Monkey Vs Crab
Long, long ago, there used to be a crab in a village.
One day she found a rice-ball on the road. On her way
home she had her name called by a monkey, who had
found a seed of the persimmon. He wanted to eat the
rice-ball, so he forced her to change the rice-ball with the seed.
She had planted it in her garden and watered on it every day for several years
until it became a big tree and had many fruits.
Then the monkey came to them and climbed the tree and ate up every fruit.
What is worse, he threw the fruits at her to the best of his power and killed her.
Now her young crabs decided to revenge the monkey for their mother's death.
They asked their friends, a mortar, a bee, a needle, and a chestnut to help their
revenge. While he was out, they hid in each place of his house and waited for the
monkey to come home.
Soon he returned and he sat in front of a hearth to warm himself, when the hot
chestnut jumped out of it at his hip.
"Ouch!"
the monkey ran to an ointment bottle and opened the cover, when the bee flew
out of it and stung him at his shoulder.
"Ouchee!!"
the monkey ran to a water tub, when the young crabs were coming out of the
bottom of it and climbed his body and pulled his hair and skins and ears with
their hands.
"Oucheeee!!!"
the monkey rushed out of the door of the house, when the big
mortar jumped out of the roof on him.
At last the monkey was stamped to death.

○カニは猿をどうやってやっつけたのでしょう。

さるかに合戦
昔、昔あるところにカニが住んでいました。ある日、カニは道でお
むすびを見つけました。家に帰る途中、さるに呼びとめられました。
さるは柿の種を持っていました。さるはおむすびが食べたかったの
で無理やりにおむすびと柿の種を交換してしまいました。
カニは種を庭にまいて毎日水をかけてやりました。数年すると柿の木は大きくなり沢山の実をつ
けました。 ところがさるがやって来て、木に登ると柿を全部食べてしまいました。カニにも柿を
思い切り投げつけ、カニはとうとう亡くなってしまいました。
カニの子供たちがお母さんの復讐に立ち上がりました。友達の臼さんとはちさんと針さんとくり
さんにも応援を頼みました。
猿のいない間に家に隠れると、さるが帰ってくるのを待ちました。
さるは帰ってくると囲炉裏の前に座りました。その時です、焼けたくりが、さるのお尻にはじけ
ました。
「いた。」さるは薬の入った入れ物を開けようとしました。その時
です、はちが飛び出し、さるの肩をさしました。
「いたた。」さるは水がめのところに走りました。 その時です、
カニたちが下から出てきて、さるの体によじ登り, はさみで毛やは
だや耳をつかみました。
「いたたた。」さるは家から飛び出そうとしました。その時です、
大きな臼が屋根から、さるの上に落ちました。さるはぺちゃんこに
なってしまいました。

