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世田谷区立第２小学校 ６年１組   星星星星    ひかるひかるひかるひかる 

 

 夏休みに、お父さんとお母さんとおじいちゃんとおばあちゃんと、ぼくと妹のきららの

６人で、最近静岡県にできた、日本昔話ワールドに行ってきました。朝５時に起こされ

て、６時に車で家を出発しました。第２東名高速道路を走って、大代インターというとこ

ろで下りました。それから大井川という川に沿って、いなかの道を走りました。すごい

山奥で、ぼくは「こんなとこに遊園地があるのかなあ？」と、心配になりました。インタ

ーを下りてから、３０分ぐらいで着きました。 

 

 駐車場で車を降りたら、日本昔話ワールドが良く見えました。まわりは高い緑の山に

囲まれていて、大井川の河原があって、すっごく広くてきれいなところです。東京では

見たこともないような青い空に、白い雲が浮かんでいて、川がまぶしいぐらい光ってい

ます。 

 

 お父さんが自動販売機で入場券を買いました。自動販売機も木でできています。入

口の門も屋根が草みたいで、おおむかしの家のようです。「よくおいでくださいました。

このワッペンを胸に貼ってください。」と、にこにこしたおばあさんが、ワッペンをくれま

した。働いている人は、昔のような着物を着たお年寄りが多いみたいです。みんなわ

らぞうりをはいています。 

 

 門を入ると深い森の中です。「キキー！」とかいう、鳥だか獣だかの声が聞こえます。

しばらく歩くと急に広いところに出ました。「ほ-、これはすごい！」お父さんとおじいち

ゃんが歓声を上げました。田んぼがあって、小川が流れ、トンボが飛んでいて、その

むこうに、わらの屋根の小さな大昔の家が、１０軒くらいあって、真ん中が広場になっ

ています。まるで、テレビでやっていたアニメ日本昔話に出てくる村みたいです。 家

の中では、お年寄りが、竹でかごをつくったり、縄をなったり、炭をつくったり、はたを

織ったりしています。広場では、お年寄りに教えてもらって、子供も大人も昔の遊びに

夢中になっています。 

 

