
はなし しん こ ちから しあわ

た。そして、その話を信じた子どもはみんな、ふしぎな力をもらって、幸せに

くらしました。
ちから ちから あい かみ

　きみも、ふしぎな力がほしい？　ふしぎな力って、「愛」のことだよ。神さま
あい おう かみ おう じ しろ

の愛だ。王さまは、神さまのこと。王子さまは、イエスさまのこと。お城はね、
てんごく はなし かみ

天国のことだよ。このお話、わかったかな？　神さまはおとうさんで、みんなを
あい かみ あい かみ

愛している。神さまのむすこのイエスさまも、きみを愛してるよ。神さまと
あい しん ちから

イエスさまが、きみを愛してるって信じれば、きみも、ふしぎな力がもらえるよ。す
しろ てんごく す

ると、とってもすてきなお城、つまり天国に、いつまでも住めるってわけ！
かみ おう い こころ なか い

　さあ、神さま（王さま）にこう言おう。心の中で、こう言うんだよ。
かみ あい おく

　「神さま、ぼく（わたし）に、愛をくれるために、イエスさまを送ってくれて、あ
てんごく しろ かみ

りがとう。天国のお城で、いつまでもいっしょにくらしたいので、イエスさまと神
あい ちから こ

さまの愛をください。イエスさまがくれたふしぎな力で、やさしい子になって、み
あい

んなを愛することができますように。アァメン！」
こころ なか

　こういのったなら、イエスさまはきみの心の中に、ずっといっしょにいてくれる
てんごく しろ い

んだ。そして、ぜったいに、きみをはなれない。いつかきみも天国のお城に行って、
おう とも

そこでえいえんにくらせるよ。王さまと、おきさきさまと、きみの友だちのイエス

さまといっしょにね。

ところ

　むかしむかし、ある所
おう

に、王さまと、おきさきさ
おう じ

まと、王子さまが、とても
うつく おお しろ しあわ

美しい大きなお城で、幸せ
おう じ

にくらしていました。王子
おう

さまは、王さまとおきさき
あい

さまからとても愛されてい
おう じ おう

て、王子さまも、王さまとお
あい

きさきさまをとても愛して

いました。
ひ おう おう じ

　ある日、王さまが王子さ
い

まに言いました。

　「おまえに、してもらいた
たいせつ

いことがある。とても大切

で、おまえにしかできない

ことだよ。」

い

　「おとうさま、おとうさまの言うこ
なん

となら、何でもします。」
やま む むら い

　「じつは、山の向こうの村に行って
しろ あい

もらいたいんだ。この城にある愛や
しあわ つた

幸せを、みんなに伝えてくれない

か。」
さいしょ おう じ かな

　最初、王子さまは、ちょっと悲しく
しろ しあ

なりました。お城で幸せにくらして

いたからです。

お う じ

ちから
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おう やくそく

　でも、王さまはこう約束しました。
こ

　「かならず、もどって来れるよ。それに、
かえ とき しあわ

帰ってきた時にはもっと幸せになれるん

だ。」
おう じ で とき おう

　王子さまが出かける時になると、王さ
おう じ て い

まは、王子さまのむねに手をおいて言いまし

た。
ちから ひと

　「おまえに、ふしぎな力をあげよう。人
こころ ちから ちから

の心をかえる力だよ。おまえからこの力
ひと ひと こころ

をもらった人も、人の心をかえられるよ

うになるんだ。」
おう じ やま む

　王子さまは、山の向こうの
むら しゅっぱつ むら

村へと出発しました。村に
こ ども

は、たくさんの子供たちがい
たの

ました。みんな、わらって、楽
あそ

しく遊んでいるみたいでし
なか よ はなし

た。でも、仲良くなって話を
しあわ

すると、みんな、いろんなことをしんぱいしているのがわかりました。幸せそ
み こころ なか ふ あん

うに見えたけれど、心の中には不安があったのです。
おう じ むら

　そこで王子さまは、その村
とも あつ おう

の友だちを集めて、王さまと
はなし

おきさきさまの話をしまし
しろ はなし

た。お城の話もしました。お
しろ たの おも で

城での楽しい思い出や、すば
あい

らしい愛、それに、わくわく

するようなおもしろいこと
しろ

を。そして、「みんなも、お城
い しあ

に行って幸せになれるんだ
おし

よ。」と教えてあげました。

なか はなし しん つく

　中には、その話を信じないで、「そんなの作り
ばなし ば しょ

話だ！　そんな場所なんて、あるわけないさ！
おう じ

おまえが王子だって？！　ぼくたちと、ちっと
い こ

もかわらないじゃないか。」と言う子もいまし
おう じ

た。そして、王子さまをからかいました。
はなし しん こ

　でも、その話を信じる子どももいました。
おう しろ

王さまも、おきさきさまも、きれいなお城も
み はなし しん

見たことはなかったけれど、その話を信じたのです。
こ で あ おう じ こ て い

　そんな子どもに出会うと、王子さまは、子どものむねに手をおいて言いました。
こころ ちから はなし しん

　「ぼくのおとうさんは、きみの心をかえる力をくれたんだよ。ぼくの話を信
ちから

じてくれたから、きみにも、このふしぎな力
ひと こころ

をあげよう。さあ、きみも、人の心をかえら

れるんだよ。」
ちから こ こころ

　ふしぎな力をもらうと、子どもたちの心に
ふ あん しあわ

あった不安はなくなりました。幸せとよろこ
しんせつ

びでいっぱいです。そして、やさしくて親切
こ こころ おも

な子になりたいと、心から思うようになりま

した。
しろ ひ おう じ じ ぶん はなし しん ちから こ

　お城にもどる日、王子さまは、自分の話を信じて、ふしぎな力をもらった子
い

どもたちに、こう言いました。「いろんな
ところ い おう

所に行って、王さまとおきさきさまと、
しろ はなし

ぼくと、お城の話を、みんなにしてあげ
こと ば しん こころ

てね。きみの言葉を信じて、心をかえる
ちから ひと しろ

ふしぎな力をもらえば、その人もお城に
き す

来て、いつまでもそこに住めるんだよっ
おし

て、みんなに教えてあげてね。」　
おう じ しろ かえ あた

　王子さまがお城に帰ったあと、新しい
とも おう

友だちは、ほうぼうで、王さまとおきさ
おう じ しろ はなし

きさまと王子さまとお城の話をしまし


