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Sachiko Endo

旨 :

英語の世界にはNursery Rbmesと いう伝承されてきた子供たちのための詩があり, 日本語に訳されて日

本語で歌われているものも多い。本篇は逆に日本のわらべうたを英語で歌う試みである。

キーワー ド :

わらべうた  伝承あそび

1.は じめに

本稿は小川清美著『子どもに伝えたい伝承あ

そび一起源 。魅力とその遊び方一』 (以後『伝承あ

そび』)の 中のいわゆるわらべ うたの英訳を著

者の了解を得た上で試みたものである。『伝承

あそび』にはたくさんの遊びが出てくるが,そ

れに歌を伴 うものも多い。これ らを英語で歌っ

たらどうであろうかと考えたのが本稿のきっか

けである。

この訳詞はまず 「歌 うこと」を第一に考えた

ものである。従つて,訳詞といっても, 日本語

の詩の内容を,単に英語にしたわけではない。

時には意味を無視 して,あ るいは日本語の歌詞

の意味が不明のまま,音だけを対応させること

もある。また,英語詩の約束事である脚韻など

を揃えるという試みは一編をのぞいてしていな

い 。

『伝承あそび』にはほとんどの歌に楽譜が付

いていたが,本稿では楽譜を表記せず,元の詩

を小節ごとにあるいは小節の半分ごとに表記し

て,英語訳をそれに対応させるよう表記した。

本稿で取り上げた歌のメロディは一度は聞い

たことがあるという人が多いと思う。念のため,

それぞれの歌が『伝承あそび』のどのページに

あるかを記しておく。訳詞は基本的に下の表の

順に従つたが,15番 目の「ままごと遊びの歌」

は楽譜もなく,聞いたこともなかったので除い

た。また。2～ 4の詩はお絵描き歌で楽譜がな

い。この3編 を最後にした。

『伝承あそび』における歌詞および楽譜の掲

載順とページを次に示す。



タイ トル (あ るいは最初の一行)

1 あぶくたった

2 にいちゃんが さんえんもらって

3 みみずがさんびきよってきて

4 おなべかな おなべ じゃないよ

はっぱだよ

5 おしくらまんじゅう

6 お手玉 「おさらい」

7 いちれつらんばん

8 かごめかごめ

9 子とろ子とろ

10 茶摘み

11 ずいずいずっころばし

2.訳 詞

お しくら

Push, push

12通 りゃんせ

13大波小波

14花いちもんめ

15ま まごと遊びの歌

16あんたがたどこさ

17日 隠し鬼
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訳にあたつて,原詩の意味をどのように検討

したか,また訳出した英語をどのような意味で

使用したかなどは訳のポイン トとして付記 して

おく。

あぶくたった (2/4拍子 )

ぶ

ｔｉ

あ

Ｐ。

たった

Boiling,

どうだか

SCC lf

にえたつた

bubbling

たべてみ

it is

lc
hot.

I
good ?

/3t, t
not.

tt
good.

にえたか

Won't you

む しゃむ しゃ

Yuln‐yum,

【訳のポイント】

このあそびは `昭和20年前後から遊ばれ始め,

細々とではありながら,子供たちによつて続け

られてきているようです。'(p29)と『伝承あ

そび』にはある。筆者はこの歌には記憶がない。

む しゃ   まだにえ

y■un‐フ噛 .    No, it's

も うにえ

Ycs, it's

お しくらまん じゅう (4/4拍 子 )

しかし,シンプルなメロディなので,楽譜を見

ながら歌ってみて 4音節と3音節の小節にして

みた。

まん じゅう

durrlpling,

お されて   なくな

doncha cry     if you're pushed
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おしくら   まんじゅう
Push, push    dumpling,

あんま り   おす と

Push and the   smfflng

あんこが   でたら
Whcn it       comes out

【訳のポイン ト】

英語の dlmpligは普通 「団子」と訳される。

しかし, 日本のように串にさしてあるのでは

なく, スープなどに入れる蒸 し団子で, 日本

で言 うとすいとんのようなものが想像される。

d―plⅢ3に は 「丸々 した動物,かわいい人」

という意味もあるので,日 本語の「まんじゅう」

のイメージとよく重なる。 さらに dumplhgと

い う響きも丸々コロコロとしたイメージがわき

お されて   なくな

doncha cry     if you'rc pushed.

