに飛びついたあい

カーテンを指でなぞりながら針抜いてるはづきちゃ
んが︑こっちに向き直った︒

ちゃん︑見ちゃったもんね



﹂

どれみちゃんとはづきちゃんのおかあちゃ


なんか考え込んじゃってる

いきなり︑

ち︑なに企んでるんだろ

﹂

そんなこと考えてたら︑

ありゃりゃ︑ あいちゃんもなんだ︒ おかあさんた

し︑な〜んや隠してる気ぃするんやけどなぁ﹂

のや︒わけ訊いても﹃なんでもない﹄しか言わへん

きてからあたしの顔見るたんびにくすくす笑ぅてん

﹁⁚⁚実はあたしンとこもや︒おかぁちゃん︑朝起

れ

にしても︑あいちゃんには関係ない話だけど⁚⁚あ

はづきちゃんに先に言われちゃった︒まぁ︑どっち

打ち合わせてるんじゃないかしら

﹁そうなの︒わたしとどれみちゃんのママ︑なにか

あ︑そうだった︒でもあたしが口開く前に

んが︑なんや変なんやて

﹁んで

﹁ええ︒なんだかそわそわしちゃって︑いつもより
﹂
あわてては

わたしに構ってくるのよ︒ばあやも止めようとしな
いし⁚⁚あいたっ
しまった︑余計なこと言っちゃった

﹂



づきちゃんの指見に行こうとしたら︑途中で足がず
﹂

るっと︒倒れた目の前にカーテンが⁚⁚
﹁痛ッッたあぁぁッ

⁚⁚な︑なにしてるんや

針︑ハリ︑はり︑あっちこっち針っっ

﹁なんや

いぃ〜︒あいちゃぁ〜ん︑たすけてぇぇ〜

＊＊＊＊＊＊








﹁なんちゅうか︑どれみちゃんらしいなぁ⁚⁚ほい︑
みんな消毒終わったで﹂







あ〜︑ あいちゃんの声が するけど 目が開け らんな
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﹁あれェ〜

