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Once upon a time, a poor woodcutter lived in a small village. 
Though he was very poor he was always honest and kind.

One very hot day, he went to the nearby forest in search of wood.
After searching for a long time, he found one good tree near a river.

As he was cutting the tree, his axe slipped from his hands and fell into the river. 
The river was very deep, so he couldn't go into the water to get his axe out.

“What am I going to do...” he said and started crying.
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昔々あるところに、小さな村に木こりが住んでいました。

彼はとても貧しかったのですが、いつも正直で優しい人でした。

ぽかぽかと暖かいある日、彼は近くの森に木を採りに行きます。

木を切っていたときのことです。

彼は手をすべらせ、大事なおのを川の中に落としてしまいました。

その川はとても深かったので、川に飛び込みおのを引き上げることができません。

「どうしよう…」木こりは泣き出してしまいました。
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Just at that moment, an angel appeared from out of the river.
“Why are you crying?” she asked him.

The woodcutter answered “I lost my axe so I can’ t earn money anymore.”
The angel went into the water and after some time came out with a golden axe in her hands. 

“Is this yours?” she asked the woodcutter.
“No, it isn’ t.” he answered.

The angel went into the water again. 
This time she came out with a silver axe and gave it to the woodcutter. 

“Is this yours?” she asked.
“No, it isn’ t.” the woodcutter answered and gave it back to the angel.
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 な　　　　　　　　　　　　　てんし　　　き　　　　　　  たず
ちょうどそのとき、川の中から天使が現れました。

「あなたはなぜ泣いてるの？」天使が気こちに尋ねます。

「大事なおのを川に落としてしまったんだ。これじゃあ仕事ができないよ。」木こりは答えました。

そうすると天使は水の中へと入っていき、しばらくすると金のおのを手に川から出てきました。

「これはあなたのもの？」天使が木こりに尋ねます。

「いいや、僕のじゃないよ。」木こりは答えます。

天使はもう一度水の中に入り、

今度は銀のおのを手に川から出てきて、木こりに手渡しました。

「これはあなたのもの？」天使は尋ねます。

「いいや、僕のじゃないよ。」木こりはそう答え、銀のおのを天使に返しました。
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Then the angel brought him an iron axe and asked “Is this yours?”
“Yes, that's mine!” he answered and took it gladly.

The angel then said “You've been so honest! Take the gold and silver axe too. Here you are.”
“Thank you!” he said as he took the two extra axes.

On the way home, the wood cutter met a greedy neighbor.
The neighbor was lazy. He always drank beer and didn't work.

The neighbor saw the axes the woodcutter had and asked “Where did you get them?”
The wood cutter told the neigbor about the axes.

Then the neighbor went straight to the river with his axe and threw it into the river.
At that, the angel appeared in front of him.
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天使は鉄のおのを持ってきて、木こりに尋ねました。「これはあなたのもの？」

「ああ、それは僕のだ！」木こりは嬉しそうに、鉄のおのを受け取ります。

天使は言いました。「あなたは正直者ですね。この金のおのと銀のおのもお持ちなさい。はい、どうぞ。」

「ありがとう！」木こりは、金のおのと銀のおのも一緒にもらいました。

帰り道、木こりは欲張りなご近所さんに出会います。

そのご近所さんは、いつもビールばかり飲む怠け者で、働いていませんでした。

ご近所さんは、木こりが手に持っているおのを見て、木こりに尋ねます。

「どこでそのおのを手に入れたんだ？」

木こりはご近所さんに、何があったかを話しました。

わけを知ったご近所さんは、自分のおのを手にまっすぐ川へと向かいました。

そしておのを川の中へ投げ入れたのです。

そうすると、あの天使がご近所さんの前に現れました。
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“Why are you crying?” the angel asked.
“I lost my axe.” the neighbor said, pretending to cry.

“Oh that’ s too bad!!  the angel replied. 
"Were you working hard?” she asked.

“Yes, I was, but I can’ t work anymore without my axe,” 
the neighbor answered.

The angel then appeared with a silver axe and before she could even ask, 
the neighbor quickly said "That one is mine!

But I lost my golden axe before too!"
"You are a liar!" the angel said. "You know they are not yours!" she said. 

Then, the angel disappeared and the greedy neighbor was left with no axe at all!!
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「あなたはなぜ泣いてるの？」天使が木こりに尋ねます。

「おのを川に落としてしまったんだ。」ご近所さんは泣いたふりをして答えました。

「それはかわいそうに。きっと一生懸命働いていたのね。」天使は言いました。

「ああ。でもおのがなけりゃ仕事にならないよ。」ご近所さんが答えます。

すると天使は銀のおのを手に現れ、ご近所さんに尋ねようとしたとき…

「それはおれのだ！あとこの前、金のおのも落としたんだ！」

ご近所さんは聞かれる前に答えました。

「あなたはうそつきね！これらはあなたのものじゃないでしょう！」

天使はそう言って姿を消してしまいました。

欲張りなご近所さんの手元には、おの 1 本も残りませんでした。
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