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チャッチャッ︑とかきまぜる音が聞こえるのぉ︒

まだまだ︑つくっ

聞 い て い る う ち︑ 音 は す こ し 途 絶 え て︑ そ し て
シューッ︑と油の音がするわい︒
﹁お︑長老さん︒起きたのかい
てくからね﹂

おるちゃん﹂

ては︑おぬしの世界の皆には申し訳ないジャバ︑か

﹁ありがたいことジャバ︒じゃがわしが独り占めし

がな︒

とじゃろう⁚⁚わしがそれを感じられていたら︑じゃ

よい匂いも ︑ やさしい 熱気と一 緒に流れて おるこ

しに笑いかけてくれる︒

見上げれば ︑ 車の中から︑ サングラスの 青年がわ



﹁はは︒そのくせ︑キラキラリンはほんのすこしし

か作れないけどさ︒ぐはっ☆﹂

そう言いながらも︑手は止まらん︒ほんとうに︑彼

が来てくれてよかったわい︒さもなければ

＊＊＊＊＊＊

ち

ぢ

あれは︑キラキラルが爆発してすこししたころ︒

妖精たちはみな散り散りになってしまい︑わしは

ひとりキラパティに封印も同然⁚⁚それも身体から

離れて︑居るだけになってしまうたときじゃった︒

﹁やれやれ︑こんな身体でも助かったのはいいが︑た
べものが︑ジャバ⁚⁚﹂

いちご山には草木も多い︒身体があれば外へ出て

それなりに食べられるのじゃろうが︑いまの身では
そうもいかん︒

早く誰か︑プリキュアを見つけてくれることを祈

るしかないか⁚⁚そう考えていたときじゃった︒
バンッ



キラキラやまのドーナッツ



ふさ

﹂

﹁ど︑ どうやって来たんジャバ
キラパティの中ジャバ

こ こ は︑ 閉 じ た



持ってきましたよ﹂



れなのに⁚⁚

﹂

せっか

生地を車の屋根に放り投げおった

﹁な︑な︑なんちゅうことをするんジャバ

おおっ

と⁚⁚それっ

﹁ああ︑こうですよ︒生地はもうできてるから︑っ

ミニテーブルに乗せて︑青年が言ったんじゃ︒

わしが顔 を上げると ︑ ドーナツ 皿を車に ついてる

﹁これは一体︑どうやってつくったんジャバ

﹂

そうじゃ︑これほどのものは︑わしでも作れん︒そ

ジャバ⁚⁚﹂

﹁き れ い な ド ー ナ ツ ジャバ︒ 形 も 色 も 申 し 分 な い

て⁚⁚んんっ

わ し の前 に︑ 皿 に 盛ったド ー ナ ツを 出 して き おっ

ておらん︒

わしが精一杯どなってるというのに︑まるで感じ

﹁ドーナツ足りてないんでしょ



大きな音 がして︑ ありもし ない耳を 思わず 塞いで

しもうたわい︒まだ残った菓子が爆発したのか⁚⁚
と音の方を見ると︑
﹁あいったた︒今回の移動はハデだねぇ﹂
車がゆら ゆら揺れ ておって︑ 中か ら音に似 合わぬ

﹂

のんびりした声が聞こえてきたんじゃ︒
﹁な︑なんじゃ︑いったい

い⁚⁚いや︑これは︑
﹁ドーナッツ⁚⁚ジャバ

グラスをかけて︑長いエプロンをつけた青年が︒

そう言いながら︑ 車から降りてきたんじゃ︒ サン

﹁はいお待ち︒ドーナツ屋ですよ﹂

﹂

が︑丸い飾りのついたこんなのは見たこともない︒丸

車なんぞ︑ 山を降りた ときくら いにしか会 わない



﹂





﹁な︑なんじゃいったい
やから








キラキラルを狙う 輩 には見えんが⁚⁚いやいや︑
そんなことより︑







くの生地を⁚⁚﹂
﹁まぁ︑見ててくださいよ﹂
青年の目線につられて車を見れば︑ 半分窓になっ
てて中身が見える︒ふむ︒
型を抜い て︑ 揚げ て︑ 粉砂 糖をふって⁚⁚車の中

﹂

かたないジャバが⁚⁚お
ジャバ

そっちのはちゃんとある

ウ エ ス タ ー の 兄 弟 に 練 習 で 作って も ら っ

た︑手揚げのやつだけど﹂



﹂

目を覚ま したころに は︑ 車につ いてるミ ニテーブ

ちゃん︑かの︒

胸のバッジに書いてあるから︑かおる

つけて︑どんどんドーナツ作ってたんじゃからのぉ︑



まぁ︑見えんならし

﹂

この青年

﹁キ・ラ・キ・ラ・ル︑じゃ

﹁飛んでる⁚⁚キラキラリンがかい

められたキラキラルが︑この機械の中をくぐりなが

そういうなり︑身体が弱ってるわしを寝かし

＊＊＊＊＊＊

で全部つくってみようかね︒げは♪

﹁へぇ⁚⁚よっし︑わかった︒ひさしぶりに手揚げ

のぉ︒
でてきたのは︑ ドーナツじゃ︒たしかに丸い︑お

﹁そうじゃ︑これこれ︒これなら食えるジャバ﹂

て あ

﹁こ れ

ているドーナツが︒

見えたんじゃ︒少しじゃが︑キラキラルが湧き出し

車の奥の 方に︑ ひとつビニ ールのか かったものが



﹁はい︑できあがり﹂

を生地が通っていきながら︑勝手に出来上がってく





ら飛んでしまってるのジャバ﹂

﹁おぬしには見えんのジャバな︒せっかく生地に込

るほど︑

わしが言うた言葉に︑青年がぽかんとしておる︒な

﹁だめジャバ︑これは﹂

いしそうな色と形︑あたたかな気配︑じゃが︑

キラキラやまのドーナッツ



ルが︑ドーナツで一杯になっておった︒

﹁しかし不思議ジャバ⁚⁚﹂

﹂

車に近寄ったわしを見て︑かおるちゃんが手をと
なにが

めたわい︒
﹁ん
﹁キラキラルジャバ︒これだけのドーナツなら︑キ
ラキラルはもっと山盛りのはずジャバが⁚⁚﹂
﹁そりゃあたりまえだよ︒オレ︑天才だけどただの
ドーナツ屋で︑パティシエじゃないもんね﹂
そう言うて︑はははと笑うんじゃ︒ん

