
さんびきのこぶた 

おかあさんぶた全 ３びきのこぶた はじまりるよ 

ナレーター１   あるところに おかあさんぶたと３びきの

こぶたが くらしていました。 

ナレーター２   あるひ おかあさんぶたが こどもたちを

よびました。 

おかあさんぶた１ なまけものの おおぶたちゃ～ん 

おおぶた（全）  はーい 

おかあさんぶた２ くいしんぼうの ちゅうぶたちゃ～ん。 

ちゅうぶた（全） はーい 

おかあさんぶた１ はたらきものの ちーぶたちゃ～ん。 

ちぃぶた（全）  はーい 

おかあさんぶた２ みんな おおきくなったから じぶんのい

えを つくりましょう。 

ぶた（全）    はーい 

ナレーター３ おかあさんのところからでていった ３びきの

こぶたはどうしたでしょう。 



おおぶた 1    さあ おうちをつくろう。 

おおぶた 2    なにで つくろうか？ 

おおぶた 3    どうしよう？きめた 

おおぶた 4 かるくて かんたんな わらの おうちにしよう。 

おおぶた（全）  そうしよう さっさっさっ・・・できた。 

 

ちゅうぶた 1   さあ おうちをつくろう。   

ちゅうぶた 2   なにで つくろうか？ 

ちゅうぶた 3   どうしよう？きめた 

ちゅうぶた 4   わらよりも じょうぶな きの おうちに

しよう。 

ちゅうぶた（全） そうしよう トントントン・・・ できた。 

 

ちーぶた 1    さあ おうちをつくろう。 

ちーぶた 2    なにで つくろうか？ 

ちーぶた 3    どうしよう？きめた 

ちーぶた 4    あめにも かぜにも まけない れんがの 

おうちにしよう。 



ちーぶた（全）  そうしよう  よいしょ・・・  できた。 

 

ナレーター１   ３びきのこぶたは すてきな おうちをつ

くりました。 

ナレーター2    そこへ おそろしい おおかみがやってき

ました。 

♪おおかみ  ♪ おれたちはおおかみ くいしんぼうのおおかみ 

いつもおなかが ぺこぺこだから なにかたべた

い なにかたべたい こぶたたべたいな おれ

たちはおおかみ くいしんぼうのおおかみ 

 

おおかみ 1    こんなところに わらのおうちが あるぞ。 

おおかみ 2     くんくんくん こぶたのにおいがするぞ。 

おおかみ 3     トントントン あけてくれ。 

おおぶた１     おおかみだろ。 

おおぶた 2     いやだよ あけるもんか。 

おおかみ（全）   ようし そんなら こんなうち ふきとば 

してやるぞ。 いち にの さん ふ～ 



おおぶた（全）   わぁ～ たすけて～ 

♪おおかみ  ♪ おれたちはおおかみ くいしんぼうのおおかみ 

いつもおなかが ぺこぺこだから なにかたべた

い なにかたべたい こぶたたべたいな おれ

たちはおおかみ くいしんぼうのおおかみ 

おおかみ 1    こんなところに きのおうちが  あるぞ。 

おおかみ 2     くんくんくん こぶたのにおいがするぞ。 

おおかみ 3     トントントン あけてくれ。 

ちゅうぶた１    おおかみだろ。 

ちゅうぶた 2    いやだよ あけるもんか 

おおかみ（全）   ようし そんなら こんなうち ふきとば

してやるぞ。 いち にの さん ふ～ 

ちゅうぶた（全）  わぁ～ たすけて～ 

♪おおかみ  ♪ おれたちはおおかみ くいしんぼうのおおかみ 

いつもおなかが ぺこぺこだから なにかたべた

い なにかたべたい こぶたたべたいな おれ

たちはおおかみ くいしんぼうのおおかみ 



おおかみ 1    こんなところに れんがのおうちがあるぞ。 

おおかみ 2    くんくんくん こぶたのにおいがするぞ。 

おおかみ 3    トントントン あけてくれ。 

ちぃぶた１    おおかみだろ。 

ちぃぶた 2    いやだよ あけるもんか。 

おおかみ（全） ようし そんなら こんなうち ふきとばして

やるぞ。  

いち にの さん ふ～ あれれ？ 

いち にの さん ふ～ あれれ？ 

いち にの さん ふ～ あれれ？ 

おおかみ１    いいことおもいついたぞ いひひひ。 

おおかみ２    えんとつから はいってやれ いひひひ。 

おおぶた３    やった～やった～やった～。 

おおぶた４    おおかみがにげだした。 

ちゅうぶた３   きっと ちがうよ。 

ちゅうぶた４   また もどってくるよ。 

ちぃぶた３    そうだ いいかんがえがあるよ。 



ちぃぶた４     おなべに おゆを わかそう。 

ぶた（全）     だんろに だんろに ひをたこう おなべに お

なべに おゆわかそう だんろに だんろに 

ひをたこう おなべに おなべに おゆわかそ

う ぐらぐら にえろ ぐらぐら にえろ 

おおかみ３     えんとつから はいってやるぞ。 

ぶた（全）     いいとも～ はいってこい。 

おおかみ（全）   いち にの さん 

          あちちちっ たすけてくれ。 

ぶた（全）     わぁい わぁい いっちゃった。 

          おおかみ いっちゃった。 

 

ナレーター３    おなべにとびこんだ おおかみは おお

やけどをしてもりに にげていきました。 

 

ナレーター（全）  そして さんびきのこぶたは れんがのい

えでいつまでも なかよく くらしました。 

 

 



♪こぶた（全） おおかみ はしってにげてった びっくりぎょうにげ

った  のはらはしずかになりました のんびり の

んびり くらそうよ れんがのおうちはすてきだな  

ぼくらの おうちはすてきだな   

 

♪全員でうた  おおかみ はしってにげてった びっくりぎょうに

げった  のはらはしずかになりました のんびり 

のんびり くらそうよ れんがのおうちはすてきだな  

ぼくらの おうちはすてきだな  

 

 

おわり 
 

 

     

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 


