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Welcome! This is a country of workers.

Everyone works hard every day. 

Today, you will be introduced to Eric, the firefighter.

ようこそ！ ここは はたらくひとのくに 。

まいにち みんなが おしごとを がんばっています。

きょうは  しょうぼうしのエリックを

みんなにしょうかいするよ。



Eric the firefighter protects the country 

from fire all by himself.

His house is very close to the fire station.

He ties his shoes tightly and is ready to go!

エリックは このくにを かじからまもる、

たったひとりの “しょうぼうし ”。

エリックのいえから しょうぼうしょまでは

すぐにとうちゃくできるくらいちかいんだよ。

さぁ くつひもをキツくむすんで

きょうも しゅっぱつだ！



ちょうど そとへでると もりから けむりが！ 

たいへん たいへん！ 

エリックは すぐにかじに きがついたよ。

もりのなかには たくさんの 

どうぶつたちが せいかつしているんだ。 

When he went outside, there was smoke!

Oh, no! Oh, no!

Eric immediately spotted the fire.

Many animals live in the forest.



さぁ いそいで エリック！ Hurry up, Eric!





しょうぼうし エリック しゅつどうだ！
Eric the firefighter is going into action!



「ウ〜ウ〜ウ〜！カン！カン！カン！カン！」　しょうぼうしゃは　もりへいっちょくせん！ 
Clang! Clang! Clang! Clang!　The fire engine heads straight to the forest



どうぶつたちは　あわてて　にげまわり
そのあいだにも　かじは　すこしずつ　
おおきくなっていくんだ！

「ウ〜ウ〜ウ〜！カン！カン！カン！カン！」

エリック いそいで！

All the animals run off as fast as they can. 

In the meantime the fire is spreading inch by inch!

Clang! Clang! Clang! Clang!

Hurry, Eric!



すぐに　エリックが　とうちゃくしたよ！ 
ほうすい はじめ！！！！！！ 
みるみると　ひは　ちいさくなって
すぐに　ひは　おさまったんだ。

Eric arrived on the scene right away!

Start spraying water!!!!!!

The fire started going out in no time at all.

And it died down quickly.



エリックは どうぶつたちを あつめて
みんなを ひどくしかったんだ。

「あれだけ “ ひあそびは やめろ ” といったじゃないか！ 
きみたちは ぼくのいうことを きけないんだ！」
いつもの やさしい エリック ではなく
こわいかおの　エリックが　おおごえで どなったから 
どうぶつたちは ないちゃったんだ。
どうぶつたちは　

「ぼくたちは ひあそびを していたわけじゃないんだ…。
ごめんなさいエリック ほんとうにごめんなさい…。」
そういいながら しくしくと もりのなかにかえっていったよ

Eric called all the animals together and 
gave them a stern lecture.
He said, 
“How many times have I told you not to play with fire? 
Why don’t you listen to me?”
When he yelled, 
he was not the gentle person that everyone knew. 
Since he yelled so loud in anger, the animals cried. 
The animals said,
“We were not playing with fire.But we are sorry, 
Eric. We are truly sorry...”
Weeping, they went back to the forest.



エリックは ひとりで もえかすの あとかたづけ。

すこし れいせいに なって 
どうぶつたちを ひどく しかりすぎたことを 
きにしはじめたんだ。

そのとき エリックは もえかすのなかから
かんばんのような いたを みつけたんだ。

そこには こう かいてあったよ。

Eric cleaned up the burned embers by himself.

After calming down a little, 
he started to worry about giving the animals a hard time.

That was when he found something that looked like a sign 
in the burned embers.

The sign said,



「 ハッピーバースデー 」
“ Happy Birthday.”



きょうは エリックの おたんじょうびだったんだ。

どうぶつたちは エリックの 
おたんじょうびパーティーの じゅんびのために 
ひを つかっていたことが わかったんだ。

エリックは どうぶつたちを 
どなりすぎてしまったことを こうかいした。

てっきり どうぶつたちが ひあそびをしたんだと　
おもっていたからね。

じぶんの たんじょうびパーティーの じゅんびで　
ひをつかっていたなんて おもってなかったんだよ。

なみだが でそうに なったんだ。

Today was Eric’s birthday.

Eric realized that the animals were using fire to 
prepare for his birthday party.

Eric felt bad about getting so angry with the animals. 

That’s because he had been so sure the animals had been 
playing with fire.

Eric would not have imagined that his friends had been 
using fire to prepare for his birthday party.

He felt tears rising up.



しょうぼうしょへ しょうぼうしゃを おいて
かたを おとしながら 
あるいて いえにかえりついたよ

ガチャッ！！

After he had brought back the fire engine to the fire station, 
Eric walked home quite depressed.

Clink clank.



「え？」
「エリック おたんじょうび おめでとう！！」

“What?”
“Happy birthday, Eric!”

