
もずやんの歌（※タイトル未定） 歌詞を募集します！ 

 

「大阪府広報担当副知事もずやん」の歌（※タイトル未定）の歌詞の一部を公募します。 

口ずさみやすく覚えやすい、「もずやん」と大阪のイメージに合い、親しみやすい歌詞をお待ちしてい

ます！ 

大阪府 もずやん 検索 メロディは大阪府ホームページでご確認いただけます。 

http://www.pref.osaka.lg.jp/koho/character2/ 

 

１．募集内容 

 もずやんの歌（※タイトル未定）の歌詞の一部、別紙色塗り部分（A～F）の歌詞。計 6カ所。 

応募内容については、応募者が考案した未発表のものに限ります。 

 

２．応募資格 

 制限はありません（プロ、アマチュア、住所、年齢、性別等は問いません。） 

 ただし、個人に限ります。グループでの応募はできません。 

 

３．募集期間 

 平成 27年 12月 9日（水曜日）から 24日（木曜日）まで 

 インターネット申請は、締め切り日受け付け分まで有効。郵送は、締め切り日消印有効。 

 

４．応募方法 

 インターネット申請又は郵送（はがきまたは封書）にてご応募ください。 

 （１）インターネット申請 

   大阪府 ホームページ「インターネット申請画面」 

    大阪府 インターネット申請 検索 受付中の「講座・イベント等の申込み一覧」をクリック 

    https://www.shinsei.pref.osaka.lg.jp/ers/input.do?tetudukiId=2015110016 

   ※1人何点でも応募可能ですが、1回の申し込みにつき 1点としてください。 

   ※色塗り部分（A～F）のいずれかの部分だけへの応募も可能です。 

 （２）郵送 

   はがきまたは封書にて必要事項を記入し、下記あて郵送してください。 

   【必要事項】 

①色塗り部分（A～F）各部分の歌詞（ふりがなをつけてください）②応募者の氏名（ペンネー

ムがある場合は、ペンネームも記載。ただし、ペンネームのみの応募は不可。）、ふりがな ③

郵便番号、住所 ④電話番号※日中連絡が取れるもの 

   【あて先】 

〒540-8570（※住所は記載不要）府民お問合せセンター 大阪府もずやんの歌の歌詞募集 あて 

※1人何点でも応募可能ですが、はがき1枚または封書1通の申し込みにつき1点としてください。 

   ※色塗り部分（A～F）のいずれかの部分だけへの応募も可能です。 

 



５．選考・プレゼント 

・大阪府において歌詞を選考します。 

・採用された方には、その結果を通知するとともに、府中央卸売市場の旬の生鮮食料品詰め合わせ 

（1 万円相当）と、もずやんがパッケージに使用されているエースコック株式会社の「産経新聞 大

阪ラーメン」2ケース（1ケース 12個入り）をプレゼントします。（採用した同一の歌詞について複

数者の応募がある場合、抽選で当選者を決定します。） 

・また、選考結果は大阪府ホームページ等でも公表します。 

 

６．活用方法 

  もずやんの歌については、もずやんが登場するイベントや、大阪府ホームページ、大阪府公式

facebook、大阪府公式 Twitter、その他大阪府が実施する事業の広報等に幅広く活用します。 

 

７．注意事項 

・応募された歌詞の案に係る一切の知的財産権は、大阪府に帰属します。 

・歌詞に採用された案が第三者の知的財産権を侵害するなどの事実が判明した場合は、選考終了後で

あっても決定を取り消すことがあります。 

・応募された歌詞の案を採用する際、応募者の同意を得ずに、大阪府において、当該案を補作、修正

する場合があります。 

・応募された歌詞の案を採用する際、公募している部分以外の歌詞が一部変更される可能性がありま

す。 

・歌のタイトルは、公募終了以降、府において別途、決定します。 

・大阪府暴力団排除条例等に基づき、本応募に必要な個人情報に加えて、応募者に生年月日等その他

必要な個人情報をお聞きすることがあります。 

・暴力団員又は暴力団密接関係者であることが判明した場合、選考終了後であっても決定を取り消す

ことがあります。 

・応募に要する費用は全て応募者の負担とします。 

・郵送及びデータ送信中の提案内容の紛失、毀損等については、応募者の責任とします。 

・応募はがき等は返却いたしません。 

・応募に伴う個人情報については、本募集に関する目的以外には使用しません。ただし、採用された

方の氏名（氏名に代わりペンネームの公表を希望する場合はペンネーム）、住所（市町村名まで）は、

大阪府ホームページ等で公表します。 

 

８．お問い合わせ先 

  大阪府 代表電話 06-6941-0351 

  府民お問合せセンター ピピっとライン 電話：06-6910-8001 

 http://www.pref.osaka.lg.jp/fumin/occ/index.html  



もずやんの歌（※タイトル未定）歌詞 

 

【1番】 

 

もずもずやあん ぱやぱやぱやあん もずもずやあん 

 

僕の名前を知ってるかい 

僕の名前はもずもずやん 

大阪府鳥のもずやねん 

ももももずもず もずもずやん 

 

今日のランチはなにしよう 

そうや たこ焼きにしよう 

 

アツアツ焼きたての まるまるたこ焼きに 

 

ソースに青のり マヨネーズ かつお節 

 

おだしでもいいけどね 

 

 

「いただきまーす、やで！！」（セリフ） 

 

Ａ 色塗り          

例）あーあー うどんに 水炊きに 

Ｂ 色塗り            

例）お好みに てっちり 食べたいな 

あつあつ ふう ふう さまして ふう ふう 

 

 

みんなで Fu! おーさか Fu! 

