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語り  

ばあさん「

語り  

ばあさん「まったく変なイヌだねぇ…」

語り  

ばあさん「

語り  

ばあさん「まったく変な

語り  

ばあさん「火よ

 

  「むかし…ひとりのおばあさんが［ばあさんを出す］

しました…一つは牛乳［籠の中を見せる］もう一つは

さんはコブタ

りません…

をききません…そこでおばあさんはだれかに手伝ってもらおうと

た…すると

した 

ばあさん「イヌよ イヌ

いで家にはいれないんだよ

  「イヌはだまって横を向きました

ばあさん「まったく変なイヌだねぇ…」

  「すると木の棒が

ばあさん「こん棒よ 

いてくれない

は家にはいれないんだよ

  「棒はボーッとして

ばあさん「まったく変な

  「すると赤い火がもえていました

ばあさん「火よ 火よ

だからイヌ

ふさいだまんま

おばあさんと

  □舞台

むかし…ひとりのおばあさんが［ばあさんを出す］

しました…一つは牛乳［籠の中を見せる］もう一つは

コブタをつれて家へ帰ってきましたが

りません…引っ張っても

をききません…そこでおばあさんはだれかに手伝ってもらおうと

とイヌがいました…

イヌよ うちのコブタ

いで家にはいれないんだよ

だまって横を向きました

ばあさん「まったく変なイヌだねぇ…」

すると木の棒がいました

 こん棒よ…イヌ

ない…だからコブタ

家にはいれないんだよ

ボーッとして横を向きました

ばあさん「まったく変な役に立たない棒

赤い火がもえていました

火よ こん棒を燃やしておくれ…こん棒が

イヌがコブタにかみついてくれない…

だまんま だから

 

おばあさんとブタ     

     ■人形■

    ・おばあさん

      ・ブタ

      ・イヌ

      ・ウシ

      ・ネズミ

      ・ネコ

□舞台下手に木戸

 

むかし…ひとりのおばあさんが［ばあさんを出す］

しました…一つは牛乳［籠の中を見せる］もう一つは

をつれて家へ帰ってきましたが

引っ張ってももだめ 横から押しても

をききません…そこでおばあさんはだれかに手伝ってもらおうと

がいました…［イヌを出し

コブタにかみついとくれ…

いで家にはいれないんだよぉ」 

だまって横を向きました［正面を向く］

ばあさん「まったく変なイヌだねぇ…」 

ました［棒を出し対面

イヌをぶっておくれ…

コブタが家の戸

家にはいれないんだよぉ」 

横を向きました［正面を向く］

役に立たない棒だねぇ…」

赤い火がもえていました［火を出し

こん棒を燃やしておくれ…こん棒が

にかみついてくれない…

だからあたしは家にはいれないんだよ

     ｖ．２

■人形■    ■背景■

おばあさん   

ブタ        

イヌ        

ウシ      

ネズミ            

ネコ      

手に木戸と塀、家がある

むかし…ひとりのおばあさんが［ばあさんを出す］

しました…一つは牛乳［籠の中を見せる］もう一つは

をつれて家へ帰ってきましたが ど

横から押しても

をききません…そこでおばあさんはだれかに手伝ってもらおうと

イヌを出し対面］そこでおばあさんはいいま

にかみついとくれ…

［正面を向く］… 

対面］」 

をぶっておくれ…イヌ

が家の戸口をふさい

［正面を向く］」 

だねぇ…」 

火を出し対面」 

こん棒を燃やしておくれ…こん棒が

にかみついてくれない…だから

家にはいれないんだよ

劇団オンサンタ

ｖ．２ 

    ■背景■  

    ・木戸    

    ・家     

            

           

        ・買い物かご

                   

と塀、家がある 

むかし…ひとりのおばあさんが［ばあさんを出す］市場で二つの買い物を

しました…一つは牛乳［籠の中を見せる］もう一つはコブタです

どうしても木戸から中に入

横から押してもだめ…どうし

をききません…そこでおばあさんはだれかに手伝ってもらおうと

そこでおばあさんはいいま

にかみついとくれ…コブタが家の戸

イヌがうちのコブタ

をふさいだまんま だから

 

