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そよそよの もり
Soyo-Soyo Forest

お話・絵 さかい みる
英 訳 モラー 直子

第 11 回
絵本 de えがお 実行委員会

「そよそよのもり」にとうじょうする メチャくんとなかまたち

こはんのむらへ ようこそ。

Introducing Metcha and his friends

これは、こはんのむらで くらしている､くろねこメチャくんとなかまたちのおはなしです。
こんかい、メチャくんたちは、そよそよのもりで すごします。
そよそよのもりって どんなところなんでしょうね。さぁ、いっしょにみていきましょう。

せいかく＊おおらかで ともだちおもい
とくいなこと＊ワクワクすることをみつける

Welcome to Lakeside Village

すきなこと＊おさんぽ、おひるね、ジャンプ

This is a story about Metcha, the black cat who lives here in Lakeside Village with his friends.
Today, Metcha and his friends are in Soyo-Soyo forest. Letʼs ﬁnd out more about the forest!

すきなたべもの＊おにぎり、ドーナッツ、ミルク
あさおきていちばんに、きょうに「おはよう！」とあいさつする。
Special Skills: Good at ﬁnding exiting things
Personality: Big-hearted and thoughtful

とつこつトンネルをぬけると、
こどもたちが
すんでいる まちにでる

Loves: To take a walk, to nap, and to JUMP!

As you go through Tots-cots tunnel, you
will be at the town where our friends live.
もしもしの もり
Mosh-mosh forest

あまみつほしの もり
ルーンちゃんのいえ
ウェインさんのいえ

とつこつトンネル
Tots-cots Tunnel

うみ うらら
Sea of Umi-urara

りんご はらっぱ
Apple orchard

やまのさんのいえ・こうぼう／マーチくんも
Mr,Yamanoʼs house and his studio where
March also lives

きのこの もり
Mushroom forest

（

）

あなたのなまえをかいてね。

うりちゃんのいえ
Uriʼs house

Please write your name.
さわらび こ
Lake Sawarabi

こころ こ
Lake Kokoro-ko

アンちゃんのいえ
Anneʼs house

ハリーくんのいえ
Harryʼs house
シュウタスさんのいえ
Mr. Shootusʼs house
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レモンひろば
Lemon Square

チコちゃんのいえ
Chikoʼs house

やま うらら
Mt. Urara

ニロくん

チコちゃん

しずくちゃん

たびどり

はにかみや

ほんがだいすき

Koro
A ﬂower fairy

Niro
A traveler

Chiko
A shy kitty

Shizuku
A book lover

シュウタスさん

ミモザのき
コロちゃんのいえ
だんごくんのいえ
フリップちゃん と
A Mimosa tree
フラップちゃんのいえ Koroʼs house
Dangoʼs house
Flip and Flapʼs house

フリップちゃん＆フラップちゃん

だんごくん

アンちゃん

ミルトンちゃん

ふたごのことり

ぼうけんか

やさしくてマイペース

ようきでまえむき

おしゃべりずき

Flip&Flap
A little twin birds

Dango
An adventurer

Anne
Kind and laid back

Milton
Happy and optimistic piggy

Mr.Shootus
Loves to chat

ネッスルちゃんのいえ
Nesselʼs house

かわ うらら
Kawa-urara stream

メチャくんのいえ
Metchaʼs house

コロちゃん
おはなのようせい

The attic of the library
where Shizukuʼs room is
ミルトンちゃんのいえ
Miltonʼs house
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アマンさんのいえ
Ms. Amanʼs house
とこ
と
こ

そよそよの もり
Soyo-soyo forest

きりかぶ のはら
Tree stump meadow

Always, says GOOD MORNING! to Todayʼ, when he wakes up.

としょかん やねうらが
しずくちゃんのへや

とっ
とこ

ニロくんのいえ
Niroʼs house

Favorite foods: rice balls, doughnuts, and a mug of milk.

