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◆◆ 課題文音声 CD（別売） ◆◆
レベル１～４の課題文音声全てが 1 枚の CD に入っています
＜音声録音内容＞
★ 単語の発音練習（ポーズ付き）
★ ノーマルスピード（ナチュラルスピード）
★ スロースピード（やや遅めのスピード）
★ ノーマルスピード（ポーズ付き）
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よりお申込みください
公式 HPQR コード

Adventure in the Forest (Level 1 – 105 words)
Do you know what’s inside a forest? Come on, let’s find out.

The trees have many leaves. What is the shape of a leaf? It looks like a green heart.

Hey! There’s a beetle on the leaf. How many legs and wings does the beetle have?
It has six legs and four wings.

Look, we can see a deer! It’s tall and fast. What does a deer eat?
It eats leaves and twigs from trees.

Listen! There is a brown owl with big brown eyes. It says, “Hoot, hoot.”

It’s fun to explore together. To live in a better world, let’s be kind to nature.
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もり

ぼうけん

森の冒険（レベル１- 105 語）
なに

み

森の中には何があるだろう？さぁ、見つけにいこう。
き

ぎ

は

木々にはたくさんの葉がついているね。

かたち

葉はどんな 形 かな？

みどり

緑の

ハートの形みたいだね。
あし

はね

葉の上にはカブトムシがいるよ。カブトムシには脚と羽がそれぞれいく
つあるのかな？
脚は 6 本、羽は 4 枚あるね。
せ

たか

はや

た

見て！シカがいるよ。背が高くて速いよね。シカは何を食べるのかな？
えだ

木から葉っぱや枝を食べるね。
みみ

す

ちゃいろ

耳を澄ませて！大きな茶色の目をした茶色のフクロウがいるよ。フクロ
な

ウは"フーフー"と鳴くね。
いっしょ

たんけん

たの

く

せかい

しぜん

たいせつ

一緒に探検するって楽しいね。暮らしやすい世界になるよう自然を大切
にしよう。
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Daily Double (Level 2 – 155 words)
Barton was a very funny and clever man but also very poor. One day, a
member of the King’s staff saw him tell some interesting stories. He brought
Barton to the castle to entertain the King.

The King said, “I’ll give you 100 coins per month to be my jester.”

Barton had a better idea. He said, “My King, instead please pay me one
coin the first day. Then, double it every day for only ONE WEEK.” The King
thought the jester was not very smart, so he agreed. Barton just smiled.

After the first day, Barton had one coin. The second day, he had two coins
for a total of three coins. On the third day, he got four coins, so his total was seven.
He giggled each time he was paid, but the King couldn’t understand. After one
week, he had 127 coins!

The King saw that Barton was a very clever man.

3

デイリー・ダブル 日ごとに 2 倍していくと・・・・
（レベル２- 155 語）
おもしろ

かしこ

びんぼう

バートンはとても面白くて 賢 い人でしたが、とても貧乏でした。ある
けらい

日、王様の家来はバートンがおもしろい話をしているのを目にしました。
よろこ

しろ

つ

家来は王様を 喜 ばせるため、バートンをお城に連れていきました。
ど う け し

王様は言いました。
「1 カ月コインを 100 枚あげるから、私の道化師に
なりなさい。
」
かんが

か

さいしょ

バートンはもっと良い 考 えを思いつきました。
「王様、代わりに最初の
日には 1 枚のコインを、それからは毎日 2 倍のコインを 1 週間だけくだ
さい」と。王様は道化師があまり賢くないと思っていたので、バートンの
どうい

しず

ほほえ

アイデアに同意しました。バートンはただ静かに微笑んでいました。

最初の日に、バートンはコインを 1 枚もらいました。2 日目にはコイ
ンを 2 枚もらい、合計 3 枚になりました。3 日目には 4 枚のコインをも
らったので、合計７枚になりました。バートンはコインをもらうたびにほ
りかい

くそ笑んでいましたが、王様には理解できませんでした。一週間後、バー
トンは 127 枚のコインを手に入れました！

王様はバートンがとても賢い人だと気づきました。
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Fuel for the Body (Level 3 – 196 words)
Our bodies are very important. Each person needs to take care of their
body. It needs fuel to work well. Just as cars need gasoline and oil, we need food
and water.

Did you know that more than half of our body is made up of water? We
take in water when we eat and drink. Fruits and vegetables contain a lot of water.
Of course, water must be safe, fresh and clean. We can’t drink salty sea water or
water which is dirty and full of chemicals.

Our bodies need the right amount of fuel. Too much food makes us too
heavy, or overweight. Too little food leaves us weak or ill. We also need the right
variety of foods to stay healthy. This is called a balanced diet. For example, we
shouldn’t eat too many sweet or fatty foods. We should eat plenty of fruits,
vegetables and some fish, meat, rice, etc.