 

こん棒を燃やしておくれ…こん棒がイヌをぶってくれない…

だからコブタが家の戸口を

家にはいれないんだよぉ」 

劇団オンサンタ

  ■小道具■

    ・棒   

    ・火   

     ・水   

   ・縄   

・買い物かご

               

二つの買い物を

です…おばあ

ても木戸から中に入

うしてもいうこと

をききません…そこでおばあさんはだれかに手伝ってもらおうと思いまし

そこでおばあさんはいいま

が家の戸口をふさ

コブタにかみつ

だからあたし

をぶってくれない…

が家の戸口を

 

劇団オンサンタ 

 

■小道具■ 

    

    

    

    

・買い物かご 

                

二つの買い物を

おばあ

ても木戸から中に入

てもいうこと

思いまし

そこでおばあさんはいいま

をふさ

にかみつ

あたし

をぶってくれない…

が家の戸口を
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語り  

ばあさん「まったく元気のない火だねぇ」

語り  

ばあさん「

語り  

ばあさん「まったく冷たい水だねぇ…」

語り  

ばあさん「

語り  

ばあさん「まったく

語り  

ばあさん「縄よ

語り  

ばあさん「まったくひねくれた縄だねぇ…」

語り  

ばあさん「

語り  

ばあさん「まったく生意気なネズミだねぇ…」

語り  

ばあさん「

  「火はだまって横を向きました

ばあさん「まったく元気のない火だねぇ」

  「するとバケツに

ばあさん「水よ 水よ

い…だから

いてくれない…

は家にはいれないんだよ」

  「水の入ったバケツはだまって横を向きました

ばあさん「まったく冷たい水だねぇ…」

  「するとウシがいました

ばあさん「ウシよ ウシ

てくれない…

をぶってくれない…

ブタが家の戸口をふさいだまんま

ぉ」 

  「ウシはだまって横を向きました

ばあさん「まったく頼りないウシ

  「するとグルグル巻きの縄がいました

ばあさん「縄よ 縄よ

飲んでくれない

燃やしてくれない…

コブタにかみついてくれない…

ま だから

  「縄はだまって横を向きました

ばあさん「まったくひねくれた縄だねぇ…」

  「するとネズミ

ばあさん「ネズミよ 

てくれない

が火を消してくれない…

ん棒がイヌ

…だからコブタ

ないんだよ」

  「ネズミはだまって横を向きました

ばあさん「まったく生意気なネズミだねぇ…」

  「するとネコがいました

ばあさん「ネコよ ネコ

「火はだまって横を向きました

ばあさん「まったく元気のない火だねぇ」

するとバケツに入った水がいました

よ 火を消しておくれ…

だからこん棒がイヌ

いてくれない…だからコブタ

家にはいれないんだよ」

「水の入ったバケツはだまって横を向きました

ばあさん「まったく冷たい水だねぇ…」

がいました［ウシを出し

ウシよ バケツに入った

てくれない…だから火がこん棒を燃やしてくれない…

をぶってくれない…だから

が家の戸口をふさいだまんま

はだまって横を向きました

頼りないウシだねぇ…」

するとグルグル巻きの縄がいました

縄よ この頼りない

飲んでくれない だから

