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だいとくん けいたくん

かおりせんせい

さっちゃん ゆめちゃん
せりなちゃん とおるくん

おひさまほいくえんで
せんせいたちを
たすける ろぼっと。

こうちゃん
おひさまほいくえん 
ぱんだぐみに かよう 
げんきな おとこのこ。

おひさまほいくえんで

ぱんだぐみで いつも こうちゃんと あそんでいる おともだち。

おひさまほいくえんの べてらんせんせいと
しんまいせんせい。

ぱんだぐみの
 おともだち。

このえほんに でてくる ひとたち

みくせんせい
でいさーびす おれんじはうす
に かよう おばあちゃん。

さっちゃんさっちゃん おひさまほいくえんの うさぎぐみ。 
こうちゃんの ひとつした。 

こうちゃんの となりの
いえに すんでいる。

ゆめちゃんのまま
あかるくて

りょうりが じょうず。

こうちゃんのままたえこおばあちゃん

「かおりせんせい、 
 おはようございまーす！」

「おはようございます。
 こうちゃんは いつも げんきのいい 
 あいさつが できるわね。」



ほいくえんの あさは おおいそがし。
たくさんの おかあさんや おとうさんが 
こどもたちを おくって しごとに むかいます。

「びーぼ、おはようございます。」 
とうえん したら、こうちゃんも おともだちも、 
びーぼに あいさつを します。

「みなさん、 おはよう ございます。
 きょうは なにをして あそびましょうか。」

「ぼく、すべりだいで あそびたい。」
「おにごっこ！」
「えほん よんで！」



すなばでは、だいとくんが とんねるを つくるために 
すなのやまを つくっていました。 

「とんねるを つくるには おおきなやまが ひつよう

 ですから ひとりでは たいへんそうですね。」

びーぼの ことばを きいた こうちゃんは、

「ぼく、いいこと おもいついたぞ！」
というと、けいたくんを さそって すなばにいき、
だいとくんが つくっていた やまを あっというまに 
おおきくして トンネルを ほりはじめました。

すると……。



「うわーん！ こうちゃんの、バカ！ 
 なにするんだよぉ。」
だいとくんは こうちゃんに とびかかりました。
  

「あらあら、どうしたの？」 
かおりせんせいが はしってきました。

「だいとくんのために おおきいやまを みんなで つくって
 あげたのに、だいとくんが たたいて きたんだ。」

「ぼくはね、ひとりで つくりたかったのに、こうちゃんたちが 
 かってに、トンネルを つないじゃったの。」



かおりせんせいは こうちゃんたちに ききました。
「みんなは、だいとくんが よろこんでくれると 
 おもったんだよね。でも だいとくんは いや だったんだって。」
それから、だいとくんにも ききました。

「だいとくんは、じぶんが いやなとき たたくんじゃなくて、
 どうすれば よかったと おもう？」

「ぼくは たたかずに いやって いわなきゃ いけなかった。
 こうちゃん、ごめんなさい。」
と、だいとくんが いいました。

「ぼくたちも ごめんなさい。 いっしょに とんねるを つくろうって 
 さきにいえば よかったのかも しれない。」
と、こうちゃんも いいました。



えんていの かだんには きれいな はなが さいて いました。

「ぼく、いいこと おもいついたぞ！ 
 びょうきの ゆめちゃんに 
 おはなを もっていってあげよう。」
と、こうちゃんが いうと、

「ゆめちゃんは おはなが すきだから 
 きっと よろこびます。」

と、びーぼも さんせい しました。

“ ぽきっ ”

こうちゃんが はなの くきを おった とたん……。



「うわーん！ こうちゃんの、バカ！ 
 なにするの！」
と、せりなちゃんが はしってきました。

「びょうきで おやすみしている ゆめちゃんに、
 おはなを あげようと おもったんだ。」 
こうちゃんは あわてて いいましたが、
せりなちゃんは なきだして しまいました。 
それは、せりなちゃんが たいせつに そだてていた 
はなだったのです。

「せりなちゃん、おはなをおって ごめんね。」
「ごめんなさい。」

こうちゃんと びーぼは、あしたから せりなちゃんと 
いっしょに はなに みずをあげる やくそくを しました。 



かおりせんせいと 
みくせんせいが、 
みんなに きゅうしょくを 
くばります。

「みなさん、おさらや 
 おはしは くばられて
  いますか？ では、
 いただきましょう。」

「いただきます！」

きゅうしょくの 
じかんに なりました。

「きょうは、てまりずしと 
 えのきのすーぷと
 からあげ、きんぴらごぼう、
 おれんじです。みなさん、
 てをあらったら、
 いすにすわって 
 てをひざにおいて 
 まっていて くださいね。」



「てまりずし、かわいいね。」
「ぼくもう すーぷ のんじゃった！」
「うわぁ、これ、にんじんが はいってる！」
「びーぼは きゅうしょく たべないの？」
「わたしの きゅうしょくは でんきです。」