To burn the fuel, we need to be active and exercise regularly. The muscles
in our body use the energy to keep us fit and strong. It’s a good idea to play sports,
so we can live a long and healthy life.
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ねんりょう

体の 燃 料 （レベル 3 - 196 語）
体はとても大切です。一人一人、自分の体を大切にしなければいけませ
きのう

ん。燃料がないとうまく機能しません。車にガソリンやオイルが必要なよ
うに、私たちには食べ物や水が必要です。

私たちの体の半分以上が水からできていることを知っていますか？食
べたり飲んだりするときには、水を飲みます。果物や野菜には水分が多く
ふく

しんせん

せいけつ

含まれています。もちろん、水は安全で新鮮で清潔でなければなりません。
しおから

かいすい

か が く ぶっしつ

塩辛い海水や化学物質をたくさん含んだ水は飲めません。
てきせつ

私たちの体には適切な量の燃料が必要です。食べ物が多すぎると、体重
くず

が増え、太りすぎてしまい、食べ物が少なすぎると、体調を崩してしまい
い じ

ます。また、健康を維持するためには適切な種類の食品が必要です。これ
あぶら

をバランスの取れた食事と呼びます。例えば、甘いものや 脂 っこいもの
は食べ過ぎず、果物、野菜、魚、肉、米などをたくさん食べましょう。
せっきょくてき

燃料を燃やすためには積 極 的 に一定の運動をする必要があります。体
の筋肉は健康で強い体を維持するためにエネルギーを使っています。健
康で長生きできるように、スポーツをすることはよいことです。
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An Act of Sportsmanship (Level 4 – 263 words)
In April 2008, Sara Tucholsky, from Western Oregon University, was
batting against Central Washington University in softball. It was the final inning
with two runners on base.
Sara hit the ball hard and it went over the fence! Her first home run ever
was also the game-winning home run!
Her team was cheering as she rounded first base, but she missed it. The
rules say that she must step on each base. But when she ran back, she injured her
knee and fell down.
Sara crawled back to first base, but she collapsed. She was exhausted and
disappointed. The rules also said that her team cannot help her move around the
bases. However, something special was about to happen.
The first baseman from Central Washington, Mallory Holtman, asked her,
“Are you OK? Which leg did you hurt?”
Sara said, “The right one, I can’t stand on it.” Mallory’s teammate, Liz
Wallace, came and then they had an unbelievable idea.
Mallory and Liz picked up Sara with their arms under her legs. Sara placed
her arms over their shoulders.
They took Sara to second base. Mallory told Sara to step on the base with
the good foot. She did.
Everyone stood up and began applauding. The trio moved to third base and
Sara touched it. They finally went to home plate. Many players, coaches and fans
were crying because of the selfless act by the rival players.
Sara’s team won the game, 4-2. However, Mallory and Liz were winners
in life. They cared more about helping a person in need than just a game.
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もと

スポーツマンシップに基づいた行動（レベル４ – 263 語）
2008 年 4 月、西オレゴン大学のサラ・トゥコルスキーは、ソフトボー
だせき

ルのセントラル・ワシントン大学戦で打席に立っていました。最終回、二
しゅつるい

人が 出 塁 していました。
サラが打ったボールはフェンスを越えました。サラの初ホームランは、
サヨナラホームランとなったのです！
かんせい

チームから歓声が上がりましたが、サラが一塁を回るとき、サラは一塁
ふ

ベースを踏み外してしまいました。ルールでは選手は各ベースを踏まな
ひざ

ければなりません。しかし、走って戻ろうとしたサラは、膝を痛めて転ん
でしまったのです。
は

サラは這うようにして一塁に戻りましたが、倒れ込んでしまいました。
サラは疲れて落ち込んでいました。ルールでは、サラのチームメイトは、
サラがベースへ移動するのを助けてはいけないことになっています。と
ころが、思いがけないことが起きようとしていました。
セントラル・ワシントンチームの一塁手、マロリー・ホルトマンがサラ
たず

に尋ねました。
「大丈夫？ どっちの足を痛めたの？」
サラは言いました。「右足よ、立てないの。」マロリーのチームメイト、
リズ・ウォレスがやってきて、二人は信じられないことを思いつきました。
りょううで

かつ

マロリーとリズは、両 腕 をサラの足の下に入れて、サラを担ぎました。
サラは両腕を二人の肩にかけました。
マロリーとリズはサラを二塁に連れて行ったのです。マリーはサラに
大丈夫な方の足でベースを踏むように言い、サラはその通りにしました。
はくしゅ

わ

観客は立ち上がり、拍手が沸き上がりました。三人は三塁ベースへと向
たど

かい、サラは三塁ベースを踏みました。そしてついにホームプレートに辿
り着きました。多くの選手、コーチ、ファンが、ライバルチームの二人の
むよく

こうい

なみだ

無欲な行為に 涙 を流しました。
試合は、4 対 2 でサラのチームが勝ちましたが、マロリーとリズは人
しょうりしゃ

生の勝利者となりました。二人は試合結果よりも助けを必要な人に手を
か

貸すことを大切にしたのです。
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