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むかしむかし　とおいジャングルに　１わと 2とうのどうぶつがいました。
とりのバーディ、シマウマのジギー、カバのヘンリーです。バーディはコンドルがこわく、

ジギーはライオンをおそれ、ヘンリーはワニにおびえていました。
かれらはいつもにげたりかくれたりしていました。
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I can’ t live without you!    1
あなたなしでは生きられない！　１

Once upon a time, in a jungle far away. There were 3 friends who lived in fear.
A bird called Birdy, a zebra called Ziggy and a hippo called Henry.
Birdy was scared of the condor, 
Ziggy was scared of the lion, and Henry was scared of the crocodile.
They were always running and hiding from their enemies.

どうやって読むの？
QRコードを読むと

音声ファイルが聞けます



One day Birdy, Ziggy, and Henry were together.
When all of a sudden Birdy shouted. "I have an idea!"
"What is it?" Ziggy and Henry asked.
" Let's help each other and we can be safe! ", Birdy said.
And they both agreed. So ,they decided to help each other whenever their 
enemies find them.
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I can’ t live without you!    2
あなたなしでは生きられない！　2
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ある日、バーディとジギーとヘンリーは一緒にいました。
突然バーディは思い付いたように叫ぶのです。「いいアイデアがあるぞ！」

「それはなんだい？」ジギーとヘンリーがたずねます。
「おたがいをたすけあおう。そうすればいつでも安全さ。」　バーディはこういいました。

ヘンリーもジギーもだいさんせい。　それからかれらは、てきにみつかりそうな時は
助け合う事にしたのです。

ひ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　いっしょ

とつぜん　　　　　　おも　  つ　　　　　　　　さけ　

あんぜん

とき

たす　 あ　　こと

お母さんの前で読んだら
花マルをもらおう！



お母さんの前で読んだら
花マルをもらおう！

ある日、コンドルが鳥のバーディを見つけました。カバのヘンリーは口をあけ、
バーディはその中に逃げました。ヘンリーが口を閉じるとなんとバーディは

見えなくなり、コンドルはバーディを見失ってしまいました。
とある日、ライオンはシマウマのジギーを探していました。するとバーディはライオンを見つけ

「ライオンが来ているよ！」とジギーに教えてあげるのです。
するとジギーはライオンに見つかる前に隠れる事ができました。
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あなたなしでは生きられない！　3
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When the condor saw Birdy, Henry opened his mouth and Birdy flew inside.
Then Henry closed his mouth so the condor couldn't find Birdy.
When the lion was looking for Ziggy, Birdy was flying and found the lion.
Birdy told Ziggy where the lion was so Ziggy could hide himself.

ひ　　　　　　　　　とり　　　　　　　　　み　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　くち

なか　に　　　　　　　　　　　　　　　くち　　と

み　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　みうしな

ひ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　さが　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　み

き　　　　　　　　　　　　　　　　おし

み　　　　まえ　　かく　　こと　　　　　　　　　　　　　　



When the crocodile was looking for Henry, Ziggy pulled up a lot of 
grass with his teeth and covered Henry's with it. 
Henry became a big green bush so the crocodile couldn't find him. 
From then on, they were always safe because they helped each other!

お母さんの前で読んだら
花マルをもらおう！

ある日　ワニはカバのヘンリーを探していました。するとシマウマのジギーは
自分の歯で沢山の草を引っこ抜きヘンリーの体を覆いました。

するとなんという事でしょう！ヘンリーの体は草だらけで大きな茂みのようになり
大きな体も見えなくなってしまいました。

この様に彼らは助け合う事で　おそわれる事なく平和に暮らしました。
あなたにもおともだちがいますよね？

お友達がこまっている時は助け合いましょう！
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ひ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　さが

じぶん　　　は　　　たくさん　　くさ　　ひ　　　　　ぬ　　　　　　　　　　　　からだ　おお　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

こと　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　からだ　くさ　　　　　　　　おお　　　　しげ

おお　　　からだ　　み

よう　　かれ　　　　たす　　あ　　　こと　　　　　　　　　　　　　　こと　　　　へいわ　　　く

ともだち　　　　　　　　　　　　　　とき　　たす　　あ



お母さんの前で読んだら
花マルをもらおう！

ある日、北風は太陽に聞きました。　「やあ、太陽、この世界で誰が一番強いと思う？」

太陽は答えました。「フム、私には分からないなぁ。君は誰か知っているのかい？」

北風はこう返事をしました。「他に誰がいるのさ。僕に決まってる！」

「信じられないのなら試してみよう。」　そう言うと、北風は道を歩いている男を指さしました。
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The North wind and the Sun 1
北風と太陽　 1

One day, the North Wind asked the Sun.
"Hey, Sun! Who do you think is the strongest in the world?"
The Sun answered, "Well, I don't know. Do you know who?" 
The North Wind replied, " Who else would it be? It's me!" 
 "If you don't believe me, let's try and see." 
He pointed at the man walking down the road.

One day, the North Wind asked the Sun.
"Hey, Sun! Who do you think is the strongest in the world?"
The Sun answered, "Well, I don't know. Do you know who?" 
The North Wind replied, " Who else would it be? It's me!" 
 "If you don't believe me, let's try and see." 
He pointed at the man walking down the road.
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　　　　　　　ひ　　きたかぜ　たいよう　き　　　　　　　　　　　　　　　　　たいよう　　　　　せかい　　だれ　いちばんつよ　　　おも

　　　　　たいよう　こた　　　　　　　　　　　　　　わたし　　　わ　　　　　　　　　　　　きみ　だれ　　し　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　きたかぜ　　　　　へんじ　　　　　　　　　　　ほか　だれ　　　　　　　　　　　ぼく　き

　しん　　　　　　　　　　　　　　ため　　　　　　　　　　　　　　　い　　　　　　きたかぜ　みち　ある　　　　　　　おとこ ゆび
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"Let's make a bet. Either I or you who can take his jacket off wins." 
said the North Wind. " I’ ll go first." and started to blow as hard as he could.  
The man said, "What happened? The wind is strong all of a sudden!"
The man held onto his jacket tightly.
The North Wind blew harder and harder.
But the man held onto his jacket tighter.

"Let's make a bet. Either I or you who can take his jacket off wins." 
said the North Wind. " I’ ll go first." and started to blow as hard as he could.  
The man said, "What happened? The wind is strong all of a sudden!"
The man held onto his jacket tightly.
The North Wind blew harder and harder.
But the man held onto his jacket tighter.

「ぼくとかけをしよう。あの男のジャケットを脱がせたほうの勝ちだ。」

北風は言いました。「僕が先に行くぞ！」そしてとても強く息を吹き始めました！

男はおどろいて言いました。「何がおこったんだ？風が急に強くなってきた。」

そういうとジャケットを強くつかむのです。北風はさっきよりももっと強く吹きました。

しかし男は北風が強く吹けば吹くほど、ジャケットを強くつかむのでした。

The Northwind and the Sun 2
きたかぜとたいよう 2

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　おとこ　　　　　　　　　　ぬ　　　　　　　　　　か

　　　きたかぜ　い　　　　　　　　ぼく　さき　　い　　　　　　　　　　　　　　　つよ　いき　ふ　　はじ

　　　　おとこ　　　　　　　　  い　　　　　　　　 なに　　　　　　　　　　　かぜ　きゅう  つよ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　つよ　　　　　　　　　　　きたかぜ　　　　　　　　　　　　　　つよ　　ふ

　　　　　　　　　おとこ  きたかぜ　つよ　 ふ　　     ふ　　　　　　　　　　　　　　　つよ



"Oh, I cannot blow anymore. "  
The North Wind gave up. 
"If I cannot take his jacket off, how can you do it?" 
The North Wind asked The Sun.
"Okay then, it's my turn now."
The Sun gently smiled and started to beam.
"Wow, the wind is gone." The man looked up at the sky and smiled.