にぎやかな きゅうしょくの じかんが はじまりました。
あっというまに たべおわった こうちゃんが、
とおるくんの おさらをみると、からあげが のこっています。

“ ぼく、いいことおもいついたぞ！ ”
ひらめいたこうちゃんは

「とおるくん、これ きらいなの？ ぼくが たべて あげるね。」
といって、とおるくんの おさらから からあげをとって 

“ ぱくっ ”。
すると……。



「うわーん、こうちゃんの バカ！ 
 なにするんだよぉ。」
とおるくんが おこっています。 

「からあげは だいすきだから 
 さいごに とっておいたのに！」

「えー、ぼくは きらいなものを さいごに たべるから、
 とおるくんも からあげが きらいなんだと 
 おもったんだ。ごめんなさい。」

それをみていた みくせんせいが、
とおるくんの おさらに からあげを のせました。

「おかわりがあって よかったね！ 
 こうちゃん、つぎからは さいしょに 
 たべていいか きいてみてね。」



きょうは ぱんだぐみさんたちが、
おじいちゃんや おばあちゃんたちのいる 
 おれんじはうすへ あそびにいくひです。

「このあいだ、たえこおばあちゃんを 
 ぎゅってしたら、とっても よろこんで くれたんだよ。」

「それは いいことを しましたね。

 おばあちゃんたちは こうちゃんたちに あうのを 

 たのしみに していますよ。」



「おじいちゃん、おばあちゃん、こんにちは！」
えがおの おじいちゃんや おばあちゃんを みて、
こうちゃんは ひらめきました。

“ ぼく、いいことおもいついたぞ！ ”
こうちゃんは、そーっと たえこおばあちゃんに しのびよって 
せなかに ぴょんっと、とびのりました。

「たえこおばあちゃん、ぼく きたよ！」
「きゃーっ。」 

おばあちゃんは、 こうちゃんを おぶったまま 
ころんで しまいました。

「おばあちゃん！」
「こうちゃん！！」



「いたたた……。」
「おばあちゃん、ごめんなさい。
 ぼく、おばあちゃんが よろこんで くれると おもったんだよ。」
こうちゃんは めにぽろぽろ なみだを こぼしながら 
おばあちゃんに あやまりました。

「もうだいじょうぶ。でもね、おばあちゃんになると 
 こうちゃんみたいな ちからが でなくなってしまうの。
 だから つぎからはきをつけてね。」
おばあちゃんは そういって 
こうちゃんを ぎゅっと だきしめました。



「みんなが よろこんで くれると おもったのに。」 
ほいくえんに かえってからも こうちゃんは かなしくて たまりません。

びーぼが そばにきて いいました。

「わたくしに はいっている でーたをみると、

 いちねんまえの こうちゃんは 

 じぶんの すきなことしか していません。

 でも いまは おともだちに なにかをしてあげたいと 

 おもうように なっている。それは すばらしいことです。」

「こうちゃんは、いちねんまえより おにいさんに なったのね。」
かおりせんせいも いいました。

「みんな すきなことも きらいなことも ちがうから、おとなでも 
 きょうの こうちゃんのように まちがえてしまうことが あるのよ。
 でも、こうちゃんなら こんどは きっとうまくいくよ。
 せんせいも たよりに しているからね。」



「こうちゃーん。」
「ままだ！」 
おむかえにきた おかあさんの こえをきいて 
こうちゃんのかおが あかるくなりました。

「かおりせんせい、みくせんせい、びーぼ、さようなら。
 また、あしたね。」

「ゆめちゃんに おはなを わたして くださいね。

 こうちゃん、がんばってください。」

びーぼに みおくられて こうちゃんは 
おかあさんと ゆめちゃんのいえに いきました。

「ゆめちゃんに おみまいの おはなを もってきました。」
ゆめちゃんの いえの げんかんで、
こうちゃんは、どきどきしています。 
“ ゆめちゃんが よろこんでくれなかったら どうしよう……。”



おはなを うけとった ゆめちゃんのおかあさんは 
にっこりわらって いいました。

「きれいな おはなを ありがとう。
 ゆめは おはなが だいすきだから よろこぶわ。
 きょうも はやくげんきになって 
 こうちゃんたちと あそびたいって いっていたのよ。
 このおはなを みたら、すぐに よくなるとおもうわ。」

そのことばを きいて こうちゃんはやっと、えがおになりました。 
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長崎県生まれ。早稲田大学大学院政治学研究科修了。
株式会社 global bridge HOLDINGS 代表取締役CEO。
学生時代に少子高齢化による人口減少問題を知る。都
市部の待機児童問題に取り組むなかで、高齢者による
保育が理想的であると考え、認可保育所や高齢者と子
どもの世代間交流施設などを運営する同社を設立。ま
た、子ども一人一人の成長に合わせた保育を提供する
ための研究も続けている。著書に「小規模保育のつくり
かた」、「世代間交流施設の挑戦」（編著）などがある。

絵 ・ 片岡  達也（かたおか たつや）
群馬県生まれ。ファッションホイールデザイナー。ア
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ク）」シリーズを手がけ、アメリカ、日本においての
オーガニックデザイン（有機質デザイン）ブームの火付
け役となる。現在は複数の企業や大学でデザイン顧問
やデザイン講師を務めるほか、講演活動もおこなう。

あ   と   が   き

　「VEVO（ヴィーボ）」は、子どもたち一人ひとりを理解するために開発された、実在する
ロボットです。絵本の中で「VEVO」は「びーぼ」として、子どもたちと一緒に遊びながら学
び、見守り、成長していきます。昨今、未就学期の教育の重要性がますます注目されてい
ます。国が定めた保育園と幼稚園の方針には、小学校への就学を意識した「幼児期の終わり
までに育ってほしい（幼児の具体的な）姿」として10の取り組みがあります。この絵本では、
そのうちの「協同性」、「社会生活との関わり」、「道徳性・規範意識の芽生え」を盛り込みまし
た。園の中でおこりがちなシチュエーションごとに、園児のこうちゃんが「今から自分が起
こす行動は、相手にとってはどういうことなのか」、「自分と同じ気持ちなのか、違うのか」、
「それは善いことなのか、悪いことなのか」について、失敗を重ねながら学んでいきます。相
手の立場に立って考えることは、社会生活を営む上で必要になるとても大切な力ですから、
びーぼシリーズの第１作目として選びました。（貞松成）

※VEVOは、実在するクマ型の次世代型ロボットです。
　保育園や幼稚園で、保育士のアシスタントとして
　子どもたちの安全と成長を見守っています。
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