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   白雪姫 ディズニーアニメ（public domain） 

 

   Snow White and the Seven Dwarfs（原題） 

   白雪姫と７人の小人たち 

 

            抜粋・対訳 工藤 律 

            朗読（CD） シドニー・スタンファー 

     

     全１２章 ４５分 

 

     第１章 女王と魔法の鏡 

 

 Once upon a time there lived a lovely little Princess named Snow White. 

昔々あるところに、白雪姫という名前の美しい小さな王女様が住んでいまし

た。Once upon a time 昔々ある所に（昔話のイントロの決まり文句） 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

--- 

継母（ままはは）である女王は、ある日、白雪姫の美しさが自分を越えてしま

うことを恐れ、粗末ななりをさせて、女中として働かせていました。ーーー 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---- 

 Each day the vain Queen consulted her Magic Mirror. 

毎日虚栄心の強い女王は魔法の鏡に尋ねました。vain 虚栄心の強い、無駄な 

 "Magic Mirror on the Wall, who is the fairest one of all?" 

「壁の魔法の鏡よ、すべての人の中で一番美しいのは誰？」fair 美しい 

. "You are the fairest one of all," 

「あなたが一番美しい。」 

鏡はそのように答えているかぎり、白雪姫は女王の残酷な嫉妬心から逃れるこ

とができて安全でした。 

（その数年後） 

（女王） 
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 ”Magic Mirror on the wall, who is the fairest of all?” 

「壁の魔法の鏡よ、一番美しいのは誰？」 

 "Famed is thy(ザイ：古語：your) beauty, Majesty. 

「あなた様は美しさが知れ渡っています、女王陛下」 倒置法（強調のため） 

But hold, a lovely maid I see. Rags cannot hide her gentle grace. 

Alas, she is more fair than thee."(ジー：古語：you)" 

しかし、お待ちください。愛らしい乙女が見えます。ぼろを着ててもやさしい

気品は隠せません。ああ、彼女はあなたよりも美しいのです。 

hold 待つ、持つ rag ぼろ hide 隠す gentle やさしい grace 気品 

（女王） 

"Alas for her! Reveal her name." 

なんと。その名前を私に明かしなさい。reveal 明らかにする 

（鏡） 

"Lips red as the rose. 

唇はばらのように赤い。 

Hair black as ebony. 

彼女の髪は黒檀のように黒い。evony 黒檀（こくたん） 

Skin white as snow." 

肌は雪の様に白い。」 

（女王） 

"Snow White." 

「白雪姫。」 

 

      第２章 望みをかなえる井戸で王子様と出会う 

 

Want to know a secret?  (Do you が省略されている） 

秘密が知りたいの？ 

Promise not to tell?  (Do you が省略されている） 

だれにも言わないって約束できる？ 

（白雪姫の歌） 

We are standing by a wishing well 
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私たちは望みをかなえる井戸のそばに立ってるの well 井戸 

Make a wish into the well  

井戸に望みをかけるの 

That's all you have to do  

あなたはそれだけでいいの 

And if you hear it echoing 

あなたがこだまを聞けば 

Your wish will son come true 

あなたの望みがかなう  

 

I'm wishing 

私は望んでる 

For the one I love to find me 

だれかその私の愛する人が私を見つける 

Today I'm hoping 

今日そうなればいいなって 

And I'm dreaming of the nice things 

そして素敵なことを夢みるの 

He'll say------- 

彼はこう言うのーーーー 

（井戸からこだまが聞こえる） 

-------------------------- 

私は望んでるのーー私の愛するその人がーー私を見つけるてくれること――今

日ーー、 

そこへ通りかかった王子が白雪姫を見つけて白馬から降り、井戸に向かって歌

う白雪姫に言う 

 

(王子） 

Today 

今日 

（白雪姫） 

Oh! 
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あっ 

（王子） 

Hello. 

こんにちは。 

（白雪姫） 

Oh. 

あっ 

（王子） 

Did I frighten you? 

驚かせてしまいましたか？ frighten 驚かせる 

Wait. Wait, please. 

待って 

Don't run away.  

逃げないで。run away 走って逃げる 

Now that I found you 

私があなたを見つけたのですから 

hear what I have to say 

私の言わなければならないことを聞いてください。 

 

（王子が One song という歌を歌う） 

One song 

歌が一つ 

I have but one song 

一つだけの歌 

Only for you.... 

あなたのための 

 

突然の出会いに驚き、白雪姫はお城の中に駆け込むが、２階の窓から自分のた

めに歌っている王子を見つめる 

 

 

第３章 女王が狩人に命令 
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(女王） 

Take her far into the forest.  

彼女を遠い森の中に連れて行け。take 連れて行く 

Find there some secluded glade where she can pick wildflowers. 

彼女が野の花を摘めるような、人里はなれた森の中の空き地を見つけるんだ。 

seclude スクルーデット、人里離れた  glade グレイド 森の空き地 

(狩人） 

Yes, Your Majesty. 

はい、閣下。 

（女王） 

And there my faithful Huntman, you will kill her! 

そしてそこで私の忠実な狩人、お前は彼女を殺すのだ。 

（狩人） 

But, Your Majesty, the little Princess! 

しかし、閣下、小さな王女です。 

（女王） 

Silence! 

おだまり。 

You know the penalty if you fail . 

お前は失敗した時の罰を知っているね。penaly 罰則 

（狩人）Yes, Your Majesty. 

はい、閣下。 

（女王） 

But to make doubly sure... 

しかし、念のために  make sure 確実にする 

you don't fail, bring back her heart ...in this. 

必ず、彼女の心臓を、ここにいれて持って帰るんだよ。bring back 持って帰る 

 

狩人と一緒に森へ行く。そこで迷子になった子ウサギに話しかける 
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第４章 狩人と白雪姫 

 

 

(狩人） 

I can't!  I can't do it! 

わたしにはできない。できない。 

Forgive me. I beg of Your Highness, forgive me. 

お許しください。妃殿下、私はあなたにお許しを請います。 

(白雪姫） 

I don't understand. 

何のことかわからないわ。 

(狩人） 

She is mad! Jealous of you! 

彼女は気が狂っています。あなたへの嫉妬から。jealous 嫉妬する 

She'll stop at nothing. 

彼女はとどまることを知りません。 

(白雪姫） 

But-but who? 

だけど、いったいだれなの？ 

（狩人） 

The Queen! 

女王さまです。 

（白雪姫） 

The Queen? 

女王？ 

(狩人） 

Now, quick, child, run! child 

さあ、急いで、子供よ、走れ。 

Run away, hide! 

走って、隠れて。run away 走って逃げる hide 隠れる 

Into the woods! Anywhere! 

森の中で、どこでもいいから。woods 森 （wood 木） 
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Never come back! 

もどってこないで。 

 

 

Now go!  Go! 

さあ、行って、行って 

Go! Run! Hide! Anywhere! 