﹂

って妙な声が キッチンの方 から聞こ えてき た︒ そ
﹂

ういや︑今日はももちゃんまだ見てないや︒
﹁どしたの︑ももちゃん

﹁冷蔵庫の中︑何か変わってルよ
﹂

顔つっこんでたももちゃんが︑こっち振り向いた︒

あたした ちがキッチンに 飛び込ん だら︑ 冷蔵庫に



したんやから︑くずれてもぅたんやないか

て感じだね﹂
﹁なくなってるものって︑あるのかしら

﹂

あたしのわきで︑はづきちゃんが言った︒あ︑そっ

﹂

﹁なんかこれ︑ 奥ぅのほうから引っ張り出した︑っ

側からくずれてる︒けど︑

込んでる︒あたしも横から見た︒うん︒たしかに両

あいちゃんがそ う言いな がら冷蔵 庫の中︑ のぞき



﹁そら︑あんだけ詰まってたとこから食べ物取り出



﹁⁚⁚そういえバ︑ここに大きなプリンがあったよ
うナ気がするけど﹂

おお︑ さすがももちゃん︒ 思わず背中ぽん︑って
﹂

たたこうとしたら︑
﹁プリンやて

だなぁ︒

﹂

まぁ⁚⁚そやけど︑なぁ︒いくらなんでも︑
﹂

﹂

あいちゃんも︒ なんだか︑ あたしだけ仲 間はずれ

それは止めるやろ

﹁ん〜

ももちゃんも︒

じゃナイ

﹁⁚⁚ネ︑あいチャン︒いま︑同じこと考えてるん

してた︒

でも︑顔を上げたら︑みんなすっごくまじめな顔

⁚⁚まったく︑プリンがどうしたってのよ︒

いきなり大きな声︒そのままつんのめっちゃった︒



﹁そうよね⁚⁚あら









か︒でも︑ぎゅうぎゅうに詰まってたから︑覚えて
ないなぁ⁚⁚







はづきちゃんまで⁚⁚え
﹁どうしたの︑はづきちゃん

﹂

﹂

顔を上げたら︑みんながうなづいてる︒

たんだ︒

た︒ これが なんなのか ︒ そっか︑ そうい うことだっ

はづきちゃんの手元を見て︑ あたしはすぐわかっ

ねぇ⁚⁚あ

⁚⁚うん︑ とれた ︒ なんだか ︑ ぐちゃぐちゃな字

﹁プリンのあったところに︑またメモがあるわ︒

はづきちゃんの手が︑冷蔵庫の奥のほうに入ってく︒



メモをそっとつまんで︑ ももちゃんに︒ ももちゃ

んも︑だいじそうに袋にしまってくれる︒

﹁そうね︒わたしも︑それがいいと思う﹂

﹂

＊＊＊＊＊＊

次の日は３日で︑おんぷちゃんの誕生日︒それに

しても⁚⁚ふあぁぁぁ〜ぅぅぅ眠いなぁ︒

昨日から な〜んか様 子が変だ から︑ おか あさんに

声かけられる前に出てきちゃったんだけど⁚⁚ちょっ
とやりすぎたかなぁ

カギがない︒ってことは⁚⁚

﹁なんや︑早いなぁ︒もっと寝ててもかめへんのに﹂

ドア開けたら︑はづきちゃんが︑いる︒

﹁あ︑どれみちゃん︑おはよう﹂

て⁚⁚あれ

みんなで決めといた通り︑ポストの中からカギとっ

くふふ♪一番乗りかぁ︒ちょっと︑面白いかも♪

こんなに早く来るなんて︑はじめてだもんね︒

の見ると︑まだ魔女界に行けちゃいそうな気がする︒

朝のＭＡ ＨＯ堂︒ うす〜いもや の中に浮 かんでる





﹁そやな︒⁚⁚ももちゃん︑ごっつええデコレーショ
ン︑たのむで







﹁ケーキに乗せようよ︑これ﹂
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キッチンにあいちゃんも︑いる︒

﹁ふたりとも︑なんでこんなに早いの

番だと思ったのに⁚⁚﹂

あたし︑一

あたしが指さしてる前で︑はづきちゃんが苦笑い︒

だめだ︒メガネ光ってる︒あいちゃぁ〜ん⁚⁚

﹁さーて︑っと︒ あたしはちゃっちゃと料理つくら
んとなぁ〜﹂

あぁ︑たのみのあいちゃんが行っちゃうぅぅ︒

﹂

﹁ん〜︑ケーキは最後に焼くんやろうから︑それま

でにオーブン使うもん作って⁚⁚ありゃ

﹁おはヨ〜﹂
⁚⁚って⁚⁚ええっ

﹂

ももちゃんまで︑なんでこ

さき見てみたら︑いつの間にかドアが開いてて︑

あいちゃんが 止まった︒ まんまるく 開いて る目の



﹁ええ⁚⁚なんだか家にいると︑ママがぺたっ︑って
くっついてくるのよ︒﹂
﹁あたしもや︒ずっとニヤニヤしっぱなしやから︑な
〜んや居づらくなってもぅてなぁ﹂
タオルで手ふきながら︑あいちゃんもこっち来た︒
なんだ︑みんなもそうなのかぁ︒ホント︑なにたく