ないジャバ﹂

もっとたくさ んキラ キラル が生 まれて も不思 議じゃ

り方を見る限りは一流パティシエと変わらんジャバ︒

﹁しかしのぉ︒この身体では味こそわからんが︑作



だったら︑もっともっと笑顔にできるけどさ︑ここ

じゃ半分がいいとこだよ︑たぶん︒ぐはっ★﹂

オレの世界か︑なるほどのぉ︒

﹁でもね︑それでいいんだよ︒世界を守るのは︑世

界といっしょにある人だからさ︒

いやぁ︑でも長老ってのはたいへんなもんだよねぇ︒

⁚⁚いや︑おそらくどこか別の国の長

タルやんのとこもそうだったしさ﹂
タルやん

車のほうの動きが止まったのぉ︒なんじゃろ

つくるもんじゃないかねぇ︒オレもね︑オレの世界

﹁そのキラキラさんはさ︑きっと世界が好きな人が

車の窓から顔を出したわい︒

がね︑げはっ♪﹂

﹁ははは︑ようやくわかりましたよ︒呼ばれたわけ

のか

ているのがわかるくらいじゃ︒おどろいておる⁚⁚

あけておった︒サングラスの中の目も︑大きく開い

う︑と見上げれば︑かおるちゃんが口をぽかん︑と

ん

キュアをみつけてくれるといいのじゃが⁚⁚﹂

﹁⁚⁚そうかもしれん︒さて︑ペコリンたちがプリ

老のことなのじゃろう︒





わしがそ う言うた ら︑ かお るちゃんは腕を 組んで





・
・
・
・
・





＊＊＊＊＊＊
いきなりに こにこ笑 いながら︑ またドーナ ツづく
りにもどってくかおるちゃんを︑今度はわしがぽか
んと見る側じゃった︒
いや︑そもそもじゃ︑

で落ち着いてはおらんしのぉ︒

﹁プリキュアはオレの世界にもいてね⁚⁚みんなで

しあわ せゲットする 子に︑ いつでも 完璧目 指しち ゃ
せっかい

う子︑信じて祈る子に︑せいいっぱいがんばる子⁚⁚

揃いも 揃ってお節介でさ︑ みん なで助 けに行 こう っ

﹂

て言われる前に︑オレだけ来たってわけ︒ぐはっ☆﹂

プリキュア⁚⁚プリキュアじゃとぉ

さ︑こんなもんで足りるかい

﹂

﹁それでも︑ちょこっと支えることならできる⁚⁚

い顔じゃ⁚⁚そうか︒

笑ってはおるが︑さっきと違って︑ちょっとさびし

たないよ⁚⁚オレと同じで﹂

この世界のプリキュアじゃなきゃ︑半分も役にはた

エじゃないんだよ︒さっきも言ったでしょ︑たぶん

﹁悪いね︒プリキュアはプリキュアでも︑パティシ

と見つめてきたわい︒なんじゃ

思わず車に飛び乗ったわしに︑かおるちゃんがじっ

﹁伝説のパティシエを知っておるのジャバ



呼ばれた︑じゃと
﹂

け︒あの子は︑この中までは入れなかったみたいだ

けどね﹂



﹁かおるちゃんは︑どうしてわしが困っていること
がわかったんジャバ

にこにこ 顔がこっちを向 いて︑ そのままわ しの顔
なが

を眺めておる⁚⁚なんじゃ

ちっこいの⁚⁚妖精のだれかか

ぱいあげれば助かる︑ってね﹂

込められちゃったから助けてくれ︑ ドーナツをいっ

﹁ちっこいのが知らせてくれたんだよ︒長老が閉じ



﹁で︑言われた場所にとにかく飛び込んだ︑ってわ








ペコリンか と思うたが︑ 違うの︒ あの子 はそこま
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わしの両 側には︑ さっきよりさら に一回り 大きな

ドーナツの山じゃ︒一流パティシエほどではないも
のの⁚⁚いや︑わずかしか作り出せない中では信じ

こ︑これは⁚⁚
﹂

﹁見つかったのじゃなペコリン︑プリキュアが
っと︑ととと

おるわい︒

﹁かおるちゃん︑なにするジャバか⁚⁚ん

床まで降りてしもうた

プリキュア

︶

なんじゃ聞こえたような気がしたが⁚⁚わし

おった︒
﹃キュアラモード・デコレーションっっ

﹄


⁚⁚



﹂

い︑いきなりわしのいたミニテーブルが移動して︑

﹁たしかにこれで︑しばらく身体をつなげそうじゃ︒
ペコリンがプリキュアを見つけるまでな⁚⁚感謝し
ておるジャバ﹂
﹁なぁに︑お互いさまだって︒ぐは☆﹂
歯を光らせながら︑ボウルを片付けはじめよった︒

ん

もあるだろうしね

︵いつかウチの 子 たちのほうが︑支えられること

帰る気︑かの


が訊こうとした瞬間︑そとから大きな声が響いてき





おしまい

れるかわからんジャバがな︑かおるちゃん﹂

﹁まぁ︑やってみるジャバ︒おまえさんほど支えら

も必要か⁚⁚

じゃ︒わしらは救われるだけじゃなく︑支えること

そうじゃな︑プリキュアに﹃なる﹄普通の子たち

読んだとたん︑かおるちゃんの言葉がよみがえった︒

︵プリキュアはオレの世界にもいてね⁚⁚︶

プリキュアをよろしく︑長老さん﹄か⁚⁚

わしの前に落ちてきただけで︒なになに︑
﹃こっちの

見上げた先に︑もう車はなかった︒ただ紙が一枚︑



られんほど沢山のキラキラルが︑わしを取り囲んで





﹁

︱ 幕間 ︱
さて︑と﹂

夏の夕日も 公園の向 こうに落ち て︑ もう店 じまい
しようかな︑って感じのドーナッツカー︒そこから出
てきたサングラスのひと︱ かおるちゃん ︱が︑屋根
の上のドーナツ生地の入り口にフタしてるのを︑わ
たしは車の影からそぉっと覗いてたの︒
﹁手揚げしかダメなんだもんねぇ︒今度はいっぱい
揚げられるようにしとかないと﹂
いつもの ドーナッツメー カーにほ ろをかけ て︑ い

