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Once upon a time, there was a girl who always wore a red riding hood 
made by her grandmother, so she was called “Little Red Riding Hood.”
One day her mother said to her, “Come here Little Red Riding Hood, 
I have a piece of cake and bottle of wine."
“Take them to your grandmother because she is still sick and they will help her feel better.”
“Take care and do not run off the path, or you may fall and break the bottle.”
“Yes mother, I will take great care of them” Little red Riding Hood replied.
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昔々あるところに、いつも赤ずきんを被っている女の子がいました。　　　　　　　　　　　　　　　
大好きなおばあちゃんが作った赤いずきんを被ったその子は、「赤ずきん」と呼ばれるようになります。　
ある日、お母さんが赤ずきんに言いました。
「こっちにおいで、赤ずきん。ここにケーキ１切れとワインが１本入っているの。」
「これを病気のおばあちゃんに持って行ってあげて。これできっとおばあちゃんも良くなるから。」
「でも丘を走って下ってはいけませんよ。転ぶとワインが割れちゃうから。気を付けて、いってらっしゃい。」
「はい、お母さん。十分に気を付けて行ってきます！」赤ずきんは答えました。
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Little Red Riding Hood's Grandmother lived in a forest, a little way from the village.
When she was walking through the forest, she suddenly met a wolf. 
She didn’ t know how bad he was, so she didn't feel afraid of him.
“Good morning" she said. 
“Why are you in this place so early?” the wolf asked.  
“I am on my way to my Grandmother’ s house to take this wine and cake to make her stronger.”
“Where does your Grandmother live?" the wolf asked. 
“Her house is in the middle of the woods, under a large tree. Surely you must know it!” she said.
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赤ずきんのおばあちゃんは、村から少し離れた森に住んでいました。
赤ずきんが森を歩いていると、突然オオカミに出くわします。
赤ずきんはオオカミがどんなに悪いやつか知らなかったので、怖いとは思いませんでした。

「おはよう」赤ずきんが声をかけました。
「なんでこんな朝早くにこんなところにいるんだい？」オオカミは聞きました。
「おばあちゃんのお家に行く途中なの。このワインとケーキをおばあちゃんに持って行ってあげるの。」
「おばあちゃんはどこに住んでいるんだい？」オオカミは尋ねました。
「おばあちゃんのお家はね、林の真ん中の大きな木の下にあるの。あなたもきっと知っていると思うわ。」赤ずきんは答えました。
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After talking to Little Red Riding Hood, the bad wolf ran straight to her Grandmother's house and knocked on the door.
“Who is it?” asked the grandmother. 
“It's me, Little Red Riding Hood. I brought cake and wine for you. Open the door” replied the wolf. 
“Lift up the latch and come in." the Grandmother called out. 
“I am too weak and cannot get up!" The wolf lifted up the latch and without saying a word, 
he went straight to the Grandmother's bed and ate her up.  
Then, he put on her clothes, and laid down in her bed.  
After picking some flowers, Little Red Riding Hood hurried to her Grandmother's house 
where she  got a surprise to find that the door was open.
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赤ずきんと話した後、悪いオオカミはおばあちゃんのお家へ直行し、ドアをノックしました。
「そこにいるのは誰だい？」おばあちゃんが聞きます。
「私よ、赤ずきんよ。ケーキとワインを持ってきたの。ドアを開けて。」オオカミが言いました。
「かんぬきを開けて入っておいで。」おばあちゃんが言います。 
「体調が悪くてね、起き上がれないんだよ。」
オオカミは何も言わずに中へ入ると、おばあちゃんの寝室に向かいました。
そしておばあちゃんをペロリと一飲みし、おばあちゃんの服を着てベッドに横になったのです。  
そのころ何も知らない赤ずきんは、お花を摘んだ後、おばあちゃんのお家へと急いでいるのでした。
ドアの開いた、オオカミの待つおばあちゃんのお家へ。
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“Good Morning Grandma!” she called out but received no reply. 
She went to her grandmother's bed and drew back the curtains. 
“Oh Grandmother, what big ears you have!  And,what big eyes and mouth you have!" she exclaimed. 
“All the better to eat you with!" growled the wolf as he leaped out of the bed and swallowed her up too. 
Now, he was full so he fell asleep and started to snore very loudly. 
There was a huntsman passing by who saw the sleeping wolf inside the old woman's house. 
“He ate that old woman! But perhaps she can still be saved” he said to himself.  
So, he took a pair of scissors and cut the wolf open, and there inside 
he found Little Red Riding Hood and her Grandmother. They were saved!!! 
Then, the huntsman put some big stones inside the wolf's belly and threw him into the river to drown.

「おばあちゃん、おはよう！」赤ずきんは大きな声で言いましたが、返事はありません。

赤ずきんはおばあちゃんのベッドに行き、カーテンを開けました。

「まあ、おばあちゃんの耳はなんて大きいの！まあ、目も口もなんて大きいのかしら！」赤ずきんはびっくりしました。

すると狼は言いました。「それはね、お前を食べてしまうためだよ！」

狼はベッドを飛び出し、赤ずきんも一飲みにしてしまいました。

狼はお腹がいっぱいになって、大きないびきをかきながら眠っています。

そこに一人の狩人が通りかかり、おばあさんの家の中で眠っている狼を見つけました。

「こいつ、おばあさんを食ったんだな！でもひょっとするとまだ無事かもしれない。」狩人は自分に言い聞かせました。

そして、大きなハサミを手に取り、狼のお腹をチョキチョキと切ってしまいました。

すると中には、赤ずきんとおばあちゃんがいるではありませんか。彼女らは無事だったのです！

それから、狩人は狼のお腹の中に大きな大きな石を詰め、川の中に投げ込んだそうです。
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