燃やしてくれない…だから

にかみついてくれない…

だからあたしは家に入れないんだよ」

「縄はだまって横を向きました

ばあさん「まったくひねくれた縄だねぇ…」

ネズミがいました［

 ネズミよ このひねくれた

てくれない だからウシ

が火を消してくれない…

イヌをぶってくれない…

コブタが家の戸口をふさいだまんま

ないんだよ」 

はだまって横を向きました

ばあさん「まったく生意気なネズミだねぇ…」

がいました［ネコを出し

ネコよ この生意気な

「火はだまって横を向きました［正面を向く］

ばあさん「まったく元気のない火だねぇ」 

水がいました［

火を消しておくれ…元気のない

イヌをぶってくれない…

コブタが家の戸口をふさい

家にはいれないんだよ」 

「水の入ったバケツはだまって横を向きました

ばあさん「まったく冷たい水だねぇ…」 

ウシを出し対面

バケツに入った冷たい

火がこん棒を燃やしてくれない…

だからイヌがコブタ

が家の戸口をふさいだまんま 

はだまって横を向きました［正面を向く］

だねぇ…」 

するとグルグル巻きの縄がいました［

この頼りないウシを縛っておくれ

だから水が火を消してくれない…

だからこん棒が

にかみついてくれない…だから

あたしは家に入れないんだよ」

「縄はだまって横を向きました［正面を向く］

ばあさん「まったくひねくれた縄だねぇ…」 

［ネズミを出し

このひねくれた

ウシがバケツに入った水を飲んでくれない

が火を消してくれない…だから火がこん棒を燃やしてくれない…

をぶってくれない…だから

が家の戸口をふさいだまんま

はだまって横を向きました［正面を向く］

ばあさん「まったく生意気なネズミだねぇ…」 

ネコを出し対面

この生意気なネズミ

［正面を向く］…」 

水を出し対面

元気のない火がこん棒を燃やしてくれな

をぶってくれない…だから

が家の戸口をふさい

「水の入ったバケツはだまって横を向きました［正面を向く］

対面］」 

冷たい水を飲んでおくれ

火がこん棒を燃やしてくれない…

コブタにかみついてくれない…

 だからあたしは家に入れないんだよ

［正面を向く］…」 

［縄を出し対面

を縛っておくれ ウシ

水が火を消してくれない…

こん棒がイヌをぶってくれない…

だからコブタが家の戸口をふさいだまん

あたしは家に入れないんだよ」 

［正面を向く］…」 

ネズミを出し対面］」 

このひねくれた縄をかじって

がバケツに入った水を飲んでくれない

火がこん棒を燃やしてくれない…

だからイヌがコブタ

が家の戸口をふさいだまんま だから

［正面を向く］… 

 

対面］」 

ネズミを取っておくれ

劇団オンサンタ

対面］」 

火がこん棒を燃やしてくれな

だからイヌがコブタ

が家の戸口をふさいだまんま だから

［正面を向く］…」

水を飲んでおくれ 水が火を消し

火がこん棒を燃やしてくれない…だから

にかみついてくれない…

あたしは家に入れないんだよ

 

対面］」 

ウシがバケツに入った水を

水が火を消してくれない…だから火がこん棒を

をぶってくれない…だから

が家の戸口をふさいだまん

縄をかじっておくれ 縄が

がバケツに入った水を飲んでくれない

火がこん棒を燃やしてくれない…

コブタにかみついてくれない

だからあたしは家に入れ

 