"Oh, I cannot blow anymore. "  
The North Wind gave up. 
"If I cannot take his jacket off, how can you do it?" 
The North Wind asked The Sun.
"Okay then, it's my turn now."
The Sun gently smiled and started to beam.
"Wow, the wind is gone." The man looked up at the sky and smiled.
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お母さんの前で読んだら
花マルをもらおう！

「もうだめだ。もうふけないよ。」北風はあきらめました。
「僕があの男のジャケットを取ることができないんだ。君にできるわけなんてないよ。」

北風がそう言うと太陽は「じゃあ、次は私の番だね。」
といってやさしくほほえみ、かがやきだしました。「おお、風はもうなくなった。」

男はみあげて笑顔になりました。
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　きたかぜ

　ぼく　　　　おとこ　　　　　　　　　　　と　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　きみ

　　　　　　　　　　　　きたかぜ　　　　　い　　　　たいよう　　　　　　　　　　つぎ　わたし　ばん

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　かぜ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　おとこ　　　　　　　　えがお
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花マルをもらおう！

「でも暑すぎるぞ！」男は顔に汗をかいています。
太陽はほほえんでさらに明るくてらします。

「ああ、暑すぎる！」男はとうとうジャケットをぬぎすてました。
太陽はそれを見て、「私の勝ちだね。」「君は恥をかいたね。」と笑いました。

北風は恥ずかしくなり遠くへ逃げて行きました。
無理やり相手を動かそうとするのではなく、太陽のように

相手の気持ちを考えると自然と相手の心を動かすことができるんですね。
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The Northwind and the Sun 4
きたかぜとたいよう 4

　　　　　　　　　　　　　　　あつ　　　　　　　　　　おとこ　かお　あせ

　　　　　　　　　　　　　たいよう　　　　　　　　　　　　　　　あか

　　　　　　　　　　　あつ　　　　　　　　おとこ　　　　　

　たいよう　　　　　　　み　　　　わたし　か　　　　　　　　　きみ　　はじ　　　　　　　　　　　　わら

　　　　　　　　　　　　きたかぜ　は　　　　　　　　　　　とお　　　に　　　　い

　　　　　　　　むり　　　　　あいて　うご　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　たいよう

　　　あいて　　きも　　　　　かんが　　　　しぜん　　あいて　こころ　うご

"But it's too hot!" the man exclaimed as he began to sweat.
The Sun smiled even more and shone brighter.
"That's it!  I can't take it any longer" 
he said and finally took off his jacketand threw it down.
The Sun saw him and said to the North wind 
"I won! You embarrassed yourself."
The North wind was so ashamed 
that he blew himself away.



どうやって読むの？
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お母さんの前で読んだら
花マルをもらおう！
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あるところにうさぎとかめがいました。　うさぎは速く走ることができ、かめはゆっくりあるきます。
ある日、うさぎはかめにこう言いました。　「やあ、君はなんておそいんだ。」

「池にたどりつくまで１年はかかるんじゃないか。」かめは言いました。「そうだね。君は速いね。」
「でももし僕たちが勝負をしたら、僕は勝てると思うよ。」
うさぎは信じられなくて、かめに向かって笑いました。

The Rabbit and the turtle 1
うさぎとかめ　1

There is a rabbit and a turtle. The rabbit runs fast and the turtle walks slowly.
One day, the rabbit says to the turtle, “Hey, you are so slow."
"It will take a year before you get to the pond.”
The turtle says “Yes, you are fast."
"But if we do a race I think I can win."
The rabbit can`t believe it.
He laughs at the turtle.

There is a rabbit and a turtle. The rabbit runs fast and the turtle walks slowly.
One day, the rabbit says to the turtle, “Hey, you are so slow."
"It will take a year before you get to the pond.”
The turtle says “Yes, you are fast."
"But if we do a race I think I can win."
The rabbit can`t believe it.
He laughs at the turtle.

                                                                                                                                                                                                               はや　はし

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ひ                 　　　　　　　　　　　   い                          　　　　　　　　きみ
　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　いけ　　　　　　　　　　　　　ねん　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   い                                                             　  きみ     はや

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ぼく           　しょうぶ　　　　　　　ぼく 　か　　　　  おも

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  しん                                                                 む                  わら
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The Rabbit and the turtle 2

うさぎとかめ　2

The rabbit and the turtle decide to have a race.
They ask the fox to watch them as they race to the pond.
The rabbit runs fast and the turtle is left behind.
The rabbit cannot see the turtle anymore.
He says to himself, “Hmmmm.. turtle is too slow.”
“He is still near the starting line.” 
The rabbit goes to sleep under a tree because he is tired.
The turtle keeps on walking slowly to get to the pond.

お母さんの前で読んだら
花マルをもらおう！
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うさぎとかめは競争をする事にしました。キツネに審判を頼み、
池までどちらが先に着くかを見てもらうのです。　うさぎはとても速く走りかめはおいてけぼり。
うさぎはかめが見えない所まであっという間に来てしまいました。
うさぎはこう言いました。「フムムム、かめはおそすぎるね。」「まだあいつはスタート地点にいるだろう。」
うさぎはすこし疲れたので木陰で昼寝を始めました。かめはゆっくりでも歩き続けました。

うさぎとかめは競争をする事にしました。キツネに審判を頼み、
池までどちらが先に着くかを見てもらうのです。　うさぎはとても速く走りかめはおいてけぼり。
うさぎはかめが見えない所まであっという間に来てしまいました。
うさぎはこう言いました。「フムムム、かめはおそすぎるね。」「まだあいつはスタート地点にいるだろう。」
うさぎはすこし疲れたので木陰で昼寝を始めました。かめはゆっくりでも歩き続けました。

み　　　　　　　　ところ　　　　　　　　　　　　　　　　　ま　　　　き

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　きょうそう　　　　　　　こと　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　しんぱん　　　たの

いけ　　　　　　　　　　　　　　　さき　　　つ　　　　　　　　　み　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　はや　　　はし

つか　　　　　　　　　　　こかげ　　　ひるね　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ある　　　つづ



どうやって読むの？
QRコードを読むと

音声ファイルが聞けます
The Rabbit and the turtle 3

うさぎとかめ　3

The turtle keeps walking. He doesn't want to give up.
Slowly, he passes the field. Slowly, he passes a hill.
Slowly, he also passes a tree.
 The turtle keeps walking, even if he's very tired.
He will not take a rest. He has a race to win.

The turtle keeps walking. He doesn't want to give up.
Slowly, he passes the field. Slowly, he passes a hill.
Slowly, he also passes a tree.
 The turtle keeps walking, even if he's very tired.
He will not take a rest. He has a race to win.

お母さんの前で読んだら
花マルをもらおう！
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かめは歩き続けます。　かめはあきらめません。
ゆっくりと草原を歩いていきます。　ゆっくりと丘を登っていきます。
ゆっくりと木の間を抜けていきます。
かめは歩き続けます。どんなに疲れていても。
かめは休みません。　なぜならかめには勝たないといけない競争があるからです。

かめは歩き続けます。　かめはあきらめません。
ゆっくりと草原を歩いていきます。　ゆっくりと丘を登っていきます。
ゆっくりと木の間を抜けていきます。
かめは歩き続けます。どんなに疲れていても。
かめは休みません。　なぜならかめには勝たないといけない競争があるからです。

やす　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　か　　　　　　　　　　　　　　　　　きょうそう

ある　　つづ　　　　　　　　　　　　　　　　つか

　　き　　あいだ　　ぬ

そうげん　　ある　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　おか　　のぼ

ある　　つづ
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The Rabbit and the turtle 4

うさぎとかめ　4

The rabbit wakes up. "Wow, that was a good sleep, and a good dream, too."
He goes to the top of the hill and looks back at the turtle.
He can't find the turtle anywhere.
He looks near the field, the turtle is not there.
He looks at the bottom of the hill, the turtle is not there.
He looks near the pond.... Oh no!
The turtle is almost at the finish line!
He runs as fast as he can, but it was too late. 
The turtle gets to the pond first and smiles at the rabbit.