エリックは　みんなに　こういったんだ
「さっきは　おおごえで　どなってしまって　すまなかった…
ただ　ぼくは　しょうぼうしとして…」
ウサギは　すかさず　いいました

「いいんだよ！ かじになったのは　ぼくたちのせいなんだから。
エリックは しょうぼうしとしてとうぜんの　　おしごとを　やったんだよ。
そんなことより　おいわい　おいわい！ パーティーを　はじめよう！」

Eric said to them,
“I am sorry for yelling at you so loudly.
But as a firefighter…”
Immediately, the rabbit said,
“It’s all right! We caused the fire. You simply did your job as a firefighter.
Enough about that. Let’s celebrate! Let’s start the party!”



どうぶつたちは エリックが 
かたづけをしているときから エリックのいえで 
こっそり たんじょうびパーティーの 
じゅんびを していたんだ。

ケーキは まっくろに こげてしまったから 
つくりなおし。

The animals prepared for Eric’s birthday party in secret 
at his home while he was cleaning up in the forest.

They had to make the birthday cake again 
because the first one had been charred.



エリックの　たんじょうびパーティーの　

はじまりはじまり！ 

「♪ハッピー　バースデイ　トゥーユー

　 ハッピー　バースデイ　トゥーユー

　 ハッピー　バースデイ　ディア　エリック

　 ハッピー　バースデイ　トゥーユー♪

　 エリック！おたんじょうび　おめでとう！」

くだものジュースで　みんなで　かんぱいだよ！ 

Eric’s birthday party begins!

“Happy birthday to you,

happy birthday to you,

happy birthday dear Eric,

happy birthday to you!

Happy birthday, Eric!”

Let’s make a toast with fruit juice!





っと そのときです。

エリックの　けいたいでんわが　なりだしたよ。

「はい、こちら　しょうぼうし　エリック」

わかりました、すぐに　かけつけます！」

ウサギは　すこしさみしそうに　いいました、

「エリック はやく いかないと…」クマはいいました。

「な〜に このはちみつケーキは　すこしくらい

じかんがたったほうが　おいしいんだから！」

どうぶつたちは　こえをあわせて　いいました

「さぁしゅつどうだ！しょうぼうしエリック！」

エリックは　いいました

「みんな、ほんとうに　ありがとう！すこしだけ　まっててくれ！」

そういうと　いそぎあしで　しゅっぱつしたんだ。

That was when Eric’s cell phone rang. 
“Yes, this is Eric the firefighter.
OK. I will get there as soon as I can!”
Looking a little lonely, the rabbit said,
“Eric, you have to get going…”
The bear said,
“Well, this honey cake will taste even better later!”
The animals said in unison,
“Let’s go into action, Eric the firefighter!”
Eric said,
“Thank you very much, everyone! Please wait for me until I get back!”
Then he left at a quick pace.



ようこそ！ここは はたらくひとのくに。
ぼくのなまえは　エリック。
このくにで　たったひとりの　しょうぼうしさ。

Welcome! This is a country of workers.
My name is Eric.
I’m the only firefighter in this country.



あっ この つづきだけど

エリックが いえに かえると
どうぶつたちは すやすやと ねちゃってたんだ。
エリックは みんなに ふかふかの もうふを　
かけて みんなのねがおをみながら
ひとりで ふわふわの はちみつケーキを たべたんだ。

「みんな ほんとうに ありがとう！
よし！ぼくは あしたも おしごと がんばろう！」ってね！

どうだい？ はたらくって すばらしいでしょ？

Oh, do you want to know what happened afterward?
When Eric went back home, he found the animals fast asleep.
Eric laid puffy blankets over them and ate the soft honey cake 
by himself while watching their sleeping faces.

“Thank you, everyone! Well, I shall work hard tomorrow, too.”

Working, isn’t it wonderful?

最後までお読みくださいまして本当に有り難うございます。

私たちがおよそ一年間半の歳月をかけて仕事の合間や休日等に コツコツと創った絵本です。 

PDFでスマートフォン等でも閲覧しやすい様にレイアウトし直し無料配布する事にいたしました。

ワーキングプアなど働く事にマイナス志向になりがちなこの時代だからこそ

一生懸命自分に正直に仕事をする事で周りの人からの信頼というモノは得られ、

かつ自分の心は満たされて行くんだという事を表現した次第でございます。

たくさんの人たちに読んで楽しんで笑顔になっていただければ自分たちは嬉しいです。

この絵本「エリックは、しょうぼうし ERIC THE FIREFIGHTER 」のすべての著作権は tokyocolors.com に帰属いたします。

また有償無償に関わらず無断でのコピー・複製等による第三者へのデータの譲渡は特別な理由を除き原則として禁止させて頂きます。

お問い合わせやご感想は　info@tokyocolors.com までお気軽にご連絡くださいませ。
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