﹁ま︑こっちが夜の間だけだからね︒かおるちゃん

ドーナツのキラパティ支店は︒ぐはっ☆﹂
﹂

﹁⁚⁚で︑キラパティ支店って︑どこのことなの
かおるちゃん

車の窓 の前に 回ってそう言 ったら︑ かおるち ゃん
じょう

おど

のサングラスがちょっとずり落ちた︒成功︑かな

﹁なんだブキ 嬢 ちゃんか︒脅かさないでよ﹂

サングラスをすっ︑と直して︑かおるちゃんが言っ

た︒わたしとふたりのときは︑ブッキーじゃなくてブ

春ごろい

キ嬢ちゃん︑なのよね︒いつもどおり︑か⁚⁚でも︑

﹁脅かしてるのはかおるちゃんでしょ

⁚⁚また︑なにかヘンなことやって

お店で小麦粉やお砂糖買いまくって︑夕方なのに生
﹂
ないんだから

あのときは捕まえられなかったけど︑今度は逃さ

るでしょ

﹁生地も作り直さないとね⁚⁚なにせ︑こっちと向

覚えてる んだよ︑ あのときいき なり閉店 まぎわの

きなり消えちゃったの︑みんな心配したんだから︒



地作ってたの

つもは使わない大きめの揚げ鍋を取り出して︑







こうは時間がちがうみたいだから﹂
車の中の冷 蔵庫を開 ければ︑ 卵に小麦粉に お砂糖

がいっぱい︒いつもはもう作っておいた生地を保存

してあるのにね︒







― 幕間 ―



﹂

﹁あー⁚⁚しょうがない︑か︒なんなら︑一緒に行
﹂
いいの


く
﹁え



﹂


はっ♪

﹂

な︒な〜にせ︑妖精さんに呼ばれちゃったからさ︒げ

﹁そうねぇ⁚⁚ブキ嬢ちゃんたちの後輩のところ︑か

しいんだ︑って︒

理由はわか らないけ ど︑ きっと︑ わたしに 来てほ

こに行くの

﹁いい︒わたし電話するから︒⁚⁚で︑ほんとにど

見て︑わたし思ったの︒ああ︑これってきっと⁚⁚

けど︑ちょっと早口になった かおるちゃんの顔を

連絡入れとくけどさ﹂

いても大丈夫でしょ︒なんならオレから親御さんに

おやご

﹁もう高校生だし夏休みだし︑ちょっとくらい夜歩

ちゃった︒

あっさり言われ て︑ わたし ︑ かえってぽか んとし



ドーナッツ・しんじてる
﹁うむ︑ちゃんと閉まってるジャバ﹂
夜のキラパティショップの戸締まりも︑ 我ながら

なることも多いようじゃし︒

﹁さて︑どうするジャバか﹂

﹂

プリキュアではあるが︑ 妖精のことじゃ︒ わしも
力になれるものなら⁚⁚

な︑なんジャバ

ズダーンッッ
﹁うぉぉ



車じゃ︒ということは⁚⁚

﹁や︑ひさしぶり︑長老サン︒どう︑調子は

﹂

振り返れ ばほれ︑ 広い客席の真 ん中にい つぞやの

ひどい音と揺れに驚いたが︑これは覚えがあるぞ︒



だいぶ慣れてきたのぉ︒
﹁ま︑開いてたからといっても閉められんのジャバ
がな﹂



ラスの青年じゃ︒

﹁かおるちゃん︑じゃったジャバ

なんじゃ︑ くすくす笑っておるが⁚⁚その向こう

から﹂

﹁ああ︑そりゃあね︒今日は︑ひとり分重いもんだ

前よりひどい音ジャバ﹂

しかしなんじゃ︑

車から降 りてきた のはやっぱり︑ 春に見た サング



つい声にだしてしまって苦笑したわい︒もちろん︑
題ないのじゃが︑さすがに毎日店が消えては怪しま

れるからの︒
シエルが泊まるようになって︑助かっておるわい︒

キラリン︑ジャバか﹂

もしものときは頼めばよいからのぉ︒

﹁シエル

助かってはおるのじゃが︑ひとりになったところ

を見ておると︑少し気にはなるのぉ︒見せないよう
にはしておるようじゃが︑息つくところがため息に



キラパティショップ自体をクローズしてしまえば問

ドーナッツ・しんじてる

から︑なにか出てきおったぞ
﹁そ んな に 重 くあ り ませ ん
ちは﹂

⁚⁚ええと︑ こんに

栗色の髪が 車から降 りてきて︑ わしの方を 見てお
る︒女の子じゃが︑いちかよりは歳上か⁚⁚あきら
いのり

たちと同じくらいかの
﹁わたし︑山吹祈里っていいます﹂

そしてその まま腰を かがめて︑ わしに目線 を合わ
せて名乗りおった︒
わしの姿に驚きもせん︑ということは︑じゃ︑
﹁かおるちゃん︑ひょっとして︑この子は⁚⁚﹂
﹁そ︒うちの世界のプリキュアだよ﹂
わしの視 線の先で ︑ かおる ちゃんが大きく 頷いた
わい︒やはり︑の︒