んな早いの

﹁お︑おはよ︑ももちゃん⁚⁚どしたの

らんんだか︒
﹁ま︑いっか︒せっかく早く来ちゃったんだし︑も

﹁⁚⁚ん

﹂

もちゃん来るまでに︑片付けちゃおっか﹂





﹁そうね︒あ︑どれみちゃん︒テーブルクロスはいい

あたしのとなりで︑はづきちゃんがいっしょにコ

﹄って言われてもなぁ︒


え

﹁なんかネ︑ママがヘンなんだよ﹂

ら﹃ん

ケた︒だぁ〜⁚⁚もう︑腕ぐみして︑首かしげなが

もう機械ないから手編みなんすけど⁚⁚あ︑


にこにこしてるはづきちゃん︒だけど⁚⁚ビーズっ
すか



てね﹂

のがない から︑ ビー ズで編むこ とにした の︒ 手伝っ









﹁変って︑ももちゃんとこまで

﹂

起き上がって聞いてみたけど︑ももちゃんまだ首
かしげてる︒右に︑左に︒
﹁うん︒昨日の夜もず〜っトなんか探しててネ︒い

﹄ だっ

きなり﹃あったぁ〜﹄なんていうカラ行ってみたら
﹃なんでもない﹄ってごまかすシ︒
﹂

出かけるときダッテ︑﹃がんばってね〜
て︒なんなんだロ



らあたしも腕組みしちゃってた︒間違いない︒おか

んってあいちゃんがたたいた︒そだね︒いま考えて
もしょうがないか︒

ふぅ︑って息ついて気をとりなおしてたら︑

﹁それじゃ︑準備早く終わらせて︑おんぷちゃん来

るまで一休みしましょ♪﹂

目の前に ︑ ビーズ を山ほど 抱えたは づきちゃんが

迫ってきてる︒⁚⁚はぁ︑昼までに終わるかなぁ
＊＊＊＊＊＊

テーブルにつっぷしたとたんに︑ ぼ〜ん︑って時

﹁でゃぁっはぁ〜⁚⁚やっっと︑終わったあぁぁ﹂

﹁なんかさぁ︑もぅ︑バリケード欲しくなってきたよ﹂

計が鳴った︒ 目だけそっち見たら⁚⁚うぁ︑もう３

時じゃん︒あんだけ早起きしてこれかぁ︒

あたしが 思わずつ ぶやいた とたん︑ あいちゃんが

﹁どれみちゃん︑お疲れさま︒それじゃ︑わたしは

吹き出した︒つられてみんなも大笑い︒って︑あた

しはマジなんすけど︒

ちょっと買い出し行ってくるわね﹂

たしは手を振った︒も︑声も出ないよ︒

いってらっしゃ〜い︑って頭の中で言いながら︑あ

﹁まぁ︑言いたいことはわかるけどな︒気にしてて

もしゃあないやん﹂
くちびるとがらせちゃったあたしの肩を︑ ぽんぽ





う〜ん⁚⁚ってみんな 腕組み してる ︒ 気がつ いた



あさんたち︑みんなしてな〜んかたくらんでるよぉ︒
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でも︑ はづきちゃんタフだなぁ︒ カーテンもテー

ブルクロスも︑あたしちょこっとしか手伝えてない

し︒ こんどは買出しかぁ⁚⁚あぁ︑ さっきリボンが
足りないとか言って⁚⁚
ぐるるぅぅぅぅ⁚⁚
﹁⁚⁚おなか︑すいたなぁ﹂
そういや︑朝出てくるとき食べたっきりだっけ︒こ