 「ここは帰りに時間があったら寄ろう。かぐや姫から行くぞ！」 お父さんがパンフ

レットを見ながら言いました。かぐや姫の家は大きな竹やぶの中です。もうそう竹とい

う、すごく太い竹がたくさん生えている竹やぶの道を行くと、かぐや姫の家がありまし

た。やっぱり大昔の家です。おじいさんが縁側で、竹で何か作っています。中に入ると

かぐや姫とおばあさんが迎えてくれました。「あれって、十二ひとえね。はじめて見た



わ。きれい！」ふだんめったに人をほめないお母さんが目を輝かせている。着物だけ

でなく、かぐや姫もかわいい。「五つの宝のうち、三つ、園内から探してくると、茶室で

かぐや姫がお茶を入れてくれるらしいけど、今日は時間がないからパス！」と、お父さ

んが言って、みんなで次の部屋に入った。「皆さん、お席にお座りください。」と言って、

係りの人が入口のとびらを閉めた。前にはきれいな庭が広がっている。左側の縁側

に、悲しそうなかぐや姫と、おろおろするおじいさんとおばあさん。そして弓や刀を持っ

て、空をにらむ兵隊たちがいる。まわりが少しずつ暗くなり始めた。「こよいは満月の

夜。かぐや姫を迎えに、月からの使者がやってくる晩です。」と、静かな声が流れ始め

た。まわりはいよいよ暗くなり、映画館みたいに暗くなった。空に満月がのぼり始めた。

すると、遠い月の表面から、きらきら光ったものが、ゆっくり下りてくる。はごろもを着た

天使の行列だ！ どうなってんの？ 「これはすごい！ これほどの長距離で焦点を

結ぶ、レーザープラズマ三次元ディスプレーは、初めてだ！」と、お父さんが、わけの

わからないことを言っている。まぶしいほどに光り輝く行列は、ゆっくりと、目の前の、

えんがわの前まで下りてきた。かぐや姫が立ち上がった。泣き叫んでとりすがる、おじ

いさんとおばあさん。兵隊たちは、まぶしさに目がくらんで動けない。かぐや姫は、お

じいさんとおばあさんの手をとって、別れを惜しんでいるようだ。やがてかぐや姫は、

天使に、はごろもをかけられると、光に包まれ、行列と共に月に向かってのぼり始め

た。またたくまに小さくなって、月に消えてしまった。まわりがだんだん明るくなって元

に戻った。目の前には夏の日差しをあびた庭が広がっている。いつの間にか、おじい

さんもおばあさんも、兵隊もいない。「お帰りはこちらです。どうぞ、お気をつけて。」と、

係りの人が案内してくれた。かぐや姫の家を出た。なんか、夢を見たみたい。 

 

となりは、花咲爺さんの家だ。広いうら庭があって、犬のシロが１０匹ぐらい遊んで

いる。「よくおいでくださいました。シロが案内しますから小判をほりあててください。」と、

花咲爺さんがシロの首輪のひもをにぎらせてくれた。妹にも、一匹かしてくれた。シロ

はしっぽを振りながら、「コッチダヨ！」と、歩き始めた。このワンちゃん、話すんだ！ 

お父さんが、「これはソニーのアイボだよ。」と、教えてくれた。シロが前足で地面をた

たいて、「ココホレ ワンワン！」と、ないた。地面に丸い小さなフタがあるので、取っ手

をつかんで開けると、中は空っぽ。「ゴメン！マチガエチャッタ！」とシロ。花咲爺さん

が来て、「シロを優しくなでてあげてごらん。」と、言った。頭やからだをなでてやると、

シロは、「キモチイイ！」と、うっとりしている。また歩き始めた。また、「ココホレ ワンワ

ン！」と、ないた。今度は、小判があった！ 花咲じいさんにお礼を言って、シロをかえ

した。小判だと思ったのは、金色をした小判型の箱で、開けると灰色をした粒が入って

いた。花咲爺さんの庭には、桜の木がたくさんある。夏だから今は咲いていない。み

んなが桜の木に向かって、さっき見つけた灰をかけている。ぼくもやってみた。すると

灰がかかったあたりの桜が、いっせいに咲いた！ すっごーい！ 桜の木の下では、

お殿様と家来がいて、「あっぱれ！あっぱれ！」と、扇子を振ったり、拍手したりしてく



れる。でも、１０秒ぐらいすると、つぼみに戻ってしまう。「これは形状記憶合金だけど、

うまくできてる。粒子を検知する赤外線エリアセンサーがどこかにあるはずだ。あのお

殿様と家来は、どうも、ロボットっぽいな。」と、お父さんが言った。 

 

