
One beautiful summer day, a lazy grasshopper was sitting, 
singing and playing games just as he did everyday.
A hard working ant passed by carrying a huge leaf 
that he was taking back to the ants nest.
The grasshopper said to the ant: “All you ants do is work all day.”
“You should be more like me and play, play, play!”
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ある夏の晴れた日、キリギリスはいつもと同じように
葉っぱに腰かけ、歌って遊んで、好きなことをして過ごしていました。
そこに働き者のアリが通りかかります。
大きな葉っぱを巣に持ち帰ろうとせっせと働くアリを見て、キリギリスは言いました。
「君たちアリは朝から晩まで働いてばかり。」
「俺みたいに、もっと遊んで、遊んで、遊んで、楽しんだ方がいいよ！」
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The ant replied: “I am storing food for the winter season.”
“You should be working for just the same reason.”
“What will you eat when the weather gets cold?” the ant continued.
“Ha..ha..ha!!!” the grasshopper laughed.
“All you ants do is work and worry.”
“Slow down and don’ t  be in such a hurry” taunted the grasshopper.
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アリは答えました。「ぼくたちは冬に向けて食べ物を集めているんだ。」
「君も冬に向けて準備した方がいいよ。」
「寒い寒い冬が来たら、きみは一体何を食べるんだい？」アリは言いました。
「はっはっはっ！」キリギリスは笑いました。
「君たちアリはいつもいつも心配して働いてばかり。」
「落ち着けよ。そんなに急ぐことないよ。」キリギリスは鼻で笑いました。
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The ant kept working and the grasshopper kept playing,
and winter soon came.
The ant had prepared enough food to survive for the cold weather.
Now that winter had arrived, the grasshopper couldn’ t find any food,
and soon became very hungry.
“What should I do now?” “I have nothing to eat” the grasshopper cried.
He suddenly remembered the hard-working ant who stored food during the
summer season.
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アリはせっせと働き、キリギリスは遊んで過ごしました。
アリは寒い寒い冬を乗り越えるため、十分な食べ物を準備しています。
そして冬がやってきました。
キリギリスは食べ物を見つけることができず、お腹はもうペコペコです。
「おれはどうしたらいいんだ。食べる物が一つもないよ。」
キリギリスはふと、夏の間に食べ物を集めていた働き者のアリを思い出しました。
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The grasshopper went to the ant’ s  nest andbegged the ant to give him some food.
“I worked hard to save food for the winter 
while you spent the summer playing at ease” the ant said.
“I stored just enough food and I can’ t  feed you, or I’ ll  starve too.”
The grasshopper was miserable, cold and hungry all winter.
“I promise to work hard too so I can survive the winter” he said to himself.
The next summer, the grasshopper had learned his lesson so he worked hard
to store food.
He learned to think ahead and plan for the future.
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キリギリスはアリの巣に行き、食べ物を分けてほしいと頼みました。
「きみが気楽に遊んで過ごしている間、ぼくは冬の食べ物を準備するためにせっせと働いたんだよ。」アリは言いました。
「ぼくはぼく一人で十分な量の食べ物しか集めていないし、きみに分けてやることはできないよ。ぼくも腹ペコになっちゃう。」
こうしてキリギリスは、寒さに凍えながら、お腹がペコペコでみじめな冬を過ごしました。
「これからはおれも一生懸命働こう。しっかり働いて、寒い寒い冬も乗り越えるんだ。」キリギリスは自分自身に言い聞かせました。
また次の夏がやってきたとき、キリギリスは一つ賢くなっていたのでした。冬に向けて食べ物を集めるため、せっせと働いたのです。
キリギリスは先を見越して考えること、そして行動することを学んだのでした。
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