The rabbit wakes up. "Wow, that was a good sleep, and a good dream, too."
He goes to the top of the hill and looks back at the turtle.
He can't find the turtle anywhere.
He looks near the field, the turtle is not there.
He looks at the bottom of the hill, the turtle is not there.
He looks near the pond.... Oh no!
The turtle is almost at the finish line!
He runs as fast as he can, but it was too late. 
The turtle gets to the pond first and smiles at the rabbit.

うさぎはめをさましました。「うーん、気持ちよかった。いい夢も見れたなぁ。」
うさぎは丘の上に行きかめをふりかえりました。
しかしかめは見つかりません。
そこで草原をみおろしましたがそこにもいません。
つぎに丘の下を見ましたがそこにもいません。
うさぎは池の方を見るとなんと！
かめはもうゴール近くではありませんか！
うさぎは精一杯走りましたがすでにおそく
かめは池に着きゴールからうさぎに笑いかけるのでした。

うさぎはめをさましました。「うーん、気持ちよかった。いい夢も見れたなぁ。」
うさぎは丘の上に行きかめをふりかえりました。
しかしかめは見つかりません。
そこで草原をみおろしましたがそこにもいません。
つぎに丘の下を見ましたがそこにもいません。
うさぎは池の方を見るとなんと！
かめはもうゴール近くではありませんか！
うさぎは精一杯走りましたがすでにおそく
かめは池に着きゴールからうさぎに笑いかけるのでした。

きも　　　　　　　　　　　ゆめ　み

み

おか　うえ　い　　　　

そうげん

ちか

いけ　ほう　　み

おか　した　　み

いけ　　つ　　　　　　　　　　　　　　　　　わら

せいいっぱいはし
お母さんの前で読んだら
花マルをもらおう！
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Three Little Pigs 1
さんびきのこぶた　1

お母さんの前で読んだら
花マルをもらおう！

Once, there were three little pigs building their own houses.
The first and second little piggies were lazy so the first piggy built his house from straw and
the second piggy built his house from sticks.  
The third little piggy was patient and careful.  He built his house from bricks.
One day, a big, bad wolf came knocking on the first piggy’ s house and said, 
“Little pig, little pig, let me in.” 
“Not by the hair on my chinny chin, chin” , the piggie replied.
“Then I’ ll huff, and I’ ll puff, and I’ ll blow your house down,’’ the wolf growled. 
The wolf blew so hard and the house blew down. 

ある所に、三匹の子豚がいました。　それぞれ自分の家を建てたのですが
一匹目と二匹目の子豚はとってもなまけもの、わらの家、木の家をつくりました。
三匹目の子豚はとてもしんぼう強く注意してレンガの家のつくりました。
ある日、大きくて悪そうなオオカミが一匹目のわらの家に。
「子豚ちゃん、子豚ちゃん、中に入れておくれ。」「そんな事しないよ。」子豚は返します。
「じゃあ、俺様の息で吹き飛ばしてやる！」
オオカミはすごんで、大きく一息。オオカミの息はなんとわらの家を吹き飛ばしてしまいました！

おお　　　　ひといき　　　　　　　　　　　　いき　　　　　　　　　　　　　　いえ　　　ふ　　と

おれさま　いき　　ふ　　　　と

こぶた　　　　　　　　　こぶた　　　　　　　　　なか　　い　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　こと　　　　　　　　　　　こぶた　　　かえ

ひ　　　おお　　　　　　わる　　　　　　　　　　　　　　　　いっぴきめ　　　　　　　　　いえ

さんびきめ　　　こぶた　　　　　　　　　　　　　　　　つよ　　　ちゅうい　　　　　　　　　　　いえ

いっぴきめ　　にひきめ　　　　こぶた　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　いえ　　き　　　いえ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ところ　　　　さんびき　　こぶた　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　じぶん　　　いえ　　た
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さんびきのこぶた　2
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いちばんうえ　　　　にい　　　　ぶた　　いそ　　　　にばんめ　　　　ぶた　　いえ　　　　はし

The first little piggy ran so fast to the second piggy’ s house.
The big bad wolf came running after the first piggy.
He then knocked on the second piggy’ s house which was made from sticks. 
“Little pigs, little pigs, let me in.” growled the wolf. 
“Not by the hair on our chinny chin, chins,” the piggies shouted. 
“Then I’ ll huff, and I’ ll puff, and I’ ll blow your house down,” the wolf growled again. 
The wolf blew so hard and blew the second piggy’ s house down.

一番上のお兄さん豚は急いで二番目の豚の家へと走りました。

おおきなオオカミは豚をおいかけました。

そして二番目の豚の木の家のドアをノックするのです。

「子豚ちゃん子豚ちゃん、中に入れておくれ。」　オオカミはうなります。

「いやだよ絶対に入れないよ。」

じゃあ、俺様の息で吹き飛ばしてやる！」

オオカミはすごんで、大きく一息。オオカミの息はなんと木の家を吹き飛ばしてしまいました！

いちばんうえ　　　　にい　　　　ぶた　　いそ　　　　にばんめ　　　　ぶた　　いえ　　　　はし

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　おお　　　　ひといき　　　　　　　　　　　　いき　　　　　　　　き　　　いえ　　ふ　　　と　　　　　　　　

　　　　　　　　おれさま　　いき　　ふ　　　と

　　　　　　　　　ぜったい　　い

　こぶた　　　　　　　こぶた　　　　　　　　　なか　　い

　　　　　　にばんめ　　　　ぶた　　き　　　いえ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　ぶた
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The two piggies ran so fast to the third piggy’ s house.
The big bad wolf knocked on the third piggy’ s house that was made of bricks. 
“Little pigs, little pigs, let me in.” growled the wolf. 
“Not by the hair on our chinny chin, chins,” the three piggies cried. 
“Then I’ ll huff, and I’ ll puff, and I’ ll blow your house down,” the wolf growled again. 
Then he blew so hard but he could not blow the house down.

つよ　　いき　　ふ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　いえ

おれさま　　いき　　ふ　　　と

ぜったい　　い

こぶた　　　　　　　　こぶた　　　　　　　　　なか　　い

おお　　　　　　　　　　　　　　さんばんめ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　いえ

にひき　　　こぶた　　　　　　　　　　　さんばんめ　　　こぶた　　　いえ　　に　　　こ

二匹の子豚はあわてて三番目の子豚の家に逃げ込みました。

大きなオオカミは三番目の、レンガでできた家のドアをノックしました。

「子豚ちゃん、子豚ちゃん、中に入れとくれ。」

「いやだよ絶対に入れないよ。」

「じゃあ、俺様の息で吹き飛ばしてやる！」

オオカミは強く息を吹きかけましたが、レンガの家はびくともしません。

二匹の子豚はあわてて三番目の子豚の家に逃げ込みました。

大きなオオカミは三番目の、レンガでできた家のドアをノックしました。

「子豚ちゃん、子豚ちゃん、中に入れとくれ。」

「いやだよ絶対に入れないよ。」

「じゃあ、俺様の息で吹き飛ばしてやる！」

オオカミは強く息を吹きかけましたが、レンガの家はびくともしません。
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お　　　　　さけ

もど　　　　く　　　こと　　　　　　　　きょうだい　　　　　しあわ　　　く

こんど　　　がんじょう

ひきめ　　　　　ひきめ　　　こぶた　　　　　　　いちど　じぶんたち　　　いえ　　つく　　なお

えんとつ　　のぼ　　に

びき　　こぶた　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゆ　　　ようい

やね　　　　のぼ　　えんとつ　　　お

　　　　　　　　　　　　いえ　　はい　　べつ　　ほうほう　　おも　　　つ　

He found another way to enter the house.
He climbed up the roof and went down the chimney.
The three little pigs prepared a pot of boiling water for him at the bottom.
"Yeeooow!" the wolf yelled as he fell into the boiling water.
He climbed up the chimney again and ran away.
The first and second little piggies built their homes again. but this time with strong bricks.
The wolf never came back and they lived happily ever after.

