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Little Red Riding Hood

赤ずきん

A:

Little Red Riding Hood arrived at the little house, carrying a pretty
bunch of flowers. She thought it was a little strange that the door
was standing open.

A:

赤ずきんはかわいい花束を持って，小さな家に着きました。彼女はドアが開
いたままだったので少し変だなと思いました。

B:

“It’s me, Grandmother.
no one answered.

B:

「わたしよ，おばあさん，赤ずきんよ」彼女は呼びかけました。しかし返事
はありません。

A:

Little Red Riding Hood stepped slowly inside.

A:

赤ずきんはゆっくりと中に入りました。

B:

When she saw Grandmother in bed, she said, “Why Grandmother!
What big ears you have!”

B:

ベッドの中のおばあさんを見たとき，彼女は言いました。「まあ，おばあさ
ん！なんて大きな耳なの！」

A:

“The better to hear you with.”

A:

「お前の声がよく聞こえるようにだよ」

B:

“Why Grandmother!

B:

「まあ，おばあさん！なんて大きな目なの！」

A:

“The better to see you with.”

A:

「お前がよく見えるようにだよ」

B:

“Why Grandmother!

B:

「まあ，おばあさん！なんてすごく大きな歯なの！」

A:

“The better to eat you with!”

A:

「お前をよく食べられるようにだよ！」

B:

And with that the wolf snatched up Little Red Riding Hood and
GULP! swallowed her whole. Sleepy after such a large meal, he
lay down and began snoring away.

B:

すると狼は赤ずきんにつかみかかり，噛みついて彼女を丸のみにしてしまい
ました。ごちそうを食べて眠たくなった狼は，横になり，いびきをかき始め
ました。

A:

It so happened that a hunter was passing by.

A:

そこへ 1 人の猟師が通りかかりました。

B:

“My goodness,” he thought, “how the old woman is snoring today!
I wonder if she’s ill.”

B:

「おや，今日のおばあさんはなんていびきなんだ！病気だろうか。」と彼は
思いました。

A:

The hunter went into the house and saw the wolf asleep.

A:

猟師は家に行き，狼が眠っているのを見ました。

B:

“Aha!

B:

「はは！ついに捕まえたぞ，悪党め！」

A:

He took up Grandmother’s big scissors, cut open the wolf ’s belly,
and out came the relieved and grateful Grandmother and Little
Red Riding Hood.

A:

彼がおばあさんのはさみを取り，狼のお腹を切り開くと，出てきたのは，ほ
っとして感謝でいっぱいのおばあさんと赤ずきんでした。

B:

“How terrible it was in there!

B:

「ああ，怖かった！お腹の中はとても暗かったわ！」と女の子は泣きました。

A:

She ran out and came back with two big stones.

A:

彼女は走って出ていくと，2 つの大きな石を持って帰ってきました。

B:

She stuffed them into the wolf ’s open belly and closed it up again,
sewing it shut, good and tight.

B:

彼女は狼の開いたお腹に石を詰めて閉じ，きつくしっかりと縫いました。

Little Red Riding Hood,” she called.

But

What big eyes you have!”
What great big teeth you have!

Now I’ve got you, you scoundrel!”

So dark!” cried the girl.

234 words (A109+B125)