いのり︑じゃったか︒ずいぶん慌てた顔

張ってるよ﹂
女の子

をしておったが︑説明しておらなんだのじゃな︒し
かし⁚⁚

﹂

ううん︑いちど

﹁そ︑そうなんだ⁚⁚ じゃぁ︑かおるちゃん︒わた

しも︑なにか手伝ったほうがいい

戻って︑みんなを呼んだ方が⁚⁚痛っ

つつ

よ

コツンとかおるちゃんの指が女の子を突きおった
わ︒

﹁ブキ嬢ちゃんは︑世界ひとつ救ったんでしょ

くばりすぎンじゃないの︒ぐはっ☆

さーて︑ドーナツつくるから︑そっち手伝ってよ︒

なにせ手揚げじゃないと食べてもらえない世界なん

かおるちゃんは笑っておるが︑わしにはよくわか

でねぇ﹂

﹁なァに︑ 心配いらないって︒ こっちの世界にも︑

らん︒ なぜ連れてきたのじゃ︑ 別の世界のプリキュ

﹂

こっちのプリキュアさんがいて︑この長老サマもお

か︑かおるちゃん



アを⁚⁚

﹁え












仲間だからね︒いろいろ問題抱えながら︑みんな頑





＊＊＊＊＊＊
﹁長老ぉ︑こんな夜中になーに騒いでるのよ

﹂

一応人間の姿になって︑私は店の様子を見に来たの︒
ひっどい揺れがして︑さすが地震で有名な国だな︑
っ

﹂

て思ってたのだけど︑揺れだけじゃなくて︑話し声
がずっと聞こえてたから⁚⁚なのに長老︑
﹁おお︑シエルか︒起こしてしまったジャバか

﹂

ブランクルェ

は女の子だったわよね︒じゃあ栗毛色の子がそうか︒

﹂

で︑こっちのサングラスかけた男の人が⁚⁚え
﹁あ︑新しいプリキュア

思わず指さしちゃったわ︒お行儀悪いのはわかって

いるけ ど︑ でも⁚⁚でも︑ この人が プリキュアだ っ
たら

﹁どっちかって言うと︑古いプリキュア︑かねぇ︒げ
はっ♪﹂

﹂

男の人の方が﹃かおるちゃん﹄なの

﹁かーおーるーちゃーん
あ︑あれ



どうしたジャバ︑シエル

と︑ぼーっとしてたみたい︑私︒

﹂

気がついたら︑長老の顔がアップになってた︒ちょっ

﹁ん

アなら︑わかるかもって思ったんだけど⁚⁚

はちょっとため息ついた︒そっか︑男の人のプリキュ

﹃かおるちゃん﹄が女の子に謝ってるのを見て︑私

﹁はいはい︑ごめんごめん﹂



ですって︒あれで起きないのなんて︑上で寝てい
﹁ウィ︒それで⁚⁚だれ

上の方のかざりがすると︑ドーナッツスタンド︑か

しら

それはいいけど︑その長老と車の間にいる人たちっ

て︑見たことがないわ︒

﹁かおるちゃんと︑プリキュアさまジャバ﹂













長老の後ろには︑店のショーケースくらいある車︒



日本語で︑ ちゃん︑って呼ぶの





か お る ちゃん





るペコリンくらいよ︒

ドーナッツ・しんじてる



﹁寝ぼけてるっぽくもないし︑ひょっとしてお腹す
どう︑かおるちゃん手揚げドーナツ﹂

﹂

た︒イヤな感じだな︑って自分でも思うけど︑お互

い力になれないなら︑この方がいいわよね⁚⁚って︑
え

れた︒

別の世界のプリキュアが︑目の

力にはなってもらえないんでしょ

﹂

でも︑ 私の言 葉は︑ 目の前 で首を振る 顔に止めら

となんにも言ってないし︑そんな口先だけで⁚⁚﹂

﹁信じてる︑って⁚⁚いま会ったばかりよ︒私のこ

いきなり言われて︑私はしばらく声が出なかった︒

え

﹁あなたにはきっとできるわ︒わたし︑信じてる♪﹂

が︑ぎゅっと握られたのよ︒

私がちょっと目をそらしながら言ったら︑ 私の手

﹁何の用

前に回ってきて︑私の手を取ってるんだもの︒でも︑

たはずの女の子

思わず顔 を上げたわ ︒ 今まで長 老たちの 後ろにい

﹁わたしは︑用があるよ︑シエルちゃん﹂



いてるかい
長老のと なりに並 んだかお るちゃんが︑ 私に手渡
おいしい

ヴォン

してくれた︒ドーナッツ︑って言っても⁚⁚えい︒
﹁⁚⁚え
びっくりした 私の前 で︑ かおるち ゃんが笑ってる

﹂

こんなにおいしいのに︑ キラキラル

わ︒信じられない⁚⁚だって︑
﹁どうして
がこんなに少ないなんて
のに︑なぜ

﹁かおるちゃんたちは︑別の世界の者だから︑らしい
ジャバ︒じゃからの︑シエル︒いくらプリキュアさま

長老の

とはいえ︑手伝ってもらうことはできんのジャバ﹂
そっ⁚⁚か︒
﹁それで︑キラパティショップに何のご用





お茶友達なら︑私は寝かせてもらうわ﹂





形は普通でも︑味だけだったらパルフェだもの︒な






私はくるっと振り返りながら髪を後ろに跳ね上げ









て言ったでしょ

かおるちゃんをプリキュアと勘違

いしたのに︑プリキュアじゃないってがっかりした

﹁あなたには自分の本当に⁚⁚本当の本当の本当に
やりたい こと︑ それがわか るって︑ それを できるっ

﹂

しょうがないな︑って感じでうなずいてた︒それを

ちらっと見ながら︑目の前の女の子は続けたわ︒

ナ

ナ

﹂

ス

パイン⁚⁚パイナップル

ア

﹂

﹂

そう︑っか︒

アとしてなら︑キュアパイン︑だけど

﹁わたしは山吹祈里︑ブッキーでいいよ︒プリキュ

つを確かめに︒

私はもう 一度前を 見た︒ 私に広がってるも うひと

﹁あなたは⁚⁚だぁれ

に広がっていったわ︒味と︑香りと︑あと⁚⁚

渡されたドーナッツを口に入れたら︑からだの中

とできるって︒わたし︑信じてる

もだち とお菓 子を作ってたた かうあ なたな ら︑ きっ

﹁だからね︑わたしにはわかるのよ︑あなた⁚⁚と

して︑

ドーナッツをも うひとつ つまみ上 げて︑ 私に手渡

ちゃんと味わってくれてるんだもん﹂

のに︑それでも︑かおるちゃんのドーナッツのこと︑



て︑わたし︑信じてるの︒だって︑ね﹂
だまって見てる私の目の前に︑穴が見えた︒
﹁わたしね︑ここじゃない世界で︑プリキュアとし
て戦ったの︒でもひとりで戦ったんじゃないわ︒と
もだちみんなと︑あとこれと︑だよ﹂
﹂

穴の周りは︑茶色いまんまる︒
﹁ドーナッツ

﹁そう︒かおるちゃんのドーナッツのちからも借り

て︑戦ったの﹂
ドーナッツで︑どうやって⁚⁚

分くらい︑倒してもらっちゃったもの︒ね

﹁ふふ⁚⁚ドーナッツは︑とっても強かったよ︒半



後ろのかおるちゃんが︑サングラスを直しながら︑







﹁あなたは︑かおるちゃんのドーナツをおいしいっ



ドーナッツ・しんじてる



﹁わかったわ︑アナ⁚⁚パイン︒信じてもらえるだ

けのこと︑私︑してみせる﹂

＊＊＊＊＊＊
﹁ま〜た︑いきなりジャバ︒せわしないジャバねぇ﹂
ふたりがドーナッツスタンドと一緒に消えたあと
を眺めながら︑長老が言ったわ︒
私は紙袋にドーナッツを詰め込んで︑何に使おう
か考えてたんだけど︒だって︑お盆に山盛りのドー
﹂

ナッツ残していくんだものね︒
﹁シエルは元気ジャバ︑の

最後のドーナッツを袋に詰めて︑ お盆といっしょ

いかないわよね︒それに⁚⁚﹂

﹁ま︑先輩にあれだけ信頼されて︑やらないわけに

で返しちゃおうかと思ったんだけど⁚⁚やめたわ︒

だから︑ 長老にそう言われたとき︑ ちょっと嫌味



にキッチンの棚に入れながら︑私は続けた︒

﹁それにね︑パイン⁚⁚アナナスに信じてもらっちゃっ

たんだもの︒ステキなパフェにしないわけにいかな

いでしょ︑パティシエとしては﹂

ぱたん︑と棚を閉める音と一緒に︑背中からは優

しい視線がやってきてる︒もう︑しょうがないな︒

﹁それじゃ︑寝るジャバ﹂

﹁ええ⁚⁚あ︑それと長老︒これ︑いちかたちには
ナイショ︑ね﹂

ぽんっ︑っと妖精の姿に戻って私が言ったら︑長老
が訊いてきたの︒
﹂

﹁ほう︑ いちか になら喜 んで話す かと思ったのジ ャ
バが⁚⁚なぜジャバ

﹁かもしれん︒かもしれんジャバ﹂

てた︒

ちらっ︑と背中越しに見てみたら︑長老の顔が笑っ

﹁⁚⁚先輩は︑いらないもの︒いちかには﹂

だから︑私はテーブルを見上げて答えたのよ︒





ドーナッツ・しんじてる



何度も頷く顔を見て︑私はちょっと︑ほっとしたわ︒
おしまい

﹁

︱ 閉じた幕のうら側で ︱
ねぇ︑かおるちゃん﹂

ドーナツカーの助手席から︑窓の外を眺めながら︑
なんだいブキ嬢ちゃん﹂

わたしは口を開いたの︒
﹁ん

外はわけのわからない景色︒きっと行きと同じで︑
普通じゃないとこ走ってるんだろうな⁚⁚そんなこ
とを頭の隅で思いながら︑でも頭の真ん中からは︑あ
の姿が離れてくれないわ︒
﹁あの子︑大丈夫だよね﹂
そう︒ あの不 安そうな顔を 見てたら︑ つい口が勝
手に動いちゃったのよ︒でも︑ね⁚⁚
﹁な〜にをいまさら︒あんだけ派手に言っちゃっと