行って、走って、隠れて、どこにでも。 

 

白雪姫は森の中を走るが木の枝や池が行く手をはばむ。風が吹きあたりは暗く

なる。泣き崩れる白雪姫を動物たちが見守っている。うさぎが近づいてくる。 

 

 

  第５章 

 白雪姫の歌 

 

With a smile and a song 

ほほえみと歌があれば 

Life is just like a bright, sunny day 

生きるって明るい晴れた日のよう 

Your cares fade away 

心配がなくなっていって  fade away だんだん消える 

And your heart is young 

心は若々しく 

With a smile and a song 

微笑みと歌があれば 

All the world seems to waken anew  

世界が新しく目覚めるように感じるの  waken 目を覚ます 

Rejoicing with you  

あなたと楽しく rejoice  喜ぶ 

As the song is sung 

歌を歌う時は 

--- 

There is no use in grumbling  
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文句を言っても無駄なの    grumble ぶつぶつ不平を言う 

When raindrops comes tumbling 

雨が降るとき    tunble 倒れる、落下する 

Remember you're the one 

あなたを思い出す 

Who can fill the world with sunshine 

世界を日の光で満たすことができるその人   fill 満たす 

 

動物たちに話す 

 

I really feel quite happy now. 

今私はとっても幸せだって感じるの 

I'm sure I'm get along somehow. 

何とかやっていけそう  get along 先へ進む、仲良くする 

Everything's going to be all right. 

すべてがうまくいく 

But I do need a place to sleep at night. 

だけど今夜眠る場所が必要だわ 

I can't sleep on the ground like you. 

あなたたちみたいに地面の上では眠ることができないの。 

Or in a tree, the way you do. 

あなたたちのように木で眠ることができないの 

and I'm sure no nest could possibly be big enough for me. 

そして私が眠れるくらい大きい巣はないと思うわ     nest 巣 

Maybe you know where I can stay. 

たぶんあなたたちは私が泊れるところを知っているんじゃない。 

In the woods somewhere?  

森のどこか。    woods 森 

You do? 

そうでしょ 

Will you take me there? 

連れて行ってくれない     take 連れて行く 
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どこにとまればいいかをたずねると、動物たちが小人たちの家に案内してくれ

る 

 

Oh, it's adorable. 

まあすてき adorable 愛らしい、かわいい 

Just like a doll's house. 

まるで人形の家みたい。 

I like it here. 

ここが気に入ったわ。 

Ooh, it's dark inside. 

あらっ、中は暗いわ。 

Guess there is no one in the home. 

だれもいないみたい。 

Hello? 

こんにちは。 

May I come in? 

はいってもいいかしら。 

Shh. 

シー 

Oh. 

あらっ。 

What a cute little chair. 

なんてかわいらしい小さな椅子なの  cute かわいい 

Why, there's seven little chairs. 

なぜ、小さな椅子が7つあるのかしら。 

Maybe seven little children. 

たぶん小さな子が7人ね。 

And from the look of this table, 

この食卓から見ると 

seven untidy little children.  

 

だらしない７人の子供たちね。 untidy かたずいてない（tidy きちんとした） 
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A pickax. 

つるはし。  

A stocking too.  

靴下も。 

And a shoe. 

そして靴。 

And just look at that fireplace. 

そしてちょっと暖炉を見てみるわ。      fireplace  暖炉 

It's covered with dust. 

ほこりだらけ。 

And look, cobwebs everywhere.        

見て、そこら中に蜘蛛の巣だらけ。       cobweb  蜘蛛の巣 

My, my, my! 

おやおやおや。 

What a pile of dirty dishes. 

なんときたないお皿が積み上げられて 

And just look at the broom.         

ちょっとほうきを見てみましょう。       broom  ほうき 

Tsk, tsk, tsk! 

ツッツッツッ 

Tsk, tsk, tsk! 

ツッツッツッ 

Why they've never swept this room. 

どうしてかれらは部屋の掃除を一度もしないのかしら。 sweep  掃除をする 

You'd think their mother would- 

思うにおかあさんはきっとーー 

Maybe they have no mother. 

もしかしたらお母さんがいないのかも。 

Then, they're orphans. 

という事は、彼らはみなしごなのね。        orphan みなしご 

That's too bad. 

それはとっても残念ね。           

I know.  We'll clean the house and surprise them. 
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わかったわ。私たちで家の掃除をして彼らを驚かせてあげましょう。 

 surprise 驚かす 

Then, maybe they'll let me stay. 

そうすれば、たぶん彼らは私をとまらせてくれるでしょう。 

 

動物たちと家の大掃除をする 

 

Now, you wash the dishes. 

さあ、あなたはお皿を洗ってね。 

you tidy up the room. 

あなたは部屋を整えてね。   tidy up 片づける 

you clean the fireplace. 

あなたは暖炉をきれいにして。 

And I use the broom. 

そして私はほうきをつかうわ。 

 

(歌）Just whistle while you work 

口笛を吹くのよ 

And cheerfully together 

一緒に元気よくね 

we can tidy up the place--- 

わたしたちこの場所をきれいにできる 

So hum and merry tune 

鼻歌と楽しい音   

hum 鼻歌を歌う、活気ずける  merry 陽気な、楽しい tune 旋律、メロディ 

It won't take long 

時間はかからない 

when there is a song 

to help you set the place--- 

あなたたちがここをきれいにするのを  

助けてくれる歌があれば set 整える 

And as you sweep the room 

そして部屋のふき掃除をするとき 
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Imagine that the broom is someone that you love 

ほうきがあなたの愛してる人だったらって想像してみて。 

And soon you'll find you're dancing to the tune--- 

そしてあなたは音楽にあわせてダンスをしているとわかるの。 

Oh, no, no,no, no! 

だめだめ。 

Put them in the tub. 

たらいの中に入れるのよ。 

When hearts are high 

心が一生懸命なとき 

the time will fly 

時間ははやく過ぎ去るの。 

So whistle while you work--- 

だから仕事をするときは口笛を吹くの。 

Uh, uh, uh, uh. 

ああああーー。 

Not under the rug.--- 

敷物の下はだめ。 

So whistle while you work. 

仕事中は口笛吹いて。 

 

 

   第６章 小人たちが鉱山でダイアモンドを掘っている 

 

 

(小人たちの歌） 

We dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig 

俺たちや掘って掘って掘ってーーー。   dig 掘る 

In our mine the whole day through  

炭鉱で一日中ずっと   mine 炭鉱（ここではダイアモンドを掘る場所） 

to dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig 

掘って掘って掘って 

Is what we like to do 

おれたちゃ好きなんだ 
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It ain't no trick to get rich quick 

早く金持ちになる手品はないんだ。  ain't  俗語 isn't と同じ 

If you dig, dig, dig with a shovel or a pick 

シャベルかつるはしを使って掘れば  shovel シャベル  pick つるはし 

In a mine! In a mine! In a mine! In a mine! 

鉱山、鉱山、鉱山、鉱山を 

Where a million diamonds shine 

そこには100万個のダイヤモンドが輝いている shine 輝く 

We dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig 

俺たちゃ掘って掘ってーーーー 

From early morning 'til night  

朝早くから夜まで 

We dig, dig, dig, dig, dig, dig 

掘って掘ってまた掘ってーーー 

Dig up everything in sight 

目に入ったものは全部掘る   

We dig diamonds by the score 

ダイアモンドをたくさん掘って by the score 大量に score 得点、成績、楽譜 

A thousand rubies, sometimes more 

数千個のルビー、時にはもっと 

Though we don't know what we dig them for 

何のために宝石を掘ってるんだか知らんけど 

We dig, dig, dig-a-dig, dig--- 

掘って、掘って、また掘る 

 

声をかけあって７人がつるはしを肩にかけて行進する 

 

Heigh-ho, heigh-ho 

ハイホー、ハイホー 

Heigh-ho, heigh-ho 

Heigh-ho, heigh-ho 

Heigh-ho 

It's home from work we go 

おれたちゃ仕事がおわって家に行くんだ 



14 

 

 

（歌を繰り返す） 

 

 

 

第７章 小人たちの家 

 

（白雪姫） 

Let's see what's upstairs. 