笑顔で見送ってくれる花咲爺さんに別れを告げて歩き出すと、目の前に真っ青な海

が広がっている。松の並木のある白い浜辺に、波がザザーと打ち寄せている。遠くに

１つ島が見えるけど、あれは鬼が島だそうだ。こちらからは行けない。白い浜辺を行く

と漁師の小屋があり、浦島太郎さんが、「私と一緒に、竜宮城へ行きましょう！」と、に

こにこ迎えてくれた。近くに１つ桟橋があり、すっごく大きな亀がいた！ 「あれは亀そ

っくりの小型潜水艇だよ。水深５ｍまで、もぐるんだ。」と、お父さんが教えてくれた。丸

いとびらを開けて、浦島太郎さんが先に乗りこんだ。ぼくたちも続いて乗りこんだ。１０

人分ぐらいのいすがある。「いすにお座りになって、ｼｰﾄベルトをしめてください。」と、

浦島太郎さんが言った。プシュー！ という音がして、丸いとびらが閉まった。これか

らどうなるのか、ドキドキしてきた。亀さんはゆっくり岸を離れて、海に潜り始めた。窓

から海の中の様子が見える。「熱帯魚が泳いでるよ！」と、妹が叫んだ！ ほんと

だ！熱帯魚ばかりでなく、マグロやサメなどの、大きな魚も悠々と泳いでいる。「テレビ

では見たことがあるが、本物を見るのは初めてだ。とてもロボットとは、思えない。」と、

お父さんが言った。「ばれてしまいましたか？最近のお魚ロボットは、本物以上に生き

生きとしていますね。この海は、長さ２００ｍ幅１００ｍ深さ５ｍの、お魚ロボットの水族

館です。」と、浦島太郎さんが笑いながら教えてくれた。「おお！あっ、あれは、人魚姫

だ！しっ、しかもトップレス！」 おじいちゃんが、興奮して叫んだ。ぼくも、おじいちゃ

んの指差す方向を見たが、人魚姫はすぐみえなくなってしまった。「お客さん。よだれ

が出てますよ。お客さんは運がよかったですね！人魚姫はめったに見れないんで

す。」と、浦島太郎さんがニヤニヤしがら言った。すごいスピードで窓に近づいてきて

は離れて行く珍しい魚達に驚きながらしばらく行くと、海の底に、赤いお城が見えてき

た。竜宮城だ！ 亀さんは、竜宮城の門をくぐり、中に入って止まった。浦島太郎さん

が何か操作をしている。ガチャン！ と、亀さんが固定されたみたいだ。プシュー！ 

と、亀さんのとびらが開いた。おいおいここは海の底だよー！ でも心配いらなかった。

むこうに、もう１つ、竜宮城の赤いとびらがあった。プシュー！ と、そのとびらが開い

た。そのとたん虹のように美しい光と、楽しい音楽と、いいにおいが流れ込んできた！ 

「竜宮城へようこそいらっしゃいました！どうぞ、お入りください！」と、乙姫様や魚たち

が迎えてくれた。わー！ 天国みたいだ！ 広さは学校の教室ぐらい。窓からは熱帯

魚が見える！ ステージでは、歌や踊りをやっている。「おなかすいたけど、今、何

時？」と、おばあちゃんが言った。「エー！ もう、一時半だよー！」と、お母さんが時計

を見てびっくり。「ショーを見たいけど、時間がないな。このまま出よう！」と、お父さん。

みんなで竜宮城の出口に急いだ。「もう、お帰りですか？」と、乙姫様が声をかけてき

た。「またおいでください。おみやげを、お１つずつどうぞ。」と、小さな玉手箱をくれた。



また、亀さんに乗って浜辺に戻ってきた。 

 

夢中になっていたので、みんな、おなかのすいたのも忘れていた。河原に面した、

桜並木の日陰のベンチで、お母さんが作ってくれたおにぎりを食べた。前は広い河原

で、きれいな大井川が流れている。この堤防ぞいには、１．５キロにわたって桜がうえ

られているそうだ。「まだ半分も見ていないけど、これから川根温泉に寄る予定だ。ま

た、桜の咲くころ来よう！」と、お父さんが立ち上がった。 

 

まだ、桃太郎も一寸法師も見ていない。道の途中、笠地蔵や、たぬきばやしや、い

ろいろあったけどパス！ 一寸法師のやかたの前を通った。入るには、おわんの船に

はしのかいで入るらしい。道端の台の上に「打ち出の小づち」が置いてあった。お母さ

んがそれを持って、ぼくの頭をこつこつたたいて、「背い出ろ！背い出ろ！」と、言った。

ぼくはクラスで、３番目に小さい。手をつないだ、いちゃついたカップルが来て、女の人

が男の人のズボンに、打ち出の小づちをあてて、「チン出ろ！チン出ろ！」と、からか

った。今度は男の人が、打ち出の小づちを取り上げて、女の人の胸にあて、「パイ出

ろ！パイ出ろ！」と、言って、二人でケラケラ笑っていた。大人は、エロいから嫌いだ。 

 

「おーい！ ひかる！ 帰るぞー！」と、お父さんに呼ばれた。おみやげもそこそこ

に、車に乗り込み、１０分先の川根温泉にむかった。露天風呂で、おじいちゃんの背

中を流してやった。おじいちゃんは気持よさそうに言った。「ひかる、日本昔話ワールド

に、またこような。おじいちゃんは、子供のころに戻ったようで楽しかったよ。アトラクシ

ョンもすばらしかったけど、お世話をしてくれた人達の、あたたかなまごころがいちば

んうれしかったよ。」 

 

