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わたしがちいさなころ。おかあさんとほしをみに

いったの。いえのちかくのおかをのぼり、すこしさ

むいよるは、よくほしがみえたわ。
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わたしのからだはぶるぶるとふるえるのに、

そんなことより、といわんばかりにめをらん

らんとかがやかせて、わたしはほしをみた。

おかあさんはふわふわのブランケットを

そっとかたにかけてくれて、それからわた

しは、いちばんおおきなほしをさがしたの。

「いちばん、おおきなほし。そこからいつも

おとうさんはあなたをみまもっているの

よ。」

そういつもおかあさんがいっていたから。
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おかあさんはまほうつかいなの。

このころのおかあさんは、まほう

のつえじゃなくて、からんころん

とおたまをころがして、きまって

こういうの。

「おいしくなぁれ、おいしくなぁ

れ。」

わたしが、どうして？ってきくと、

sample



「まほうのじゅもんよ。

となえるは、ことだま。

こめるは、あいじょう。

だいすきなひとにおいしいごは

んをたべてもらうときのじゅも

んよ。」

おかあさんはわらって、あたま

をなでてくれたわ。

「おかあさん、わたしもおかあ

さんみたいなまほうつかいにな

れるかな？」

sample



「ええ、もちろん。おかあさんとお

とうさんのこだもの。」

じまんのおとうさんと、おかあさ

ん。

けがしたって、いやなきもちだっ

てまほうのじゅもんがおいはらっ

てくれる。

「いい？もし、どうしてもまほうひ

つようなときは、こうとなえるの。」

sample



「＿＿＿＿＿＿＿＿＿。」

おかあさんがこっそりおしえてくれた

ひみつのじゅもん。sample



そしたらね、クラスのお

とこのこが、ぽつりといっ

たの。

｢まじょのこだ。のろわれ

るぞ。｣

それからわたしは、しょうがっこうには

いることになって、クラスメイトができ

たの。

おかあさんじゃないはなしあいてに、

わたしったら、とくいになっちゃってね、

たくさんのこにいったわ。

「わたしのおかあさんと、おとうさんは

まほうつかいなのよ！」
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そしたらね、クラスのお

とこのこが、ぽつりといっ

たの。

｢まじょのこだ。のろわれ

るぞ。｣

それからわたしは、しょうがっこうには
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まほうつかいなのよ！」
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ちがう、ちがう。そうじゃない、そうじゃないのよ。

おかあさんとおとうさんは、いだいなまほうつかいで、

わたしに「あい」と「ゆうき」をおしえてくれた。

ごかいしないで！やめて、

おかあさんは―。おとうさんは―。

わたしは―――――――――――――。

―　まじょのこだ。――　まじょのこだ。―
みんなそう、いってるようにみえたわ。

おかあさんの、やさしいまほうがすき。

おとうさんの、つよいまほうがすき。

でもわたしは、まだまほうがつかえなくて、

うまくいいかえせなかったの。
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そのひはくやしくてくやしくて、なみだ

がかってにぼろぼろこぼれたわ。

わたしはいじめられたりなんかしなかった。

たたかれないし、ものもかくされない。

だれもちかづこうとしなかったから。

それでも、むねは　チクチクいたくって、

くるしかったの。

おかあさんとおなじキラキラひかるかみ

のけも、おとうさんとおなじ、すきとお

るびーだまみたいなめも。

ぜんぶかくすように、おおきなフードを

かぶったのは、きっとこのころからね。

めは、まいばんなくもんだから、うさぎ

みたいにあかくはれたし、みんなのまえ

でこえだすのもこわくなって、きつくく

ちびるをむすぶようになったわたし。
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そのひはくやしくてくやしくて、なみだ
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♬

♪♩そんなあるひのことよ。いえにもかえりづらくて、

すわれるところをさがしてたら、ノライヌにあったの。

くびわはなかったけど、おりこうでね。かいいぬだっ

たのよ、きっとね。

わたしたちは、かわべでじ

かんをわすれておしゃべり

したり、おうたをうたった

りなんかもしたわ！

でも、たのしいじかんも

あっというま。まわりもみ

えないほど、むちゅうに

なっちゃって。クラスメイ

トにみつかっちゃったの。
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「うわ、まじょだ。」

それだけで、それだけなんだけど。

わたしはいやなきもちになって、ズ

キズキとムカムカをかかえて、フー

ドをぎゅっとおさえたの。

―まじょならなんかやってみてよ。

ほらまた。だからまだできないん

だってば。でもこのこはそんなのど

うでもいいの、わたしをばかにした

いだけなんだから。

ひゅっ。
あんなにしっかりとにぎっていたの

に、かんたんにフードはとられて、

そのこのてで、かわになげられてし

まったの。

「まほうつかえばかんたんだろ？

ほら、いけよ！」

それはもう、あっというまに

わたしのまよこをかけて

おとこのこのまうえをとびこえた。
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「うわ、まじょだ。」

それだけで、それだけなんだけど。

わたしはいやなきもちになって、ズ
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うでもいいの、わたしをばかにした