あんこが   でるぞ

will come     out of it.

つまんで   なめろ
lick thc sweet  stuffng.

やすい。

「doncha」 は `dont you'の 視角方言 (eye ddcct)

である。これはこのように表記することで,そ

れを見ると,こ の発言者がある地域方言あるい

は特定の社会層に属 していることを想像させる

効果を狙つたものである。ここでは子供たちの

言葉 とい うものを想像 してもらえたらと考えて

使用 した。

おさらい (4/4拍 子 )

お さ

Lct's prac―

おひ と

Only

おふた

Onc and

お さら

Lct's prac―

おみつ

Onc,師o,

【訳のポイント】

「おさらい」は教わったことを繰 り返し確か

めたり練習したりすること,なので,「practice」

*37*'>
One, two,

*j3
Let's prac-

という語を使つてみた。お手玉をしながら歌う

詩なので,単純な詩になるよう訳した。

らい  おひ と

tice   Only

つ   お さら

one     Lct's prac‐

つ   おふた

師o.  Onc and

っ
　

ＯｎＣ
．　

　
ぃ

一ｔｉＣｅ

つ
麟
　い
ｔｉｃｃ．

い
ｔｉｃｃ．
つ
麟

つ

師 o

いちれつ らんばん (4/4拍 子 )

v\btL-)
Negoti-

らんぱん

ation
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せんそ うにちろ

l  Russ hasWar wi■

【訳のポイント】

「いちれつらんばん」とは『伝承遊び』にも

「一列談判」である。筆者も子供のあるように

ノ」と歌つころ訳もわからず,「いちれつらんぱ入

た覚えがある。子供の歌というものは意味がわ

),音の面白さで伝わつていくものからなくてt

はじまっ  た

broken      out.

であるらしい。英訳に当たっては 「談判」を生

かして 「negotiation」 とい う語を使用 した。「日

露戦争」は 「Russo¨ Japanese War」 であるが ,

音節の関係で「War with Russ」 とした。

かごめかごめ (2/4拍子)

【訳のポイント】

この歌は不思議な歌詞である。「夜明けの晩」

とはいつのことなのか?「籠目」とは籠の網目

のことであるが, どうして籠目が冒頭に出てく

るのか?『伝承あそび』では柳田国男の「かご

め=しゃがめ」説なども紹介しているが,こ こ

では「籠」の意味をとつた。

また,突然「鶴と亀」力`出てきて「すべつた」

りする謎がある。 しかし,『 日本童謡事典』に

あるように `歌詞の原型や成立年代,作者が特

定できない状況下で,歌詞の奥に込められた意

ごめ    かご     め

basket,     bithe          cage.

なかの   とり      は

bmie,      in the        cage.

いつ    でや     る

you comc  out of the      cage?

けの    ばん     に

evening  of one    night,

かめが  すべっ    た
mlle   sl● ped and  slid.

しょうめん だあ     れ
at the      back of       you?

味を言葉の面からだけ解釈するのは危険である'

(p95)し,また不可能でもあろう。訳出にあたつ

ては,意味不明は不明のまま英語にしてみた。

Nursery Rhymesに も `Hey,diddle,diddle'

という不思議な歌があり,そ の中では牛が月を

飛び越えたり,皿 とスプーンが逃げ出したりす

るが,ナンセンスであるにもかかわらず,ある

いはナンセンスであるが故に大変人気のある歌

である。洋の東西を問わず,ナンセンスは子供

の心をとらえるものであるらしい。

か

Birdic

か ごの

Bbdie,

い
´
D

When win

よあ

In the

つると

A crane and a

うしろの

Who is
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子とろ子とろ (4/4拍 子)

こ     とろ    こと   ろ

Snatch,    snatch a    little    kid.

