『おそうじ隊長：佐賀弁』好学社
作・絵：よしながこうたく／翻訳：レッツさん
【01】
キーン コ〜ン

カーン

コ〜ン

今日は、わんぱく小学校の 大そうじの日です。
1年2組は 6年生といっしょに 図書室のそうじばしよります。
【02】
「…さーん、にーい、いーち…よーしっ、みんな見つけてやっばい！」
番長たちは そうじよか かくれんぼうに夢中です。
「大そうじけんが、ちゃんと そうじばしてよ！」
【03】
「たかふみくん、でてきて
ガタッ ガタタッ

そうじしんしゃい！」

「ちょーっ やめんかてー。見つかいやっこ！
なし おいたちの 教室やなかとけ 図書室ば そーじせんば いかんと！」
そうじ用具入れさい かくれた たかふみが とびらば あけさせんごと あばれよっと、
コツン
おしりに なんじゃい あたったと。
「こ、こいは！」
【04】
「そがんとけ かくれとったとか!? たかふみ、見ーつけた」
「そいよか 聞いてん、番長！ おい よかもんば 見つけたばい」

「なんて、おいに

はよー教えろさい！」

「あのさい…」
たかふみが こっそらーと話そうですっぎ、
「ちょっと！たかふみくん、そうじせんないば 先生に いうけんね！」
女の子たちは しまいと ほんなごて はらかきはじめました。
「あんたたち ちゃーんと みんなで そうじせんない
6年生は あわてて けんかば とみゅうでしました。
【05】
「図書室てんなんてん知んもんか！そんかわり、明日の

いかんやっか」

1年2組の教室そうじは

ちに まかせてくれんね！」
「おい、たかふみ。急に どがんしたと？」
たかふみは 番長たちに

こまーか声で

「秘密兵器ば 見つけたとさい…」
「秘密兵器!? たかふみくん、そりゃー

いいました。
おもしろかごたんね！」

「ぜったい 6年生よか ぴっかぴかに そうじしわゆっけん」
「よーうし。たかふみ、まかせたばい！」
たかふみたちは 図書室から とびだしていきました。
「ねえ、もう ほたっときんしゃいよ」
「ふん

知らんけんね」

【06】
そして、つぎの日の
キーン

コ〜ン

そうじの時間が

カーン

やってきました。

コ〜ン

「なんねー、たかふみくんたち、そのかっこうは!?」
たかふみたちば見て

みんな

びっくいしました。

「おいどんは きょうから かつやくばすっ、おそうじ隊ばい！」
「みんな しずかにしんしゃーい、隊長どのから お話のあっばい」
「さ、たかふみ隊長、どうぞ」
「しょくん。今日のそうじは おいどん おそうじ隊に まかせてくんしゃい」
【07】
「サムソン。マシーン、オープン！」
「ヘエイ！」
「こいが おそうじ隊秘密兵器、ウルトラそうじキングたい」
「おいどんの じつりょくば ようと見ときんしゃい」
【08】
「番長くん、せいじくん、準備ば しんしゃい！」
「アイアイサー」
「まさおくん、合図ば！」
「おそうじ隊 しゅつどう」
「ゴーゴー おそうじ隊」「レッツゴー おそうじ隊」

おいた

4人は 声ばあわせました。
【09】
「スイッチオン！ゴミば

しっきゃあ

ブオオオンと

ウルトラそうじキングは

すごか勢いで

教室中のゴミば

すいこめー」
うなりば

あげて、

すいあげつづけます。

「ふはははは」
調子にのった たかふみは、笑いのとまりません。
ブゴッ ブゴッ ズボボンボー
「あ、ありゃ!?」
「隊長！みんなの

プリントてん

えんぴつまで

すいこみはじめよっですよ」

【10】
「いかん！ いかんばい、隊長どの」
「は、はよー マシーンのふたば
「りょうかい！ うおりゃー」
バカンッ！ ふたば

あけた

あけんば!!

番長くん！」

その瞬間です。

「わぁ、ほこりのぉー!!」
【11】
「きゃー、ごほっごほっ」
「おそうじ隊、たいきゃく、たいきゃく〜」
ろうかに ほこりまみれの
そけぇ ようすば見にきた

みんなが とびだしてきました。
6年生たちは、くーぅ心配になりました。

「大丈夫ね、あんたたち」
【12】
「にげてきたばってん、ねえ、たかふみ隊長。どがんしゅうか？
ほこりには ダニてんノミてんおって 人間の生き血ば すうらしかよ…」
「まさおくん ほんなごて？ そいぎんた、だいでん いまごろミイラになって…・
おいのせいばい」
「たかふみ、とにかく いっぺん教室に もどろうさい」
「うん、番長。だいでん 大丈夫やろか」
【13】
「あ、おそうじ隊の もどってきたばい」
「よかったぁー。だいでん、生きとったとね…」
「なんば いいよんね！たかふみくん」
みんなは もう がばいはらかいとります。
「そがん 教室ば よごして たのしかと!?」
「そ…そがんつもいや…」
「ドコサ イットッタト!?」
「おお、サムソン。なかは どがんなっとんね？」

「ソイガ

オーゴトニ ナットットヨ」

【14】
ガラッ ガラガラ
たかふみが、こっそらーと 教室のとば あけてみっぎ…。
「ありゃ！6年生のおにいさん、おねえさん！」
「あらっ、その声は？」
「あんたたち、やっと 帰ってきたね」
「こ、こいは…すごか ぴかぴかやんね！」
「なし わがどんの 教室じゃなかとけ そうじしてくいよっと？」
【15】
「こん教室はねー、おいどんが 1年生のころ 使いよった教室やもんね。
おいどんの 思い出も どっさいつまっとっとよ。そいけんが 大切に つこうてほしかと
よ。
あんたたちが

2年生になっぎ

この教室も

また

新しか1年生の使うとよ。

図書室や ほかの教室も ろうかも、ずっと みんなで 使う場所もんね。
学校も みんなといっしょに 過ごす仲間やろうが。そいけんが みんなで
んばやろ」
【16】
「そがんやったー！」
「1年2組も 学校も おいたちだけのものじゃ
「学校も ともだちやったとね！」

なかったとね」

「ごめんなさい、図書室ば そうじせんで。
それに、1年2組まで よごしたまま にげだしてしもうて…」
「よかよか、これからは 学校とも 仲良うしてやってね」
「おいたちも 6年生になっぎ
「新しか 1年生は まだまだ

おにいさん おねえさんのごとなっけんね」
子どもやもん！

おいが おそうじ隊長けんが、教えてやんもん」
「お、ゆうたな〜」
【17】
さて つぎの日。
「よし！ まー1回、ぞうきんがけばい！」
「こないだは
おそうじ隊は

そうじばせんで ごめんねー、図書室くん」
図書室ば いっしょうけんめい そうじしよりました。

「そうじのことない おいたち
「ゴーゴー おそうじ隊」
「レッツゴー おそうじ隊！」

おそうじ隊に

まかせんしゃい！」

きれいに

せ