うわぁ︑いぃにおいがす

れじゃパーティまでもたないよ︒
どっかになにか⁚⁚ん

いったいどっから︑って︑キッチンに決まって

ももちゃんいないんだ︒

テーブルの上には︑シュークリームがいっぱい⁚⁚

ケーキはこれからなのかな

ま︑ いっか︒ それよ りあいちゃんの方 だ︒ あれだ

﹂

け冷蔵庫いっぱいなら︑きっと⁚⁚

﹁ねぇ︑あ〜いちゃぁ〜ん

エプロ ン姿で フライ パン振 ってるあい ちゃんの肩

そ︑ そ

に︑めいっぱいの声出してあごのっけたら︑

﹁ステーキやったら︑ないで﹂

あごがずるっ︑ と落ちた︒ ええぇぇ〜

ひとが落ち込んでるってのにぃ

て笑い声︒もう

へ︑おしょうばん︑おしょうばん︑っと♪

⁚⁚あぁ︑足が︑勝手に歩いてっちゃうよ︒

がっくり床にへたり込んでると︑上から︑くくくっ︑
っ

いっぱいなぁのぉにぃぃぃ〜

んなぁ︒こんだけ︑こんだけ食べ物いっぱいなのに︑



﹁しゃあないやん︒冷蔵庫にあんだけぎょうさん食

んで今まで気づかなかったんだろ





はづきちゃんには悪いけど︑先たべてよっかな︒へ



るか︒あいちゃんたち︑お料理作ってんだもんね︒な

る





べもん詰まってるんに︑ステーキ肉のスの字もあら
へんねや︒





キッチンに入ったら︑あいちゃんの後ろ姿︒あれ





気ぃついたときは︑思わず笑ぅてしもたわ﹂
くっそぉ〜︑マジョリカだな

﹂

だよねぇ⁚⁚﹂

﹁でもなぁ︑つぎのあたしの誕生日は︑ひとりなん

ん〜︑それ言われるとなぁ︒でも⁚⁚

んどき︒な

の野菜でチャーハン作っといたから︑それでもつま

誕生日なんやから︑おんぷちゃんが優先や︒あまり

﹁まぁ︑そう怖い顔せんと︒今日はおんぷちゃんの



あはは︑って笑いながら⁚⁚は言えなかった︒ 口
じんで⁚⁚うぁっ

﹂




あいちゃん︑ちょ︑痛いって

﹂


ぐりぐり︑ はやめたけど︑ まだあたま抱 えたまん

まで︑あいちゃんがため息ついてた︒

﹁心配せんでも︑またぎょうさん友達できるわ︒ど
れみちゃんやったら﹂

あたしは︑ あたまなぐら れたような 気がした︒ あ

いちゃんが︑こんなこと言うなんて⁚⁚

思わず突き飛ばそうとしたら︑その前にくるっ︑と

背中にまわってぎゅって抱きしめられちゃった︒

﹁せやけどな︑どれみちゃんは︑あたしの大親友や︒

あたしも︑どれみちゃんの大親友や︒これからどん

なん友達できても⁚⁚また会ぅたときには︑やっぱ

大親友のまんまやて︒あたしは︑信じてるで﹂

﹂

背中に︑熱いのが広がってく⁚⁚と思ったら︑い

コゲてまうやんかぁ

きなりばっとなくなった︒
﹁あっか〜ん

めてみた︒あはは︑どきどきいってるよ︒

してる︒あたしはそぉっと近よって︑背中にかお埋

なんにもなかったみたいに︑あいちゃんまた料理



﹁あたたたたたッッ



いきなり あたま抱 えられた と思ったら︑ ぐりぐり
痛い

ぐりっって

﹁いた



﹁ま〜たそんなん言うからや︒もぅ﹂







のわきが︑ひくひくいってる︒目の前が︑すこしに
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﹁⁚⁚わかった︒あたしも︑信じる﹂
チャーハン持ってキッチンから出る途中︑ちょっと

⁚⁚あ︑やだ﹂

﹁はづきちゃん︑くちびる︑なんかつけてるの
﹁え
てる

はづきちゃんずるい

⁚⁚って︑ことは︒
﹁あぁ〜っ

﹂

﹂

あ︑その⁚⁚パパがお呼ばれしててね︑わた

ちのパーティ行ってたんだ

おんぷちゃん

ポケットからハンカチ出して︑ごしごし︒ふき取っ



﹂

﹁ご︑ごめんなさいっ

﹂

﹁おまけに︑おまけに⁚⁚ステェ〜キぃぃぃ﹂

から匂うこれ︑いい匂い⁚⁚

クンクン ︑ クンクンク ン︒ はづき ちゃんの口もと

て⁚⁚きゃ

しがちょうど通りかかったから︑ 連れてかれちゃっ

﹁え



振り向いてみる︒真っ赤になったあいちゃんが︑フ
ライパン振ってた︒
＊＊＊＊＊＊
﹁ただいまぁ﹂
あ︑ はづきちゃんだ︒ ずいぶ遅かったなぁ︑ もう
５時近くじゃん︒
まぁ︑ カーテンかけてテーブルクロスひいてただ
けだから︑あたしもひとのこと言えないけど︒