家に着いたら、夜の１０時過ぎだった。今日は楽しかった。ところであの玉手箱、何

が入っているんだろう？ 
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２０１２０１２０１２０１５５５５年１０月３１日 

世田谷区立第二小学校 ３年３組   星星星星    きららきららきららきらら 

 

となりの、なのかちゃんが、夏休みに、「日本昔話ワールド」のメンクラで、お面をつく

ってきました。わたしも、ほしいので、お父さんに、「また、『日本昔話ワールド』に、行

きたい！」と、言いました。それで、また、家族みんなで、「日本昔話ワールド」に、行き

ました。 

 

「日本昔話ワールド」に着くと、お父さんが、パンフレットを見ながら、「きょうは、一寸

法師から行こう。」と、言いました。一寸法師のおやしきには、小川がな流れこんでい

ます。案内の、おばあさんが、「よくおいでくださいました。みなさん、しばらくは、一寸

法師さんになってくださいね。ご家族６人で、おわんのお舟に、お乗りください。一寸法

師さんたちの中で、お一人、代表を、決めてください。」と、言いました。お兄ちゃんが、

「きららが一番チビなんだから、きらら、やれよ。」と、言いました。わたしは、「一寸法

師は、鬼に食べられるから、こわい！」と、言いました。そしたら、また、お兄ちゃんが、

「やせっぽちの、きららなんか、食べやしないよ。いちばん太って、おいしそうな、お母

さんを食べるから、心配ないよ。」と、言って、お母さんにぶたれるまえに、さっと、おじ

いちゃんのかげに、かくれました。おばあちゃんが、「わたしがついててあげるから、き

らら、やりましょう。」と、言いました。みんな、かぶとをかぶり、剣を持ちました。わたし

とおばあちゃんは、リモコンを持って、前の席に、すわりました。 

 

ゆっくりと、おわんのお舟が、動き始めました。入口のとびらが開き、わたしたちがは

いると、すぐ、閉まりました。しばらくは、暗い、トンネルのようです。急に、明るいところ

に出ました。小川の両側に、まるで木のように、大きな草が茂っています。頭の上を、

飛行機みたいに、大きなトンボや、チョウが、ヒラヒラと、飛んでいきました。象みたい

に大きなカエルが、こちらを見ています。「ワー！ わたしたち、ほんとに、一寸法師に

なっちゃった！」 カエルが小川に飛び込みました。なみで、お舟が、大きくゆれま

す！ 「こわいよー！」  おばあちゃんが、「大丈夫だよ。ゆれているように見えるけ

ど、ほんとは、ゆれてないよ。」と、言って、抱きしめてくれました。お父さんが、「これ

は、ドーム型の、映画館だ。」と、言いました。川幅が、広くなり、いえが多くなって、み

やこに着いたようです。 

 

「あーら、かわいい！」 という声がして、おわんの舟が、川から、空高く、持ち上げら

れました。みやこの女の子が、わたしたちを拾いあげ、びっくりしたように、目を丸くし



て、のぞきこんでいます。目の前いっぱいに、女の子の顔が、あります。「あなたたち、

一寸法師さんね！ みやこのどこに行きたいの？ 道を教えてあげるよ。」 と、やさし

く言ってくれます。その時、リモコンが、ピﾂ、ピﾂと、鳴って、画面に、「①お姫さまのお

やしき ②市場 ③みせもの小屋」と、表示されました。おばあちゃんと、相談し、①の

ボタンを、押しました。女の子は、「お姫さまのおやしきね。この道、まっすぐよ。気を付

けてね。」と、言って、わたしたちを、道におろしてくれました。人や牛に、ふまれそうに

なりながら、しばらく行くと、大きなおやしきの前に着きました。 

 