Un-mits Hoshi forest
Runeʼs house
Mr. Wayneʼs house

たまゆら こ
Lake Tama-yura

おひさまレストラン
The Sun restaurant

メチャくん
Metcha

えほん で えがお
しゅっぱんきょく
Ehon de Egao Publisher

ルーンちゃん

ウェインさん

ハリーくん

アマンさん

うりちゃん

ほしよみうさぎ

おしゃれだいすき

やくそうにくわしい

ぬいものは まかせて

おかしづくりがとくい

Rune
The star reading rabbit

Mr.Wayne
Loves to dress-up

Harry
Knows a lot about the herbs

Ms.Aman
Enjoys sewing

Uri
A wonderful baker

ひまわりさん

山野さん

マーチくん

ネッスルちゃん

ポノくん オポくん ポポくん

りょうりにん

がっきしょくにん

しょくにんみならい

ダンスがとくい

きのこ さんきょうだい

Mr.Himawari
A chef

Mr.Yamano
Makes musical instruments

March
An apprentice

Pono, Opo, Popo
Nessel
Loves to dancing Three mushroom brothers

メチャくんたちは きょう、そよそよのもり へ いく
たのしいけいかくが あります。
レモネードをもって
「さぁ、しゅっぱーつ！」

Metcha is planning a fun trip
to Soyo-Soyo forest, today.
“Lets’go!” said Metcha
with his bottle of lemonade.

Autumn
あき

u
なつ S m m e r

そよそよのもり は、さわやかな あかるいもりです。
かわうらら は、このもりの おくから ながれてきています。
なつになると、ほたるが たくさん あらわれて
もりは、ほしぞらのようにみえます。
あきには、おいしいくりを ひろうことができます。
Soyo-Soyo forest is pleasant and comforting.
Kawa-Urara stream begins

from the deep end of this forest.

In summer, thousands of fireflies twinkle
and the forest becomes a starry night.

In autumn, chestnut gathering is a fun thing to do.

そんな そよそよのもり には、
アリのアンちゃんが くらしている おうちがあります。

Anne the ant lives here in Soyo-Soyo forest.

アンちゃんが おうちのまえの はらっぱで まっていると、
メチャくんたちが やってきました。
Anne waited for Metcha and his friends
in front of her house.
Here they are!

みんなは、のびのび ねころんで ひなたぼっこを はじめました。
きもちのいいかぜが そよそよと ふいています。
「みえないけれど、ぼくたちは かぜがあることを
しっているね。ふしぎだね、どうしてかな？」

Everyone laid down and rolled around under the warm sun;
soft breeze brushing their faces.

“We don’t see the wind but we know
that the wind is around us. I wonder why we know it?”

しばらくすると、かぜが びゅうびゅう ふいてきました。
「わぁーっ、かぜが おこってるみたい！」

こんどは、やさしく ふわりと ふいてきました。
「よしよしって なでてもらってるみたいだね。」

Just then, a gust of wind blew.

Then, the wind became gentle and soft.

“Wow, is the wind upset?” said, Metcha.

“Now, the wind wants to cuddle me.”

そして、かぜが すーいすーいっ と ふいてくると、
このはや くさや はなが
サワサワ カサカサ ザザザーン ササーン とうたい、
ゆらゆら ダンスを はじめました。
「ぼくたちも いっしょに おどろうよ！」

The playful wind blew the leaves, the grass,
and the flowers.

They began to sway, sing, and dance with the wind.
“We should dance, too!” said, Metcha.
Metcha and his friends, all began to dance.

みんなで おどっていると、
ぴゅう と いっしゅん つよいかぜが ふいて、
アンちゃんのぼうしが ふわっと とんでいきました。
「あっ、ぼうしが！」
アンちゃんは、あわてて ぼうしを おいかけました。

In the next moment, “swoooosh!”,

came a strong wind and took away Anne’s hat.
“OH NO, my HAT” cried Anne and ran after the hat.
She ran, ran, and ran.

「まってー！」
“Wait for me, HAT”.

