⑫⑫⑫⑫
ひこうきが みたくて
みんなで つくった ひこうじょう。。。。

『『『『さかい けんじろう』』』』さんが
そうじゅう してきた
『『『『ほっかいいちごうき』』』』
それが ちとせくうこうの
はじまりです。。。。

いま しんちとせくうこうは
せかいじゅうの ひとが
いききする
ほっかいどうの
そらの げんかんに
なりました。。。。

『『『『ちとせくうこうのはじまり』』』』
①①①①
みんなは ひこうきが すきですか。。。。

これは むかし むかし
みんなの おとうさんの
おとうさんの
おとうさんが
ちいさかったころの おはなしです。。。。
そのころ
ひこうきは めずらしく
まだ ちとせには
とんで いませんでした。。。。

②②②②

あるひ ちとせむらの
そんちょうさん たちはははは
きれいな きを
さがしに でかけました。。。。

」」」」
村長さん 「「「「いいき はははは ないかなぁ。。。。
きを さがして いると
とても ひろい ばしょを
みつけました。。。。
」」」」
村人 「「「「ひろいねぇ。。。。
村長さん 「「「「こんなに ひろい ばしょ。。。。
ひこうじょうが
」」」」
できると いいのにねえ。。。。
とととと はなしました。。。。

⑪⑪⑪⑪
ひこうきから そうじゅうしが
おりてきました。。。。
それは ひこうじょうづくり をををを
おしえてくれた
『『『『さかい けんじろう』』』』さん
でした。。。。
」」」」
村人 「「「「ようこそ ちとせむらへ。。。。
おんなのこが はなたばを
わたしました。。。。

みんなが ちからを あわせて
つくった ひこうじょうに
ほんとうに ひこうきが
やってきたのです。。。。

⑩⑩⑩⑩

ひこうきは ぐるんと
おおきな わを かいて
ひこうじょうに
ちゃくりく しました。。。。

」」」」
見物客 「「「「わー。。。。
「「「「ひこうきがきた！」
ひこうきに みんな かけより
おおよろこびです。。。。

③③③③

そのころ ちとせの まちは
ちいさな さびしい まち でした。。。。

そんな さびしい まちに
うれしい おしらせが
まいこんで きました。。。。

なんと きしゃが
とおる ことになり
ちとせに えきが できるのです。。。。

④④④④
おたる しんぶんしゃが
さけの ふかじょうを
けんがく する
りょこうかいを けいかくしました。。。。
おきゃくさんが くるのが
たのしみです。。。。

みんなは
村人 「「「「おちゃを じゅんび
しましょう。
」
「「「「ちとせの おいしい おかしは
」」」」
なにかしら。。。。
「「「「ぜひ ごはんも たべて
」」」」とととと
いってほしい。。。。
かんがえました。。。。

⑨⑨⑨⑨
さあ きょうは
ひこうきが とんで くるひ です。。。。
ひこうじょうには たくさんの
ひとが
あつまりました。。。。

見物客 「「「「あっ！！！！」」」」
「「「「みえた！」
ずっと とおくに まめつぶの
ような ひこうきが みえました。。。。
そして すぐに
とりのおおきさに なり
ぐんぐん ぐんぐん
ちかづいて きました。。。。

⑧⑧⑧⑧
村人 「「「「よし みんなで
ひこうじょうを つくろう。。。。
「「「「つくろう つくろう。。。。
」」」」
「「「「よいしょ よいしょ。。。。
」」」」
「「「「わっしょい わっしょい。。。。
」」」」

おとなも こどもも
みんな いっしょに
がんばりました。。。。

村人 「「「「できた。
」
「「「「やった。
」
なんと みんなの ちからで
たったの ふつかかん でででで
ひこうじょうが できたのです。。。。

⑤⑤⑤⑤
新聞社のののの人人人人「「「「ちとせのひとは なんて
」」」」
しんせつなんだ。。。。
「「「「そうだ。。。。おれいに
ひこうきを とばして
みせてあげましょう。
」

村人 「「「「えっ それじゃあ ひこうきを
ちかくで みてみたいねぇ。
」
とととと むらびと たちは いいました。。。。

新聞社のののの人人人人「「「「それには ひこうじょうが
」」」」
ないと・・。。。。
でも ちとせには
ひこうじょうが ありません。。。。

⑥⑥⑥⑥

村人 「「「「ぜひ ひこうきを
みせて ください。
」
むらの ひとは ねっしんに
おねがい ししししました。。。。

そんな あるひ
『『『『さかい けんじろう』』』』さんが
やってきました。。。。
酒井憲次郎「「「「なんて ひろい
ばしょ なんだ。
」
「「「「ここを きれいに すれば
」」」」
ひこうじょうが つくれますよ。。。。
とととと おしえて くれました。。。。

⑦⑦⑦⑦

さっそく むらのひとたちは
みんなで はなしあいました。。。。

そんちょうさんが ききました。。。。
村長 「「「「みなさん ひこうきが
」」」」
みたいですか。。。。

」」」」
村人 「「「「みたい みたい。。。。
「「「「ぼくも ひこうきが みたい。。。。
」」」」
「「「「わたしも ひこうきが みたい。。。。
」」」」
みんな ますます ひこうきを
ちかくで みたく なりました。。。。