どの    こと    ろ

Which onc  shall we    snatch?

【訳のポイント】

『伝承あそび』では `「子とろ子とろ」ほど動   遊びの歌なので,激 しさをあらわすため「snatch=

きのはげしい遊びはないと考えられるほどエネ   ひったくる」という語を使用した。

ルギッシュな遊び・…・'(p95)と 書かれている

茶摘み (4/4拍子 )

な        つ も     ちか       づ く
Oh,                when the        mOnth of         May cOmes,

はち        じゅう     はち       や
Surnmer            is so            near at           hand.

のにも      やまにも    わかばが    しげる
Young leavcs are    iesh green       in the hills and    il the flelds.

あれに      みえるは    ちゃつみ じゃ   ないか

Look at thc        young maidens    far away         picking tea.

あかね      だすきに    すげの     かさ
Can you see       theむ red sashes   and their yel-    low hats?

【訳のポイン ト】

この歌は文部省唱歌で,意味はたいへんはっ   の中で娘の赤いたすきが目にも鮮やかという感

きりしている。八十八夜は太陽暦で 5月 2日 ご   じを出したくて,「 sash」 (飾 り帯)と い う語を

ろである。そこで 「when the month of May   使つた。「菅の笠」 も大変日本的な語であるが ,

comes」 とい う表現にした `「 茜だすき」は娘   「yel10w hats」 とした。元の詩が表す清々しい

の象徴である'と『 日本童謡事典』にもあるの   緑の畑とかいがいしく働 く娘たちの目も鮮やか

で (p234),「 maiden」 とい う語を使つた。「た   な赤いたすきというイメージに少 しでも近づけ

すき」は袖のある日本の着物にとつてこそ必要   たぃと考えた。

なもので,一言では英訳 しにくいが,緑の茶畑

ずいずいずっころば し (2/4拍 子 )

ずいずい
Zoo,zoo

ずつころばし  ごまみそ    ずい
zoo clovers      go m― y so   zoo.
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ちゃつばに    おわれて
Followed by     a jar of tea

たら       どんどこ
gct through you    don't dog

たわ らの     ねずみが

A inouse ln a      ncc bag

チュウ     チュウ

Squeak,      squcak

おっとさんが   よんでも

If your daddy      calls you,

いきつこ     な

You should not     go

い どの      まわ りで

Who broke a     Hcc bowl

だあ       れ

Who did           it?

【訳のポイン ト】

この詩は意味の不明なところが多く,様々な

解釈がなされているようである。『 日本童謡事

典』でも,浅野健二の 「宇治で取れた新茶を将

軍に献上する御茶壺道中」説,会田道人の 「里

芋の茎 (ずい)を胡麻酢味lle和 えで食べると酸

い」説,若井勲夫の 「もともとは娼婦と客の座

敷遊び」説など様々な説をあげながら, `子 ど

もたちの立場から見れば,必要なのは 〈鬼役〉

とつぴん

topping

しょ

show

こめ くって

ate Hce,

し

back

おちゃわん

by the well

通 りゃんせ (2/4拍 子 )

りゃんせ

through,

どこの

teli nle

さまの

take you to

とお して

km cnough to

ないもの

get through
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チュウ

squcak.

おつか さんが    よんでも

if your nlurnmy      calis you,

しゃん  ぬけ

shine.     If you

7=)
squeak,

よ

homc

かいたの

can you guess?

を決めるための遊戯的セ レモニーを面白く運ん

でくれる律動であり言葉であった.'(p204)と

述べており,筆者もその視点から訳を行つた。

従つて意味に拘泥せず,こ の詩のもつリズムや ,

音の面白さをそのまま英語にする試みをした。

英文としては意味の通じない部分もあるが,あ

えてそのままにした。

とお

肺 ugh,

ここは

Can you

てん じん

The lane will

ちょっと

Will you be

ごよ うの

You can't

とお りゃん

through the

ほそみち

where the lane

ほそみち

TenJm

くだ しゃん

let me

とお しゃせ

for no

せ

lane.