それは︑そうなんだけど⁚⁚ラビリンスのことだっ

て︑あれでよかったのか︑いまでも考えること︑あ
るんだよ

いたの

え

﹂

はっぱ

ちょ︑ちょっとかおるちゃん

とは役にたてるでしょ︒げはっ☆﹂

本当にだめなときは︑この車で突っ込みゃぁ︑ちょっ

﹁まかせたんだろ

あとは祈るだけでいいよ︒

顔を上げた ら︑ 人差し指 ︒ かおるちゃんが︑ つつ

てもんさ﹂

﹁それ以上は︑あっちのプリキュアさんたちに失礼っ

くなったの︒

すこしう つむいたわ たしのお デコが︑ いきなり痛

痛っ

﹁もしも︑わたしの信じてることが間違ってたら⁚⁚

もし︑もしも︑

まして別のプリキュアさんがいる世界なんだもん︒



﹁せっかくブキ嬢ちゃんが発破かけてくれたんだ︒そ



いてさ♪﹂
うん︒
うなず







わたしはちょっとだけ 頷 いた︒







﹂

なことしてたら︑一緒に乗り込むんだったっけ︑ラ

ブちゃんと︒

﹁ちょっとブッキー︑なに笑ってンの

んだよね︒わたしが何を言ったって︑最後に決める

ラブちゃんも︑きっとあの子にも︑やり方がある

消えちゃって︑心配かけちゃったな⁚⁚でも︑そっか︒

怒った声だけど︑目の色がほっとしてる︒目の前で



のは︑あの子なんだから⁚⁚

﹂

﹁そ う だよ ね︒ わ たし は祈 里だ も ん︑ 祈 る だけ だ
いた

わ⁚⁚あ痛っっ

﹃わたし︑信じてる﹄って

ほんとに おしまい

重なったラブちゃんの姿を見て︑わたしは祈ったの︒

窓の外からの愛のゲンコツもらいながら︑あの子と



んくらいはフォローするさぁ︒
﹂

ま︑そんなことにならないように︑オレの分も祈っ
といて︑よっ︑と



もの公園⁚⁚
﹂

﹁こらーっ︑かおるちゃんにブッキー
てなにやってんのよ

あたし置い

揺れた︒思わず窓につかまったら︑その外にはいつ

かけ声み たいな声 といっしょに︑ 車ががく ん︑ と



戻ったんだ︑って思った瞬間︑窓から大きな声が響



いてきた⁚⁚あ︑いけない︒かおるちゃんがおかし

― 閉じた幕のうら側で ―



﹂

﹁ちょっと出かけるからさ︑ここに残って︑ごまか

な︑なんやなんや

しといてほしいんだよなぁ︑タルやん
ごまかすやて
せぇっちゅうんや

だんな

わいになに





分︒車から降り

応えた︒フラワーや若き友⁚⁚ブロッサムにマリン

吾輩は大 きな身体を そちらに 向けて︑ 声なき声で

︱︱うむ︒平和な街だな︒

思えないほど︑静かな口調だ︒

てくるなり助力を願う言葉を滔々と語っていたとは

とうとう

にか屋台のような車が現れてから

吾輩がいつも居 るフラワ ーの植物 園に︑ いつの間

わがはい

ば︑いきなりそう言った︒

サングラスをかけた青年が︑ふと黙ったかと思え

い街だ﹂

﹁⁚⁚いい夜ですねぇ︑コッペの旦那︒それに︑い

＊＊＊＊＊＊



くらいむ えぶりぃ まうんてん

そう言うた らすぐ︑ わいの身体 は空中に浮 かんど

った︒



ちょいとピーチはんに用があって︑よつば町まで
やってきた帰り︒公園の端っこちょいと見上げたら︑
まだ車が止まっとった︒

﹂

﹁おばんや〜す︒かおるはん︑まだ片付けせぇへん
のか

声かけて ︑ ちょいと突 き出て るテーブ ルにひ ょい

ちょーどいいとこに来てくれたねぇ︑タ〜

窓開けてこっち向いたわ︒

﹁ああ

騙されへんで

⁚⁚けど︑ いや〜な 感じや︒ このにこにこ 顔には

ルや〜ん﹂



﹁ちょーっとさ︑助けてほしいんだけどねぇ⁚⁚﹂







ひょい︑っとのっかったら︑いつものサングラスが

くらいむ えぶりぃ まうんてん



﹂

以外には聞こえぬはずの声だが︑

﹁平和は︑苦手ですかい
斜め下から︑サングラスがこちらを向いた︒ふむ︑
やはりこの青年には聞こえるのか︒吾輩が気づかぬ

﹁なにせオレよりかなり年上でしょ
のもなんだしね﹂

名前呼びする

︱︱そうか︒年齢などはあってないようなものだが︑

気持はいただこう︒しかし⁚⁚

車の中をのぞくと︑小さな影がぶすっとした顔を
しておる︒

うちに車をここに持ち込んだのだ︑そのくらい驚く
にはあたるまいが︒
つか

︱︱その連れは︑不満そうだが

とも

けて︑

目を青年 に戻すと︑ 肩越しに両 手のひら を上に向

︱︱曲がりなりにも戦士の伴だからな︒掴み取った
平和に文句はつけられん⁚⁚が︑習性はまた別だ︒
にやり︑サングラスの陰で目が笑った︒この青年︑

﹁ちょっと︑無理して連れてきちゃいましたからね︒
鳥さん

見た目とは違うようだな︒名前も呼びにくいほどに
軽いのだが⁚⁚

たかったん⁚⁚﹂
てきた︒
﹁だーれが﹃お願い﹄だ

誘拐だろあれは

﹂

青年が言 い終わる前 に︑ 車の中 から鳥が 飛び出し

シロップくんには︑どうしてもお願いし

︱︱で︑ 吾輩 を連れて ゆくと 言ったか︑ かおるちゃ
ん



それに⁚⁚納得はしてくれたんだろ

﹂

でいきなり突っ込んだら大騒ぎになっちゃうんだよ︒

﹁まぁまぁ︒鳥さんのとこは同居人が多いからさ︑車



まったく︑青年に﹁ちゃん﹂など︑いくら歳が離
れていてもつけたことなどないというのに︒



﹁ええ︒ただ⁚⁚旦那の乗れるとこが屋根しかない
