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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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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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