二階を見ましょう 

Oh, what adorable little beds. And look, they have their names carved 

on them. 

まあ、なんてかわいい小さなベッド。見て、名前がベッドに彫ってあるわ。 

 carve 彫る、彫刻する 

Doc, Happy, Sneezy, Dopey- 

ドック（先生）、ハッピー（ごきげん）、スニージー（くしゃみ）、ドーピー

（ぼんやり） 

What funny names for children. 

子供たちの名前、なんておかしいんでしょう。funny おかしな 

Grumpy, Bashful and Sleepy. 

グランピ－（おこりんぼう）、バッシュフル（はずかしがり）、そしてスリーピ

ー（ねぼすけ） 

I'm a little sleepy myself. Oh, oh. Oh, ha... 

私ちょっと眠くなっちゃった。ああ。    sleepy 眠い 

 

ーーーー白雪姫は小人たちのべっどに寝てしまうーーー 

 

 

（小人たちの歌声） 

High-ho -------------------- 

ハイホー 

 

-------------自分たちの家に近づいた時、様子がおかしいことに気が付く------------

- 
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（ドク） 

Look! Our house! The lit's light- Uh, the light's lit. 

見ろ。おれたちの家。明かりがついてる。  

lit light の過去形 あかりがついている 

（小人たち） 

Jiminy Crickets. 

ジミニークリケッツ（なんてこったい） 

The door is open. 

戸が開いてる。 

Chimney's smoking. 

煙突から煙が出てる。 

Something's in there. 

何かがあそこにいるんだ。 

Maybe a ghost. 

幽霊かもしれない。  ghost 幽霊 

Or a goblin. A demon. 

もしかしたら小鬼、悪魔。 

Or a dragon. 

ドラゴンかも。 

(グランピー） 

Mark my words, 

おれの言葉をよく聞いとけ、 

there's trouble a-brewing. 

やっかいなことが起こってるんだ。brew 良くないことをたくらむ、醸造する 

a-brewing は方言、正しくは brewing  

Felt it coming all day. 

一日中感じてたんだ。 

My coms hurt. 

この目で気が付いたんだ。 直訳は目が痛む   com 魚の目 

(ハッピー） 

Gosh. 

ややっ 
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(バッシュフル） 

That's a bad sign. 

あれは悪い印だ。 

(小人たち） 

What'll we do? 

どうしよう。 

Let's sneak up up on it. 

そっと二階に上がろう。 sneak こっそり行く 

(ドクター） 

Yes. Ahem, 

そうだ。えへん。 

we'll uh, squeak up- 

われわれは、叫ぶ、じゃなくて   squak ネズミなどが啼く、叫ぶ 

Sneak up. Come on, hen-Uh, men. 

そっと上がる。行こう、めんどり、じゃなくて、みんな。 

間違えて、hen（めんどり）と言ってから、men(男たち）と言い直した 

Follow me. 

ついてこい。 

Psst. 

シーッ 

(小人たち） 

Shh! 

シーッ 

（ドーピー） 

Shh! 

シーッ 

（ドクター） 

Careful, men. 

気をつけろ、みんな。 

Search every cook and nanny-Uh, hook and granny- 

Uh, crooked fan- 

全部くまなく探せ。 



17 

 

ドクターは言い間違えをたくさんするキャラクターで、 

本当は corner and cranny （角と割れ目）と言いたかったが、３度間違えている

cook   料理人    nanny  乳母    hook （釣り）針  granny おばあさん 

crooked 曲がった  fan 扇、うちわ 

 

Uh, search everywhere. 

全部探せ。    crooked              fan     

Shh! quiet. 

シーッ、静かにしろ。 

Look!  The floor! It's been swept! 

見て。床。はいてあるよ。 

(グランピ－） 

Hah!  Chairs 's been dusted. 

ハッ。椅子のほこりがなくなってる。dust ほこりを払う 

（ハッピー） 

Our window's been washed. 

窓が洗ってある。 

（バッシュフル） 

Gosh, our cobwebs are missing. 

おやっ。くもの巣がなくなってる。  missing なくなっている 

（ドクター） 

Why, why, why- 

なぜ、なぜ、なぜ、 

Why, the whole place is clean! 

なぜ、どこもかしこもきれいなんだ。 

(グランピ－） 

There's dirty work afoot.   

悪いたくらみが起こっているんだ。 afoot 進行中、実行中 

(スニージー） 

Sink's empty. 

ながしがからだ。 

Hey, someone stole our dishes! 
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ヘイ、だれかが皿を盗んだ。  steal 盗む （stole 過去形） 

(ハッピー） 

They ain't stole.  

盗まれたんじゃない。 本来は They aren't stolen.  

They're hid in the cupboard. 

食器棚の中に入っている（かくされてる）。 

 hid  hide 隠すの過去・過去分詞形 

（バッシュフル） 

My cup's been washed. Sugar's gone. 

僕のコップが洗ってある。砂糖がついてない。 

（ハッピー） 

Something's cooking. 

なにか料理ができてる。 

Smells good. 

いいにおいがする。 

（グランピ－） 

Don't touch it, you fools! 

触るな、ばかもの。 

Might be poison. 

毒かも知れんぞ。 poison 毒 

See? 

わかるだろう？ 

It's witch's brew. 

魔女の毒汁だ。 witch  魔女      brew 毒の汁、ビール  

(ドクター） 

Look what's happened to our stable-uh, table. 

ステーブル、じゃなかったテーブル見てみろ。 

(バッシュフル） 

Flowers! 

花だ。 

(スニージー） 

Huh? 
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ハー。 

（バッシュフル） 

Look, goldenrod. 

見て、アキノキリンソウだ。 

(スニージー） 

Don't do it. My nose! 

やめて。鼻が。 

My hay fever! 

花粉症が。 

You know I can't stand it. 

知ってるだろう、我慢できないんだ。 

I can't-I-Oh! 

出来ない。 

Ah-Ahhhh- 

アー。 

Thanks. 

ありがとう。 

Ah-chooooo! 

アチュー（ハクション）。 

(小人たち） 

Hey! Shh! 

おい、シー。 

(グランピ－） 

You crazy fool! 

この狂った馬鹿者。 

Fine time you pick to sneeze! 

鼻をかむ時間じゃないだろう。 sneeze くしゃみをする 

(スニージー） 

I couldn't help it. 

我慢できなかったんだよ。 

I can't tell. 

わからないよ。 
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When you got it, you got to. 

これはどうしようもないんだよ。 

I-I-I got to. 

どうしようもない。 

I-it's coming. 

でるでる。 

Ah-ah... 

アー。 

(小人たち） 

Don't let him. 

やらせちゃだめだ。 

Stop him. 

やめさせろ。 

(スニージー） 

Oh, ah-ah-ah... 

オー、ア、ア、ア、 

(小人たち） 

Don't let go. 

