
ブレーメンのおんがくたい 
 

ナレーション１       ここは、ちいさなぼくじょうです。ちょうどいま、あさごはんのじかんです。 

                でも、ろばだけ あさごはんがもらえません。 

 

ろば             おなかがすいたな～。ぼくも（わたし）たべたいな。 

 

やぎ             はたらけないものには「あさごはんはあげない！」って いってたよ。 

 

ろば             さいきんおもいにもつがはこべなくて  いいことおもいついた！ 

 

うし              ろばくん（さん） なにを おもいついたの？ 

 

ろば             ブレーメンへいっておんがくたいにはいります。 

 

ぶた             ブレーメンは すごく とおいし あぶない ところも たくさんあるよ。 

 

ろば             ぼく（わたし） さいきょうだから  だいじょうぶ！ 

 

あひる            ろばくん（さん）ならだいじょうぶだね。がんばってね。 

 

ろば             みんな、ありがとう。さようなら。 

 

               ♩音楽に合わせて やぎ・うし・ぶた・あひるが退場します。 

 

ナレーション２      ろばが とぼとぼ あるいていくと げんきがない いぬがいました。 

 

ろば            ねえねえ どうして げんきがないの？ 

 

いぬ            さいきん とりを つかまえられなくて いえから おいだされたんだ。 

 

ろば            ぼく（わたし）といっしょにブレーメンにいこう！ 

 

いぬ            ブレーメンにいきます。 

 

ろば・いぬ        ♩うた１  （ナレーションも登場して お手伝い） 

 

 

ナレーション３      しばらく あるいていくと つぎに げんきがない ねこにあいました。 

 

いぬ            ねえねえ どうして げんきがないの？ 



ねこ            さいきん ねずみを つかまえられなくなって いえから おいだされたんだ。 

 

いぬ            ぼくたち（わたし）といっしょにブレーメンにいこう！ 

 

ねこ            ブレーメンにいきます。 

 

ろば・いぬ・ねこ     ♩うた１ （ナレーションも登場して お手伝い） 

 

 

ナレーション４      しばらく あるいていくと つぎに げんきがない にわとりにあいました。 

 

ねこ            ねえねえ どうして げんきがないの？ 

 

にわとり         さいきん あさはやく おきれなくなって いえから おいだされたんだ。 

 

ねこ            ぼくたち（わたし）といっしょにブレーメンにいこう！ 

 

にわとり          ブレーメンにいきます。 

 

ろば・いぬ・ねこ・にわとり    ♩うた１ （ナレーションも登場して お手伝い） 

 

 

ナレーション１       こうして４にんは、ブレーメンのまちをめざしてむかいました。 

 

やぎ             きみたち いつからなかよしに なったんだい？ 

 

ろば             ついさっき なかよしに なったよ 

 

うし              ブレーメンへ いくのは やめたの？ 

 

いぬ             いまから いく ところだよ 

 

ねこ             きみたちもいっしょに ブレーメンにいかないかい？ 

 

ぶた             ブレーメンはとおいから、やめとくよ。 

 

にわとり           ざんねんです。 

 

あひる            きをつけてね   じゃ、おげんきで。 

 

ナレーション２       ４にんは がんばって あるきましたがブレーメンにつくまえに 

                くらくなってしまいました。 



ろば              くらくなっちゃったね。 

 

いぬ              ぼく（わたし）もうあるけない。 

 

ねこ              あ～あ。おなかすいたなぁ。 

 

にわとり           そういうときは、あたまのなかで たべているところをかんがえるのよ。 

 

ねこ              にわとりさん すごい！  さかな…さかな…さかな 

 

にわとり            ねえ！みんな！ あそこに あかりがみえるよ！ 

 

ろば              やったー いえがあるんだ！ 

 

ねこ              どうかそのいえに、さかながありますように 

 

いぬ              どうかそのいえに、にくがありますように 

 

にわとり            みんな はやく  いこうよ。 

 

ろば              どんなひとが すんでいるかわからないから そっといこう。 

 

ナレーション３        いえにちかづくと なかから はなしごえがきこえてきました。 

テーブルにはごちそうが たくさんありました。 

 

ねこ              ねえ おさかながあるよ 

 

いぬ              にくも たくさんあるよ 

 

にわとり            しずかに  なんかへんだよ。 

 

ろば              なにが？ 

 

いぬ              たべてるひとだよ。 

 

ねこ              なんかへんなはなしをしているね。 

 

こぶん１           おやぶん ぬすんだ おかねをわけましょうよ。 

 

