
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.
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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。
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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.
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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。
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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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