手をはなすなよ。 

 

--------みんなでくしゃみをしないようにスニージーの鼻をしばる------------ 

 

Hold him tight. 

きつく抑えろ。 tight  きつく 

I'll tie it. 

しばるよ。  tie  しばる、結び目をつくる 

Make a hard knot. 

きつくしばれ。 knot  結び目 

(ハッピー） 

There, that'll hold him.  

やれやれ、これでくしゃみがおさえられる。  hold おさえる 

(スニージー） 

Thanks! 
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ありがとう。 

（小人たち） 

Shh! 

シー。 

(グランピ－） 

Quiet, you fool. 

静かにしろ、この馬鹿。 

Want to get us all killed? 

みんな殺されたいのか。 

(ハッピー） 

Wha-wat's that? 

あれはなんだ。 

（ドクター） 

That's it. 

あれだ。 

（バッシュフル） 

Sounded close. 

近くからだ。 

（グランピ－） 

It's in this room right now. 

ちょうど今、この部屋だ。 

（ドクター） 

It's up there. 

上だ。 

（バッシュフル） 

Yeah, in the bedroom. 

そう、寝室だ。 

（ドクター） 

One of us has to go down... 

この中から誰かが降りて行かなきゃ。 

and chase it up. 

そしてそいつを追いかけるんだ。  chase 追いかける、追跡する 
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Uh, uh, uh, up, down. 

そう、そう、上に、下に。 

Here, take it. 

さあ、（明かりを）持って行け。 

Don't be nervous. 

びくびくするなよ。 

Don't be afraid. 

こわがるな。 

We're right behind you. 

おれたちすぐうしろにいるからな。 

（小人たち） 

Yes, right behind you. 

そう、すぐうしろ。 

(ドクター） 

Here it comes. 

こっちに来た。 

（小人たち） 

It's after us! 

後ろについてるからな。 

Don't let it out. 

外に出すなよ。 

Hold it shut! 

閉じ込めるんだ。 

Here it comes. 

こっちに来たぞ。 

Now's our chance. 

わしらのチャンスだ。 

Hit it , now. 

ぶちのめせ、今だ。 

Give it to him. 

やっちまえ。 

Don't let him get away. 

やつを逃がすな。 
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Take that, and that, and that! 

つかまえろ、そいつだそいつ。 

(ドクター） 

Hold on there, i-i-it's only Dopey. 

つかまえろ、そいつ、なんだドーピー（ぼんやり）じゃないか。 

 

---------怪物はシーツをかぶったドーピーだった---------------- 

 

（小人たち） 

Did you see it? 

おまえ見たかそいつを。 

How big is it? 

どのくらいの大きさだった。 

Was it a dragon? 

ドラゴンか。 

Has it got horns?   

角は生えてたかい。 horn  角 

Was it breathing fire? 

火を吹いたりはしてたかい。 breath 呼吸する 

Was it drooling? 

よだれをたらしてたかい。 drool よだれをたらす 

What was it doing? 

なにをしてたんだい。 

(ドクター） 

He's says it's a monster... 

彼が言ってるのは、そいつは怪獣で 

asleep in our beds! 

おれたちのベッドで寝てる。 

(グランピ－） 

Let's attack. 

襲いかかろう。 

While it's sleeping. 

そいつが眠ってるときに。 
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(小人たち） 

Yeah, while it's sleeping. 

そうだ、寝ている時だ。 

(ドクター） 

Hurry, men, it's now or never. 

早く、みんな、今しかない。（今か、もしくは、全くないか） 

 

-------------寝ていたのは怪獣でなくて女の子だったことに気が付く---------- 

 

 

(白雪姫） 

Oh, dear! 

あら、まあ。 

I wonder if the children are... 

こどもたちかしらってーー 

Oh! 

あらっ。 

Why-why, you're little men. 

なぜ、なぜ、あなたたちは小さい男のひとたちなの。 

How do you do? 

どうぞよろしく。 

I said,"How do you do?" 

「どうぞよろしく。」って言ったのよ。 

（グランピ－） 

How do you do what? 

よろしくって何が。 

（白雪姫） 

Oh, you can talk. 

あのね、あなたは話せるのよ。 

I'm so glad. 

私はうれしいわ。 

Now, don't tell me who you are. 

それじゃ、だれなのか言わないで。 
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Let me guess. 

当ててみるから。 

I know you are Doc. 

あなたがドクター「先生」、知ってるわ。 

(ドクター） 

Why-why-why, yes! 

な、な、なぜ、そうですけど。 

Yes! That' true. 

そう、本当です。 

（白雪姫） 

And you're-you're Bashful. 

そしてあなたバッシュフル「恥ずかしがり屋」 

（バッシュフル） 

Oh, gosh! 

ああ、そうさ。 

（白雪姫） 

And, you? You're Sleepy. 

そしてあなたは、あなたがスリーピー「ねぼすけ」 

(スリーピー） 

How'd you guess? 

どうしてわかるの。 

（白雪姫） 

And you? 

そしてあなたはーー。 

(スニージー） 

Ah-ah-ah-ah... 

あーあーあーあー 

（白雪姫） 

You're Sneezy. 

あなたがスニージー「くしゃみ」 

(スニージー） 

Ah-choo! 
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アチュー（はくしょん） 

（白雪姫） 

Yes, and you must be... 

やっぱり、あなたはきっとーー 

（ハッピー） 

Happy, ma'am. That's me. 

ハッピーです。お嬢さん、私です。 

And this is Dopey. 

そしてこれがドーピー「ぼんやり」。    dope  頭の悪い、麻薬（現在、音楽

領域では、最高、かっこいい、と言う意味）  

He doesn't(don't) talk none. 

彼はしゃべらないよ。 

He never tired. 

疲れ知らず。 

（白雪姫） 

Oh, that's too bad. 

それはお気の毒ね（残念ね）。 

Oh, you must be Grumpy. 

そしてあなたがグランピ－「おこりんぼう」 

(ドクター） 

Oh, yeah. 

あたりです。 

 

(グランピ－） 

Hah! 

ハー。 

We know who we are. 

おれたちゃ自分たちがだれかは知ってる。 

Ask who she is and what she's a -doing here! 

彼女に誰なのかと、ここで何をしてるのか聞いてくれよ。 

(ドクター） 

Hmph! Yes! What are you and who you are doing? 
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ふーむ。わかった。あなたは何者で、あなたはだれをしているのか 

Uh, uh, what are you -Uh, who are you, my dear? 

アー、アー、あなたは何者で、あなたのお名前は、ねえ。 

(白雪姫） 

Oh, how silly of me. 

あら、私ったらばかね。 silly  ばかな、おろかな 

I'm Snow White. 

私は白雪姫。 

（小人たち） 

Snow White? The Princess? 

白雪姫？王女様の？ 

(白雪姫） 

Yes. 

そうなの。 

(ドクター） 

Well, my-my-my dear Quincess-uh, Princess. 

ああ、それはそれはそれは、親愛なる女王、でなくって王女様。 

（ドクター） 

We're, uh-we're honored. 

われわれ、あーわれわれはとても光栄であります。honored  名誉ある 

Yes, we're-we're... 

そう、われわれは、われわれはーーー。 

（グランピ－） 

Mad as hornets! 

われわれは、スズメバチ（ホーネット）みたいに怒るよ。 

(ドクター） 

"Mad as homets!" 

