
Stage 2 More Stories A

Floppy's Bath 

 読み聞かせ

CD や音声ペンに合わせて絵本をめくりましょう。CD からフロッピーが吠える声や、お風

呂に入る音や、乾かす音が聞こえてきますね。

 チェック

P10 キッパーがフロッピーにぬいぐるみを見せています。うさぎのぬいぐるみなので、フ

ロッピーはびっくりしていますね。P12 みんなの洋服も部屋も泥水がついてしまいまし

た。P16 この後、どうなるでしょうか？ 

 お話の流れをみてみましょう

・天気（雨）

場所（ぬかるみ）

P1 -5 1）うさぎを追いかけたフロッピー 

P6-7 2）パパに抱きかかえられて帰って来た泥まみれのフロッピー 

P8-15 3）すぐにお風呂へ 

家族総動員で、フロッピーをお風呂に入れることになりました。

・お風呂で洗うのは、パパとママ（キッパーは応援）

・ドライヤーで乾かすのは、チップとビフ

P12-15 やっとフロッピーをきれいにした後、みんなのエプロンや服、床も泥混じりの水

びたしになってしまいました。

フロッピーをお風呂に入れるのは、こんなにも大変なことなのですね。



 
 

 やってみよう！ 

Floppy's Bath の中で見つけよう! 

どこにあるかな？ 

DOG SHAMPOO umbrella,  

hair dryer, FRESH MILK 

BATH OIL everyone bugs me 

 

小さいお子さん向け 

1）フロッピーみたいに、 

ぬいぐるみをきれいにしてあげよう！ 

・ぬいぐるみやおもちゃでほつれているところ、汚れているところはないか、 

見てみましょう。 

 

 

2）草むらに隠れているうさぎを探そう！ 

３つの中から、うさぎを見つけよう。 

草の絵を描いて切り取ります。絵の下に、うさぎの絵を隠しておきましょう。 

うさぎがいないところには、泥んこがあります。 

参考）お風呂に入れてあげるときの英語フレーズ 

It’s bath time! 

The water’s nice and warm. 

 

 



 
 

The Water Fight 
 
 読み聞かせ 

CD や音声ペンに合わせて絵本をめくりましょう。 

 

 チェック 

P1 ママは、この後ラグ（敷物）を敷いて、何をするつもりでしょうか？（P10 参照）P2 

子どもたちは、何をしたいと思いましたか？パパは何と言いましたか？P4-5 プールの

代わりに水遊びを始めました。チップはどんな気持ちでしょうか？P15 この後どうなる

でしょうか？P16 キッパーはどこにいるのかな？ 

  

 

ママはレモネードとラグを持って、快適に過ごそうとしていま

すね。 

レモネードを作ってみよう！ 

材料レモン,はちみつ中さじ３ 

水１５０cc,氷 

 

 子どもをお話に引き付けるアイデア 

The Water Fight ごっこ！ 

チップみたいに、水合戦を始めよう！ 

子どもが見ていないときに、ストローに紐を付けたものを絵本にはさみます。ストロー

は、ホースに見立てます。P9 の They had a water fight.を合図に、子どもに水をか

けるふりをしましょう。お子さんが楽しく音読するための小道具にも使えます。 



 
 

 

 

THE WATER FIGHT 

Everyone was hot. 

The children wanted to go swimming. 

Dad said “No！” 

Biff got the padding pool. 

Kipper filled it with water. 

Chip pushed Biff in the water. 

He grabbed the hose. 

＞ここから、ストローのホースで水をかけよう！ 

They had a water fight.  

Mum got wet. 

“Stop it！”said Dad.  

Dad got a bucket of water. 

He chased Chip. 

Dad threw the water at Chip. 

Oh no！ 

“Sorry! “Said Dad. 

  



Kipper's Balloon 

 読み聞かせ

CD や音声ペンに合わせて絵本をめくりましょう。 

 チェック

P2 キッパーは何色の風船を買いましたか？残りの風船の色も見てみましょう。 

P6 風船を買うために並んでいますね。キッパーは、2個目の風船も赤色を選んだでし

ょうか？

P13 パパは（足の動きや腕の構えから）全速力で追いかけていますね。 

 調べてみよう！

銅像について

P14 The balloon was on a statue.  

パパは、風船を取ろうと銅像の上に乗って、警察官に叱られてしまいました。

どうして、銅像の上に乗ってはいけないのか、銅像はどんなものなのか、

日本の銅像と外国の銅像を比べてみましょう。

 やってみよう！

サイコロを振って、風船を追いかけよう！

パパが風船を追いかけた通りにあったものを、マス目にどんどん書いて、

双六を完成させましょう。

（Pet Shop, Supermarket, Toilet,・・・） 



お話を正しい順番に並べよう！

＊英文を書いてバラバラにしたものを、並べ替えましょう。

Kipper bought a balloon. 

They went to the supermarket. 

The balloon went bang! 

Kipper bought a new balloon. 

Dad went to the toilet. 

Dad ran after the balloon. 

Dad got the balloon down‟ 



 
 

Spots! 
 