パコン

きぃぃぃ〜⁚⁚

ステーキ︑すてーき︑すてぇき︑すぅぅてぇぇえぇ



﹁遅くなってごめんね︒帰りがけにおんぷちゃんの
おうち︑ちょっと見てきたわ︒
おうちのパーティ︑いまさっき終わったみたいよ﹂

なんかはづきちゃん︑出てったときと違う





あたたっっ



へぇ︑そっか︒もうそろそろなんだ︒
あれ

みたい︒ん〜っと⁚⁚あ︑そっか︒光ってるんだ︒















﹁どれみちゃんは︑さっきあたしのチャーハン食ぅ
てたやんか︒はづきちゃん待たんと﹂
あいちゃん︑ぶあついおぼんで叩かな

て︑その⁚⁚ふたつ︑みっつ︑って⁚⁚﹂

って︑あれ
﹂

めがねが⁚⁚
うひいぃっ

﹁そう言えば⁚⁚ももちゃん
﹁ん

早く焼かなくちゃ

﹂

﹂

⁚⁚あれ︑ ももちゃんとあい ちゃんが︑ 顔見合わ

﹁ケーキ

﹂

あぁ︑そっか︒もうおんぷちゃん来ちゃうんだ︒⁚⁚

おんぷちゃんのかお見てからや﹂

﹁あたしの方も︑料理のしたく終わったで︒あとは

ち飾りしてできあがりよ﹂

﹁遅くなっちゃったけど︑リボン買ってきたわ︒ふ

んか︑あたしばっか損してるような気がするなぁ︒

あたま下げたとたんに︑みんな大笑い︒ぶぅ

な

ぽんぽん︑って︑ 肩たたかれて振り向いたら⁚⁚
はづきちゃん
光った

﹁ど〜れ〜み〜ちゃ〜〜んん〜



﹁あ〜︑え〜っと⁚⁚ごめんなさい﹂



ったぁ〜

﹂

⁚⁚あちゃ︒ももちゃんがじとぉ〜︑ってこっち見

てる︒



いでよぉ

﹂

数が足りなくて︑焼きなおしになっちゃっ



﹁いや︑その︑い〜っぱい焼いてたから︑ちょっと
﹂

ひとつ⁚⁚﹂

﹁ひとつ



シャンシャン
あてっ︑いててっ

﹁もう

ううぅ︑なにも泡だて器で叩かなくたって⁚⁚

﹁シュークリームも︑こっそりツマんでたヨネ



あ︑目がこわい︒バレ⁚⁚てるよね︑やっぱ︒





﹁ひとつ⁚⁚のつもり だったんだけ ど︑ おいしくっ




















たんだカラ
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せて笑ってる︒なに

﹂

はづきちゃんが︑ 手をたたいてにこにこ︒

わかんないのあたしだけ

﹂

チンのほうから山が来た︒⁚⁚山
﹁なに︑これ


そ 〜っと テ ーブ ルに 置い たと こ ろで よく 見た ら︑

だろ

おっきな︑山みたいなケーキ︒どうやって焼いたん

山︒ 運 ん でる あい ちゃん がか くれ ちゃう くら い︑



あいちゃんがキッチン行って︑しばらくしたらキッ



あれ

﹁あ︑わかった﹂

リームばっかじゃん︒ケーキなんていつ⁚⁚﹂

﹁で︑でも︑ももちゃん今朝からず〜っとシューク

へ

﹁ケーキなら︑できてんで﹂



﹁まぁ見たらわかるわ︒ほな︑そろそろ運ぼか





﹂

小さなゴツゴツしたのがアメでくっついてる︒あ
これ⁚⁚

﹁シュークリームのケーキ

ももちゃんが︑うんうん︑ってうなづいてる︒

﹁クロカンブッシュっていうノよ︒いちど作ってみ

たかったんだケド︑材料も時間もい〜っぱいナイと
できないの﹂

うっひゃぁ⁚⁚やっぱももちゃん︑すごい︒

ちょっと︑ぽけっ︑としてるうちに︑あいちゃんが

料理並べてるし︑はづきちゃんはテーブルクロスに
リボンつけてた︒

⁚⁚いっけない︒あたしもなんか手伝わなきゃ

＊＊＊＊＊＊
カランカラン⁚⁚

ＭＡＨＯ 堂のド アにガム テープで 貼りつけ たベル












が鳴った︒⁚⁚なんだかんだ言って︑あたしが手伝
えたのってこれだけかぁ⁚⁚

﹂
おんぷちゃんとちゃうんか

﹂

おっきなバッグにもたれかかって︒ひとつため息︒

なんだ︑バッグの車輪が引っかかっちゃってたんだ︒

﹂

言ってくれればいいのに︒⁚⁚だけど︑気になるなぁ︒

﹁おんぷちゃん︑なに︑その荷物

のぞいちゃ︑だめよ﹂

﹂

﹂

奥の部屋から戻ってきたおんぷちゃんに︑こんどこ

﹁おまたせ︒じゃ︑はじめましょ♪ きゃ

けど︑やっぱ︑おんぷちゃんにはかなわないや︒

ちらっと⁚⁚のぞけないなぁ︑これじゃ︒いつもだ

たりしないわよね

﹁ごめんごめん︒どれみちゃんはもちろん︑のぞい

うぞ︒

みんなクスクスわらってるしぃ︒ほんとにのぞいちゃ

う〜ん︑なんであたしにだけ言うかなぁ

もう︑

﹁ふふ♪まだひみつよ︒奥の部屋においとくわね⁚⁚

てるみたい︒なんだろ︑横からちらっと⁚⁚

腰くらいまであるバッグに︑なんかいっぱい詰まっ



だめだめ︑ 落ち込んで る場合じゃない︒ テーブル
の周りに集まってたみんな︑いっせいにドアのほう
を向いてクラッカーにぎってる︒あたしもにぎって︑
せぇ〜の



⁚⁚だれも入ってこない︒ありゃりゃ
﹁
﹁なんや

ももちゃんたち が首かし げてる︒ あたしが 首だけ

ちょっと伸ばしてよく見てみたら︑なんか動いてる

のが見えた︒
ぴょこん︑ぴょこんって︑髪の毛のたば︒
立ち上がって︑ドアまで迎え

﹁やっぱ︑おんぷちゃんだよ﹂
なにやってんだろ

﹁⁚⁚ふぅ﹂











にいったら︑ちょうどドア閉めたとこだった︒
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そ ク ラッカ ー の 雨

