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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.
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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.
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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。
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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.
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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。
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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.
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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。
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