
Brush up your English Reading Skills with Old Stories 

 

◆Training（文型確認） 

The family lived happily together.【I】 
一家は暮らしていました 楽しく 一緒に 

 
 

This is a story about three little pigs.【II】 
これは…です お話 ３匹の子ブタ達の 

 
 
They agreed that their father was right.【III】 
彼らは同意しました お父さんは正しいと 

 
 

They began to feel excited.【III】 
彼らは始めました ワクワクすることを 

 
 

The kind donkey gave the pig four bundles.【Ⅳ】 
その優しいロバはくれました 子ブタに ４束を 

 
 

  

三びきの子ぶた Chapter 1 



Brush up your English Reading Skills with Old Stories 

 

◆Training（構文確認） 

brothers who lived with their mother and father【関係代名詞】 
兄弟 住んでいる 父母と一緒に 
 

the kind of house (that) he wanted to build【関係代名詞】 
家の種類 彼が建てたい 
 

A donkey came past carrying bundles of straw.【分詞構文】 
ロバが通りかかりました 藁の束を運びながら 
 

The second little pig was not as lazy as his elder brother.【比較級・原級】 
２番目の子ブタは…ありませんでした 同じくらいぐうたらでは お兄さんほど 

 
 

His house was stronger and much better than his brother's.【比較級】 
彼の家は…でした より頑丈でそしてずっとよいと お兄さんの家よりも 

 
 

It is time for you to go out.【it is for ～ to 不定詞】 
時間です あなた達が 外に出る 
àIt is time / that you go out. 
 

  



Brush up your English Reading Skills with Old Stories 

◆Reading 

This is a story	 /	 about three little pigs. 

The three little pigs were brothers	 /	 who lived	 	 /	 with their mother and father	 /	  

in a small house	 /	 on a little hill. 

The family lived happily	 /	 together	 /	 and the three brothers had a wonderful childhood. 

They loved their parents and each other,	 /	 but the house was getting too small	 /	  

for everybody. 

One day	 /	 the father pig said	 /	 to his sons,	 …	 "Now that you are old enough,	 /	  

it is time	 /	 for you	 /	 to go out	 /	 and build your own houses." 

The little pigs were not happy	 /	 to leave their parents,	 /	 but they agreed	 /	  

that their father was right. 

Each pig imagined	 	 	 	 /	 the kind of house	 /	 he wanted to build. 

They began to feel excited	 /	 and started	 	 /	 looking for the perfect place	 /	  

to build their dream home. 

The eldest little pig was quite lazy;	 /	 he disliked work	 /	 and he loved eating and sleeping. 

He lived one day at a time	 /	 and never thought	 /	 about the future. 

He decided	 /	 to build his house	 /	 out of straw	 /	 because it would be quick and easy. 

Luckily,	 /	 a donkey came past	 /	 carrying bundles of straw. 

The kind donkey gave the pig	 /	 four bundles	 /	 and the little pig began building. 

He finished his house	 /	 in only four hours.	 …	 As soon as he was finished,	 /	 he fell asleep. 

The second little pig was not as lazy	 	 	 	 /	 as his elder brother,	 /	 but he was a bit careless. 

He wanted to build his house	 /	 out of wood	 /	 so he got wood	 	 	 /	 from a forest nearby. 

The second little pig thought	 /	 that his house was stronger	 /	 and much better	 /	  

than his brother's. 
  