He found another way to enter the house.
He climbed up the roof and went down the chimney.
The three little pigs prepared a pot of boiling water for him at the bottom.
"Yeeooow!" the wolf yelled as he fell into the boiling water.
He climbed up the chimney again and ran away.
The first and second little piggies built their homes again. but this time with strong bricks.
The wolf never came back and they lived happily ever after.

オオカミは、家に入る別の方法を思い付きました。

屋根に登り煙突を降りたのです。

３匹の子豚はなべにあつあつのお湯を用意しました。

「ぎゃああああ！」　オオカミはなべに落ちて叫びました。

あわてて煙突を登り逃げていきました。

１匹目と２匹目の子豚はもう一度自分達の家の造り直しました。

今度は頑丈なレンガでね。

オオカミが戻って来る事はなく、兄弟たちは幸せに暮らしましたとさ。
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ひとびと　　　　　　　　いじわる　　　　おうさま　　　　　に　　　　ほうほう

わたしたち　　　　　　　　　　　　　　　　　　い　　とお　　　　　　　　　　　　　　　ひとびと　さけ

まえ　　　　　　　　　　　　わたし　　い　　こと　　　き　　　　　　　　　　　おうさま　　　　　　い

ひとびと　　しはい　　　　　　　　　　　きょじん　　おそ

きょじん　　おうさま　　　　　　　　わる　　　　　　　　　　こわ　　おうさま

むかし　　　　　ところ　　いじわる　　　　おうさま　　　　　　　　　　　　　　おうさま　　きょじん

There was once a wicked King. He was a giant man.
The King's Giant was bad. He was very scary.
The King ruled the people. Because everyone was afraid of the Giant.
“All of you must follow my rules!" , the King said.
“Yes our King, we will do everything you say” , the people shouted.
The people didn’ t know what to do to escape from the wicked King.

There was once a wicked King. He was a giant man.
The King's Giant was bad. He was very scary.
The King ruled the people. Because everyone was afraid of the Giant.
“All of you must follow my rules!" , the King said.
“Yes our King, we will do everything you say” , the people shouted.
The people didn’ t know what to do to escape from the wicked King.

その昔、ある所に意地悪な王様がいました。　王様は巨人でした。
巨人の王様はとても悪く、とても怖い王様でした。
人々を支配し、みんな巨人を恐れていました。
「お前たちはみんな私の言う事を聞くのだ！」王様はそう言いました。
「はい、私達はなんでもあなたの言う通りにします！」人々は叫びました。
人々にはこの意地悪な王様から逃げる方法がなかったのです。

その昔、ある所に意地悪な王様がいました。　王様は巨人でした。
巨人の王様はとても悪く、とても怖い王様でした。
人々を支配し、みんな巨人を恐れていました。
「お前たちはみんな私の言う事を聞くのだ！」王様はそう言いました。
「はい、私達はなんでもあなたの言う通りにします！」人々は叫びました。
人々にはこの意地悪な王様から逃げる方法がなかったのです。
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ひとびと　　きょじん　　おうさま　　　　じゆう　　　　　　　　　　　おも

ゆうしゃ

わ　　　　　　　　　　　　　　ひとびと　　な　　　　　　　　　い

きょじん　　おお　　　　くら　　どうくつ　　す　　　　　　　　　　　　　　ひとり　　　い　　　　　　　きけん

きょじん　　み　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　おうさま　　ひめ            あ

わたしたち　きょじん　　　　に　　　　だ

わたし　　　みな　　　　　　きょじん　　　おうさま　　　すく　　　　　　　　　　　たた

ひめ　　い

There was a hero named David who wanted to free the people
from the bad King.
“I am David and I will do my best to free you all from the King” he said.
“Please help us! We want to escape from the King but we don’ t know what to do” the people cried.
He met the King ‘s daughter and asked for help to find the Giant.
“The King lives inside a big and dark cave. 
Its not safe to go inside by yourself” said the King’ s daughter.
 

あるところに、デイビッドという勇者がいました。
デイビッドは人々を巨人の王様から自由にしたいと思っていました。
「私は、皆さんを巨人の王様から救えるように戦います！」
「たすけて下さい！私達は巨人から逃げ出したいのですが
どうすればいいのか分かりません。」人々は泣きながら言うのです。
巨人を見つけるためにデイビッドは王様の姫に会いました。
「巨人は大きな暗い洞窟に住んでいます。一人で行くには危険です。」
姫は言いました。

あるところに、デイビッドという勇者がいました。
デイビッドは人々を巨人の王様から自由にしたいと思っていました。
「私は、皆さんを巨人の王様から救えるように戦います！」
「たすけて下さい！私達は巨人から逃げ出したいのですが
どうすればいいのか分かりません。」人々は泣きながら言うのです。
巨人を見つけるためにデイビッドは王様の姫に会いました。
「巨人は大きな暗い洞窟に住んでいます。一人で行くには危険です。」
姫は言いました。
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わたし　　　 きょじん　　 たお　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　い

ゆうかん　　　　　　　　　　　　　　きょじん　　　　たいけつ　　 そな

ちい　　　　　　　　　　　　　　　　　　きょじん　　   た　ち　う

かなら　　　まえ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　い

 わたし　　けっ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 いちど　　                 　もど

きょじん　　  み　　　　　　　　　　　　　　　　　　　きょじん　　たたか　　　いど

　　　　　　　　　　　　きょじん　　ひそ　　どうくつ　　さが　　　　　　もり　　はい

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　おお　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  まほう　　　いし　　そんざい　　おも　　  だ

David prepared himself for his battle with the Giant King.
“I am brave and I can defeat him” , he said.
He walked into the forest to find the cave where the Giant lived.
Finally, he found the Giant King and they fought,
but David was too small so he didn’ t win the battle.
“I will never give up!   I’ ll come back and fight you again" said David.
Then, he remembered that there was a magical stone that could make everything big.

David prepared himself for his battle with the Giant King.
“I am brave and I can defeat him” , he said.
He walked into the forest to find the cave where the Giant lived.
Finally, he found the Giant King and they fought,
but David was too small so he didn’ t win the battle.
“I will never give up!   I’ ll come back and fight you again" said David.
Then, he remembered that there was a magical stone that could make everything big.
             

勇敢なデイビッドは巨人との対決に備えました。
「私なら巨人を倒すことができます。」デイビットは言いました。
デイビットは巨人が潜む洞窟を探して、森に入りました。
ついに巨人を見つたデイビットは、巨人に戦いを挑みます。
しかし小さなデイビットは、巨人に太刀打ちできません。　
「私は決してあきらめないぞ。もう一度ここに戻って
  必ずお前をやっつけてやる。」デイビットは言いました。
デイビットはあらゆるものを大きくすることができる魔法の石の存在を思い出したのです。

勇敢なデイビッドは巨人との対決に備えました。
「私なら巨人を倒すことができます。」デイビットは言いました。
デイビットは巨人が潜む洞窟を探して、森に入りました。
ついに巨人を見つたデイビットは、巨人に戦いを挑みます。
しかし小さなデイビットは、巨人に太刀打ちできません。　
「私は決してあきらめないぞ。もう一度ここに戻って
  必ずお前をやっつけてやる。」デイビットは言いました。
デイビットはあらゆるものを大きくすることができる魔法の石の存在を思い出したのです。
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きょじん　　　　　　　　　　　　　　　　  みな　　　　　 きょうりょく 　ひつよう　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 おおごえ　　 い

まほう　　  いし　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ひとびと　  まち　　あつ

よろこ　　　きょうりょく　　　　　　　　 ひとびと　　 こた　　　　　　　　　

きょじん　　                 おお　　　　                                   ちからづよ　　  　　　　   ひとびと　　　　きょじん　　　   たちう

　　　　　　 き　　　　　　　　　　　　　　　　　 まほう　　  いし　　 つか　　　　　　ひとびと　　  み  　　  み　　　　　　　　   おお

つか　　　　　　　　 みな　　　　　　たす　　　　 ひつよう

わたし　　　　　　　　　　　　　　　  おお　　　　　　きょりょく　  か　　　　　　　　　　　 も

                                                         ちから　　 あ　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ひとびと                  きょじん　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  でき