「ホーメットみたいに怒る（マッド）。」 

No, no, we're comets- 

いや,間違えた、わしらはコメットみたいに  comet  彗星 

No, no, as bad as- 

いや、また悪く、   bad 悪い 
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What was I saying? 

何て言ったっけ。 

(グランピ－） 

Nothing! 

何にも。 

Just standing there sputtering like a doodlebug! 

ただ立ってドゥードルバグ（占いの杖、ありじごく）みたいにスパッタリング

（わけのわからないことをしゃべる）してたんだよ 

suputter わけのわからないことをしゃべる      doodlebug 蟻地獄  

(ドクター） 

Who-who's buttering like a spoodle dog? 

だれがスプードルドッグ(コッカースパニエル犬)みたいにバタリング（お世辞

を言う、バターをぬる）してたの。 

butter バターを塗る  spoodle dog コッカースパニエル犬 

 

Who's uh, uh... 

だれがそのーー 

（グランピ－） 

Aw, shut up! 

もう黙ってろ 

and tell her to get out! 

そして、彼女に出て行ってくれって言うんだよ。 get out   出ていく 

(白雪姫） 

Please don't send me away. 

どうかわたしを送り返さないで。send  送る 

If you do, she'll kill me. 

もしそうなったら、彼女は私を殺すから。 

(小人たち） 

Kill you? 

あなたを殺すって 

Who will? 

だれが。 
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Yes, who? 

そう、誰が。 

（白雪姫） 

My stepmother, the Queen. 

私の継母（ままはは）、あの女王。 

(小人たち） 

The Queen! 

女王。 

She is wicked. 

彼女は邪悪な奴だ。 

(ハッピー） 

She is bad. 

彼女は悪者だ。 

（スニージー） 

She's mighty mean. 

とってもずるがしこい。mighty は方言で、very と同じ意味 

（グランピ－） 

She is an old witch!  

彼女は年取った魔女だ。 

I'm warning you!  

おまえたちに警告する。 

If the Queen finds her here, she'll swoop down...and vengeance on us! 

もし女王が彼女を見つけたら、女王は飛び降りてきて、わしたちに 

復讐する。 

(白雪姫） 

But she doesn't know where I am. 

でも彼女は私がどこにいるか知らないわ。 

（グランピ－） 

She doesn't(don't), huh? 

彼女が知らないって、ふーん。 

She knows everything. 

彼女はすべてを知っているんだ。 
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She's full of black magic. 

彼女はたくさんの黒魔術を持っている。 

She can even make herself invisible. Pfft. 

彼女は自分を見えなくすることさえできるんだ。プフーッ。 

Might be in this room right now. 

この部屋で今だってたぶん。 

（白雪姫） 

Oh, she'll never find me here. 

ああ、でも彼女はここにいる私を見つけることはないわ。 

And if you let me stay, 

もしあなた方が私をここにいさせてくれるなら、 

I'll keep house for you. 

家事をやるわ。 

I'll wash, sew, and sweep and cook, and... 

掃除、裁縫、掃除に食事、それから 

 

 

第８章（２分４１秒） 

 

 

（小人たち） 

Cook? 

料理。 

（ドクター） 

Can you make dapple lumpkins-uh, lumple dapplings... 

作れるの、ダップルランプキンス、ランプルダップリングス、えーとーー 

(グランピ－） 

Apple dumplings! 

アップルダンプリング（りんごを小麦粉を練った皮でつつんで焼いたもの）だ

よ。 

(スニージー） 

Apple dumplings! 

アップルパイ。 
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(白雪姫） 

Ah, yes! 

ええ、もちろん。 

（ドクター） 

Crapple dumpkins. 

クラップルダンプキンス 

(白雪姫） 

Yes, and plum pudding and gooseberry pie... 

そう、それにプラム（梅）プディング、グーズベリーパイ 

(小人たち） 

Gooseberry pie? 

グーズベリーパイ 

Hurray! She stays! 

急いで。彼女はここに住む。 

(グランピ－） 

Ah! Soup! 

ああ、スープも。 

(小人たち） 

Hurray! 

バンザーイ。 

 

---------小人たちはすぐ食べようとするが-------------- 

 

（白雪姫） 

Uh, uh, uh, uh, uh, ,uh, just a minute. 

あ、あ、あ、あ、あ、ちょっと待って。 

Supper not quite ready. 

夕食はすぐにはできないの。 

You'll just have time to wash. 

あなたたちは手を洗う時間があるでしょう。 

(小人たち） 

Wash?  Wash?  Wash?  Wash? 
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洗う、洗う、洗う、洗う。 

(グランピ－） 

Hah! Knew there's a catch to it! 

ハー。おれは裏があるってわかってたよ。 

（know の前に I が省略されている） catch 裏、わな、落とし穴 

（バッシュフル） 

Why wash? 

なぜ洗うの。 

(ハッピー） 

What for? We ain't go nowhere. 

何のため。ぼくらどこへも行かないけど。  ain't  aren't が正しい 

(ドクター） 

It ain't New Year. 

新年でもないし。ain't  isn't が正しい 

（白雪姫） 

Oh, perhaps you have washed. 

あら、たぶんあなたは洗ったわよね。 

(ドクター） 

Perhaps we-yes, perhaps we have. 

たぶん、私たちは、そう、たぶん洗った。 

（白雪姫） 

But when? 

だけどいつだったの。 

（ドクター） 

When? Uh, when? 

いつ、あー、いつ 

Uh, you said,"when?" 

あなたは、「いつ。（ホエン）」って言った。 

Why, last week-uh, month-year-why, recently. 

なぜ（ホワイ）先週、先月、昨年、なぜ（ホワイ）最近 

（小人たち） 

Yes, recently. 
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そう、最近 

(白雪姫） 

Oh, recently. 

あら、最近ね。 

Let me see your hands. 

手を私に見せてね。 

Why, Doc, I'm surprised. 

どうして、ドック、驚いたわ。 

Come on. Let's see them. 

さあ、みんなの手を見ましょう。 

Oh, Bashful, my, my, my! 

あら、バッシュフル（はずかしがり）、まあ、まあ、まあ。 

And you? Tsk, tsk, tsk, tsk, tsk! 

そしてあなたは。ツ、ツ、ツ、ツ、ツ。 

Worse than I thought. 

思ったよりひどいわ。   worse より悪い 

Oh! How shocking. Tsk, tsk, tsk, tsk, tsk! 

ああ、ショック。ツ、ツ、ツ、ツ、ツ。 

Goodness me, this will never do. 

なんてことなの、こんなのだめよ。    Goodness  まあ、（驚いた時） 

March straight outside and wash, 

みんなまっすぐ外へ歩いて行って手を洗いなさい。 march 行進する 

or you'll never get a bite to eat. 

そうしないと食事が食べられないわよ。       get a bite  食べる 

 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

 

白雪姫に言われて仕方なく手を洗い風呂に入った小人たちだったが、最後まで

抵抗したグランピ－もみんなが押さえつけてきれいにされてしまう----------- 

 

 

 

 

第９章  城にいる女王が箱を持って鏡の魔人にたずねる 
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（女王） 

Magic Mirror on the wall,who now ----------------------- 

壁の魔法の鏡、 

(鏡） 

Over the seven hills, 

七つの丘を越え 

beyond the seventh falls, 

七つの滝の上          fall  滝、落下、秋 

in the cottage of the Seven Dwarfs, 

七人の小人の小屋の中に     cottage 小屋 

dwells Snow White, 

白雪姫が住んでいる。     dwell  住む 

fairest of all. 

