
メカロンにあいにいこう！

メカロンのはたけを よんでくれて ありがとう
このものがたりのメカロンは ほんとうにいるんです

はたけではたらくひとたちをたすけて
たのしくはたけをつづけられるようにするために
メカロンをつくりました

メカロンはちからもちだから おとなのひとの
せつめいをちゃんときいて あぶないことはしないでね
みんなのあとをついてゆくときは やさしくしてあげて！

あとがき
かぶしきかいしゃ ドーグ

※メカロンは(株)Doogと国立研究機関の
農研機構の共同研究により誕生しました

実際の畑で動く様子の動画は
YouTubeなどでご覧いただくことも出来ます。

検索 → メカロン ロボット 動画

ご購入などのお問い合わせがございましたら、
ウェブサイトの問い合わせフォームより

ご連絡いただけますようお願い申し上げます。
https://doog-inc.com/



ゆいかちゃんは おじいちゃんのおうちに
むかっています
おじいちゃんが はたけでつくるやさいが
おいしくて ゆいかちゃんは だいすきです
でも「ゆいかは はたけにいっても おとうさん
みたいに おてつだいができないからなぁ」と
ちょっとつまらなさそう
おとうさんが 「だいじょうぶ。 きょうは
ゆいかちゃんも きっとおてつだいができるよ」
と いいました

おじいちゃんのおうちに つきました
おじいちゃんの となりには
おおきなはこがあります
「さっき とどいたけど なにが はいっている
んだい」
なにが でてくるんだろうと ゆいかちゃんも
おもいました



おとうさんが はこをあけると なんだか
よくわからないものが でてきました
おおきくて ちょっとこわい
ゆいかちゃんは おかあさんの うしろに
かくれます
「このこは メカロンよ」
おかあさんが いいました

おかあさんが はこの なかに はいっていた
かみを わたしながら いいました
「ゆいかちゃん おめめを かいてくれる？」
どうして おめめを かくのか わからないけど
ゆいかちゃんは じぶんがすきな かわいいおめ
めを かきました



おとうさんと おじいちゃんは メカロンと
はたけにいったようです
おかあさんが メカロンのことを
おしえてくれました
「メカロンは おじいちゃんのことを
おてつだいに きたんだよ
あついなつも さむいふゆも まいにち
はたけにいく おじいちゃんも ちからもちな
メカロンといっしょなら たすかるのよ」

おとうさんが にわで
メカロンをさわっています
「じゃあ うごかしてみよう」
おとうさんが あたまをなでると…
メカロンが 「く～ん」と
ないたような きがしました



はたけにいくと おじいちゃんが おもたそうな
ふくろを メカロンのせなかに のせています
ゆいかちゃんには だんだん
おもたいふくろをのせた メカロンのせなかと
しっかりしたあしが みえてきました

「ゆいかだって おてつだいできる！」
ゆいかちゃんは なんだか くやしくなりました
ゆいかちゃんは はたけにいっても あんまり
おてつだいが できないのに…
きょうやってきた メカロンが もう
おてつだいできるなんて…

「ゆいかちゃんも みにいってみようか」
おかあさんが さそってくれたので いっしょに
はたけに いくことに しました



すると…
ゆいかちゃんの めのまえには
しっかりと たっている
かわいいおめめの メカロンが
あらわれました

「ゆいかちゃんも おいで」と
おとうさんに よばれました

メカロンの まえにいくと おかあさんが
さっき ゆいかちゃんが かいた おめめを
とりだしました

「ゆいかちゃん みててね」
おかあさんが おめめを
メカロンに つけました



ゆいかちゃんが あるくと
メカロンが ついてきます

ゆいかちゃんは どんどん あるきます

メカロンは ずっと ついてきます
ゆいかちゃんは うれしくなりました

それから ゆいかちゃんと メカロンは
ふたりで おうちと はたけのあいだを
いったりきたり してみました

「メカロンは ゆいかちゃんといっしょに
おさんぽが したいんだって」
おとうさんが いいました

ゆいかちゃんは そっと メカロンの まえに
たってみました
おとうさんが メカロンのあたまを なでると
メカロンが 「く～ん」と なきました

「ゆいかちゃん あるいてごらん」



おひるごはんのあと そとにいった
おとうさんが メカロンに なにかを
おしえてあげています

おとうさんは メカロンをつれて
おうちからはたけまで あるいていきました

そして おうちにもどると
こんどは メカロンがひとりだけで
はたけにいけるようになったみたいです

おひるごはんのとき おじいちゃんが いいました
「ゆいかちゃん、メカロンといっしょに
にもつをはこんでくれて ありがとう」

ゆいかちゃんは メカロンと
おさんぽしていただけなのに おじいちゃんの
おてつだいが できたみたい
ゆいかちゃんは また うれしくなりました



はたけにいる メカロンは
おじいちゃんのうしろで
おもそうなものを ひっぱっています
あんなにおもたいにもつは
おじいちゃんでは とてもはこべません

こんどは おとうさんは パソコンを みています
ゆいかちゃんが のぞいてみたら なぜか
はたけであるいている おじいちゃんの
せなかが みえます

おじいちゃんをさがして そとを みてみると
メカロンをつれた おじいちゃんがいました



「おかあさんの いっていたとおりだったね
メカロンは おじいちゃんを
おてつだいにきたんだね」

ゆいかちゃんと メカロンは
とってもなかよしに なりました

かえりのくるまのなかで ゆいかちゃんは
おとうさんにたずねました

「つぎはいつ おじいちゃんのおうちにいくの？
また メカロンといっしょに おじいちゃんのお
てつだいがしたいな」