﹂

お め で と う の 言 葉 がと ぎ れ た

これ︑ ももちゃんが作ったんだ

﹁料理はみ〜んなあいちゃん

﹁飾りつけは︑はづきちゃん
れから一言︒
﹁⁚⁚どれみちゃんは
﹂

﹂

きれいでしょ﹂

にこにこ笑ってるはづきちゃんに手を振って︑そ



力こぶ作ってるあいちゃんに親指立てて応えて︑



Ｖサインしてるももちゃんと握手して︑

よ

﹁すごいでしょ

ところで︑おんぷちゃんの目がやっぱり山に向いた︒



だれもフォローできないもんね︒あはは⁚⁚あ
おんぷちゃん︑いきなりあたしの手首つかんで︑
﹂



﹁あたしは⁚⁚ただ︑ちょこっと手伝ってただけだよ﹂

あちゃ︒それ言われるとなぁ⁚⁚





屋に連れてかれちゃったぁ

＊＊＊＊＊＊

ごそやってる︒

へ

むにっ

﹂

ぷちゃんのために︑って︑みんながんばって⁚⁚﹂

﹁あたしだけ︑なにもやってないんだもんね︒おん

あぁ︑言葉が痛いよ︒しかたないか︑あたしだけ⁚⁚

﹁なにが

﹁やっぱ︑おんぷちゃん︑怒ったよね﹂

あ︑やっぱり︑かな︒

ちらっ︑ とこっち見たけど︑ またごそごそ︒ あ〜

﹁あのぉ〜︑おんぷちゃん

﹂

しを置いといて︑おんぷちゃんがカバンの中をごそ

明かりつけても薄暗い部屋︒引っ張ってきたあた







そのままあたし引きずって︑奥の小部






え


﹁だったら︑わたしのも手伝ってくれるわね
え





﹂

﹂

﹁昔に戻っちゃったＭＡＨＯ堂でパーティなんて︑気

でもね︑どれみちゃんが﹃やろう﹄って言うと︑な

持ち悪いに決まってるじゃない︒ふつうは︒

んだかとってもステキな場所に思えてきちゃうのよ﹂

あぁ︑おんぷ

おんぷちゃん︑突然あたしの手をにぎって︑

服をあっちこっち引っ張ってたら︑おんぷちゃん

う〜︑なんか︑動くとキツいなぁ⁚⁚

＊＊＊＊＊＊

ん︑それ反則だよぉ〜

うぅ〜︑うるうるの上目づかいって⁚⁚おんぷちゃ

から︒ね︒ね♪﹂

みんなの 思い出に なるもの ︑ まとめ て持って来た

貸してほしいな︒

﹁だから︑ね︒どれみちゃんのちから︑もちょっと

かお近づけてきてるよ

うぁ

いや⁚⁚いきなりそんなこと言われても⁚⁚って︑

ぐにゅぅ〜っ

﹂

一瞬なんだかわかんなかった︒けど︑気がついた

ぐにゅ〜って

ひょっほ︑ほんふひゃん

ら︑ほっぺたが痛い⁚⁚
﹁い⁚⁚いはははは
か おが のび てる

﹂

﹁来たときから︑な〜んか変だと思ったのよね︒こぉ
ら

て︑なでてたあたしの前に︑おんぷちゃんの人差し
指がのびてきた︒
れみちゃんでしょ

あたしが︑なに



どれみちゃんは︑ＭＡＨＯ堂の思い出を




てっ









ちゃん︑ため息ついちゃってるよ︒

いてて⁚⁚ん



﹁やっぱりわかってないんだから⁚⁚
い〜い

くれたのよ
⁚⁚はい









いたたたた⁚⁚あぁ︑ほっぺたちぎれちゃうよ︒っ



﹁パーティＭＡＨＯ堂でやろう︑って言ったの︑ど