におうさまのように、おそろしい門番が、わたしたちを見て、「なんだ、このゴキブリみ

たいなやつら。刀なんか差して、なまいきな。踏みつぶしてくれる！」と、言って、わた

したちを、踏みつぶそうとしました。大きな足の裏が、空いっぱいにせまってきまし

た！ 「もうだめだー！」 そのとき、門があいて、お姫さまが現われ、「こらー！ やめ

なさい！」と、叫びました。門番の足が、ぴたりと、止まりました。「助かったー！」 お

姫さまが、「あなたたち、一寸法師ね！ ちょうど、遊び友達がほしかったの。おやしき

に来てね。」と、言って、おやしきにいれてくれました。 

 

広くてきれいな、おやしきです。たくさんの、女中さんが、働いています。お姫さまが、

言いました。「たいくつだから、お外に遊びに行きたいよー。」 すると、女中さんが言

いました。「ちかごろは、みやこに、人食い鬼が出るといううわさです。あぶないから、

いけません！」 「でも、一寸法師さんが、守ってくれるから、大丈夫だよー。」と、お姫

さまは、あきらめません。「じゃ、１ヶ所だけですよ。」と、女中さんは、わたしたちを、う

たがいぶかそうな目で見ながら、言いました。 

 

「やったー！ 遊びに行けるー！ 一寸法師さん、どこに行こうか？」と、お姫さまが、

わたしにききました。そのとき、またリモコンが鳴って、「①お花見 ②芝居 ③温泉」 

と、表示されました。うしろの席から、おじいちゃんが、「きらら、温泉にしようよ。お姫さ

まの、入浴シーンが、見れるかもしれないぞ。」と、言いました。おばあちゃんが、「リモ

コンに、耳がついてるでしょ。そこに向かって答えても、いいんだってよ。」と、教えてく

れました。わたしは、リモコンの、耳に向かって、「お花見―！」と、答えました。「お花

見ね。わたしも、行きたかったんだ！」と、お姫さまは、女中さんたちを連れて、出発し

ました。わたしたちは、お姫さまの、かごに、のせてもらいました。 

 

楽しいお花見が終わって、帰ろうとしたとき、大きな、赤鬼が、現れて、お姫さまを、食

べようとしました。そのとき、リモコンがしゃべりました。「ミンナ！ ケンヲヌイテ、タタカ

オウ！」 わたしも、剣で、鬼を突きました。鬼は、「イテテ、なにをちょこざいな！ こう

してくれる！」と、言って、わたしたちをつまみ上げ、飲みこんでしまいました！鬼の食

道の中を、ジェットコースターのようにすべって、胃の中に、どすんと、落ちました。胃



の壁が、ドックン、ドックン、動いています。「まるで、『ミクロの決死圏』だな。」と、おと

うさんが、言いました。リモコンが、また、しゃべりました。「ミンナ！ ケンデ、オニノ、イ

ヲツコウ！」 わたしたちは、いっせいに、剣で、鬼の、胃を、突きました。鬼は、「痛い

よー！ 痛いよー！ やめてくれー！」と、叫びました。わたしたちは、やめません。「も

う、悪いことはしません！ うちでのこづちをさしあげますから、助けてくださーい！」と、

鬼が、泣きはじめました。わたしたちは、突くのをやめました。鬼が、「ゲー！」と、うめ

きながら、わたしたちを、地上に吐き出して、いちもくさんに、逃げて行きました。 

 

お姫さまが、わたしたちを、抱きしめて、言いました。「一寸法師さん！ ありがとう！ 

あなたは、いのちの、恩人よ！ 鬼が、くれた、うちでのこづちで、１つだけ、願いが、

叶うわ！ なんにする？」 リモコンには、「①大きくなりたい ②お金持ちになりたい 

③美人になりたい」と、表示されています。わたしは、大きな声で、お姫さまに、「大きく

なりたーい！」と、言いました。お姫さまは、「わかったわ。」と、うなずいて、「背い出

ろ！背い出ろ！」と、言いながら、うちでのこづちをふりました。すると、からだが、どん

どん、大きくなって、すっかり、もとのおおきさになりました！ 「一寸法師さん、ありが

とう。あなたは、勇気があるわ。これからも、困った人がいたら、助けてあげてね。また

来てね。さようなら！」 お姫さまと、女中さんたちが、いっしょうけんめい、手をふって

います。わたしも、立ち上がって、「さようなら！ また来るよー！」と、手をふりました。 

 