「かぜの いたずらかな？」
“Are you playing with us?”
And she ran, ran, and ran.

「おいついた！」
はしって はしって

ぼうしにおいついた アンちゃんが
おおきなこえで みんなを よびました。

She ran, ran, and ran.

「ねぇ、みんな！
かぜの いたずらじゃなかったわ。これをみて！」
はしって はしって
And ran, ran, and ran.

“Phew, there you are!”
はしって はしって
And ran, ran, and ran.

At last, Anne caught up to her HAT
and called to everyone.

“Come here and look at this.

It was not only the wind’s play!
The wind wanted to bring us here.”

メチャくんたちが アンちゃんの ところへいくと、
アンちゃんの ぼうしのそばに
きれいな よつばのクローバーが ありました。
Metcha and his friends stood around Anne’s HAT.
Then they saw a beautiful four-leaf clover.

「よつばのクローバーが あることを おしえてくれたんだね、
ありがとう！」
みんなで かぜに そういうと、かぜは うれしそうに
ひゅーいっ と かけぬけていきました。
そして、みんなの たのしいきもちを
とおい やまや、うみや、まちに、
はこんでいこうと おもいました。

”Ah! This is what you wanted to show us,
this four-leaf clover! Thank you, wind!”

The wind blew happily,

swirled around several times and left.
“I will carry everyone’s ‘happy heart’ to far,

far away mountains, to the ocean, and to every town”,

whispered the wind.

かぜを みおくった メチャくんたちは
よつばのクローバーのそばで のんびり たのしくすごしました。

Metcha and his friends said goodbye to the wind
and stayed by the clover.

ねぇ また、そよそよ やさしく

The soft breeze came back.

かぜが ふきはじめましたよ。

“Can YOU feel it, too?”

第 11 回 絵本 de えがおプロジェクト実行委員会のメンバーです。
s
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おひとりおひとりの協賛で「そよそよのもり」の印刷と配本が可能になりました。
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メチャくんの
ラインスタンプ♪

メチャくん絵本をお贈りする活動にご参加いかがですか？

さかい みる／お話・絵

絵本 de えがお プロジェクト 3 つの ご参加方法

Story and illustrations: Mil Sakai

絵本作家。
香川県に生まれる。1歳になる前に徳島県に引っ越し徳島市で育つ。
1999年、ミルクというペンネームで 絵本「まよなかのぼうけん」を出版。2000年、
「ミルクランドストーリー はじめましていちごちゃん」
「がんばれコプタくん」を出版。
2003年、ペンネームを さかい みる としてメチャくんを生みだす。
2011年から、絵本deえがおのためにメチャくん絵本を毎年描きおろしている。
2021年、短編集絵本「湖畔の村のメチャくん 1」を出版。現在は福岡県遠賀郡で
夫の境修一郎と猫たちと暮らし、絵本制作を中心に、遠賀信用金庫にも起用されている
メチャくんの作画、遠賀町のキャラクターおんがっぴーの作画等を手がけている。

みなさまからの活動支援参加費と絵本のご購入収益で 毎年 新作絵本を印刷して、
東日本を中心にネパールへも無料でお贈りしています。
参加費と絵本の収益は、無料でお贈りする絵本の印刷費・送料・活動費になります。

A

参加のお礼として

1 口 3,500 円の支援ご参加（毎年 9 月 30 日しめきり）

1 口 3,500 円で 1 冊、名前が

e-mail・サイトのお問い合わせフォームなどから

モラー 直子／英訳

English translations: Naoko Moller

英語教育者、家庭料理研究家、非営利団体リビング・オハナ・ハワイ代表。
アメリカ・カリフォルニア在住。
新潟の禅寺で生まれ8歳よりハワイのお寺で育つ。新潟にて20年間英語教室を運営。
英国バーミンガム大学にて第二言語・外国語としての英語教授法修士号取得。
カリフォルニアにて、シュタイナー教育教授法を学ぶ。その後、ハワイ、シュタイナー・
ヴォルドルフ・スクール日本語、ESL教員を勤める。また、リビング・オハナ・ハワイでは、
心と体、食、教育をテーマとした様々な催しを企画運営し、併設している「おはな文庫」
では英語と日本語での読み聞かせ会を主催。現在は弁護士の夫と共に、北カリフォルニア
の山の中でオフグリッド生活を、冬場はハワイのお寺を拠点に活動している。