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  しあわ　  　　  く

魔法の石をみつけたデイビッドは、人々を町に集めました。
「巨人をやっつけるには皆さんの協力が必要です！」デイビッドは大声で言いました。
「私はあらゆるものを大きく、強力に変えるものを持っています。
しかしそれを使うには、皆さんの助けが必要です！」　
「もちろんさ！喜んで協力するよ！」人々は答えました。
それを聞いたデイビッドが魔法の石を使うと、人々は見る見るうちに大きくなりました。
巨人よりも大きく、そして力強くなった人々に、巨人は太刀打ちできません。
ついにみんなで力を合わせたデイビッドと人々は、巨人をやっつけることが出来ました。
それからというもの、みんな幸せに暮らしたそうです。

魔法の石をみつけたデイビッドは、人々を町に集めました。
「巨人をやっつけるには皆さんの協力が必要です！」デイビッドは大声で言いました。
「私はあらゆるものを大きく、強力に変えるものを持っています。
しかしそれを使うには、皆さんの助けが必要です！」　
「もちろんさ！喜んで協力するよ！」人々は答えました。
それを聞いたデイビッドが魔法の石を使うと、人々は見る見るうちに大きくなりました。
巨人よりも大きく、そして力強くなった人々に、巨人は太刀打ちできません。
ついにみんなで力を合わせたデイビッドと人々は、巨人をやっつけることが出来ました。
それからというもの、みんな幸せに暮らしたそうです。

David found the magical stone and gathered all the people in the town.
“We need to help each other to defeat the Giant King” , David shouted.
“I have something that will make us big and powerful 
and I need all of your help!" he continued.
“Sure! We will help you!” the people replied.
David used the magical stone to make them really big!!
They became bigger and more powerful than the Giant King!
They finally defeated the Giant King and they lived happily ever after.
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“I have something that will make us big and powerful 
and I need all of your help!" he continued.
“Sure! We will help you!” the people replied.
David used the magical stone to make them really big!!
They became bigger and more powerful than the Giant King!
They finally defeated the Giant King and they lived happily ever after.
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One beautiful summer day, a lazy grasshopper was sitting, 
singing and playing games just as he did everyday.
A hard working ant passed by carrying a huge leaf 
that he was taking back to the ants nest.
The grasshopper said to the ant: “All you ants do is work all day.”
“You should be more like me and play, play, play!”

One beautiful summer day, a lazy grasshopper was sitting, 
singing and playing games just as he did everyday.
A hard working ant passed by carrying a huge leaf 
that he was taking back to the ants nest.
The grasshopper said to the ant: “All you ants do is work all day.”
“You should be more like me and play, play, play!”

ある夏の晴れた日、キリギリスはいつもと同じように
葉っぱに腰かけ、歌って遊んで、好きなことをして過ごしていました。
そこに働き者のアリが通りかかります。
大きな葉っぱを巣に持ち帰ろうとせっせと働くアリを見て、キリギリスは言いました。
「君たちアリは朝から晩まで働いてばかり。」
「俺みたいに、もっと遊んで、遊んで、遊んで、楽しんだ方がいいよ！」

なつ   　 は　　　　  ひ　　　　　　　　　　　　　　　　　   おな

ある夏の晴れた日、キリギリスはいつもと同じように
葉っぱに腰かけ、歌って遊んで、好きなことをして過ごしていました。
そこに働き者のアリが通りかかります。
大きな葉っぱを巣に持ち帰ろうとせっせと働くアリを見て、キリギリスは言いました。
「君たちアリは朝から晩まで働いてばかり。」
「俺みたいに、もっと遊んで、遊んで、遊んで、楽しんだ方がいいよ！」

は  　　　　　こし　　　    うた　　     あそ　　　　 す　　　　　　　　　　　　 す

はた     もの　　　　  　　とお

おお     　　  は　　　　  　 す 　　  も 　  かえ　　　　　　　　　　  はたら　　　　　　み　　　　　　　　　　　　　 い

 きみ 　 　　　　           あさ　　　 ばん　　　 はた　　　　　

 おれ　 　　　　           　　　　　あそ　　　   あそ　　　　あそ　　　　たの　　　　　ほう　　　　　
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The ant replied: “I am storing food for the winter season.”
“You should be working for just the same reason.”
“What will you eat when the weather gets cold?” the ant continued.
“Ha..ha..ha!!!” the grasshopper laughed.
“All you ants do is work and worry.”
“Slow down and don’ t  be in such a hurry” taunted the grasshopper.

The ant replied: “I am storing food for the winter season.”
“You should be working for just the same reason.”
“What will you eat when the weather gets cold?” the ant continued.
“Ha..ha..ha!!!” the grasshopper laughed.
“All you ants do is work and worry.”
“Slow down and don’ t  be in such a hurry” taunted the grasshopper.

アリは答えました。「ぼくたちは冬に向けて食べ物を集めているんだ。」
「君も冬に向けて準備した方がいいよ。」
「寒い寒い冬が来たら、きみは一体何を食べるんだい？」アリは言いました。
「はっはっはっ！」キリギリスは笑いました。
「君たちアリはいつもいつも心配して働いてばかり。」
「落ち着けよ。そんなに急ぐことないよ。」キリギリスは鼻で笑いました。

アリは答えました。「ぼくたちは冬に向けて食べ物を集めているんだ。」
「君も冬に向けて準備した方がいいよ。」
「寒い寒い冬が来たら、きみは一体何を食べるんだい？」アリは言いました。
「はっはっはっ！」キリギリスは笑いました。
「君たちアリはいつもいつも心配して働いてばかり。」
「落ち着けよ。そんなに急ぐことないよ。」キリギリスは鼻で笑いました。

こた　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    ふゆ　　  む　　　　　　 た　　    もの       　あつ

きみ　　  ふゆ　　　む　　　　　じゅんび　　　　　ほう

さむ　　  さむ　　  ふゆ　　　き　　　　　　　　　　　　　　いったい   なに　　   た　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   い

わら

きみ　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  しんぱい　　　　 はたら

  お　　  　 つ　　　　　　　　　　　　　　　　いそ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 はな　　   わら



The ant kept working and the grasshopper kept playing,
and winter soon came.
The ant had prepared enough food to survive for the cold weather.
Now that winter had arrived, the grasshopper couldn’ t find any food,
and soon became very hungry.
“What should I do now?” “I have nothing to eat” the grasshopper cried.
He suddenly remembered the hard-working ant who stored food during the
summer season.

The ant kept working and the grasshopper kept playing,
and winter soon came.
The ant had prepared enough food to survive for the cold weather.
Now that winter had arrived, the grasshopper couldn’ t find any food,
and soon became very hungry.
“What should I do now?” “I have nothing to eat” the grasshopper cried.
He suddenly remembered the hard-working ant who stored food during the
summer season.

アリはせっせと働き、キリギリスは遊んで過ごしました。
アリは寒い寒い冬を乗り越えるため、十分な食べ物を準備しています。
そして冬がやってきました。
キリギリスは食べ物を見つけることができず、お腹はもうペコペコです。
「おれはどうしたらいいんだ。食べる物が一つもないよ。」
キリギリスはふと、夏の間に食べ物を集めていた働き者のアリを思い出しました。
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The grasshopper went to the ant’ s  nest andbegged the ant to give him some food.
“I worked hard to save food for the winter 
while you spent the summer playing at ease” the ant said.
“I stored just enough food and I can’ t  feed you, or I’ ll  starve too.”
The grasshopper was miserable, cold and hungry all winter.
“I promise to work hard too so I can survive the winter” he said to himself.
The next summer, the grasshopper had learned his lesson so he worked hard
to store food.
He learned to think ahead and plan for the future.

The grasshopper went to the ant’ s  nest andbegged the ant to give him some food.
“I worked hard to save food for the winter 
while you spent the summer playing at ease” the ant said. 
“I stored just enough food and I can’ t  feed you, or I’ ll  starve too.”
The grasshopper was miserable, cold and hungry all winter.
“I promise to work hard too so I can survive the winter” he said to himself.
The next summer, the grasshopper had learned his lesson so he worked hard
to store food.
He learned to think ahead and plan for the future.

