


ここは、  やまの  なか。

さく  くすのき しげのり
　え  羽尻 利門



まめ太も  いもうとも、
ずいぶん  おでかけを  していません。



はるに  なりました。

ひさしぶりに  まちの  ちかくへ  やってきた  まめ太は、
かぜが  はこんできた  チラシを  つかまえました。

「 『おぎゃっと21』 って、 なんだろう？」

「おかあさん、 『おぎゃっと21』 って、 なに？」

「 『おぎゃっと21』 ……。
 これは、 ちいさな  こどもや  おかあさん  おとうさんたちが、 あつまるのね。
 いろいろな  コーナーが  あって、 たのしそうね」

「ぼく  いってみたい！」
「わたしも！」



「しかし、 にんげんが  たくさん  いるからなあ……」
おとうさんが、 しんぱいそうに  いいました。

「でも、 とっても  たのしそうだよ。
 ねえ  みんなで  おでかけしよう」

「わたしも  おでかけしたい！！」

ふたりの  ようすに、
おとうさんは、 
じぶんが  ちいさかったころ、
にんげんの  すがたに  ばけて  
おまつりに  
つれていってもらったことを  
おもいだしました。

「よし、 ひさしぶりに　
 みんなで  おでかけするか」

「やった！」
「でも、 ちかくに  いって、
 すこし  みるだけだぞ。
 それでも  いいかな？」

「うん、 それでも いい」



よくはれた  5がつの  にちようびです。

にんげんの  すがたに  ばけた  まめ太たちは、
『おぎゃっと21』 に  やってきました。
まめ太も  いもうとも、 みんなで  おでかけ  できることが、
うれしくて  たまりません。

「いいかい、 うっかりして、 もとの  すがたに  もどってしまうと、 
 しばらくは  にんげんの  すがたに  なることは  できないから……」

「あーっ！」

おとうさんが  はなしているときに、
いもうとが、 かけだしました。

「ひとりで  いっちゃ  だめだよ」
まめ太が、 おいかけました。



「おにいちゃん、 これ  なあに？」

「これは、 ふうせんだよ。
 でも、 こんなに  たくさんの  
 ふうせんは、 はじめて  みた」

おとうさんと  おかあさんが、 あわてて  おいかけてきました。
「いいかい、 うっかりして、 もとの  すがたに  もどってしまうと、……」

おとうさんが  もういちど  いおうとしましたが、 
あとから  あとから  たくさんの  ひとが  やってきます。

「しかたない。 なかの  ようすを  みてから、 かえるとしよう」

めを  かがやかせている  まめ太たちの  ようすに、 
おとうさんが  いいました。



かいじょうの  なかには、
いろいろな  コーナーが  あります。



（ みんな  たのしそうだな。 ）

まめ太は、 いもうとの  てを  ぎゅっと  にぎって、 
みんなが  あそんでいるところへ  ちかづきました。

でも、 まめ太は、 たちどまってしまいました。

（ どうやって、 みんなと  あそべば  いいんだろう ）

そうです。 
まめ太は、 にんげんの  こどもと  
あそんだことが  ありません。

（ どうしよう。 どうしよう。 ）

そのときです。



「いっしょに あそぼう！」 あとから  やってきた  おんなのこが、
まめ太の  てを  にぎると  
こえを  かけてくれました。

「う、 うん」

（ そうか、 こんなときは、 
 『いっしょに  あそぼう』 って
  いえば  いいんだ！ ）



「あの、 ……いっしょに、 

 ……あそぼう」

「いいよ」

「あそぼう」

「……いっしょに、 あそぼう」
「ねえ、 

  いっしょに 

  あそぼう！」

「ありがとう」

「いっしょに、 
  あそぼう！」

「うん、 あそぼう！」



「まめ太、 そろそろ  かえろうか」
おとうさんが、 こえを  かけたときです。

こんどは  ステージから、 たのしそうな  うたが  
きこえてきました。
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「さあ、 いっしょに  うたおう！」
「おとうさんや  おかあさんも、  いっしょに  ダンス！」
ステージの  おにいさんと  おねえさんの  ところに、 
いろいろな  マスコットキャラクターたちも  でてきました。
みんなで  うたって、 みんなで  ダンスです。

たのしい  リズムに、 まめ太の  おとうさんも  おかあさんも、 
たまらず  ダンスを  はじめました。



「まあ、たいへん！」

おかあさんが  みると、 
むちゅうで  ダンスをする  まめ太と  いもうとは、 
すっかり  もとの  すがたに  もどっています。

「どうしましょう！」　　
そういって、 ふりかえると……。

「ああっ！！」

おとうさんまで  もとの  すがたに  
もどっているでは  ありませんか。



（ どうしましょう、どうしましょう、
  どうしたら  いいかしら。……そうだわ！ ）

ひとつ  うなずくと、 おかあさんも  
サッと  もとの  すがたに  なりました。

「さあ、 いくわよ！」
おかあさんは、 みんなの  てを  ひいて
ステージに  あがりました。

そうです。
マスコットキャラクターたちと  いっしょにいれば、 
きっと、 だれも  ほんものの  タヌキとは  おもいません。

　　　まめ太たちは、 おなかから  こえを  だして  うたい、 
　　　からだを  はずませながら  ダンスを  しました。

　　　　　　もちろん  かいじょうの  みんなも  いっしょです。

ゆめ  ゆめ  どんどん♪    ふくらむ  どんどん♬ 

でっかい♪  でっかい♪  ぼくの  ゆめ♬



たのしい  うたと  ダンスが  おわって、 ステージから  おりてきた  ときです。

「すごく  かわいかったわ。 あくしゅして！」
おんなのこが、 いいました。

まめ太は、 はずかしそうに  てを  だしました。

（あっ）

そうです。
まめ太は、 もとの  すがたに  もどったままなのです。
でも、……。

「まあ、 ほんものの  タヌキさんみたい！」
「あ、 あの、 ぼく」
「ほんものの  タヌキさんなら  いいのにね」

いいながら、 おんなのこは  
まめ太の  てを  やさしく　にぎりました。



「あれっ、 どこかで  あったかしら？」
まめ太の  てを  にぎった  おんなのこが、 
ふしぎそうに  いいました。

「ふふっ。 ぼく、 もう  かえるけど、 
 また、 こんど  いっしょに  あそぼう！」

まめ太は  うれしそうに  ほほえむと、 
こんどは  じぶんから、  

「いっしょに  あそぼう」 を  いいました。

「わかった！ 
 いっしょに  あそぼうね。 やくそくよ」

「やくそく！」

やくそくをした  まめ太は、 おんなのこに  
あかい  ふうせんを  わたしました。



「おとうさん、 おかあさん、 きょうの  おでかけ、  すごく  たのしかった」
「わたしも！」

「おかあさんもよ」
「もちろん、 おとうさんも  たのしかったよ」

まめ太も  いもうとも  おとうさんも  おかあさんも、 
そのままの  すがたで  かいじょうを  あとにしました。



「あのね、 ぼく、 おともだちが  たくさん  できたんだよ」

「よかったわね」
「ほんとうに  よかったな」
「それから、 ……それから、 
  また  いっしょに  あそぶ  やくそくも  したんだ！」
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