 読み聞かせ 

CD や音声ペンに合わせて絵本をめくりましょう。 

 

 チェック 

P2 パパはどうして飲み物をこぼしてしまったのでしょうか？壁のお買い物リストには、

どんなものが書かれてありますか？ 

P4-5 お医者さんが来ました。何時でしょうか？（日本語でも OK） 

P6-7 お医者さんが、ママの腕で脈を測っています。時計で時間をみています。パパが

心配そうに見ていますね。P11 隣のおじさんが、洗濯物を見ています。おばさんが怒

っていますね。P12-13 パパは何を買っていますか？ 

スーパーのレジに貼ってある英語はどういう意味でしょうか？ 

 

英語フレーズ 

お医者さんは、病気のキッパーたちに何と言ったかな？ 

“Stay in bed, “said the doctor. 
 

パパは、どんなふうに看病してくれたでしょうか？ 

手伝ってくれた家事など絵本を開いて振り返りましょう。 

●料理 P8-9 を見て、どう思いますか？ 

●洗濯 P10-11  

●買い物 P12-13  

 

  



 英語で質問してみよう！

本文中の英文をそのまま使って返答できます。

P 4. Who came? 

The doctor came. 

What did the doctor say? 

’Stay in bed,' she said. 

P6 What did the doctor say to Mum? 

'Stay in bed, too,' said the doctor. 

P 16 What was wrong with Dad? 

Dad had spots. 

P16 キッパーたちは、病気になったパパに何を持っていったでしょうか？ 



The Baby-sitter 

 チェック

P1 チップとビフが階段からのぞいています。どうして降りてこないで階段から見てい

るのだと思いますか？こんなとき、どんな気持ちかな？

P6-7 ビフ、チップ、キッパーはそれぞれ何をしていますか？眠そうですか？ 

ビフは、Bert Weedon のギターライブのアルバムを見ています。 

P8-9 シッターさんが、困った顔をしていますね。それぞれ、何をしていますか？ 

P10-11 まくら投げで、まくらが破れてビーズが飛び出していますね。シッターさんも参

戦しています。みんなは眠そうでしょうか？

P12  シッターさんの髪の毛が乱れています。シッターさんが手に持っているものはな

んでしょう？P13-14 この後、シッターさんは何をするでしょう？ 

P14 シッターさんは、どうして掃除機を後ろに隠しているのでしょうか？ 

P15 パパはネクタイが汚れていますね。P16 パパは掃除機を不思議そうに見ていま

すね。

使える英語フレーズ

What a mess!
なんてきたないんだ。めちゃくちゃだ。

 英語で質問してみよう！

P2-3What did Dad say to the children? 

' Go back to bed' said Dad. 

P4 What did the children say? 

' We couldn't sleep,' they said. 



手作りプリント

The baby-sitter 

子どもたちが欲しがったものが空欄になっています。補って読みましょう。

The baby-sitter came. 

“Go back to bed,” said Dad. 

The children came downstairs. 

“We couldn’t sleep,” they said. 

Kipper got his ＿＿＿＿＿. 

He wanted a story. 

Biff was hungry. 

They made a ＿＿＿＿＿. 

Chip wanted a pillow fight. 

Everyone joined in. 

The children went back to bed. 

“What a mess！”said the baby-sitter. 

Mum and Dad came back. 

“Was everyone good? “said Mum. 

Yes and no, said the baby-sitter. 

books sandwich



Kipper’s Birthday 

 読み聞かせ

CD や音声ペンに合わせて絵本をめくりましょう。 

 チェック

P4-5 キッパーは何歳になったのかな？テレビの上にお誕生日のメッセージカードが置

かれていますね。

P7 カレンダーは数字が見えていますね。何日だと思いますか？また、 

Saturday は何曜日かな？パパがつまみ食いをしようとして、ママに叱られてしまいまし

た。P9 キッパーは何をしているのかな？P 11-12 パパは一人でゲームをしています。

子どもたちはテレビを見ています Felix the cat のようです。P12-13 泡だらけになってい

ます。何が起こったのでしょうか？

泡だらけの原因はなに？

P 7 パパが片手で入れていた洗剤の箱になんと書かれているでしょうか？ 

SNOW DRIFT 

HIGH SUDS 

SOAP FLAKES 

NOT FOR USE 

IN WASHING MACHINE 

洗濯機で使ってはダメだと書かれてありました。



 キッパーの誕生日パーティ報告！

P6-7 パーティにどんな料理がありますか？ 

P8-9 キッパーはプレゼントをもらいました。 

こんなとき、なんといってお礼を言えばいいでしょうか？

例）Thank you very much. 

P10  パパがやっているゲームは？ 

 ‘Pin the tail on the donkey’. 

ロバのシッポを ”目隠し" して付ける遊びです。福笑いに似ています。 

英語圏のお誕生パーティで見かけます。

キッパーの誕生日について、英語で質問してみましょう。

書き文字で質問しても OK. 

P 4-5 What did Mum make? 

回答例：Mum made a cake. 

P10-11What did Dad want to do? 

回答例：Dad wanted to play a game. 

誕生日パーティのために、飾りつけをしていますね。

どんなことをしているでしょう？

・風船とバースデーカードを飾りました。
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