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１．パレード！

３.
ロボットはともだち

５.
なんでもなれる

７.空を飛んで

○●、
あそぼうよ
一緒に行こう パレードに出よう！

ロボットに会ったら
こんにちは！○●、元気かい？
！
もし疲れたら またネジ巻こう
おいで、○●、
あそぼうよ！

○●、
なりたいものになれる！
なんでもなんでもなんでもなれる！
○●、
なりたいものはなんだ?想像しよう！

ねえ、○●
想像してみて ある日遊びに行くと 足が浮いていたんだ
見ると 宙に浮いている 飛んでるよ ほらね

思いついた、○●！
消防士になれる！
火を消そう。木を登って猫を助けよう
みんながゆうよ「見て、○●だ！助けに来た！」
「あなたは私のヒーロー！」

あれーれーれー
不思議だよ 飛んでるよ

おいで ○● これは君のうた バンドが君を待ってるよ
手をたたこう ドラムだぞ ○● 楽しい時間
おいで ○● さあ行こう 一緒にパレードに出よう
手をたたき 足踏み 踊って歌って進み 君が主役 夢の世界で
君のパレード 何でもできる さあ進もうよ！

○●、君は一番だ！
うれしいことだ 君はロボットの親友 ぼくは世界一幸せだ

遠くから やってくる 魔法の国へすすむ
おいで ○● さあ行こう
大きなパレードにでよう
手をたたき 足踏み 踊って歌って進み 君が主役
君のパレード 何でもできる さあ進もうよ！

赤い金属の体 暗算なんて 簡単だ
君と楽しく過ごしたがってる

夢の世界で

楽しいね、 歌って 思い描いてゆこう
おいで ○●
いっしょに行こう 3つ数えたら 旅に出かけよう！
1.
.
.
2.
.
.
3.
.
. さあ 行くよ！

きっとある日 飛んでゆける あのロボットランドへ
寒くも暑くもないんだ ロボットだからへっちゃらさ！
ダンスもすごくうまいんだよ
おどろうよ！○●
足が遅いけど天才 風もひかないほど無敵さ！
君と楽しく過ごしたがってる
○●、君は一番だ！
一日笑ってる たくさんのゲームができる 夜更けまであそべるよ
きっとある日 飛んでゆける あのロボットランドへ
ロボットがいたら ずっと友達で つかれたら またネジ巻こう
バイバイ、○●、またねー

○●、
なりたいものになれる！
なんでもなんでもなんでもなれる！
目を閉じ、
なるもの考えてみよう 想像しよう！
ファーマーになれる！
耕して、餌を与えて畑を駆ける
そして○●、君が毎朝起きたら外に出て羊たちに挨拶するんだ
「メ〜」馬さんにこんにちは「ヒ〜」豚さんにおはよう「ブ〜」
のぞむものになれる
想像してごらんよ
のぞむものになれる なろ〜
○●、
なりたいものになれる！
なんでもなんでもなんでもなれる！
目を閉じ、
なるもの考えてみよう 想像しよう！

２．小さな世界

４.海の船長

わぁー○●、
ちっちゃくなっちゃったー！

キャプテン○●、船へようこそ！
船乗りなら ヨ−ホ−ホ−
行きたい場所へゴ−ゴ−ゴ−！
らしんばんを 使ってとおく 君が主役

キャンディーと同じだ ねぇ○●、何が見える？
！
ボタン、虫、
何が見える？
はっぱ、小石、木の実だ！
パンくずが 大きすぎるよ 頑張っても精一杯
動かすだけ それだけでも
ねずみの耳サイズだ ねぇ○●、何が聞こえる？
！
ポト、ポト
何が聞こえる？
！
芝生、
はち、風
アリ達が 歩き回ってる 耳をすませば 聞こえるよ
アリたちよー進め！左！右！左！右！
わぁー○●！ また大きくなってるよ！
もとにもどった！
キャンディーより小さく なると 何でも見える
ほら！あのパンくず
全てのこと ほらアリたちもいるよ！
信じられない！あんなサイズに 虫の世界をみて びっくりした
小さいって楽しい！
こんにちは 人間のみなさん！
さあアリたちよー 進め!
左！右！左！右！

水平線にランドランドホ−
あの小さな島へゴーゴーゴー！
岸に着く 船をおりて 探検だ
船で魔法の国へ 行った事のない 船で魔法の国へ
なんて素敵！
みんなが知ってる、○●
海で過ごすよ
だれでも知ってる、○●
きみは勇敢だ！
船乗りなら ヨ−ホ−ホ−
行きたい場所へゴ−ゴ−ゴ−！
らしんばんを 使ってとおく 君が主役
ゆかいな冒険
世界をまわろう！

ねえ、○●
見てみたいよ 君が 夜空を飛んでる
そして 青空の中を
通り過ぎたら 誰も信じない
みんないうよ あれーれーれー 飛んでるよ！
見たーことない
みんなが 声上げ ○●が来た！
雲を突き抜けて
矢のように どこにでも行ける
青空を飛んでいく 鳥や飛行機と一緒に
ほら、海だよ！ こっちには山が！
森も 町も
目を閉じて 飛んでいこう！
！

お医者さんになれる
薬をあげて元気にしよう
風邪をふきとばせ
「先生、3号室までお越しください。
風邪気味の患者様がおまちです。」
なりたいものなら 想像してみようよ
なんでもなれるさ 想像してみようよ

帆をあげようよ ヨーホ−ホ−
行ったことはないけどゴ−ゴ−ゴ−！
青い海 なんて幸せ 進もうよ
みんなが知ってる、○●
海で過ごすよ
だれでも知ってる、○●
きみは勇敢だ！

みんなが
声上げ ○●が来た！
雲を突き抜けて

８.夢のひととき
ねえ、○●、楽しかった
もうねむりましょう
夜空に星がきらめく

６.
さかなになったら

目を閉じ ほらー明日が待ってる
夜明けがやってくるよ

一緒に泳ごう、○●！
海にいる 魚になったら 見たことのない世界へ
海に住む魚になったら 海底まで 行ける

だから、○●、
もう おやすみなさい
さあ 夢見て 明日会いましょう

海にいる 魚になったら いろんな仲間も見れる
魚なら 君のために歌ってくれる

今日を思い出そう 船の冒険
パレードにも行ったね
空も飛んだよね 魚たちと泳いで
夢の世界旅してきたよね

○●、大好き 一緒にゆきましょ
さんご礁やくじら 通り過ぎると
尻尾ふり はやくなる
まるで水中をとんでるみたい
海にいる 魚になったら いろんな仲間がみれる
魚なら 君のために みんな集まって歌う
○●、大好き 一緒にゆきましょ
さあ、○●、泳ぎのレッスンをしてあげるよ
いくよ！まずひれをふって しっぽをふって
ちょっと待ってよー
海にいる 魚になったら おかしな仲間にも出会う
君のため 仲間たちがきて みんなでうたうよ
○●、大好き 一緒にゆきましょう
○●、大好き 一緒にゆきましょう

もう おやすみなさい
さあ 夢見て 明日会いましょう
ねえ おとぎの世界へ
ねえ、○●、
おやすみ 明日会いましょう
ねえ、○●、
明日会いましょう
明日会いましょう
おやすみ○●