よなかのショウタイム



が見に来た︒
サ イ ズは 合って る は ず だ け ど⁚⁚そう

﹂

目がまんまるくなってるよ︒おんぷちゃんがクスク
﹂

ス笑う気持ち︑なんとなくわかるな︒
おちこち

﹂

﹁それ︑遠近学園の制服ね
﹁そうよ︒どう

ねしたけど︑ちょっとふらつくなぁ︒あはは︒

﹁ええ

うん︑ほんま︑かっこええわ

﹂

﹂

﹂

そっか︒なんか着たことあるような気がし

﹁この前まで着てた見習い服みたいダネ

﹁カッチリしてるけど︑かわいい



く閉めて回る︒
﹁じゃ︑みんなもね﹂
﹂﹂﹂

カバンから取り出したのは⁚⁚
﹁﹁﹁え

もちろん︑遠近学園の制服が三着

﹁あ︑あははは⁚⁚ピッタリやんか﹂

﹂

﹁わたしも⁚⁚ちょうどいいわ﹂
﹁わたしもダヨ︒Ｗｈｙ

やっぱみんな︑すっごく似合ってる

﹂

⁚⁚けど︑

バンに手を入れた︒あたしは︑窓とカーテンすばや

おんぷちゃんが笑いながら︑背中にかくしてたカ

﹁ふふ︒気にいってくれたみたいね

たんだ︒これでぼうしあったら︑見習い服じゃん︒

おぉ





﹁キ ツ い
﹂

ね︑新しいし︑もともと硬い生地だからしかたない
わ︒⁚⁚さ︑いい
よぉし︑行ってみよう
﹁おまちどうさま﹂

﹂



おんぷちゃんに続いてあたしが並んだら︑みんな

﹁Ｗｏｗ

﹁あぁ︑もう︑主役がおらんでどない⁚⁚え

〜っとしてるみんなが見える︒つまんなそぅな顔して︒

おんぷちゃんが開けたドアの先に︑テーブルでぼ









おんぷちゃんが︑ くるっ︑ と一回転︒ あたしもま




















﹂

﹁ねぇ︑ おんぷちゃん︒ みんなこんなにピッタリっ
て︑なんでわかるの

ちゃんがいる︒ももちゃんがいる︒

みんな同じ制服で︑ひとつの写真のなかに入るんだ︒
﹁思い出︑かぁ⁚⁚﹂

つぶやいた瞬間に︑フラッシュが光った︒

＊＊＊＊＊＊

﹁ふぅ︒それじゃ︑汚さないうちに着替えよっか﹂

写真撮り終わって︑ひと息ついてるところ︒ちょっ

と暑くなってきたから窓に近づいていったら︑

﹁あ︑まだカーテン開けないで﹂

おんぷちゃんの言葉に︑みんなが振り向いた︒お

止まったと思ったら︑こっち向いてにっこり︒なん

ゴソゴソ︑ゴソゴソってやってるのが︑ぴたっ︑と

んぷちゃん︑またカバンの中さがしてる︒

窓 ぎわ に置 いた 三脚 の上 のデ ジ カメ から︑ ピッ︑

手に持ってるのって︑⁚⁚ちょっと︑それ

﹁イッツ ショウタ〜イム♪﹂

か︑いや〜な予感⁚⁚

みた︒
はづきちゃんがいる︒あいちゃんがいる︒おんぷ



ピッ︑ってタイマーの音︒ どんどん早くなってくる

じゃ︑ ケーキの周りに集ま

な風だったんだろうな⁚⁚

そうだね︒いっしょの中学だったら︑きっとこん

んなも横でうなずいてる︒

あいちゃんが︑スカート気にしながら笑ってる︒み

﹁みんな遠近の中等部に入ったみたいやなぁ﹂

なんていうか︑さすがだよねぇ︒もう︒

って笑うだけ︒