これはお話です ３匹の子ブタ達の  

その３匹の子豚たちは兄弟でした 彼らは住んでいました 父母と一緒に  

小さな家に 小さな丘の上の 

一家は楽しく暮らしていました 一緒に そして３匹の兄弟はすてきな少年時代を過ごしました 

彼らは両親もお互いも大好きでした しかし家はとても小さくなっていっていました  

皆にとって 

ある日 お父さんブタは言いました 息子達に もうお前達は十分に年を取っています  

時間です あなた達が 外に出る そして自分の家を建てる 

子ブタたちは嬉しくありませんでした 両親から離れるのが しかし彼らは同意しました  

お父さんは正しいと  

それぞれの子ブタは想像しました 家の種類を 自分が建てたい 

彼らはワクワクし始めました そして始めました 完璧な場所を探すことを  

彼らの夢の家を建てるのに 

長男ブタはとてもぐうたらでした 彼は労働が嫌いでした そして彼は食べることと寝ることが大好きでした 

彼はその日暮らしをしました そして考えませんでした 将来について 

彼は決めました 家を建てることを 藁で なぜならそれはすぐに簡単にできるからです 

運良く ロバが通りかかりました 藁の束を運びながら 

その優しいロバは子ブタにくれました ４束を そして子ブタは建て始めました 

彼は家を完成させました たったの４時間で 彼が完成させるとすぐに 彼は寝てしまいました 

２番目の子ブタは同じくらいぐうたらではありませんでした お兄さんほど しかし少し軽率でした 

彼は家を建てたいと思いました 木で それで彼は木を手に入れました 近くの森から 

２番目の子ブタは思いました 彼の家はより頑丈だと そしてずっとよいと  

お兄さんの家よりも 

彼はトンカチと釘を使いました そしてその日の終わりまでに 彼は家を完成させました 

 



Brush up your English Reading Skills with Old Stories 

◆Recall-attack 1 

■これはお話です / ３匹の子ブタ達の 

■その３匹の子豚たちは兄弟でした / 彼らは住んでいました / 父母と一緒に / 小さな家に / 小さな丘の上の 

■一家は楽しく暮らしていました / 一緒に / そして３匹の兄弟はすてきな少年時代を過ごしました 

■彼らは両親もお互いも大好きでした / しかし家はとても小さくなっていっていました / 皆にとって 

■ある日 / お父さんブタは言いました / 息子達に / もうお前達は十分に年を取っています 

 時間です / あなた達が / 外に出る / そして自分の家を建てる 

■子ブタたちは嬉しくありませんでした / 両親から離れるのが / しかし彼らは同意しました / お父さんは正しいと 

■それぞれの子ブタは想像しました / 家の種類を / 自分が建てたい 

■彼らはワクワクし始めました / そして始めました / 完璧な場所を探すことを / 彼らの夢の家を建てるのに 

■長男ブタはとてもぐうたらでした / 彼は労働が嫌いでした / そして彼は食べることと寝ることが大好きでした 

■彼はその日暮らしをしました / そして考えませんでした / 将来について 

■彼は決めました / 家を建てることを / 藁で / なぜならそれはすぐに簡単にできるからです 

■運良く / ロバが通りかかりました / 藁の束を運びながら 

■その優しいロバは子ブタにくれました / ４束を / そして子ブタは建て始めました 

■彼は家を完成させました / たったの４時間で / 彼が完成させるとすぐに / 彼は寝てしまいました 

■２番目の子ブタは同じくらいぐうたらではありませんでした / お兄さんほど / しかし少し軽率でした 

■彼は家を建てたいと思いました / 木で / それで彼は木を手に入れました / 近くの森から 

■２番目の子ブタは思いました / 彼の家はより頑丈だと / そしてずっとよいと / お兄さんの家よりも 

  



Brush up your English Reading Skills with Old Stories 

◆Recall-attack 2 

■これは 3匹の子豚お話です。 

■その３匹の子豚たちは、小さな丘の小さな家に両親と一緒に生活している兄弟達でした。 

■家族は一緒に、楽しく暮らしていました。そして３匹の兄弟はすてきな少年時代を過ごしました。 

■彼ら兄弟は両親のこともお互いも大好きでしたが、家はみんなにとって、とても小さくなっていっていました。 

■ある日、お父さんブタは息子達に言いました。「もうお前達は十分な年頃だ。いよいよここから出て、自分の家を建てる時だよ」と。 

■子ブタたちは、両親の元を離れるのが嬉しくありませんでしたが、お父さんの言うことももっともだと思いました。 

■それぞれの子ブタは、それぞれに建てたいおうちの種類を想像しました。 

■彼らはワクワクし始め、夢のおうちを建てるのにいい場所を探しはじめました。 

■長男ブタはとてもぐうたらで、働くのが嫌いで、食べて寝ることが大好きでした 

■彼はその日暮らしをしており、将来についてなんか、まったく考えもしませんでした。 

■彼は藁でおうちを作ることにしました。だって、すぐに簡単にできるからです 

■運良く、藁の束を運ぶロバが通りかかりました。 

■その優しいロバは子ブタに 4束くれました。そして子ブタは家を建て始めました。 

■彼はたったの 4時間で家を完成させました。そして完成するやいなや寝てしまいました。 

■２番目の子ブタはお兄さんほどぐうたらではありませんでしたが、ちょっと軽率でした。 

■彼は、木で家を建てたいと思いました。それで彼は近くの森から木を手に入れてきました。 

■２番目の子ブタは思いました。ぼくの家はお兄さんの家より頑丈で、すごくいいなと。 

 


