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ここは、こどもかいじゅうがここは、こどもかいじゅうが

なかよく たのしく くらしている チョーチイせい。なかよく たのしく くらしている チョーチイせい。

ゆたかな しぜんに めぐまれた この ほしには、ゆたかな しぜんに めぐまれた この ほしには、

いろとりどりの やさいや くだものが あふれ、いろとりどりの やさいや くだものが あふれ、

さかなも きのこも とりほうだい。さかなも きのこも とりほうだい。

かいじゅうたちは たくさんの たべものに かこかいじゅうたちは たくさんの たべものに かこまれ

しあわせに くらしています。しあわせに くらしています。

ピグちゃんが みんなに こえを かけます。ピグちゃんが みんなに こえを かけます。

「ねえねえ！ おいしいもの いっぱい あつめて「ねえねえ！ おいしいもの いっぱい あつめて

みんなで おまつりしない？」みんなで おまつりしない？」

かいじゅうたちは、だいさんせい！かいじゅうたちは、だいさんせい！



「あつあつの「あつあつの

デカバナナフライだよ！」デカバナナフライだよ！」

「できたて ほしいダダ！」「できたて ほしいダダ！」

おまつりの ひ。おまつりの ひ。

すきなたべものを すきなだけ もちよってすきなたべものを すきなだけ もちよって

みんな おおもりあがりです。みんな おおもりあがりです。

「スッゲー！ たべもの いっぱい！」「スッゲー！ たべもの いっぱい！」

「もっと あつめよう！」「もっと あつめよう！」

「とれたてやさいの「とれたてやさいの

フルコースよ！」フルコースよ！」

「じゃんじゃんつくって！」「じゃんじゃんつくって！」

「もっとくれロン！」「もっとくれロン！」



「みんな！ たべものさんに おれいを いおうよ！」「みんな！ たべものさんに おれいを いおうよ！」

「ありがとうー！！」「ありがとうー！！」

おなか いっぱい！ えがおも いっぱい！おなか いっぱい！ えがおも いっぱい！

おまつりは だいせいこう！おまつりは だいせいこう！



おまつりが おわり、みんな おなかいっぱいでおまつりが おわり、みんな おなかいっぱいで

ぐっすり ねむっているとぐっすり ねむっていると

よぞらに ユーフォーが あらわれました。よぞらに ユーフォーが あらわれました。

ユーフォーが じめんに ちかづくと、ユーフォーが じめんに ちかづくと、

たくさんの やさいや くだものたくさんの やさいや くだもの

つめたくなった おりょうりがつめたくなった おりょうりが

しろい ひかりに てらされました。しろい ひかりに てらされました。



つぎのひの あさ かいじゅうたちは おおさわぎです。つぎのひの あさ かいじゅうたちは おおさわぎです。

「くさい くさい！ なに この におい！」「くさい くさい！ なに この におい！」

「だれ？ だれか おならした？」「だれ？ だれか おならした？」

「わあー！ なに あれー？！」「わあー！ なに あれー？！」

あたりいちめんに くさい においを まきちらしながら、あたりいちめんに くさい においを まきちらしながら、

とても おおきな ひとつめの かいじゅうが あらわれました。とても おおきな ひとつめの かいじゅうが あらわれました。

ひとつめ くっさい かいじゅうはひとつめ くっさい かいじゅうは

おこっているようなおこっているような

ないているような こえをあげ、ないているような こえをあげ、

みんなを おいまわします。みんなを おいまわします。



ピグちゃんは ゆうきをだして よびかけます。ピグちゃんは ゆうきをだして よびかけます。

「ねえ！ どうしたの！？ なかよくしようよ！」「ねえ！ どうしたの！？ なかよくしようよ！」

くっさい かいじゅうは どんどん ちかづいてきます。くっさい かいじゅうは どんどん ちかづいてきます。

「このままだと ふみつぶされちゃう！」「このままだと ふみつぶされちゃう！」

「あのかいじゅうを とめるダダ！」「あのかいじゅうを とめるダダ！」

「えー！？ どうやって！？」「えー！？ どうやって！？」



「おっきな おとしあなを つくるダダ！」「おっきな おとしあなを つくるダダ！」

みんなで ちからをあわせて あなを ほりはじめますが、みんなで ちからをあわせて あなを ほりはじめますが、

くっさい かいじゅうは もう めのまえ！くっさい かいじゅうは もう めのまえ！

そのとき ピグちゃんはそのとき ピグちゃんは

あることに きがつきました。あることに きがつきました。

「あの かいじゅうの『つの』。「あの かいじゅうの『つの』。

どっかで みたことあるような……。」どっかで みたことあるような……。」

よくみると、かいじゅうの つのは ピグちゃんがよくみると、かいじゅうの つのは ピグちゃんが

つくっていた デカバナナフライに そっくりです。つくっていた デカバナナフライに そっくりです。

そして もっともっと しっかりみるとそして もっともっと しっかりみると

かおや からだも たべものが あつまってかおや からだも たべものが あつまって

できているようです。できているようです。

「この かいじゅうって もしかして？！」「この かいじゅうって もしかして？！」



たくさん とりすぎちゃった やさいや くだもの。たくさん とりすぎちゃった やさいや くだもの。 つくりすぎてしまった おりょうり。つくりすぎてしまった おりょうり。

できたてじゃないからって たべなかったできたてじゃないからって たべなかった

バナナフライ。バナナフライ。

たべきれずに のこして ゴミになってしまったたべきれずに のこして ゴミになってしまった

たべもののやま。たべもののやま。