出口が開いて、明るい、外に、出ました。さっきの、案内の、おばあさんが、「どお？ 

楽しかった？」と、言いながら、手をひいて、おわんのお舟から、あげてくれました。わ

たしは、「少しこわかったけど、すごく、楽しかったよー！」と、こたえました。歩きながら、

お父さんが、「３かける、３かける、３で、２７通りの、ストーリーが、あるわけだ。」と、感

心しながら、言いました。 

 

「次は、桃太郎だ。」と、お父さんが、言いました。大きな、桃の絵が、描いてある門を

はいると、芝生の、広場が、ありました。お客さんと、イヌと、サルと、キジが、いっぱい、

走り回っています。「桃太郎さんに、なってくださるかたは、どうぞ、こちらへ。」と、おじ

いさんが、呼びかけています。「はーい！」、「はーい！」と、お兄ちゃんと、お母さんが、

手をあげて、おじいさんのほうに、行きました。「きららも、やってみたら？」と、おばあ

ちゃんに言われて、わたしも、行きました。 

 

おじいさんが、きびだんごが、４つ、はいった、あみの袋を、くれました。４つの、きびだ

んごには、なぜか、同じ番号が、書いてあります。このきびだんごを、腰に付けて、歩

いて行きました。一匹のイヌが、よってきて、「モモタロウサン、モモタロウサン。オコシ

ニツケタ、キビダンゴ、１ツクダサイ。オトモシマス。」と、言いました。「エー！ うっそ

ー！ かわいい！」 わたしは、びっくりしました。おじいさんが、来て、「イヌに、きびだ



んごを、１つ、あげてください。こうやって。」と、言って、イヌの頭のてっぺんの、丸くへ

こんだところに、きびだんごを、１つ、置きました。磁石で、ぴたっと、くっつきました。

「モモタロウサン、アリガトウゴザイマス。」と、言って、イヌが、おじぎをしました。「これ

で、このワンちゃんは、あなたの、家来です。同じようにして、サルと、キジの、家来が

できたら、あちらの、さんばしに、行ってください。鬼が島に行く、舟があります。」と、言

って、おじいさんは、行ってしまいました。お父さんが、「きらら、だいじょうぶか？ イヌ

も、サルも、キジも、ペットロボットだ。お父さんが、ついててやるから、やってごらん。」

と、言いました。わたしが、歩くと、イヌは、１ｍぐらい離れて、着いて来ます。わたしが

止まると、イヌも、止まります。曲がって、歩いても、着いて来ます。こんどは、サルが、

近づいてきて、「モモタロウサン、モモタロウサン。オコシニツケタ、キビダンゴ、１ツク

ダサイ。オトモシマス。」と、言いました。わたしは、腰の、きびだんごを、１つ、取り出し

て、サルの頭に、のせてあげました。「モモタロウサン、アリガトウゴザイマス。」と、言

って、サルが、おじぎをしました。わたしが、歩くと、わたしの後ろに、イヌ、その後ろに、

サルが着いて来ます。「おもしろーい！ だけど、お父さん、どうなってるの？」と、お

父さんに、ききました。「きららには、まだ、難しいけど、このきびだんごは、超音波の、

送受信機に、なっているんだ。このペットロボットは、超音波の力が、一定になるような 

間隔を保って、相手の後ろに、着いて来るんだよ。」と、教えてくれました。ぜーんぜん、

わかりません。お兄ちゃんと、お母さんが、来ました。二人とも、もう、後ろに、イヌ、サ

ル、キジを、従えています。「きらら、まだ、イヌ、サルだけか。先に、行ってるぞ！」と、

言って、お兄ちゃんが、かけだしました。あわてて、家来も、後を、追います。でも、間

に合わないようです。イヌが、止まり、サルが、止まり、キジが、止まりました。「モモタ

ロウサン、ドコデスカー！」と、イヌが、鳴きはじめました。イヌは、鳴きながら、左右に、

ゆっくり、首を振っています。「追いかけていた、超音波が、なくなったので、探してい

るんだよ。」と、お父さんが、説明してくれました。係りの人が、お兄ちゃんに、「ゆっくり、