﹂
ふむ︒



んですけどね︒いいですか
︱︱旦那︑とは吾輩のことか













﹁このデカいおっさんと同じ説明してくれりゃ︑もっ
と早く納得できたんだけどな︒ったく⁚⁚﹂

けかよ︒友達少ねぇだろ︑おっさん﹂

まわりは白だかピンクだかのもやもや︒俺がよく︑

他の世界に手紙届けに飛んでるとこみたいだ︒

﹁知り合いは多いんだけどねぇ︒パン屋さんとこの

ぶつぶつ言いながらも︑また車に戻っていく鳥く
んの背中を眺めておると︑微笑ましさが湧いてくる︒

彼 に も 声 は かけ

子

たんだけどさ︑変身できない自分にお菓子は作れな

コロネくん︑ だったかな

若い妖精なのだな︒⁚⁚よし︒

い︑って断られたよ︒頼まれた相手が相手だから︑人

だ︒鳥くんもそうだろう

︱︱そうか︒吾輩は︑妖精の困りごとなら行くだけ

ち行って過ごしたりもしてますからね﹂

﹁ん〜⁚⁚忘れましたよ︒妖精の居るとこあっちこっ

わってきた感じだ︒

屋根の上 から︑ 声がした⁚⁚っつーか︑ 重さが伝

︱︱君も人間ではないのか︑かおるちゃん

間には声かけにくいしねぇ﹂

︱︱若いのが行くのに︑吾輩だけ残るわけにもな︒そ
ちらと目線を上げると︑なるほど︒車の上には︑簡
︱︱ここまで準備されては︑嫌とも言えまい︒どこ
むち

へ何をしに行くのかは知らんが︑妖精のためとあら



れに⁚⁚



俺だって妖精のはしくれだからな︒困って

るってンなら手ぐらい貸さぁ︒

﹁ちっ

重さが少し軽くなった︒ああ︑そうだな︒



ば︑老骨に鞭打つとしようか︒

＊＊＊＊＊＊
デカいおっさんを屋根に乗せて︑車がまたよくわ

からないとこ走り始めた︒

﹁あんたと︑デカいおっさんと︑俺︑って︑こんだ



易のベッドらしきものがしつらえてあるな︒

くらいむ えぶりぃ まうんてん



＊＊＊＊＊＊

﹁暗い夜のキラパティショップにわしひとり︑ ジャ

﹂

⁚⁚﹂


なんだおっさん︑いきなり上向いて⁚⁚

バか⁚⁚﹂

﹂

で︑ どこ行くんだよ︒ そろそろ行き先教えろおっ

さん
ん

 

﹁なんだ︑そりゃ

いきなり歌いだして︑なんのつもりだよ︑おい︒

すべ

いいものの︑よく泊まっておったシエルは︑ビブリー

が待ってるから︑と自分の店に帰ってしまっておる

﹂

からな︒まぁ︑戸締まりしっかりしてくれておるか
ら安心なのじゃが︒

﹁さて︑そろそろ寝るか⁚⁚ジャバ

な⁚⁚ほれ︑いつもの車じゃ︒

﹁おお︑よく来たジャバ︑かおるちゃ⁚⁚ん

かいますかね

﹂

﹁悪いね︒ちょっと別の場所に用があってさ︒中︑誰

じゃが︑今度はいつもと違っておった︒

﹂

じゃが︑ 今度は 驚かんぞ ︒ これで３ 度目じゃから

れたわい︒

どんっ︑と大きな音がして︑ショップがくらりと揺



︱︱歌詞を和訳するとこうだ︒
﹃すべての山に登れ
たど

すべての道を辿り

すべての虹を追いかけて⁚⁚﹄

高いのも低いのもすべて
ての川を渡り

頭の上から︑デカいおっさんの声が響いてきた︒
﹁なんだいそりゃ︒なんでもかんでもやっちまえ︑っ
﹂





てのか

﹁かもね︒ほんと︑若いうちはそれがいいんだけどさ﹂

﹂

あ︑このおっさん︑にやって笑いやがったぞ︒
﹁そんじゃ︑登ろうかね︒いちご山に





夜に消え ていては怪 しまれる と︑ 開けて おるのは





﹁





﹂

車は︑キラパティショップの外におったのじゃから︒
﹁わしの他には居らんが⁚⁚別の場所︑ジャバ
そう言う間に︑ キラパティショップがトランクに
閉じていった⁚⁚ジャバ
﹁長老さんは知ってるところなんで︒ちょぉっと︑連
れてってくれないかねぇ﹂
そのまま︑トランクを車に詰め込んでしまったわい︒
いや︑かおるちゃんの頼みなら別にかまわんが⁚⁚

＊＊＊＊＊＊

キュアローズガーデンに車でガラガラ入られたら怒
るしよ︒けど︑
﹂

彼にさ︑ オレた

﹁本当に︑そこにいるのがその⁚⁚なのか︑おっさ
ん

﹁そ う そう︒ 途 中 で説 明 した ろ

ちのお菓子づくりを見せてやらなきゃね﹂

﹁べつにいいけどよぉ⁚⁚﹂

︱︱時間もなかろう︒早くやろうではないか︒

屋根の上から︑声と一緒に大きな身体がごろん︑と

転がって⁚⁚どすん︑と降りるのかと思ったらふわっ

と着地した︒やっぱ同じ妖精なんだな︑このデカい
おっさんは⁚⁚

﹁とりあえず︑材料だなんだは山ほど積んであるし︑コ

ンロもいいの積んできたんだ︒できるだけやってよ﹂

焼くだけ⁚⁚っと︑

途中で︑生地はもう作っちまってるからな︒あとは

俺は人間型に変身して手前の冷蔵庫を開けた︒来る

小鳥のとき の俺と同 じくらいな じいさん に︑ 道き

ど︑まわりを見るとわからなくもねぇな︒俺だって︑

冷や汗か きな がら降 りてく 姿には 笑っちまったけ

地したのは︑緑の芝生の真ん中だった︒

そう言って車の奥を漁り始めたおっさん見ながら︑

﹁さぁって︑ついたついた﹂





きながら登った山のど真ん中︒ゆっくりゆっくり着







わしの知っているところ︑じゃと
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﹁まぁいいか︒ほらよ︑ホットケーキ︑１枚めは味

