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県の最新情報を SNSでチェックしよう！
＼今年から新たに開始しました！／

Twitter Facebook LINE Instagram
大分県

@oitapref
おんせん県

おおいた TIMES
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めじろんうちわ＜１＞Ⓒ大分県

めじろん
うちわ

大分県応援団”鳥”
おおいたけん　おうえんだん　ちょう
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Go!　O・I・T・A　オオイタ
Go!　Go!　Challenge　オオイタ
Go!　O・I・T・A　オオイタ
Go!　Go!　Challenge　オオイタ

みどりがいっぱい大分県　ぼくらのめじろん誕生だ
まあるい体に目のふち白く　甘い蜜が大好きさ
めじろん　めじろん　飛べ飛べ高く
めじろん　めじろん　力のかぎり（Let’s Go!）

笑顔がキラキラ輝いて　明るい声がひびいてる
さあさあみんなで集まって　めじろんダンスを踊ろうよ
めじろん　めじろん　飛べ飛べ高く
めじろん　めじろん　夢追いかけて（Let’s Go!）

Go!　O・I・T・A　オオイタ
Go!　Go!　Challenge　オオイタ
Go!　O・I・T・A　オオイタ
Go!　Go!　Challenge　オオイタ

ほら　聞こえてくる　ほら　希望のうた
さあ　明日に向かって　飛びだそう

めじろん　めじろん　飛べ飛べ高く
めじろん　めじろん　力のかぎり

めじろん　めじろん　飛べ飛べ高く

めじろん　めじろん　未来へチャレンジだ

  ゴー　　　オー　  アイ   ティー     エー

ゴー　　　　ゴー　　　　　　チャレンジ

  ゴー　　　オー　  アイ   ティー     エー

ゴー　　　　ゴー　　　　　　チャレンジ

おおいたけん　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　たんじょう

からだ　　  め　　　　　　　  しろ　　　　　あま　　 みつ　　  だい    す

 と　　　  と　　　たか

 ちから　　　　　　　　　　　レッツ　　　ゴー

 えがお　　　　　　　　　　　　かが　　　　　　　あか　　　　　こえ

 あつ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 おど

 と　　　  と　　　たか

 ゆめ  お　　　　　　　　　　　　レッツ　　　ゴー

 と　　　  と　　　たか

 と　　　  と　　　たか

き　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   きぼう

   あした　　　  む　　　　　　　　　　とび

ちから

みらい

  ゴー　　　オー　  アイ   ティー     エー

ゴー　　　　ゴー　　　　　　チャレンジ

  ゴー　　　オー　  アイ   ティー     エー

ゴー　　　　ゴー　　　　　　チャレンジ

みんなで、

うたって　おどろう♪

大分県応援団” 鳥” めじろん

つくりかたは

つぎのページを

みてね！

めじろんうちわ＜２＞Ⓒ大分県



うちわをもって

めじろんダンスを

踊ろう！

めじろんうちわ＜３＞Ⓒ大分県

つくりかた

できあがり！

おど

①「うちわ 1」と「うちわ 2」を

きりとり線にそって切り取る。
せん き　　  と
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②切り取った「うちわ１」と

「うちわ２」の裏面に、まんべんなく

両面テープを貼る。

き　 　 と

うらめん

りょうめん 　　　　　　　は

ふち

うちわ 1 うちわ２

③「うちわ 1」と「うちわ 2」の、

裏面がうちわ骨に重なるように、

それぞれ表と裏に貼り付ける。

うらめん ぼね 　 かさ

おもて　うら 　   は　　  つ

用意するもの

●めじろんうちわ 1…1 枚

●めじろんうちわ 2…1 枚

●うちわ骨…1 本

●はさみ

●両面テープ（スプレーのりでもよい）

よう い

まい

まい
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