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牧場は今日もすばらしい緑色 

そして記念すべきすばらしいときがやってきた 



生まれたのは可愛い子牛 

目はかわいらしいまんまるでトウモロコシ色 

  



彼女は遊ぶのが大好き 

走り回ってクルクル 

干し草の上でゴロゴロ 



遊んでくれるのはお母さん 

そして暖かいお日様でのお昼寝 





クラーラという名前 

それはみんなが知っている 

なぜなら・・・ 



 

とってもおりこうさんだから！ 

見る人はみんなはびっくり 

見せてくれるのはあいさつ 

片ひざをついてのあいさつ 

 





評判はみんなの耳に届きます 

牧場主のレイルも誇らしげ 



クラーラは人気者に！ 

地元のみんなが知っています 



そんなある晴れた日 

大きな黒い車に乗ってきたには誰？ 



クラーラに会うためにやってきた

のはいったい誰？ 



そう・・・ 

評判を聞きつけた 



王子様がやってきたのです 



おじぎをしてあいさつする牛 

クラーラの評判 



レイルは王子様に会えて大喜び 



クラーラのあいさつ 

王子様は大喜び 



「この牛が欲しい、家に来てほしい」

と王子様 



「ごめんなさい」 

「クラーラをおゆずりすることはできません」

とレイル 
  



地元のみんなとも 

最高の仲間です 

つながる心と心 



クラーラは最高の友達 

ずっと一緒にいたい 

 



王子様はそっと帰っていきました 

ふたりはずっと仲良く暮らしました 



ひょっとしたら・・・ 



あなたもある日かしこくかわいらしい 

クラーラと会うかもしれません 



 

どこかで きっと 



 

おしまい 



  

『クラーラ おじぎのできる牛』は友情シリーズ

第一の作品です。この本では、子供が、愛さ

れること、特別であること、一生の友だちを持

つことの大切さを学習できます。 

 

ここから 7ページにわたり、特別付録として

歌詞が記載されます。 

 

無料の英語での歌い合わせ音源と eブック

はこちらからダウンロードできます。 

http://www.koolamundo.com/books.html  

http://www.koolamundo.com/books.html


Klara The Cow 
Sing-along 



  

Verse I 

One fine day in the month of May 

a little baby cow was born. 

What a surprise, when she opened her eyes 

the color of sweet corn. 

 

 



  

Pre-chorus 
Klara was her name Oh’… She had some fame. 

Can you guess why?   

Because this baby cow knew how to bow...   

With a twinkle in her eye. 

Chorus 

Klara, tell us how you learned how to bow. 

Wow, it’s amazing to see,  

as you bow on one knee. 

So let us all, try it now,  

with our friend, Klara the cow. 

 



  

Verse II 
Try this with me and you will agree, 

that bowing is a lot of fun. 

It’s easy you see,  

you just bow, on one knee 

such fun for everyone. 

With a twinkle in her eye. 

 



  

Pre-chorus 
Klara was her name Oh’… She had some fame. 

Can you guess why?   

Because this baby cow knew how to bow...   

With a twinkle in her eye. 

Chorus 

Klara, tell us how you learned how to bow. 

Wow, it’s amazing to see,  

as you bow on one knee. 

So let us all, try it now,  

with our friend, Klara the cow. 

 



 

  

Verse III 

With your head held high look up to the sky 

And won’t you join with me? 

First with your left, and then with your right, 

and bow for all to see. 



  

Pre-chorus 
Klara was her name Oh’… She had some fame. 

Can you guess why?   

Because this baby cow knew how to bow...   

With a twinkle in her eye. 

Final Chorus 

Klara, tell us how - you learned how to bow. 

Wow, it’s amazing to see,  

as you bow on one knee. 

So let us all, try it know,  

with our friend, Klara the cow. 



 

  

 

私たちの Facebookページです。 

http://facebook.com/koolamundo    

 

私たちのウェブサイトはこちら。 

www.koolamundo.com  

 

無料の歌い合わせ音源と eブックはこちらから

ダウンロードして下さい。 

http://www.koolamundo.com/books.html    

 

http://facebook.com/koolamundo
http://www.koolamundo.com/
http://www.koolamundo.com/books.html


  

子供のためにデザインされ

ています。 

 

本を読むことで、 

知識と想像力、そして 

好奇心を養いましょう。 

 



 

  

常に私を支え、信じ続けてくれるソウルメイト

“ティモシー”、そして私に童心を思い出させ

てくれる創造的で才能豊かな子供達、“キー

ナン”、“ケイラー”に感謝を述べさせて頂き

ます。そして、柔らか、かつ好奇心に満ちあ

ふれた瞳で私たちを見つめる世界中の牛た

ちにも。 



 

クラーラは他の牛とはちょっと違う。

彼女は特別なことができるのです。

クラーラの才能を気に入った王子さ

まが連れて帰ろうとしますが、その

後すぐに、お金では買えない何か

に気がつきます。違うっていい。愛

されるってすごくいい。一緒にクラ

ーラの物語を楽しみましょう！ 

作者について 

キンバリーは“サードカルチャーキッズ”として幼少期を過ごす — アメリカで生を受け、アフリカ大

陸、アメリカ大陸、ニュージーランド、いくつかのヨーロッパの国々で生活。書籍、音源、動画、オ

ーディオトラックなどの楽しい媒体を通して、私たちの住む素晴らしい世界について、子供たちに

教育中。教育+楽しいが満載の冒険に参加しよう！ 

この本の他言語版、歌い上げ音源、オーディオブック、読み上げ動画、その他の無料素材はこち

らからどうぞ。 

www.koolamundo.com  

http://www.koolamundo.com/