キリギリスはアリの巣に行き、食べ物を分けてほしいと頼みました。
「きみが気楽に遊んで過ごしている間、ぼくは冬の食べ物を準備するためにせっせと働いたんだよ。」アリは言いました。
「ぼくはぼく一人で十分な量の食べ物しか集めていないし、きみに分けてやることはできないよ。ぼくも腹ペコになっちゃう。」
こうしてキリギリスは、寒さに凍えながら、お腹がペコペコでみじめな冬を過ごしました。
「これからはおれも一生懸命働こう。しっかり働いて、寒い寒い冬も乗り越えるんだ。」キリギリスは自分自身に言い聞かせました。
また次の夏がやってきたとき、キリギリスは一つ賢くなっていたのでした。冬に向けて食べ物を集めるため、せっせと働いたのです。
キリギリスは先を見越して考えること、そして行動することを学んだのでした。
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つぎ　   なつ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ひと　 かしこ　　　　　　　　　　　　　　　　　　ふゆ　　む　　　　   た　　もの　  あつめ                                                                 はたら

さき　     み    こ　　　かんが　　　　　　　　　　　　こうどう　　　　　　　　  まな
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Once upon a time, there was a girl who always wore a red riding hood 
made by her grandmother, so she was called “Little Red Riding Hood.”
One day her mother said to her, “Come here Little Red Riding Hood, 
I have a piece of cake and bottle of wine."
“Take them to your grandmother because she is still sick and they will help her feel better.”
“Take care and do not run off the path, or you may fall and break the bottle.”
“Yes mother, I will take great care of them” Little red Riding Hood replied.

Once upon a time, there was a girl who always wore a red riding hood 
made by her grandmother, so she was called “Little Red Riding Hood.”  
One day her mother said to her, “Come here Little Red Riding Hood, 
I have a piece of cake and bottle of wine."
“Take them to your grandmother because she is still sick and they will help her feel better.”
“Take care and do not run off the path, or you may fall and break the bottle.”
“Yes mother, I will take great care of them” Little red Riding Hood replied.

昔々あるところに、いつも赤ずきんを被っている女の子がいました。　　　　　　　　　　　　　　　
大好きなおばあちゃんが作った赤いずきんを被ったその子は、「赤ずきん」と呼ばれるようになります。　
ある日、お母さんが赤ずきんに言いました。
「こっちにおいで、赤ずきん。ここにケーキ１切れとワインが１本入っているの。」
「これを病気のおばあちゃんに持って行ってあげて。これできっとおばあちゃんも良くなるから。」
「でも丘を走って下ってはいけませんよ。転ぶとワインが割れちゃうから。気を付けて、いってらっしゃい。」
「はい、お母さん。十分に気を付けて行ってきます！」赤ずきんは答えました。
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Little Red Riding Hood's Grandmother lived in a forest, a little way from the village.
When she was walking through the forest, she suddenly met a wolf. 
She didn’ t know how bad he was, so she didn't feel afraid of him.
“Good morning" she said. 
“Why are you in this place so early?” the wolf asked.  
“I am on my way to my Grandmother’ s house to take this wine and cake to make her stronger.”
“Where does your Grandmother live?" the wolf asked. 
“Her house is in the middle of the woods, under a large tree. Surely you must know it!” she said.

Little Red Riding Hood's Grandmother lived in a forest, a little way from the village.
When she was walking through the forest, she suddenly met a wolf. 
She didn’ t know how bad he was, so she didn't feel afraid of him.
“Good morning" she said. 
“Why are you in this place so early?” the wolf asked.  
“I am on my way to my Grandmother’ s house to take this wine and cake to make her stronger.”
“Where does your Grandmother live?" the wolf asked. 
“Her house is in the middle of the woods, under a large tree. Surely you must know it!” she said.

赤ずきんのおばあちゃんは、村から少し離れた森に住んでいました。
赤ずきんが森を歩いていると、突然オオカミに出くわします。
赤ずきんはオオカミがどんなに悪いやつか知らなかったので、怖いとは思いませんでした。

「おはよう」赤ずきんが声をかけました。
「なんでこんな朝早くにこんなところにいるんだい？」オオカミは聞きました。
「おばあちゃんのお家に行く途中なの。このワインとケーキをおばあちゃんに持って行ってあげるの。」
「おばあちゃんはどこに住んでいるんだい？」オオカミは尋ねました。
「おばあちゃんのお家はね、林の真ん中の大きな木の下にあるの。あなたもきっと知っていると思うわ。」赤ずきんは答えました。

赤ずきんのおばあちゃんは、村から少し離れた森に住んでいました。
赤ずきんが森を歩いていると、突然オオカミに出くわします。
赤ずきんはオオカミがどんなに悪いやつか知らなかったので、怖いとは思いませんでした。

「おはよう」赤ずきんが声をかけました。
「なんでこんな朝早くにこんなところにいるんだい？」オオカミは聞きました。
「おばあちゃんのお家に行く途中なの。このワインとケーキをおばあちゃんに持って行ってあげるの。」
「おばあちゃんはどこに住んでいるんだい？」オオカミは尋ねました。
「おばあちゃんのお家はね、林の真ん中の大きな木の下にあるの。あなたもきっと知っていると思うわ。」赤ずきんは答えました。
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After talking to Little Red Riding Hood, the bad wolf ran straight to her Grandmother's house and knocked on the door.
“Who is it?” asked the grandmother. 
“It's me, Little Red Riding Hood. I brought cake and wine for you. Open the door” replied the wolf. 
“Lift up the latch and come in." the Grandmother called out. 
“I am too weak and cannot get up!" The wolf lifted up the latch and without saying a word, 
he went straight to the Grandmother's bed and ate her up.  
Then, he put on her clothes, and laid down in her bed.  
After picking some flowers, Little Red Riding Hood hurried to her Grandmother's house 
where she  got a surprise to find that the door was open.

After talking to Little Red Riding Hood, the bad wolf ran straight to her Grandmother's house and knocked on the door.
“Who is it?” asked the grandmother. 
“It's me, Little Red Riding Hood. I brought cake and wine for you. Open the door” replied the wolf. 
“Lift up the latch and come in." the Grandmother called out. 
“I am too weak and cannot get up!" The wolf lifted up the latch and without saying a word, 
he went straight to the Grandmother's bed and ate her up.  
Then, he put on her clothes, and laid down in her bed.  
After picking some flowers, Little Red Riding Hood hurried to her Grandmother's house 
where she  got a surprise to find that the door was open.

赤ずきんと話した後、悪いオオカミはおばあちゃんのお家へ直行し、ドアをノックしました。
「そこにいるのは誰だい？」おばあちゃんが聞きます。
「私よ、赤ずきんよ。ケーキとワインを持ってきたの。ドアを開けて。」オオカミが言いました。
「かんぬきを開けて入っておいで。」おばあちゃんが言います。 
「体調が悪くてね、起き上がれないんだよ。」
オオカミは何も言わずに中へ入ると、おばあちゃんの寝室に向かいました。
そしておばあちゃんをペロリと一飲みし、おばあちゃんの服を着てベッドに横になったのです。  
そのころ何も知らない赤ずきんは、お花を摘んだ後、おばあちゃんのお家へと急いでいるのでした。
ドアの開いた、オオカミの待つおばあちゃんのお家へ。

赤ずきんと話した後、悪いオオカミはおばあちゃんのお家へ直行し、ドアをノックしました。
「そこにいるのは誰だい？」おばあちゃんが聞きます。
「私よ、赤ずきんよ。ケーキとワインを持ってきたの。ドアを開けて。」オオカミが言いました。
「かんぬきを開けて入っておいで。」おばあちゃんが言います。 
「体調が悪くてね、起き上がれないんだよ。」
オオカミは何も言わずに中へ入ると、おばあちゃんの寝室に向かいました。
そしておばあちゃんをペロリと一飲みし、おばあちゃんの服を着てベッドに横になったのです。  
そのころ何も知らない赤ずきんは、お花を摘んだ後、おばあちゃんのお家へと急いでいるのでした。
ドアの開いた、オオカミの待つおばあちゃんのお家へ。
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“Good Morning Grandma!” she called out but received no reply. 
She went to her grandmother's bed and drew back the curtains. 
“Oh Grandmother, what big ears you have!  And,what big eyes and mouth you have!" she exclaimed. 
“All the better to eat you with!" growled the wolf as he leaped out of the bed and swallowed her up too. 
Now, he was full so he fell asleep and started to snore very loudly. 
There was a huntsman passing by who saw the sleeping wolf inside the old woman's house. 
“He ate that old woman! But perhaps she can still be saved” he said to himself.  
So, he took a pair of scissors and cut the wolf open, and there inside 
he found Little Red Riding Hood and her Grandmother. They were saved!!! 
Then, the huntsman put some big stones inside the wolf's belly and threw him into the river to drown.