いだけなんだから。
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あんなにしっかりとにぎっていたの

に、かんたんにフードはとられて、

そのこのてで、かわになげられてし

まったの。

「まほうつかえばかんたんだろ？

ほら、いけよ！」

それはもう、あっというまに

わたしのまよこをかけて

おとこのこのまうえをとびこえた。
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ばしゃんっ。

おおきなみずおとがひびいたのは、

ノライヌがフードをおいかけて、か

わにとびこんだおとだったわ。

「ノラ !!!! はやくこっちにあがって !

ながされちゃう !!」

「だめだ！ジャックはおよげないん

だ !!!!」

あのこは、ノライヌを

しらないなまえで

よんで、とびこんだ。

ジャックをすいめんからたかくあげて、

ひっしにもどろうとするおとこのこ。で

きるわけないじゃない。ながれがはやす

ぎるし、ジャックをかかえておよぐなん

てむちゃよ。

おとなをよばなきゃ。でも、ど

んどんふたりはながされちゃっ

てる。とにかくきしにもどれな

くても、とめなきゃ！
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ばしゃんっ。

おおきなみずおとがひびいたのは、

ノライヌがフードをおいかけて、か

わにとびこんだおとだったわ。
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「だめだ！ジャックはおよげないん
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あのこは、ノライヌを
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よんで、とびこんだ。

ジャックをすいめんからたかくあげて、

ひっしにもどろうとするおとこのこ。で

きるわけないじゃない。ながれがはやす

ぎるし、ジャックをかかえておよぐなん

てむちゃよ。

おとなをよばなきゃ。でも、ど

んどんふたりはながされちゃっ

てる。とにかくきしにもどれな

くても、とめなきゃ！
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そうおもったわたしは、き

をしばっていたロープをか

らだにまきつけて、かわに

てをのばしたけれど、みず

のながれがはやすぎるせい

でふたりをとめることすら

できなかったわ。

これじゃたすけれらない。

でも、みてるだけなんてで

きっこない！

そう、おもったの。
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わたしに　できることは

わたしが　できることは

わたしは

sample



そうおもったら、もうはしりだしてたわ。

わたししってたの、ふみだすゆうきを。

かんじたの、あのこのきもちを。

ただしいはわからないけど、とまれないの。

まほうつかいのこなのよ。sample



―――まほうのじゅもんよ。

となえるは、ことだま。

こめるは、あいじょう。

―――いい？もし、どうしてもまほうひつようなときは、こうとなえるの。

「となえるは、ことだま！
こめるは、あいじょう！」　

おかあさんのことばをおもいだしながら、

まちがえないように、おもいをこめたの。
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まほうのじゅもん、カラカラのひものになっちゃうく

らいのおおきなこえでさけんだら、そらにキラキラひ

かるわっかがあらわれたの。
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まほうのじゅもん、カラカラのひものになっちゃうく

らいのおおきなこえでさけんだら、そらにキラキラひ

かるわっかがあらわれたの。

sample



とつぜんおおきなあしが、そらをさいてはえてきたわ。

かわはそこがみえるくらい。わたしたちはそらをとべた

くらい、おおきなおおきなしょうげきがおきたの。

どがぁんっ
sample



すくいあげてくれたおおきなて

は、やさしく、ちからづよかった。

「―――おとうさん…？」

すぐわかった。でもほっぺたを

なでて、それからすぐキラキラ

とゆらいできえてったの。

そしてわたしたちは、おとなの

ひとにたくさんたくさん、おこ

られたわ。

でも、ジャックもげんきだし、

あのおとこのことも、ちょっぴ

りだけど、なかよくなれたのよ。
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となえるは、ことだま。

こめるは、あいじょう。そうでしょう？

ママとパパが、だいすきってきもち

でよんで、しあわせになりますよう

にっておもいをこめた。

あなたのその“なまえ”」

―――なんてことがあってね、」

まほうつかいはいまでもきれいなかみをゆらし、こうつづけた。

「だからあなたも、すぐまほうがつかえるようになるわ。

それにね、うまれるまえからあなたには、まほうがかかっているの。
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いたいの
つらいの

とんでけー！

まほうつかいのこおしまい

「じゃあ…もうすぐまほう、つかえるようになる？」

「もちろん！とっておきをおしえちゃう！」

「あたししってるー！」

sample
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