歩いてあげてね。」と、言っています。あっ！ お母さんが、ころびました！ お母さん

の、家来たちが、いっせいに、ケラ、ケラ、笑っています。お母さんは、ムﾂとして、立ち

上がりました。「なかなか、芸が、細かいな。」と、お父さんが、ニヤリとしています。わ

たしも、キジが、家来に、なってくれたので、３匹つれて、舟のほうに、行きました。あ

っ！ キジが、ころびました。歩けません。「モモタロウサン、マッテ！」と、キジが、鳴

きました。しょうがないな！ キジを、起こしてあげて、また、歩きはじめました。 

 

海です。遠くに、鬼が島が、浮かんでいます。案内の、おじいさんが、「みなさま、お疲

れさまでした。ここで、きびだんごを、お返しください。」と、言いました。４つの、きびだ

んごを、おじいさんに返しました。イヌ、サル、キジは、「サヨウナラ！」と、手をふって、

帰って行きました。わたしも、「さようなら！ ありがとう！」と、言って、手をふりました。

せっかく、仲良くなれたのに、さみしくなりました。「みなさんの家来は、いなくなりまし

たが、舟には、ちゃんと、イヌ、サル、キジも、へさきに、乗っています。みなさん、舟に



お乗りください。さあ！ 鬼が島に、出発です！」と、言って、おじいさんが、さおで、舟

を、岸から、離しました。わたしは、家族６人、一緒なので、安心しました。 

 

おじいさんが、舟をこぎながら、話し始めました。「昔は、鬼が島の、鬼は、らんぼうも

ので、近くの村や町を、おそっては、たからものを、ぬすんでいました。そこで、あると

き、桃太郎が、現れて、イヌ、サル、キジと共に、鬼たちを、こらしめました。鬼たちは、

降参しました。でも、鬼たちは、どろぼうをやめると、生活していけません。桃太郎は、

鬼たちに、仕事を教えました。鬼たちは、もともと、器用で、歌や、踊りや、お酒が好き

です。人をもてなすことも、上手です。その、特技を生かして、今は、自立して、平和に、

暮らしています。鬼が島を、楽しんでください。そろそろ、鬼が島に、着きます。」 

 

鬼が島に、着きました。鬼さんたちが、笛や太鼓を、たたきながら、「ようこそ！」、「ウ

エルカム！」、「ブラボー！」とか、言いながら、陽気に、出迎えてくれました。せまい、

島の広場は、歌と、踊りと、お店と、たくさんの人で、カーニバルのように、にぎやかで

す。「鬼が島の、メンクラは、こちらでーす！ あなたの、お顔に、ぴったりの、お面を、

３分で、作りまーす！」 と、いう声が聞こえた。あっ！ なのかちゃんが、言ってた、メ

ンクラだ！ 「プリクラは、知ってるけど、メンクラは、初めてだわ。メンクラっちゃう

わ。」と、お母さん。わたしは、おばあちゃんと、手をつないで、メンクラに行きました。

鬼の、お面だけでなく、タレント・アニメのキャラ・どうぶつ・宇宙人まで、あります。わた

しは、キティちゃんに、決めました。「キティちゃんね。そこの、いすに座って、おすまし

して。」と、美人の、鬼さんが、言いました。３つの、カメラが、パシ！パシ！と、光りま

した。ロボットの、鬼さんが、ハッポウスチロールを、すごいスピードで、けずりはじめ

ました。あっというまに、白いお面が、できました。となりの、ロボット鬼さんが、色を、

ぬりはじめました。これも、すごいスピードです。「デキアガリ。」と、ロボット鬼さんが、

言って、美人鬼さんに、わたしました。美人鬼さんは、それに、マジックテープを、とり

つけると、「はい、おまたせ！ どうかなー？ そこに、鏡が、あるわ。」と、言いながら、

わたしに、お面を、かぶせてくれました。わたしの顔に、ぴったりです！ 目も見えるし、

鼻の穴も、ぴったりです。鏡を見ました。ヤッター！ ブイ！ おばあちゃんは、チャン

グムを、作ってもらいました。１つ、５００円でした。お父さんが、「これは、３次元モデラ

ーだな。彩色は、インクジェットだ。」とか、ひとりで、つぶやいています。 

 