「おばあちゃん、おはよう！」赤ずきんは大きな声で言いましたが、返事はありません。

赤ずきんはおばあちゃんのベッドに行き、カーテンを開けました。

「まあ、おばあちゃんの耳はなんて大きいの！まあ、目も口もなんて大きいのかしら！」赤ずきんはびっくりしました。

すると狼は言いました。「それはね、お前を食べてしまうためだよ！」

狼はベッドを飛び出し、赤ずきんも一飲みにしてしまいました。

狼はお腹がいっぱいになって、大きないびきをかきながら眠っています。

そこに一人の狩人が通りかかり、おばあさんの家の中で眠っている狼を見つけました。

「こいつ、おばあさんを食ったんだな！でもひょっとするとまだ無事かもしれない。」狩人は自分に言い聞かせました。

そして、大きなハサミを手に取り、狼のお腹をチョキチョキと切ってしまいました。

すると中には、赤ずきんとおばあちゃんがいるではありませんか。彼女らは無事だったのです！

それから、狩人は狼のお腹の中に大きな大きな石を詰め、川の中に投げ込んだそうです。
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“Good Morning Grandma!” she called out but received no reply. 
She went to her grandmother's bed and drew back the curtains. 
“Oh Grandmother, what big ears you have!  And,what big eyes and mouth you have!" she exclaimed. 
“All the better to eat you with!" growled the wolf as he leaped out of the bed and swallowed her up too. 
Now, he was full so he fell asleep and started to snore very loudly. 
There was a huntsman passing by who saw the sleeping wolf inside the old woman's house. 
“He ate that old woman! But perhaps she can still be saved” he said to himself.  
So, he took a pair of scissors and cut the wolf open, and there inside 
he found Little Red Riding Hood and her Grandmother. They were saved!!! 
Then, the huntsman put some big stones inside the wolf's belly and threw him into the river to drown.
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Once upon a time, a poor woodcutter lived in a small village. 
Though he was very poor he was always honest and kind.

One very hot day, he went to the nearby forest in search of wood.
After searching for a long time, he found one good tree near a river.

As he was cutting the tree, his axe slipped from his hands and fell into the river. 
The river was very deep, so he couldn't go into the water to get his axe out.

“What am I going to do...” he said and started crying.

Once upon a time, a poor woodcutter lived in a small village. 
Though he was very poor he was always honest and kind.

One very hot day, he went to the nearby forest in search of wood.
After searching for a long time, he found one good tree near a river.

As he was cutting the tree, his axe slipped from his hands and fell into the river. 
The river was very deep, so he couldn't go into the water to get his axe out.

“What am I going to do...” he said and started crying.

昔々あるところに、小さな村に木こりが住んでいました。

彼はとても貧しかったのですが、いつも正直で優しい人でした。

ぽかぽかと暖かいある日、彼は近くの森に木を採りに行きます。

木を切っていたときのことです。

彼は手をすべらせ、大事なおのを川の中に落としてしまいました。

その川はとても深かったので、川に飛び込みおのを引き上げることができません。

「どうしよう…」木こりは泣き出してしまいました。

昔々あるところに、小さな村に木こりが住んでいました。

彼はとても貧しかったのですが、いつも正直で優しい人でした。

ぽかぽかと暖かいある日、彼は近くの森に木を採りに行きます。

木を切っていたときのことです。

彼は手をすべらせ、大事なおのを川の中に落としてしまいました。

その川はとても深かったので、川に飛び込みおのを引き上げることができません。

「どうしよう…」木こりは泣き出してしまいました。

むかしむかし　　　　　　　　　　　　　ちい　　　　むら　　  き　　　　　　　す

かれ　　　　　　　　まず　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  しょうじき　  やさ　　　　ひと

  あたた　　　　　　　　ひ　　  かれ　　ちか　　　　もり　　  き　　　と　　　　　い

  き　　　 き

かれ　　　て　　　　　　　　　　　　　だいじ　　　　　　　　かわ　　なか　　  お

かわ　　　　　　　　ふか　　　　　　　　　　　　かわ　　  と　　　こ　　　　　　　　　ひ　　　あ　　　　　

  き　　　　　　　な　　　だ
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Just at that moment, an angel appeared from out of the river.
“Why are you crying?” she asked him.

The woodcutter answered “I lost my axe so I can’ t earn money anymore.”
The angel went into the water and after some time came out with a golden axe in her hands. 

“Is this yours?” she asked the woodcutter.
“No, it isn’ t.” he answered.

The angel went into the water again. 
This time she came out with a silver axe and gave it to the woodcutter. 

“Is this yours?” she asked.
“No, it isn’ t.” the woodcutter answered and gave it back to the angel.

Just at that moment, an angel appeared from out of the river.
“Why are you crying?” she asked him.

The woodcutter answered “I lost my axe so I can’ t earn money anymore.”
The angel went into the water and after some time came out with a golden axe in her hands. 

“Is this yours?” she asked the woodcutter.
“No, it isn’ t.” he answered.

The angel went into the water again. 
This time she came out with a silver axe and gave it to the woodcutter. 

“Is this yours?” she asked.
“No, it isn’ t.” the woodcutter answered and gave it back to the angel.

 な　　　　　　　　　　　　　てんし　　　き　　　　　　  たず
ちょうどそのとき、川の中から天使が現れました。

「あなたはなぜ泣いてるの？」天使が気こちに尋ねます。

「大事なおのを川に落としてしまったんだ。これじゃあ仕事ができないよ。」木こりは答えました。

そうすると天使は水の中へと入っていき、しばらくすると金のおのを手に川から出てきました。

「これはあなたのもの？」天使が木こりに尋ねます。

「いいや、僕のじゃないよ。」木こりは答えます。

天使はもう一度水の中に入り、

今度は銀のおのを手に川から出てきて、木こりに手渡しました。

「これはあなたのもの？」天使は尋ねます。

「いいや、僕のじゃないよ。」木こりはそう答え、銀のおのを天使に返しました。

  き　　　　　　　な　　　だ

ちょうどそのとき、川の中から天使が現れました。

「あなたはなぜ泣いてるの？」天使が気こりに尋ねます。

「大事なおのを川に落としてしまったんだ。これじゃあ仕事ができないよ。」木こりは答えました。

そうすると天使は水の中へと入っていき、しばらくすると金のおのを手に川から出てきました。

「これはあなたのもの？」天使が木こりに尋ねます。

「いいや、僕のじゃないよ。」木こりは答えます。

天使はもう一度水の中に入り、

今度は銀のおのを手に川から出てきて、木こりに手渡しました。

「これはあなたのもの？」天使は尋ねます。

「いいや、僕のじゃないよ。」木こりはそう答え、銀のおのを天使に返しました。

かわ　　なか　　　　  てんし　　あらわ

  だいじ　　　　　　　　　かわ　　 お　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　しごと　　　　　　　　　　　　　　　　き　　　　　　  こた

 てんし　　  みず　　 なか 　　　   はい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　きん　　　　　　　　  て　　  かわ　　　　  で

 てんし　　　き　　　　　　  たず

ぼく　　　　　　　　　　　　　　　 き　　　　　　  こた

　てんし　　　　　　　いちど みず　　なか　　はい

こんど　　  ぎん　　　　　　　　  て 　　 かわ　　　　  で　　　　　　　　　 き      　　　　　 てわた

てんし　　  たず

 ぼく　　　　　　　　　　　　　　　き　　　　　　　　　   　こた　　　　 ぎん　　　　　　　　 てんし　　  かえ　
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Then the angel brought him an iron axe and asked “Is this yours?”
“Yes, that's mine!” he answered and took it gladly.