こっそり聞いてみたけど︑おんぷちゃん︑ふふふ⁚⁚





音を聞きながら︑あたしは︑ちらっとみんなを見て

じゃ︑撮るわよ﹂

って⁚⁚

﹁み んな︑ 着 た わ ね

よなかのショウタイム



﹁青空中の制服

﹂
﹂


﹂

お かぁちゃんが



はいはい︒ ちょっと硬い遠近の制服脱いで︑ 青空

﹁また写真撮るから︑早く着替えてね﹂

たりしてるよ︒

なもそうみたい︒制服じっと見つめたり︑かお埋め

中学の︑制服かぁ︒なんか︑照れくさいな︒みん

意よすぎだよぉ⁚⁚

なんだか︑ 気が抜けちゃった︒ おんぷちゃん︑ 用

ママの制服ね﹂

﹁ももちゃんだけは制服がないから︑ももちゃんの

これかぁ

そっか︑おかあさんたちがニヤニヤしてたのって︑

わざわざ見せに持ってきてた⁚⁚ああっ

﹁あた し の 中 学 の も あ るや ん か

﹁カレン女学院のも



中のスカート着てみたら︑足に当たるすそがやっぱ

リボンむすんで︑上着はおって⁚⁚よし︑と︒

振り向いたら︑みんなが違う制服になってた︒

茶色のブレザー着たはづきちゃん︒

チェックのスカートはいたあいちゃん︒

セーラー服姿のももちゃん︒

紺色ジャケットのおんぷちゃん︒

そして︑紺ブレザーのあたし︒

みんなの中 学の︑ みんな違う 制服︒ なんだか︑ み

んな知らない人みたいだな︒

さっきと違う︑もうひとつの思い出の写真︑か︒ほ

んとだったら︑ここにもうひとり⁚⁚あ︒

﹁ちょ︑ちょっと待って﹂

﹂

﹂

おどろい てるおん ぷちゃんの前で ︑ あたし は脱い

だばかりの制服を手に持った︒
⁚⁚Ｙｅｓ

﹁ももちゃん︑あのメモ︑お願い
﹁メモ



ももちゃんがおんぷちゃんに︑あの冷蔵庫のメモ





硬い︒さいしょはみんな︑こんなもんなのかなぁ︒







おめーと﹄って書いてある⁚⁚
﹂

違う制服でいいじゃん︒

﹁ももちゃ〜ん︑スカート長すぎ

﹂

みんないっしょに

﹂

おんぷちゃんの言うとおり︑きょうはみんな︑



見せてる︒きたない字のメモ︒ひとことだけ﹃おん
ぷ
﹁これ⁚⁚ハナちゃん

﹁じゃ︑いくよぉ

イッツ・ショウタイム

おわり



うんうん︑ってうなずきながら︑ ももちゃんがお
んぷちゃんにメモ渡した︒
そっか︑そだね︒みんな︑わかるんだ︒
はづきち ゃんが︑ クロカン ブッシュに紙巻い てく
れた︒
あたしがそ の上から 遠近学園の 制服着せ ると︑ あ

が︑あのメモを貼り付けてくれた︒

﹁おんぷちゃん︑主役なんだからハナちゃんのそば︑

もっとくっついて﹂
ほら︑みんな︑わかってくれてるよ︒

﹁あいちゃん︑リボン曲がってるよぉ﹂







いちゃんがアメをちょっとたらして︑ おんぷちゃん

よなかのショウタイム



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。
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