クリシュナ クンプレ／ネパール語訳

Nepali translations: Krishna Kumpure

ネパール・ダディン郡 アドンタール村在住。
アドンタール村の大家族の農家で生まれ育つ。トリブバン大学卒業。日本に留学し、
帰国後サタワティ学校の理事長を務め長年教育関係の仕事をしてきている。現在は
日本ネパール女性教育協会の現地代理人としてネパール僻地の学校へ赴き教育現場の
向上に務めている。ネパールの新聞に不定期で詩が掲載されている詩人でもある。
メチャくん絵本のネパール語翻訳をする傍ら、絵本deえがおネパールのリーダーを務め、
ネパールの奥地を含む多数の学校にメチャくん絵本を届けている。2019年から住居の
一室をメチャくんチャイルドクラブとして子供たちに開放し、妻のウルミラと共に
読み聞かせ、お絵かきや学校では学べない生活の基本になる課外教育をしている。

お名前・口数・掲載するお名前をお知らせください。

熊本県の海辺の町で生まれる。9歳より福岡県で育つ。
宗像高校を卒業後上京。多摩美術大学デザイン学部卒業を経て、マッキャンエリクソン
博報堂勤務。1986年、ブランディングデザインを主とする株式会社ボーダー設立。
国内外での受賞多数。事務所設立と同時に、社会貢献事業の仕組みを組み込んだ展覧会、
学びの場を多数開催してきている。平面や立体作品・写真・文章・作編曲なども試み
ながら、循環型社会に必要なデザインの普及に従事してきている。
2011年春に 絵本deえがお を創設。現在は福岡県遠賀郡で妻のさかいみる と猫たちと
暮らし、絵本deえがおの代表として、その活動の構築、運営に専念している。
2018年からは福岡県宗像市に開館した絵本deえがお美術館の運営も行っている。

私の名前も

応援者として絵本にお名前が掲載されます。

載ってる！

（毎年 9 月 30 日までにお申し込みいただいた方のお名前が
その年の 12 月に完成予定の絵本に掲載されます。
）
グループ名でも OK ！

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・ ・・

B

ぼくは絵本を購入して

1 冊 500 円＋税（送料込）で

応援しよう！

大切な方への
プレゼントにも。

Amazon・BASE でご購入
メチャくん絵本

そうか、購入代金全額又は収益の全額が
次の絵本の印刷・活動費になるんだ。

この場合、絵本にお名前は
掲載されません。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・ ・・

C

うちは人が集まるから 絵本 20 冊入りの

アンバサダーボックス（絵本 20 冊入りの箱）

アンバサダーボックスを預かって参加しよう。

絵本を販売していただいてご参加

境 修一郎／絵本deえがお 創設者・代表 Founder of Ehon de Egao: Shuichiro Sakai

掲載された同じ絵本が届くのね。

お申し込みください。その際、絵本の送り先ご住所・

ボックスを預かっていただいたときの
次の新作絵本から、応援者として

絵本がほしい人に、税込み 1 冊 500 円で
購入してもらうのね。

1 冊 500 円で
買えるのね！

絵本にお名前が掲載されます。

お礼として、名前が

お店の名前などでも OK ！
毎年 10 月に 1 年間で売れた合計額から
振込手数料を引いてお振込いただきます。
ご不明な点はお問い合わせください。

詳しくは
お問合せ

https://metchabooks.org/ 絵本 de えがお /
e-mail info@metchabooks.org

掲載された同じ絵本を
1 冊もらえるんだわ。