The angel then said “You've been so honest! Take the gold and silver axe too. Here you are.”
“Thank you!” he said as he took the two extra axes.

On the way home, the wood cutter met a greedy neighbor.
The neighbor was lazy. He always drank beer and didn't work.

The neighbor saw the axes the woodcutter had and asked “Where did you get them?”
The wood cutter told the neigbor about the axes.

Then the neighbor went straight to the river with his axe and threw it into the river.
At that, the angel appeared in front of him.

Then the angel brought him an iron axe and asked “Is this yours?”
“Yes, that's mine!” he answered and took it gladly.

The angel then said “You've been so honest! Take the gold and silver axe too. Here you are.”
“Thank you!” he said as he took the two extra axes.

On the way home, the wood cutter met a greedy neighbor.
The neighbor was lazy. He always drank beer and didn't work.

The neighbor saw the axes the woodcutter had and asked “Where did you get them?”
The wood cutter told the neigbor about the axes.

Then the neighbor went straight to the river with his axe and threw it into the river.
At that, the angel appeared in front of him.

天使は鉄のおのを持ってきて、木こりに尋ねました。「これはあなたのもの？」

「ああ、それは僕のだ！」木こりは嬉しそうに、鉄のおのを受け取ります。

天使は言いました。「あなたは正直者ですね。この金のおのと銀のおのもお持ちなさい。はい、どうぞ。」

「ありがとう！」木こりは、金のおのと銀のおのも一緒にもらいました。

帰り道、木こりは欲張りなご近所さんに出会います。

そのご近所さんは、いつもビールばかり飲む怠け者で、働いていませんでした。

ご近所さんは、木こりが手に持っているおのを見て、木こりに尋ねます。

「どこでそのおのを手に入れたんだ？」

木こりはご近所さんに、何があったかを話しました。

わけを知ったご近所さんは、自分のおのを手にまっすぐ川へと向かいました。

そしておのを川の中へ投げ入れたのです。

そうすると、あの天使がご近所さんの前に現れました。

天使は鉄のおのを持ってきて、木こりに尋ねました。「これはあなたのもの？」

「ああ、それは僕のだ！」木こりは嬉しそうに、鉄のおのを受け取ります。

天使は言いました。「あなたは正直者ですね。この金のおのと銀のおのもお持ちなさい。はい、どうぞ。」

「ありがとう！」木こりは、金のおのと銀のおのも一緒にもらいました。

帰り道、木こりは欲張りなご近所さんに出会います。

そのご近所さんは、いつもビールばかり飲む怠け者で、働いていませんでした。

ご近所さんは、木こりが手に持っているおのを見て、木こりに尋ねます。

「どこでそのおのを手に入れたんだ？」

木こりはご近所さんに、何があったかを話しました。

わけを知ったご近所さんは、自分のおのを手にまっすぐ川へと向かいました。

そしておのを川の中へ投げ入れたのです。

そうすると、あの天使がご近所さんの前に現れました。

 ぼく　　　　　　　　き　　　　　　  うれ　　　　　　　　　　てつ　　　　　　　　　う　　　と

てんし　　   てつ　　　　　　　　 も       　　　　　　　　　  き　　　　　　  たず　　

てんし　　　  い　　　　　　　　　　　　　　　　　　　しょうじきもの　　　　　　　　　　　   きん　　　　　　　　ぎん　　　　　　　　　　  も

 き　　　　　　　　  きん　　　　　　　　 ぎん　　　　　　　　  いっしょ

かえ　　みち　　き　　　　　　　よくば　　　　　　　きんじょ　　　　　　　であ

きんじょ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の　　  なま　　もの　　　  はたら

きんじょ　　　　　　　　き　　　　　　　て　　　 も　　　　　　　　　　　　　　　み　　　　　き　　　　　　  たず

て　　　い

き　　　　　　　　きんじょ　　　　　　　　  なに　　　　　　　　　　　　はな

 し　　　　　　　きんじょ　　　　　　　　じぶん　　　　　　　　　て　　　　　　　　　　　かわ　　　　む　　　　　　　

かわ　　 なか　　  な　　　い

てんし　　　　　きんじょ　　　　　　まえ　　あらわ
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“Why are you crying?” the angel asked.
“I lost my axe.” the neighbor said, pretending to cry.

“Oh that’ s too bad!!  the angel replied. 
"Were you working hard?” she asked.

“Yes, I was, but I can’ t work anymore without my axe,” 
the neighbor answered.

The angel then appeared with a silver axe and before she could even ask, 
the neighbor quickly said "That one is mine!

But I lost my golden axe before too!"
"You are a liar!" the angel said. "You know they are not yours!" she said. 

Then, the angel disappeared and the greedy neighbor was left with no axe at all!!

“Why are you crying?” the angel asked.
“I lost my axe.” the neighbor said, pretending to cry.

“Oh that’ s too bad!!  the angel replied. 
"Were you working hard?” she asked.

“Yes, I was, but I can’ t work anymore without my axe,” 
the neighbor answered.

The angel then appeared with a silver axe and before she could even ask, 
the neighbor quickly said "That one is mine!

But I lost my golden axe before too!"
"You are a liar!" the angel said. "You know they are not yours!" she said. 

Then, the angel disappeared and the greedy neighbor was left with no axe at all!!

「あなたはなぜ泣いてるの？」天使が木こりに尋ねます。

「おのを川に落としてしまったんだ。」ご近所さんは泣いたふりをして答えました。

「それはかわいそうに。きっと一生懸命働いていたのね。」天使は言いました。

「ああ。でもおのがなけりゃ仕事にならないよ。」ご近所さんが答えます。

すると天使は銀のおのを手に現れ、ご近所さんに尋ねようとしたとき…

「それはおれのだ！あとこの前、金のおのも落としたんだ！」

ご近所さんは聞かれる前に答えました。

「あなたはうそつきね！これらはあなたのものじゃないでしょう！」

天使はそう言って姿を消してしまいました。

欲張りなご近所さんの手元には、おの 1 本も残りませんでした。

「あなたはなぜ泣いてるの？」天使が木こりに尋ねます。

「おのを川に落としてしまったんだ。」ご近所さんは泣いたふりをして答えました。

「それはかわいそうに。きっと一生懸命働いていたのね。」天使は言いました。

「ああ。でもおのがなけりゃ仕事にならないよ。」ご近所さんが答えます。

すると天使は銀のおのを手に現れ、ご近所さんに尋ねようとしたとき…

「それはおれのだ！あとこの前、金のおのも落としたんだ！」

ご近所さんは聞かれる前に答えました。

「あなたはうそつきね！これらはあなたのものじゃないでしょう！」

天使はそう言って姿を消してしまいました。

欲張りなご近所さんの手元には、おの 1 本も残りませんでした。

 かわ　　お　　　　　　き　　　　　　 　　　　　　　　　　　きんじょ　　　　　　な　　　　　　　　　　　　　　 こた

                         　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  な　　　　　　　　　　　　　てんし　　　き　　　　　　  たず　

いっしょうけんめいはた　　　　　　　　　　　　　　　てんし　　　 い

しごと　　　　　　　　　　　　　　　　　きんじょ　　　　　　こた

てんし　　 ぎん　　　　　　　　  て　　  あらわ　　　　　きんじょ　　　　　　たず

まえ　　きん　　　　　　　　お

きんじょ　　　　　　き　　　　　　　まえ　  こた　

てんし　　　　　　　 い　　　　すがた　　け

よくば　　　　　　 きんじょ　　　　　　　てもと　　　　　　　　　　　　ほん　　のこ


