
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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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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"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.
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「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。
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"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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「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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「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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"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.


