
お母さんの前で読んだら
花マルをもらおう！

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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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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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

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
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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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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!
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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