わたしと、おばあちゃんは、お面をつけたまま、広場に、行きました。鬼さんの、アコー

ディオンに合わせて、みんなが、輪になって、踊っています。「なつかしい！ マイムマ

イムだわ！ きらら、踊りましょう！」 おばあちゃんは、うれしそうです。わたしも、お

面を、かぶっているので、はずかしくありません。ベラクタに、踊りました。うちの、家族

も、みんな、踊っています。「こんどは、オクラホマね！」と、言って、おばあちゃんは、

おじいちゃんと、踊りだしました。 



 

「きらら、そろそろ、帰る時間だ。」と、お父さんが、言いました。もっと、いたいけど、し

かたありません。おじいちゃんが、おみやげに、島田のお酒、「おにごろし」を、買って

います。お店の、鬼の女の子が、おじいちゃんの耳もとで、「おによめに、もう１本、い

かがですか？」と、小さな声で、ささやきました。おじいちゃんは、ウン、ウンと、うなず

いて、「おんななかせ」と、いう、お酒も、買いました。おじいちゃんは、女の子に弱い。

やれやれ・・・ 

 

また、舟にのって、鬼が島から、帰って来ました。道ばたに、かさ地蔵が、６人、並んで

いました。かさをかぶせると、お話しを、きいてくれるるそうです。女の人の二人づれ

が、お地蔵さんと、話しています。ひとりが、お地蔵さんの首を、抱きしめながら、「お

地蔵さん！ あたし、失恋、しちゃったんですぅ・・・」と、泣きながら、話しかけています。

「シツレン？ デスカ。オキノドクニ、オツライデショウ・・・ カナシミハ、ジカント、ナミダ

ガ、ナガシテクレマス。ダレニモ、アメヤ、クモリノヒガ、アリマス。デモ、クモノウエニハ、

イツモ、タイヨウガ、カガヤイテ、イルコトヲ、ワスレナイデ、クダサイ。ジブンヲ、タイセ

ツニ。オトモダチヲ、タイセツニ。ダイジョウブデスヨ。ゲンキニナッテ、マタキテ、クダサ

イネ。」お地蔵さんが、なぐさめています。「うん！ お地蔵さん、ありがとう！ 新しい

彼氏、ゲットしたら、一緒に来るからね！」と、女の人は、元気に答えました。小さいほ

うの、お地蔵さんを、幼稚園の、子供たちが、とりかこんでいます。「お地蔵さんは、お

しっこ、しないの？」「オジゾウサンハ、ゴハンヲ、タベナイカラ、オシッコモ、ウンチモ、

シマセン。」「じゃあ、どうして、生きてんの？」「ミナサンノ、ヤサシイ、ココロヲ、エイヨ

ウニシテ、イキテイマス。」「ふーん・・・」 ひとりの、男の子が、お地蔵さんの頭を、た

たきました。「イタイ！ ヤメテクダサイ！」 そこに、幼稚園の、先生が、かけつけて、

「こらー！ お地蔵さんを、いじめるなー！」と、しかりました。「わーい！ にげろー！」

と、子供たちは、逃げてしまいました。子供は、ききわけがないから、先生も、たいへ

んだ。お父さんが、お地蔵さんをながめながら、「音声認識も、ＡＩも、進歩したもん

だ。」と、言いました。 

 

川根温泉で、おばあちゃんの、背中を、洗ってあげました。「きょうは、汗、かいたわね。

まだ、見てないところ、たくさん、あるよ。また、こようね。」と、おばあちゃんは、、言っ

たあと、楽しそうに、フォークダンスの歌を、ハミングし始めました。 

 

 

 

 

 