大阪パワーでがんばるで 

 

もずもずやあん ぱやぱやぱやあん もずもずやあん 

もずもずやあん ぱやぱやぱやあん もずもずやあん 

 

 

 

 

 

※歌詞やメロディは、変更の可能性があります。 

 

【2番】 

 

 

 

僕の仕事を知ってるかい 

広報が僕の仕事やで 

日本全国ひとっとび 

大阪の魅力 伝えるで 

 

僕は陽気な 13歳 

超スポーツが得意 

 

Ｃ 色塗り                  

例）マラソン  ラグビーに 相撲に ボクシング 

Ｄ 色塗り                   

例）野球に   サッカー  スケート レスリング 

Ｅ 色塗り      

例）なんでも 得意やで 

 

「めっちゃ、すごいやん！！」（セリフ） 

 

ああ アイアム スポーツマン 

 

ベリベリー ハッスル スポーツマン 

 

Ｆ 色塗り                

例）いけいけ もずやん がんばれ もずやん 

 

みんなで Fu! おーさか Fu! 

大阪パワーでがんばるで 

 

もずもずやあん ぱやぱやぱやあん もずもずやあん 

もずもずやあん ぱやぱやぱやあん もずもずやあん 



もずやんの歌（※タイトル未定）歌詞 音符つき 

【1番】 

もずもずやあん ぱーやぱやぱやあん  も ずもずやん 

（みれみれみそー みーれみれみそそー ♭し♭しらそみー） 

 

ぼ くのなまえを しってるかい 

（みーみれみーみれ みーみそみー） 

 ぼ くのなまえは もずもず やん 

（みーみれみーそみ♭しーらそ♮しー） 

お お さかふちょうの もずやねん   

（み♯ふぁそらしー らそ らーらしみー） 

 ももももずもず  も ずもずやん 

（みーみそみそら ♭し♭しらそみー） 

きょーう のー ランチはなにしよう 

（そ♯ーふぁそー れれそしらしらしみ） 

 そーや たこやきに しーよう 

（そーみ みどしらそ らーどしー） 

あーつあつやきたての 

（みー みみみみーみみ） 

まー  る  まる  たこ や  き  に 

（♯ふぁー♯ふぁ♯ふぁ♯ふぁ♯ふぁ♯ふぁ♯ふぁ） 

そーすに  あおのり まよねーず かつおぶし 

（れれれれ  れれれれ れみみみ  みーみ） 

おだーしでーも いいけどねー 

（みそーみそーみ そらしどらー） 

 

「いただきまーす、やで！！」 

（セリフ） 

 

Ａ例)あーあー うどんに みーずたーきーにー 

（しーしー ししらそ らーそらーしーみー） 

Ｂ例）おこのみに てえっちりたべたーいな 

（みしししし ししらそらそらどーしー） 

あつあつ ふ う ふ う  さまして ふうふう 

（みみみみ み♯ふぁみ♯ふぁ れれれれ れみれみ） 

みんなで Fu! おーさか Fu! 

（そーそみそ  そーそみそ） 

おーさか ぱわーで がんばるで 

（らそらそ らそらそ しどしどし） 

 

もずもずやあん ぱやぱやぱやあん も ずもず やあん 

（みれみれみそ みれみれみそそ ♭し♭しらそら♮しー） 

もずもずやあん ぱやぱや ぱやあん もずもず やあん 

（みれみれみそ  みれみれ みそそ ♭し♭しらそみ) 

※歌詞やメロディは、変更の可能性があります。 

【2番】 

 

 

 

ぼ くのしごとを しってるかい 

（みーみれみーみれ みーみそみー） 

 こーほうがぼくのしごと や  でー 

（みーみれみーそみ♭しーら そ ♮しー） 

に ほ ん ぜんこく ひとっとび 

（み♯ふぁそらしーらそ  らーらしみー  ） 

おーさかのみりょく  つ たえるでー 

（みー み そみそ  ♭し♭しらそみー） 

ぼー く はー ようきなじゅうさんさい 

（そ♯ーふぁそー れれそしら しら しみ） 

ちょう スポーツが とーくいー 

（そーみ みどしらそ らーどしー） 

Ｃ例）マーラソン ラグビーに 

（みーみみみ みーみみ） 

 すー  も  う  に  ボク シン グ 

（♯ふぁー♯ふぁ♯ふぁ♯ふぁ♯ふぁ♯ふぁ♯ふぁ） 

Ｄ例）やーきゅうに サッカー スケート レスリング 

（れれれれれ  れれれ  れみみみ みーみ） 

Ｅ例）なー んで も とくいやでー 

（みそーみそーみ そらしどらー） 

 

「めっちゃ、すごいやん！！」 

（セリフ） 

 

あーあー あいあむ すーぽお つ まん 

（しーしー ししらそ らーそらーしーみー） 

べりべりー はっする すぽおつ まん 

（みしししし ししらそ らそらどーしー） 

Ｆ例）いけいけ も ず や ん  がんばれ もずやん 

（みみみみ み♯ふぁみ♯ふぁ れれれれ れみれみ） 

みんなで Fu! おーさか Fu! 

（そーそみそ  そーそみそ） 

おおさか ぱわーで がんばるで 

（らそらそ らそらそ しどしどし） 

 

もずもずやあん ぱやぱやぱやあん も ずもず やあん 

（みれみれみそ みれみれみそそ ♭し♭しらそら♮しー） 

もずもずやあん ぱやぱや ぱやあん もずもず やあん 

（みれみれみそ  みれみれみそそ  ♭し♭しらそみ） 