だれよりも美しい。 

(女王） 

Snow White lies dead in the forest. 

白雪姫は森の中で死んでいる。 

The huntman brought me proof. 

狩人が証拠を持ってきた。       proof  証拠 

Behold, her heart. 

見よ、彼女の心臓だ。       behold  注視する（古語） 

 

------女王、鏡の魔人に箱を見せる-------- 

 

(鏡） 

Snow White still lives, the fairest in the land. 

白雪姫はまだ生きている。この国で一番美しい。 

It's the heart of a pig you hold in your hand. 

あなたが手に持っているのは豚の心臓。     pig  豚 

 

(女王） 

The heart of a pig! Then I've been tricked! 
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豚の心臓。それでは私はだまされたのだ。  trick だます 

The heart of a pig! The blundering fool! 

豚の心臓とは。私は失態をおかした愚か者だ。 blundering 失敗する 

I'll go myself to the dwarfs' cottage... in a disguise so complete in a disguise so 

complete 

自分自身で小人たちの小屋へ行こう。完全な変装をして。 

  disguise  変装する         complete  完全な 

no one will ever suspect. 

だれにもあやしまれないように。    suspect   怪しむ 

Now a formula to transform my beauty into ugliness. 

さあ、私の美しさを醜さに変える決まり文句。 formula  決まり文句、公式 

transform 変身させる  ugliness 醜さ  

 

Change my queenly raiment to a peddler's cloak. 

女王の衣服を行商人のマントに変える。queenly  女王の 

raiment  衣服      peddler   行商人    cloak マント 

 

--------------女王は容姿、声を老婆のように変える------- 

 

 

Ah! A poisoned apple! 

そう、毒入りりんご。  poisoned 毒の 

" Sleeping Death." "One taste of the Poisoned Apple... 

眠ったままの死、いったん毒りんごを食べるとーー 

taste  味、一口、味わう  

and the victim's eyes will close forever...in the Sleeping Death." 

犠牲者の両目は永遠に閉じたままーー眠ったままの死 

victim 犠牲者  close 閉じる  forever 永遠に 

 

---------------------------女王、毒りんごを完成させる---------------------- 

（女王） 

Ah, here it is! 

さあ、これだ。 
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"The Victim of the Sleeping Death...can be revived only by Love's First Kiss." 

「眠ったままの死この犠牲者はーー愛する人の最初のキスで生き返ることがで

きる。」rivive 生き返る  love 愛、恋人 

"Love's First Kiss"! 

「愛する人の最初のキス」 

Bah! No fear of that. 

うーむ、心配はない。fear 恐れ 

The dwarfs will think she's dead. 

小人たちは彼女が死んでると思うだろう。 

She'll be buried alive! Buried alive! 

生きたままうめられるだろう。生き埋め。 alive 生きたまま 

 

-------女王、地下牢で死んだ囚人の骸骨に話しかける--------------- 

 

Thirsty? Have a drink! 

のどがかわいたの？ なにか飲んだら。 

 

第１０章 小人たちが白雪姫に質問をする 

 

-------------小人たちは歌ったり踊ったりして楽しい時間を過ごす--------------- 

 

(白雪姫） 

That was fun. 

面白かったわ。  fun 楽しみ 

（ハッピー） 

Now, you do something. 

あなたもなにかやってくれないかなあ。 

 

(白雪姫） 

Well, what shall I do? 

そうね、何をやろうかしら。 

(スリーピー） 

Tell us a story. 
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お話して。 

(小人たち） 

Yes! Tell us a story! 

そう、なにかお話して。 

(ハッピー） 

A true story. 

本当の話。 

（バッシュフル） 

A love story. 

恋のお話。 

（白雪姫） 

Well, once there was a princess. 

そうね、むかし王女様がいました。 

(ドクター） 

Was the princess you? 

王女様はあなたなの。 

（白雪姫） 

And she fell in love. 

そして彼女は恋に落ちました。      fall in love 恋に落ちる 

(スニージー） 

Was it hard to do? 

それって大変なの。 

(白雪姫） 

Oh, it was very easy. 

あらっ、とっても簡単なのよ。 

Anyone could see that the prince was charming. 

だれだってその王子様が素敵だって思うわ。   charming 魅力的な 

The only one for you. 

あなたにとってたった一人の人。 

(ドクター） 

Was he, uh, strong and handsome? 

彼って強くってハンサムだった？  
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(スリーピー） 

Was he big and tall? 

大きくって背が高かったの。 

(白雪姫） 

There is nobody like him... 

彼みたいな人は誰もいないわ。 nobody like ～ ～のような人はいない 

anywhere at all. 

どこにも。 

（バッシュフル） 

Did he say he loved you? 

彼はあなたを愛してるって言ったの。 

(ハッピー） 

Did he steal a kiss? 

彼にキスもされたの。 steal a kiss キスをする 

(白雪姫）歌 

He was so romantic 

かれはとってもロマンチックだったから 

I couldn't resist 

わたしはさからえなかったの resist 逆らう、抵抗する 

Some day my Prince will come 

いつか私の王子様がやってきて 

Some day we'll meet again 

いつかまた私たちは会うの 

And away to his castle we'll go 

そして王子様のお城に私たちは去っていくの   castle 城 

To be happy forever I know 

永遠に幸せになるってわかるの 

（グランピ－） 

Hah!  Mush. 

ハーッ、メロドラマ。   mush 涙っぽい感傷、柔らかい物  

(白雪姫）歌 

Some day when spring is here 
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いつか春がここにやって来て 

We'll find our love anew 

私たちは愛を新しく見つけるの anew 新たに 

And the birds will sing 

そして鳥たちが歌うわ 

And wedding bells will ring 

ウェディングベルが鳴るわ 

Some day when my dreams come true 

いつか私たちの夢がかなう時に 

 

 

第１１章 白雪姫と小人たち 

 

 

 

Oh, my goodness, 

あらまあ        Oh, my goodness なんてこと（驚いた時） 

it's past bedtime. 

寝る時間がすぎてる。  bedtime 寝る時間 

Go right upstairs to bed. 

二階のベッドに行きなさい。 

(ドクター）Wait! hold on there, men. 

待った、そこで止まって、みんな。 

 hold on ちょっと待って、電話を切らずに待つ、踏みとどまる 

The, uh, Princess will sleep in our beds upstairs. 

王女が二階の我々のベッドに寝ることにする。 

(白雪姫） 

But...where will you sleep? 

だけど、あなたたちはどこで寝るの。 

(ドクター） 

Oh, we will be quite comfortable down here... 

あ、おれたちは下のここがまったく心地よい  comfortable 心地良い 

in, uh, in, uh... 
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そう、あー、（ドクターは言葉を探している） 

(グランピ－） 

In a pig's eye!  

ありえない。  in a pig's eye 絶対いや（慣用句） 

(グランピ－） 

In a pig's eye! 

ありえない。 

（ドクター） 

In a pig's eye, a sty. 

ありえない。（ドクターはグランピ－につられて同じ言葉を言ってしまったあ

と、豚小屋、と付け加える）  sty 豚小屋 

No, No, I mean- 

いやいや、私が言いたいのは  mean 意味する、言いたい 

We'll be comfortable, won't we, men?  

