
紙芝居 Max’s HALLOWEEN のスクリプト 
 

【1枚目】 
It’s 紙芝居time ! Hello, everyone! Today, we're 
going to look at a story about Max.  
The title is “Max’s HALLOWEEN ” This is Max. 
Today is October 31st. 今日は10月31日、そう 
ハロウィンです。ネコのマックスはどんな 
ハロウィンを過ごすんだろう？楽しみだねえ。 
（子供達にハロウィンについて知って 
いることを聞く。） 

Max put up Halloween decorations.マックスはハロウィンの飾り付けをしました。
ハロウィーンが大好きなんですね。”I love Halloween! “said Max. みんなも言って
みましょう。I love Halloween! 
  
【2 枚目】 
 

（２枚目を半分まで見せる。） 
” I love candies！” 「キャンディ、大好き！」 
マックスはワクワクですね。 
（子供達に Trick or treat について聞く。） 
（２枚目を全部見せる。） 
Someone is at the window. 窓から誰かのぞいている
よ？ Who’s she? 誰だろう？ Yes, she’s a witch. 
Watch out, Max! マックス気をつけてね。みんなも言
ってみましょう。Watch out, Max!  

 
【3 枚目】 

Max went outside.マックスは外に出てみました。 
（ここで、暗やみの中に見えるものは何か子供達に問
う。） 
What are these? これは何だ？ 
 
 
                              

 
 

 
【4 枚目】 

”Oh, it’s so bright! I can’t keep my eyes open!”  
「まぶしい！目を開けてられないよ！」 
These are jack-o’-lanterns. They are very bright. こ
れはジャコランタンだったのです。（子供達の様子を見
て、ジャコランタンも説明する。） 
まぶしいのでマックスは目をつぶりました。目を開ける
と。。。 
 

 



【5 枚目】 
“I see a lot of ghosts. “said Max.「たくさんのゴース
トが見える、、。」  
It’s the witch’s magic. 魔女の魔法のせいだね。 
Do you see ghosts? ゴーストが、見えますか？ 
How many ghosts do you see? いくついるかなあ？ 
（子供達に数えさせる。） 
Okay, let’s count.（一緒に数える。）Yes, there are  
seven ghosts. 

 
 
 
【6 枚目】  

“I see a lot of mummies. ”said Max.             
 
 「たくさんのミイラが見える、、。」 
How many mummies do you see?  
（子供達に数えさせる。） 
Okay, let’s count.（一緒に数える。）Yes, there are 
four mummies. 
 
“I see a vampire. ”said Max.「吸血鬼も見えるよ！」 

 
 
 
【7 枚目】 

“I see a lot of monsters. ”said Max.  
「たくさんのモンスターが見える。」 
How many monsters do you see?  
（子供達に数えさせる。） 
Okay, let’s count.（一緒に数える。）Yes, there are 
six monsters. 
 
“Hello Max!” said a purple monster.  

モンスターがあいさつしてくれたよ。 
モンスターたちと友達になれるかなあ？ 
 
 
【8 枚目】 

 “I see a lot of skeletons. ”said Max. 
「たくさんのスケルトン、骸骨たちが見える。」 
How many skeletons do you see?  
（子供達に数えさせる。） 
Okay, let’s count.（一緒に数える。）Yes, there are 
nine skeletons.  
“I’m scared!” said Max. Max ran. 
やっぱり怖くて、マックスは逃げ出したよ。 

 
 
 
 



【9 枚目】 
Suddenly, a witch appeared in front of Max. マックス
の前に魔女が現れました。She said the magic words. 
呪文を唱えました。 
 “ABRACADABRA,  ABRACADABRA!” 
（子供達と一緒に唱える。） 
魔法をかけられたマックスは、どうなってしまうのでし
ょう？（子供達に聞く。That’s nice!  Good idea! 
等、出された考えをほめる。） 
 

【10 枚目】 
 
Max turned into a vampire!   How scary!   
マックスは吸血鬼になったよ！  恐ろしい！ 
 
（ここで８枚目と比べて、違った点を探させる。） 
Can you find 8 differences between the two 
pictures? ２枚を見比べて違いを探そう。違いは 8 個
あります。（子供達に見つけさせる。） 
 ※違う点は以下の 8 個。  

⒈Max is wearing a hat. 帽子をかぶっている。⒉Max is wearing a cloak. マント
を羽織っている。 ⒊Max is wearing a bow tie. 蝶ネクタイをつけている。⒋Max 
has red eyes.  目が赤い。⒌Max’s eyebrows are slanting upward.  眉毛が上向き
になっている。⒍Max’s fangs are longer. 牙が伸びた。 ⒎Max’s face is blue. 顔
が青い。⒏ There are some bats. コウモリがいる。 
 
 
【11 枚目】 

“I’m scared!”「怖いよ〜！」 
Max took off the cloak and the hat.マックスは、マ
ントと帽子を脱ぎました。Phew! The magic is gone! 
よかった。魔法が解けました。 
”It’s time to go home.” 「家へ帰ろう。」家に向かっ
ていると、仮装した子供達が見えました。Trick or 
Treat! 「おやつをくれないと、いたずらするよ〜。」
と言っていました。 
（子供達の様子を見て Trick or Treat! の説明をす

る。みんなで Trick or Treat!と言ってみる。） 
“I love candies and sweets,,” 「キャンディー やおやつが食べたいなあ。」 
 
 
【12 枚目】 

Max got home. He found candies and sweets. 
家に着いてみると、何と魔女からのプレゼントが。あ
の魔女は、マックスと友達になりたかったのかもしれ
ませんね。”Thank you very much.  I love Halloween! 
“said Max.「ありがとう。ハロウィン大好き！」 
ちょっと怖くて、不思議な紙芝居 
Max’s HALLOWEEN これにて終了-------!  