を取っておくれ ネズミが縄をかじっ

劇団オンサンタ

火がこん棒を燃やしてくれな

コブタにかみつ

だからあたし

」 

水が火を消し

こん棒がイヌ

にかみついてくれない…だからコ

あたしは家に入れないんだよ

がバケツに入った水を

火がこん棒を

だからイヌが

が家の戸口をふさいだまん

縄がウシを縛っ

がバケツに入った水を飲んでくれない だから水

火がこん棒を燃やしてくれない…だからこ

にかみついてくれない

あたしは家に入れ

が縄をかじっ

劇団オンサンタ 

火がこん棒を燃やしてくれな

にかみつ

あたし

水が火を消し

イヌ

コ

あたしは家に入れないんだよ

がバケツに入った水を

火がこん棒を

が

が家の戸口をふさいだまん

を縛っ

水

こ

にかみついてくれない

あたしは家に入れ

が縄をかじっ
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語り

ネコ

語り

てくれない

くれない 

くれない…

かみついてくれない…

らあたしは家に入れないんだよ」

語り  「するとネコ

ネコ  「おばあさん

ネズミを取ってあげますよ」

語り  「それならおやすいごよう…おばあさんは

［籠のミルクをネコに渡

とさっそくネズミ

ネズミは驚いて

縄はウシを縛りにかかりました

ウシは水をのみにかかりました

水は火を消しにかかりました

火は棒をやきにかかりました

棒はイヌをぶちにかかりました

イヌはコブタ

コブタは驚いて

そこでおばあさんはやっと自分の家に入ることができましたとさ…

お・し・ま・

てくれない だから縄が

 だから水が火を消してくれない…

くれない…だからこん棒が

かみついてくれない…

あたしは家に入れないんだよ」

ネコがいいました…」

「おばあさん あなたがもっているミルクをわたしに飲ませてくれたら

を取ってあげますよ」

「それならおやすいごよう…おばあさんは

［籠のミルクをネコに渡

ネズミを取りにかかりました…

は驚いて縄をかじりにかかりました

を縛りにかかりました

は水をのみにかかりました

水は火を消しにかかりました

火は棒をやきにかかりました

をぶちにかかりました

コブタをかみにかかりました

は驚いて ピョン…と戸口の中へ入りました…

そこでおばあさんはやっと自分の家に入ることができましたとさ…

・い［おしまいボードを

縄がウシを縛ってくれない

水が火を消してくれない…

こん棒がイヌをぶってくれない…

かみついてくれない…だからコブタ

あたしは家に入れないんだよ」 

がいいました…」 

あなたがもっているミルクをわたしに飲ませてくれたら

を取ってあげますよ」 

「それならおやすいごよう…おばあさんは

［籠のミルクをネコに渡し、ねこは両手で飲む］

を取りにかかりました…

縄をかじりにかかりました

を縛りにかかりました［下手を向く］

は水をのみにかかりました［下手を向く］

水は火を消しにかかりました［下手を向く］

火は棒をやきにかかりました［下手を向く］

をぶちにかかりました［下手を向く］

をかみにかかりました［

ピョン…と戸口の中へ入りました…

そこでおばあさんはやっと自分の家に入ることができましたとさ…

［おしまいボードを見せ

を縛ってくれない 

水が火を消してくれない…だから

をぶってくれない…

コブタが家の戸口をふさいだまんま

あなたがもっているミルクをわたしに飲ませてくれたら

「それならおやすいごよう…おばあさんは ミルクを

ねこは両手で飲む］ネコ

を取りにかかりました… 

縄をかじりにかかりました［下手を向く］

手を向く］… 

手を向く］… 

手を向く］… 

手を向く］… 

手を向く］… 

［下手を向く］…

ピョン…と戸口の中へ入りました…

そこでおばあさんはやっと自分の家に入ることができましたとさ…

せる］」 

劇団オンサンタ

 だからウシが水を飲んで

だから火がこん棒を燃やして

をぶってくれない…だからイヌ

が家の戸口をふさいだまんま

あなたがもっているミルクをわたしに飲ませてくれたら

ミルクをネコにやりました…

ネコはミルクを飲み終わる

手を向く］… 

 

 

 

… 

ピョン…と戸口の中へ入りました… 

そこでおばあさんはやっと自分の家に入ることができましたとさ…

劇団オンサンタ

が水を飲んで

火がこん棒を燃やして

イヌがコブタに

が家の戸口をふさいだまんま だか

あなたがもっているミルクをわたしに飲ませてくれたら

にやりました…

はミルクを飲み終わる

そこでおばあさんはやっと自分の家に入ることができましたとさ…

劇団オンサンタ 

が水を飲んで

火がこん棒を燃やして

に

だか

あなたがもっているミルクをわたしに飲ませてくれたら 

にやりました…

はミルクを飲み終わる

そこでおばあさんはやっと自分の家に入ることができましたとさ…       