おやぶん          まあまあ あわてるな。 

 

こぶん２           ところで おれ（わたし）は いくらもらえるんですか？ 



 

こぶん３           きょうはたくさんぬすんだから たくさんくださいね。 

 

おやぶん          いくらぬすんだか まだ かぞえてないんだぜ。 

 

こぶん４            じゃあ おれ（わたし）が かぞえます。 

 

おやぶん          そんなことは、あしただ！きょうは たくさんたべて たくさんのんで  

たくさんうたおうぜ！ 

 

どろぼう              ♪うた２ 

 

いぬ             こいつらどろぼうだ。 

 

ねこ             やつけてしまおう 

 

にわとり           どうしたらいいかなぁ～。 

 

ナレーション４       ４にんは あつまって そうだんを はじめました。 

 

ろば             いいこと おもいついたぞ。 

 

いぬ             なにを おもいついたの。 

 

ねこ             いいね おもしろそう！ 

 

にわとり           よし はじめよう しずかにね。 

 

 

ナレーション１   ろばがひざまづくと、ろばのうえにいぬがのって、いぬのうえに 

            ねこがのって、ねこのうえに にわとりがのりました。 

 

ろば         みんな、こんどは おおきなこえをだしてさけぶんだ いくぞ！ 

 

ろば         ひひーん  ひひーん！！ 

 

いぬ         わんわん  わんわん！！ 

 

ねこ         にゃー  にゃー！！ 

 

にわとり      こここ こけこっこー！！！ 

 



こぶん１      ぎゃあ、ゆうれいだ！ 

 

こぶん２      ちがう！おばけだ！ 

 

こぶん３      ちがうちがう！かいじゅうだ？？ 

 

こぶん４      ちがうちがうちがう！うちゅうじんだ！ 

 

こぶん１      とにかくにげましょう。ねっ！おやぶん！ 

 

おやぶん     にげるとは なにごとだ。たたかえ！！ 

 

こぶん２      じょうだんじゃない！たたかうならおやぶんどうぞ。 

 

おやぶん     わしはさきににげる。だれかたたかえ。 

 

こぶん１２３４  おれがいきます（１） おれがいきます（２） おれがいきます（３） おれがいきます（４） 

 

おやぶん    そしたら わしが いく 

 

こぶん１２３４  どうぞ どうぞ 

 

おやぶん    やっぱりわしはにげる 

 

こぶん３     そんなばかな！ 

 

こぶん４     おやぶ～ん！ 

 

ナレーション２  どろぼうたちは ぬすんだかねもそのままに、にげていきました。 

 

ろば        やったーー！だいせいこう！ 

 

いぬ        おなかがすいてたのを きゅうにおもいだした 

 

ねこ        ごちそうを いただくことにしよう。 

 

にわとり      いっただきまーす！ 

 

ナレーション３   ４にんは、きょうはじめてのごはんを おなかいっぱいたべました。 

 

ろば         きょうから このいえで いっしょにくらさないか？ 

 



いぬ         ぼく（わたし）はいいけど、ブレーメンへいくはなしはどうなるの？ 

 

ろば         おんがくたいに はいるのは やめよう。 

 

ねこ         はいるのやめるの？ 

 

ろば         この４にんで おんがくたいをつくるんだ！ 

 

にわとり      すてき！ぼく（わたし）は さんせいよ！ 

 

ナレーション４     ４にんがれんしゅうをはじめると、もりのなかまたちが、あつまってきました。 

 

やぎ           すてきなおんがくですね。 

 

うし            とても じょうずだね。 

 

ぶた           わたしたちにもきかせてください。 

 

あひる          ぜひきかせてください。 

 

ろば           もりのみなさん、ようこそ！   ぼく（わたし）たちのきょくをきいてください！ 

 

どうぶつたち           うた１♪ 

 

               （ぜんいんとうじょう） 

 

ぜんいん             うた３♪  

 

お わ り 

※歌の歌詞 

 

うた１   ブレーメンへいこうよ  なかよくいこうよ    ブレーメンは とおいけど 

       みんなで おんがくたいに はいろうよ  みんなで たのしい ブレーメンのおんがくたい 

 

うた２    おれたち どろぼう   ゆうめいな どろぼうさ 

       おかねやたべもの ぬすもうぜ ５にんの てんさい どろぼうさ 

 

うた３   おんがくたい おんがくたい  みんなでおんがくたい 

       ブレーメン ブレーメン    ブレーメンのおんがくたい 

       みんなで   なかよく    くらします 

 


