
Brush up your English Reading Skills with Old Stories 

 

◆Trainging 

The youngest little pig was a hard worker.【II】 
一番下の子ブタは…でした 働き者でした 

 
 

He decided (that) he should build a solid house.【III】 
彼は決めました 建てるべきと 頑丈な家を 

 
 

His brothers came to visit him.【I】 
彼のお兄さんが来ました  彼を訪ねるために 

 
 

The little pig kept on going.【III】 
子ブタは…し続けました 向かうことを 

 
 

He saw him go into his house of straw.【Ⅴ】 
彼は見ました （子ブタを） 彼の藁の家に入る 

 
  

三びきの子ぶた Chapter 2 
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The first little pig heard the knocking.【III】 
一番の子ブタは聞いた ノックの音を 

 
 

He saw the wolf standing in front of him.【Ⅴ】 
彼は見た オオカミを 彼の目の前に立っている 

 
 
 
 

◆Training（構文確認） 

 

a solid house that would last a long time.【関係代名詞・限定用法】 
頑丈な家 （それは）持ちこたえるだろう 長い間 
 
 

he had to make the bricks, which took him a very long time.【関係代名詞・継続用法】 
彼はレンガを作らなければなりませんでした そしてそれはかかりました とても長い時間が 
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◆Reading 

The youngest little pig was a hard worker.	 …	 He planned things	 /	 carefully. 

He thought	 /	 for a long time	 /	 about the kind of house	 /	 he would build. 

Then he decided	 /	 he should build a solid house	 /	 that would last	 	 	 /	 a long time. 

He decided to build his house	 /	 out of bricks. 

First	 /	 he had to make the bricks,	 	 	 /	 which took him	 	 	 /	 a very long time. 

His brothers came	 /	 to visit him	 /	 and they teased him	 /	 for being so slow. 

"We have already finished	 /	 building our houses,"	 /	 said the eldest brother,	 /	  

"and you are still making bricks!" 

"I must work harder,"	 	 	 	 /	 the littlest pig thought	 /	 to himself,	 /	  

"my brothers have already finished building their houses." 

While his brothers laughed and played,	 /	 the third little pig worked	 /	 and sweated	 /	  

all day long.	 …	 "I'm almost finished,"	 /	 he murmured. 

The little pig kept on going	 /	 until he had finally finished his work. 

The three little pigs lived happily	 /	 in their houses	 /	 for a while,	 /	  

but one day,	 /	 a hungry wolf came along. 

From a distance	 /	 he saw the three juicy little pigs	 	 /	 playing about	 /	 in a field	 /	  

and his stomach rumbled.	 	 	 …	 "I'll eat them all	 	 	 	 /	 one by one,"	 /	 he said. 

That afternoon,	 /	 the wolf followed	 /	 the eldest and fattest little pig	 /	 home. 

He saw him	 	 	 /	 go into his house of straw	 /	 so he went up	 /	 and knocked on the door. 

The first little pig heard the knocking	 /	 and opened the door. 

When he saw the wolf	 /	 standing in front of him,	 /	 he shut it again	 /	 as quickly	 /	  

as he could.	 …	 he wolf laughed at	 	 	 /	 the frightened pig, 

"I will blow this house down	 /	 in one breath!"	 /	 he said. 

一番下の子ブタは働き者でした 彼は計画を練りました 綿密に 

彼は考えました 長いこと 家の種類について 建てようと思う 

そして彼は決めました 頑丈な家を建てるべきと それは持ちこたえるだろう 長い間 

彼は家を建てることにしました レンガで 

まず 彼はレンガを作らなければなりませんでした そしてそれはかかりました とても長い時間が 

彼のお兄さんが来ました 彼を訪ねて そして彼をからかいました あまりにゆっくりだと 

オレ達はとっくに終わったよ 家造りが 長男ブタは言いました  

お前はまだレンガを作っているのか！ 

僕はもっとがんばって働かなくっちゃ 一番下の子ブタは思いました 彼自身に 「お兄さん達はもう終わったんだ 彼らの家を建てることを」 

お兄さん達はもう終わったんだ 彼らの家を建てることを 

お兄さん達が笑って遊んでいる間 ３番目の子ブタは働きました そして汗をかきました  

１日中 もうほとんど終わった 彼はつぶやきました 

子ブタは続けました 最終的に仕事が終わるまで 

３匹の子ブタは幸せに暮らしました 彼らの家で しばらく  

しかしある日 腹ぺこのオオカミがやってきました 

遠くから 彼はおいしそうな３匹の子ブタを見ていました 遊び回っているのを 庭で  

そして彼のお腹はグーグー鳴っていました オレはあいつら全部を食べてやる 一匹ずつ と彼は言いました 

その午後 オオカミは跡をつけました 一番年上で一番太った子ブタを 家まで 

彼は（子ブタを）見ました 彼の藁の家に入るのを そして彼は行き ドアをノックしました 

一番の子ブタはノックの音を聞き そしてドアを開きました 

彼がオオカミを見たとき 彼の目の前に立っているのを 彼は再び閉めました 素早く  

彼ができるだけ オオカミは笑い飛ばしました びくびくしたブタを 

オレ様がこの家を吹き倒してやる 一息で！ 彼が言いました 