おれたちゃ大丈夫、だよね、みんな 

（小人たち） 

Oh, yes, mighty comfortable. 

ああ、そうそう、十分大丈夫。mighty は very と同じ（方言） 

(ドクター） 

Now, don't you worry about us? 

さあ、私たちのことは心配しないで。 

（ハッピー） 

We'll be all right. 

おれたちゃ問題ない、 

(ドクター） 

Go right up on now, 

上に行ってください。 

uh, uh, my dear. 

ああ、ああ、お姫様。 

（白雪姫） 

Well, if you insist. 

そう、そこまでおっしゃるのなら。 innsist 主張する、言い張る 
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Good night. 

おやすみなさい。 

（小人たち） 

Good night, Princess. 

おやすみなさい、王女様。 

（白雪姫） 

You are sure you'll be comfortable? 

みんな、本当に大丈夫なの。 

（小人たち） 

Oh, yes, very comfortable. 

はい、とっても大丈夫。 

(白雪姫） 

Well pleasant dreams. 

じゃいい夢をみてね。 pleasant 楽しい 

（小人たち） 

Pleasant dreams. 

いい夢を。 

 

------------------白雪姫は寝る前にお祈りをする----------------- 

 

（白雪姫） 

Bless the seven little men who has been so kind to me. 

 

私に親切だった小人たちを祝福してください。 bless 祝福する 

And, and may my dreams come true. Amen.  

そして私の夢がかないますように。アーメン。 come true 実現する 

 

 

第１２章 小人たちが仕事に出かける 

 

 

(ドクター） 

Now don't forget, my dear.  Th-the old Queen is a sly one. 
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いいかい、忘れないで、白雪姫。年取った女王はずるがしこい人だ。 

forget 忘れる  sly ずるがしこい 

Full of witchcraft. So beware of the strangers. 

たくさんの魔法を使う。だから知らない人には気を付けるんだ。 

withccraft 魔法 beware 気を付ける  strager 知らない人 

(白雪姫） 

Don't worry. I'll be all right. See you tonight. 

心配しないで。私は大丈夫だから。また今夜ね。 worry 心配する 

（ドクター） 

Oh, oh, y-yes. Well, uh, come on, men. 

そうそう、そうです。それじゃ、あー、行こう、みんな。 

（バッシュフル） 

Be awful careful, ’cause if anything happen to you, I-I... 

うんと気を付けて、もしあなたになにかあったら、僕はーー。 

careful 気を付ける 

(白雪姫） 

Good-bye. 

行ってらっしゃい。 

 

--------白雪姫は小人たちの頭にキスをして送り出す------------- 

 

 

 

 

第１３章 変装した女王が白雪姫に会う 

 

------------変装した女王が森を通って小人たちの家に着く------------------ 

 

（女王） 

All alone, my pet?   

ひとりっきりかい、かわいい人 alone ひとりきり  pet かわいい人 

(白雪姫） 
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Why-why, yes, I am, but... 

なぜ、はい、私は、だけどーー。 

（女王） 

the...little men are not here?  

小さい人たちはここにいないのかい。 

(白雪姫） 

No, they're not, but  

はい、彼らはいません。だけどーー。 

(女王） 

Mm-hmm.                  

ふーむ。 

Making pies?    

パイを作ってるのかい。 

(白雪姫） 

Yes, gooseberry pie.  

はい、グーズベリー（西洋すぐり）パイを。 

(女王） 

It's apple pie that make the menfolks' mouths water. 

男たちの食欲をそそるのはアップルパイだよ。menforks  男の人たち（古語） 

 make～mouths water 食欲をそそる（よだれがでる）       

Pies made from apples like these. 

これらみたいなりんごから出来るパイだよ。  made from ～で作った 

（白雪姫） 

Oh, they do look delicious.  

ええ、それらはおいしそうに見えるわ。  delicious おいしい 

(女王） 

Yes!  But wait 'til you taste one, dearie.             

そう。だけど、味わってみるまでわからないよ（味わうまで待つ）お嬢さん。 

wait 待つ taste あじわう dearie 親しい人に対する呼びかけ、darling と同じ 

Like to try one? 

試してみたらどうかね。  Would you like to try one? が元の形 

(白雪姫） 
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Hmm?  

ふーむ。 

(女王） 

Go on.  

そうそ。  go on 続ける 

 Go on, have a bite.  

続けて、食べてみて。   have a bite 食べる 

 

-----------鳥たちが変装した女王に気が付いてじゃまをしようとするが白雪姫は

気が付かない------------------ 

小人たちが帰る途中、鳥たちの様子がおかしかったので、異変にきがつく。 

 

（女王） 

I'll share a secret with you.  

秘密を教えてあげる。 

 share a secret with you あなたと秘密を分かち合う（秘密を教えてあげる、と

言う意味） 

This is a magic wishing apple.  

これは魔法の、望みが叶うりんご。   wish 望む 

(白雪姫） 

A wishing apple?  

望みが叶うりんご。 

（女王） 

Yes! One bite and all your dreams will come true. 

そう、一口食べるとあなたの夢がすべてかなう。 

(白雪姫） 

Really? 本当にそうなの。 

（女王） 

Yes, quite!  

そう、まったくね。 

Now, make a wish and take a bite.  

さあ、願いをかけて、一口お食べ。   make a wish 望む 
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（白雪姫） 

I wish- I wish… 

私は望む、私は望むーー。 

(女王） 

That's it. Go on. Go on.  

そうだ。続けて。続けて。       go on 続ける 

（白雪姫） 

...and that he will carry me away to his castle… 

そうすると彼が私をお城に連れ去って  carry away 連れ去る 

where we will live happily ever after. 

そこで私たちはずっと幸せに暮らすの。 

(女王） 

Fine! Fine!  

そうだよ、そうだよ。 

Now, take a bite.  

さあ、お食べ。 

Don’t let the wish grow cold!  

望みがさめてしまわないように。 grow cold  冷たくなる 

（女王がせかして、とうとう白雪姫はりんごを一口食べる） 

(白雪姫） 

Oh, I feel strange.  

ああ、なんか変な感じがする。 

（女王） 

Her breath will still. 

彼女の呼吸は止まるだろう。 still 止まる 

（白雪姫） 

Oh.       

ああ。 

(女王） 

Her blood congeal.  

彼女の血は凍る。   congeal 凍る 

(白雪姫） 
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Oh.       

ああ。 

（女王） 

Now I’ll be fairest in the land!  

さあこれで私はこの国で一番美しくなる。 

 

第１４章 動物たちが小人たちに異変を伝える 

 

-----------鳥や動物たちが小人たちの服を引っ張ったり、背中を押したりして仕

事の邪魔をして伝えようとする--------- 

 

（小人たち） 

Go on, git!  These pesky critters won’t stop! 

つづけろ、ばか。このしつこい生き物たちはやめようとしない。 

git ばか  pesky うるさい、しつこい    critter 動物たち 

(グランピ－） 

It ain’t natural. There is something wrong! 

これは不自然だ。なにかがおかしい。It ain't 本来は It isn't  

They ain’t acting this way for nothing! 

彼らは何もなければこんな風には行動しない。 

They ain't  本来は They aren't for nothing 何の理由もなく 

(スリーピー） 

May be the old Queen's got Snow White. 