見用だ﹂
﹁ほう︑なかなかのものジャバ⁚⁚﹂
小さいじ いさんが そう言う 横で︑ デカいおっさん
が半分くらいつまんでいった︒
にこ

﹁くち濁さなくたっていいぞ︒形も色もアレだしな︒

げはっ☆﹂

と寒いやねぇ︒なんで︑これに⁚⁚﹂
ぼっ

﹁これでどうだい
しゃれ

酒かけて火ぃつけやがった

︱︱ほう︒洒落たこともできるのだな︒

いたく練習したんだから﹂

﹁見よう見まねってやつですよ︑まぁ本職にゃ負け

な料理なのか︑これ

デカいおっさんもなんかうなずいてるし︑まとも

﹁誰かさんに教えてもらいながら︑かね︒ぐはっ☆﹂

ますしね ︒ でもなにせ ︑ なんでも屋 だから︒ ぐは っ

﹂

﹁よ︑余計なこと言うんじゃねぇ
２段重ねホットケーキ



めの⁚⁚﹂

﹁そんじゃ︑ホットケーキをもっとうまく食べるた

なんで知ってんだ︑このおっさんは⁚⁚



ホットケーキに白いもんが乗っかってた︒

︱︱菓子を食べれば飲み物が欲しかろう︒これはな

プを持ってた︒
へんてつ

﹁ほい︑かおるちゃん特製アイスだよ︒ただ︑夏用の

んの変哲もないただのジュースに見えるがな︑心の

やってると思ったら︑振り返った手にフタ付きのコッ

デカいおっさんが後ろを向いて︑なんかゴソゴソ

吾輩も負けられんな︒

︱︱ふふふ︒なんでも屋︑結構ではないか︒ならば



ドーナツに乗せるのに工夫したやつだから︑ ちょっ

おっさんがくるっと振り返ったと思ったら︑俺の

♪﹂

ほら︑本番用︑

だけど︑うまいぞ︒なんたって自分でうまいもん食









大樹の樹液︑我ら妖精の飲みものを入れて⁚⁚
ぽたぽた︑っと何か入れてフタをしたコップを︑大
きな身体でぐるぐる振り回した

か出さぬものだがな︒

うほど大層なものではないが︑普段は子供たちにし

︱︱さぁ︑飲むがいい︒大妖精特製シェイク︑とい



﹂

手を止めて 差し出し たのは︑ ミルク色のふ わふわ
したドリンクだった︒
﹁こいつも子供だろ

から

な︑なに言ってんだ

＊＊＊＊＊＊

３人の妖 精がお菓 子を作っている のを︑ わしはそ
ばでじっと見ておった︒

話してい ることから しても︑ おそらくは 違う世界

の⁚⁚違うプリキュアさまの友であろう者たちじゃ

ろうに︑こうして一つのものを作ってくれておる︒そ
れも⁚⁚

﹁オレに声かけてくれたとき︑心につたえてきたよ
ねぇ︒心配を︑さ﹂
︱︱心配︑か︒

大きな妖精の言葉にうなずきながら︑ かおるちゃ
んが歩き出したのじゃ︒

﹁一度目は春︒
﹃いちご山の妖精たちがこわれる前に

ん

﹄だったかな﹂

早く

﹁変身すりゃあ︑デカさでおっさんに負けねぇよ︒⁚⁚

﹁二度目は夏︒﹃ねえさんがこわれる前に早く

に乗せて︑

﹄

まだフランベの炎が上がるホットケーキをトレイ



けど︑ま︑覚えとくよ︒俺は飛べるからな﹂



を貸せるほどにな︒

︱︱ははは︒悩め悩め︒悩んで︑吾輩より大きな妖



精になってくれ︒我が同胞たちが困ったときにも手



ている途中かもしれんがな︒⁚⁚君もだぞ︑鳥くん︒

られるなら︑もう子供の殻は脱げておろう︒脱げかけ

︱︱いいや︒悩んで苦しんで︑その上で助けを求め

くらいむ えぶりぃ まうんてん



だった﹂
大きな妖 精から受 け取った飲みも のも乗せ て︒ そ
のまま︑まっすぐ歩いて行く先には⁚⁚
﹄ってさ﹂

﹁だ か ら さ ︑ お 前 さ ん︒ 今 度 は 叫 ん で い い ん だ よ︒
﹃ぼくがこわれるまえに早く

い︒ 吾輩たちはちゃんとおる︒ 遠く離れていても︑
ちゃんとおる︒

そして大 きな妖精 もまた︑ 静かな声 でそう言 った
わい︒

そう︒違う世界の妖精たちが︑ひとつのものを作っ
人の妖精のために︒

てくれておるのじゃ︒それも別の世界の︑たった一

リオが︒

﹁ ﹃お菓子で世界を笑顔に﹄⁚⁚聞こえておるジャ

ピカ

﹁心配︑ね︒あのなぁ︑俺たちこんなことやってる

またその歌かよおっさん﹂

﹁この歌だけどね︒最後にハテナつけるとわかりや

小さな鳥に戻った妖精が言ったわい︒また

﹁あン

めたのじゃ︒

頭を何度か 振って︑ 上を向いて︑ そして︑ 歌い始

﹁夢見ていた世界︑ね⁚⁚﹂

を置いたかおるちゃんがピクッとした︒なんじゃ

わしがそ う言うたら ︑ 眠るピカ リオの前 にトレイ

じゃぞ⁚⁚﹂

バか︑ピカリオ︒夢見ていた世界が︑ここにあるの

さっきまでわしと同じ大きさの鳥だった妖精が︑腕
を組んでそう言ったわい︒
﹁そうだねぇ︒世界一のパティシエなんかにゃ勝て
ないよ︒でも︑目の前のひとりだったら笑顔作れる︒
自分をみせてくれるのは︑自分で作ったもんだけ
だ︑ってね︒げはっ♪﹂
かおるちゃんが︑ 前にも見せた笑い顔でそう言っ
たわい︒
︱︱案ずるな︑見せるのはちゃんと起きてからでよ