たぶん、年取った女王が白雪姫をつかまえたんだ。 

（ドクター） 

The Queen!  

女王だ。 

（小人たち） 

Snow White!  

白雪姫。 

（グランピ－） 

The Queen will kill her！ 
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女王が白雪姫を殺すつもりだ。 

We got to save her!    

白雪姫を助けなくちゃ。  We have got to の have が省略された形  

have got to ～ ～しなければならない 僕たちは彼女を助けなくちゃならない  

 

（ドクター） 

Yes, yes, we-we got to save her. そうだ、白雪姫を助けるんだ。 

(スニージー） 

She-she’ll kill her! 女王が彼女を殺そうとしている。 

（ハッピー） 

What’ll we do?  どうすればいいんだ。 

（ドクター） 

Yes, w-w-w-what’ll we do? うん、どうすればいいんだ。 

 

---------------------グランピ－、鹿の背に乗って走り出す---------- 

(グランピ－） 

Come on!   

行くぞ。 

Giddap!   

進め。馬への掛け声、もとは get up (アメリカ南部方言） 

(ドクター） 

Wait for me!  

待ってくれ。 

Wait for…  待って。 

 

---------------小人たちはみんな鹿の背に乗って走り出す------------------- 

 

 

第１５章 

 

小人たちが女王を見つけて追いかける 
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(グランピ－） 

Hurry, hurry!      

急げ、急げ。 

There she goes!     

あそこに女王が行く 

After her!       

彼女の後を追うんだ。 

（女王） 

Ha!           

はあ。 

I’m trapped.       

わなにかかった。   trap わなにかかる 

What will I do?      

どうすればいいんだ。 

The meddling little fools!  

あのおせっかいの小さな馬鹿者らが。meddling おせっかいな 

 

--------------女王は岩山の上に追いつめられるが、岩を小人たちの上に落そうと

する-------------------- 

 

I’ll fix you!        

殺してやる。   fix 殺す 

I’ll crush your bones!    

骨をくだいてやる。  crush 砕く 

 

 

---------------女王、小人たちに石を落とすつもりが、誤って自分が転落する------ 

 

 

(ドクター） 

Look out!        見てみろ。 
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第１６章 小人たちは白雪姫が死んだと思ったが------------ 

 

 

...so beautiful, even in death,  

－－死んではいてもとても美しく、    in death  死んでいても 

that the dwarfs could not bury her…   

小人たちは彼女を埋葬できずーー        bury   埋める 

 

They fashioned a coffin   

ガラスと金で棺（ひつぎ）を作り  fashioned  手作りで作られた coffin  棺 

of glass and gold and kept eternal vigil at her side… 

彼女のそばで寝ずの番を続けた    eternal ずっと vigil 寝ずの番をする 

                  glass ガラス 

...the Prince, who had searched far and wide, heard of the maiden who slept in the 

glass coffin. 

くまなくあちこち探し続けていた王子は、ガラスの棺の中に眠る乙女の噂を耳

にした。              maiden 乙女 

 

-----------王子、歌いながら棺に近づき、白雪姫にキスをする--------------- 

 

（王子）歌 

One song      

ひとつの歌 

I have but one song       

ひとつの歌だけ 

One song only for you      

それはあなたのための 

(One song only for you) 

One heart only tenderly beating   

ひとつの心臓がやさしく脈打つ   tenderly やさしく  beat 脈打つ 

Even entreating (Entreating)   

願い求めている         entreat  懇願する  

Constant and true(So true)    

いつも真実の           constant  ずっと続く 
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One love(One love)      

ひとつの愛 

That has possessed me     

それが私の心をとらえている   possessed  つかまえる 

One love(One love)      

一つの愛 

Thrilling me through         

私をときめかせる       thirilling  ぞくっとする、ふるえる 

(So true)    

One song(One song)     

ひとつの歌 

My heart keeps singing    

私の心は歌い続けている 

(Keeps singing) 

Of one love(One love)    

一つの愛の歌を 

Only for you        

あなただけのために 

 

-----------キスによって息を吹きかえした白雪姫を王子は抱き上げる--------- 

 

--------喜ぶ小人たち、動物たち、白雪姫はみんなにあいさつをして、馬に乗

り、王子と城へ向かう---------------- 

 

(合唱） 

And away to his castle   

そしてここを離れて彼のお城に 

You’ll go         

あなたは行く 

      

To be happy forever     

永遠に幸せになるために 

We know         

私たちは知っている 
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(白雪姫） 

Good-bye.         

さようなら 

Good-bye, Grumpy.     

さようなら、グランピ－ 

Good-bye.          

さようなら 

Ah, Dopey.         

ああ、ドーピー 

Good-bye!          

さようなら 

 

（合唱,「いつか王子様が」第１９章） 

 

 

第１７章 王子様の歌：ワンソング One Song 

 

 

 

One heart Tenderly beating 

やさしく打つ心 

Ever entreating 

いつも願っている 

Constant and true 

変わらず真実である 

(白雪姫） 

One love 

一つの愛 

That has possesed me 

私をつかまえている 

One love 

一つの愛 

Thrilling me trough 
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私をときめかせる 

One song 

一つの歌 

My heart keeps singing 

私の心が歌い続けている 

Of one love 

一つの愛の 

Only for you 

あなたのための愛 

 

 

第１８章 小人たちの歌：ハイホー 

 

 (小人たちの歌） 

We dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig 

俺たちや掘って掘って掘ってーーー。 

In our mine the whole day through 

炭鉱で一日中ずっと 

to dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig 

掘って掘って掘って 

Is what we like to do 

おれたちゃ好きなんだ 

It ain't no trick to get rich quick 

早く金持ちになる手品はないんだ。 

If you dig, dig, dig with a shovel or a pick 

シャベルかつるはしを使って掘れば 

In a mine! In a mine! In a mine! In a mine! 

鉱山、鉱山、鉱山、鉱山を 

Where a million diamonds shine 

そこには100万個のダイヤモンドが輝いている 

We dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig 

俺たちゃ掘って掘ってーーーー 

From early morning 'til night 
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朝早くから夜まで 

We dig, dig, dig, dig, dig, dig 

掘って掘ってまた掘ってーーー 

Dig up everything in sight 

目に入ったものは全部掘る 

We dig diamonds by the score 

ダイアモンドを10個掘って 

A thousand rubies, sometimes more 

数千個のルビー、時にはもっと 

Though we don't know what we dig them for 

何のために宝石を掘ってるんだか知らんけど 

We dig, dig, dig-a-dig, dig--- 

掘って、掘って、また掘る 

 

声をかけあって７人がつるはしを肩にかけて行進する 

 

Heigh-ho, heigh-ho 

ハイホー、ハイホー 

Heigh-ho, heigh-ho 

Heigh-ho, heigh-ho 

Heigh-ho 

It's home from work we go 

おれたちゃ仕事がおわって家に行くんだ 

 

 

 

第１９章 いつか王子様が；Some day when spring is here  

 

Some day when spring is here  いつか春がここに来る 

We’ll find our love anew    私たちは新しく愛を見つける 

And the birds will sing     鳥たちは歌う 

and wedding bells will ring   ウェディングベルが鳴るの 

Some day when my dreams  いつか私たちの夢がかなう時に 

Come true 
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