けど︑誰でも喜ぶようなモンなんて作れねぇぞ﹂

横 になって眠って いるジャバ︒ 青 い妖 精



﹂

どってねぇし︑追ってねぇ︑だから行くんだ︑どこ
﹂

﹁ああ︑そのとおり︒だよな︑旦那﹂
こくり︑大きな身体がふたつに折れた︒

︱︱そう︒だからその歌詞は確かこう続く︒
﹃すべて

の山に登れ⁚⁚夢にたどりつくまで﹄とな︒
﹁な ん だ︑ それ な ら そ う言って く れよ︒ め ん ど く

せぇな﹂
︶

したのじゃ︒
わしには⁚⁚

﹂

いや︑違うようじゃな︒

﹂

俺 の 本業 は 希 望 の手 紙 届 け だ

はあるのジャバね⁚⁚﹂
＊＊＊＊＊＊
﹁コッペ︑いまお帰り

﹂

﹁これは失礼したジャバ︒確かに︑まだまだ先に夢

なるほど︑なるほどのぉ︒

ぞ︒だーれが見捨ててなんかやるもんか

﹁あった り ま えだ

と思ったら︑小さな鳥に向かって言ったのじゃ︒

かおるちゃんが︑大きな目に向かってうなずいた

さん

﹁オレたちが見捨てることなんてないさ︒だろ︑鳥

に飛んだわい︒

ちらっと︑ 緑の大きな 姿から 目線が かおるち ゃん

︱︱夢に向かって進む意思のある限り⁚⁚



すいんだよ﹂
﹁ハテナ
登ったのかい

︱︱﹃すべての道を辿ったのか
﹄か︒なるほどな︒



﹁ンなのあったりまえじゃないか︒登ってねぇし︑た

たのか

すべての虹を追っ

﹁そう︒
⁚⁚ すべての山に



ってね﹂


︵もう︑行っちゃうのか





そのとき︑ わしにはピ カリオの 声が聞こえ た気が













までもよぉ
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かおるちゃんの車から降りて︑消えてゆく車を見
送っておる背中から︑フラワーの声が聞こえてきた︒
︱︱ああ︑ただいま戻った︒時間はさほど経過して
おらんようだが︒
﹂

﹁あなたの感覚で考えないで︒ずいぶん遅かったじゃ
ない︒つぼみが心配してたわよ

ふむ︒ 出かけた のも暗 かったが⁚⁚冬という こと
を忘れておったな︒
︱︱そうか︑それは悪かった︒実は妖精の頼み事だ
ひとり︑人間のひとがいなかったか

そうでな︒すこしばかり手を貸してきた︒
﹁あら︑妖精
しら﹂

ささい

とするなら︑吾輩はその者を﹃妖精﹄と呼ぶことに何
らのためらいもない︒姿かたちなど︑些細なことだ︒
ふふっ

小さな笑いが︑皺の顔をほころばせた︒

︱︱笑うか︒まぁ︑よいが︒

﹁違うわ︒⁚⁚あなたは本当に︑コッペだわよ︒本
当に︒﹂

うむ︒ 吾輩は いついかな るときも︑ フラワーにふ

さわしい妖精だ︒そうでなければならん︒いまさら︑

言うまでもないことだ︒だが⁚⁚

﹂

﹁まぁ︑珍しいわね︑あなたが歌うなんて︒サウン

ド・オブ・ミュージックの中の曲だったかしら

も暖かいものだ︒

一枚の手の ひらではあ るが︑ それは とても︑ とて

くれるわ﹂

﹁いいじゃないの︒残りの山には︑つぼみが登って

を吾輩の胸にあててくれた︒

吾輩がそ う言うと︑ フラワーが そばに寄って︑ 手

のだが︑すべてではない︑と思ってな︒

︱︱それは知らんが⁚⁚我らは相当な山に登ったも





︱︱誰かを真に想い︑無私に無心に手を差し出そう

人間︑か︒ふむ⁚⁚



︱︱託すもまたよし︑か︒

＊＊＊＊＊＊

﹁っと︑まぁお仕置きはこのくらいにしてあげるわ︒

ココさまが心配されてたらコレで一発いってたけど︑

気づかれてないようだし︒

そうそう︑キッチンに置いてあったの食べたわよ﹂

ふぅ︑どうなるかと⁚⁚って︑キッチン

ヤ ツ

なによ︑その歌﹂

だろうしな︑こいつなら﹂

﹂

﹁なんでもねぇよ︒⁚⁚言われなくても登りまくる

いっけね︑寝てる青い妖精思い出しちまった︒

﹁はぁ

﹁くらいむ えぶりぃ まうんてん⁚⁚﹂

同じ妖精仲間︑か⁚⁚

仲間だもんな︒

つらでも食べさせがいはあるってもんだ︒同じ妖精

ああ︑ 夜食用 に作っといたやつか ︒ ま︑ こんなや

ずくはなくなったんじゃない

﹁はじっこコゲコゲのホットケーキよ︒⁚⁚まぁ︑ま



﹁ただーい︑ま﹂

﹂


ちいさな声でそう言いながら︑そーっと窓から入っ
﹂

﹂



て︑と︒ふぅ︑だれもいねぇな︒
﹁お・か・え・り
﹂

っっ〜︑くるみかこの野郎
﹂


﹁あらそう︒ じゃぁおしりにしてあげるから︑ こっ

鳥には大事なんだぞ

﹁背中を叩くなって︑なんども言ってンだろうが



お仕事じゃないのは︑メルポから聞いてるわよ

﹁こんな遅くまで︑どこほっつきあるいてンのよ



ちつき出しなさいよっ







ちょ︑ちょっと待て︑なんだそのデカいフライパン
はっっ






﹁ぐへっ
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＊＊＊＊＊＊
ひゅん⁚⁚
風きるような音がして︑ 目の前がちょっとぶれた

気がしたわ︒

塾で遅く なった帰り道 ︒ 公園のか おるち ゃん
のドーナッツカーにまだ明かりがついてるから︑変
だなって思って寄ったのよね︒
そしたら中にはタルトがひとりだけ︒ドーナツ焼
いて︑ジュースも出してくれたけど︑なーんか怪し
いな︑って思ってたのよ︒

ん︒遅いねぇ︑塾帰りかい

﹂

﹂

かおるはん︑妖精やったんか

んだよ﹂
﹁へ

﹂

だま

﹁ああ︑ちょっとね⁚⁚ちょっと︑妖精になってきた

んだもん

ないよ︒かおるちゃんなら︑なんでもやりかねない

車はさっきから止まったままだけど︑もう騙され

て

﹁またどっか行ってたんでしょ︑わたしたちにだまっ

り忘れてた︑ってことよね︒っていうことは⁚⁚

のに︑いま言いなおした︒タルトがいることうっか

わたしと ふたりだけ のときは ﹃ブキ嬢ちゃん﹄ な

るちゃん︒

目の前に は︑ さっきまで いなかったはず の︑ かお



﹁言わなかったっけ オレ︑天才だから︒  
♪ なんでもやってみなきゃ︑ぐはっ♪﹂

﹂



それで︑かおるちゃんはどこにいるのか︑ちょっと
き



﹁答えになってへんで



キツく訊いてみたときだったの︒目の前がちょっと

⁚⁚ううん︑そんなわけない︒



タルト がかお るちゃんに 突っ込んでる のを横 で聞



ブレた気がしたのは

気がした

﹁よう︑いらっしゃいブキ嬢⁚⁚いや︑ブッキーちゃ







きながら︑わたしはじーっとかおるちゃんの目を覗
き込んだの︒
じーっと︑じーーーっと⁚⁚
﹁はいはい︑こーさん降参︒ちょっとね︑プリキュア
は連れて行けないとこに︑お見舞い行ってきただけ﹂
お見舞い


おしまい

それもひとつの山だからさ︒


﹁彼が元気になったら︑みんなで行ってみようかねぇ︒

 

ぐはっ☆﹂
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