じゃ

goes?

じゃ

God.

せ

througP

ぬ

thhg.



このこの    ななつの   おいわい    に
The child is    seven and    it's just      timc

おふだを    おさめに   まいりま    す
To give the    talisman to   Tetth      God.

いきは       よいよい    かえりは     こわい

Easy to           go and         scttg to        be back

こわい      なが らも    とお      りゃんせ

Although it's      vcry scttg      through thc     lane you go,

とお りゃん    せ

Go through the  lane

【訳のポイント】

「とおりゃんせ」とは「通りやんせ」,すなわ   いう副詞句にして,命令の意味をはっきりとは

ち,「通りなさい」の意味と解釈する。「通して   させずにおいた。

くだしゃんせ」は「通して下さい」の意味であ    「天神様」といえば菅原道真のことで,「 T両h

ろう。 しかし,『伝承遊び』にも『 日本童謡事   God」 としてみた。

典』にも「とおりゃんせ」の意味は明記されて    「おふだをおさめる」とは御札をいただくの

おらず,確実なところは不明である。従つて,   か,奉納するのか解釈に苦しんだが,「奉納す

ここは「通りなさい」という意味でなく,動詞   る」ととって,giveと いう語を使つた。

を省いて「through the lane」 (小道を通つて)と

大波小波 (2/4拍 子)

おお

A big

ぐるりと

Turn it a―

なみ     こな     みで

wave or     littic      wave

まわ して    にゃんこの  め

round and      eyes of a      cat

【訳のポイント】

意味も明快で,短い詩である。縄跳び歌なの   り,状況を指したりする便利が語があるのでそ

で 「ぐるりとまわして」は縄をまわすことであ   れを使つた。

ろうが,英語には [it]と いう,も のをさした

花いちもんめ (4/4拍 子 )

ふるさと

Flowers

まとめて    はないち

eVeワ躙″herc,     pattcm of
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もんめ    もんめ

Flowers,    eve… ere

とな りの   おばさん

win you      comc please

おにが    こわ くて

No, no,        I can't,

おふ とん   かぶ って

Will you      come pleasc,

おふ とん   ないか ら

No, ■o,        I Can't,

おかま    かぶ って

Will you      comc please,

おかまが   ないか ら

No, no,        I can't,

あの こが   ほ しい

Wc want      that maid.

この こが    ほ しい

We want    this mald.

そ うだん    しよ う

Let's talk it   over.

【訳のポイント】

この詩は「子買い」とか「子貰い」が背景に

あるという説がある。『案外,知 らずに歌って

た童謡の謎』では, `「 ふるさとまとめて」は

「故郷を捨てる」,「花」は 「花代」,つまり,

「故郷を捨てて,たつた1匁で買われた」ことを

意味する'と いう解釈がなされている。 (p31)

『伝承遊び』 には 「はないちもんめ」の

「匁」は重さの単位でもあるし,金額を示すも

のでもあるが, `こ こで使われる「匁」が重さ

の単位であるのか,金額を示しているのかにつ

いては,確かなところはわからないというのが

本当のところです。'(p156)と 書かれている。

また,『 日本童謡事典』では「ふるさとまと

めて」ではなく,「ふるさと求めて」(p317)と

はないち    もんめ

m iny home     com● .

ちょっときて  お くれ

auntie ncxt      door?

いかれな
a devil is

い

near.

ちょっときて  お くれ

bcdclothes       on.

いかれな

I have

い

none.

ちょっときて  おくれ
五ce pot        on.

いかれな    い

I have           none.

あのこじゃ   わか らん

Which onc wc   don't know,

このこじゃ   わか らん

Which one we  don't know.

そ うしよ    う
Ycs, yes,         let's

なっている。「ふるさとまとめてはないちもん

め」の解釈に悩むところである。

しかし,同書にあるように子供たちの遊び詩

として残つたこの歌は「子取 り遊びと問答遊び

の楽 しさがミックスされた……遊び」 (p317)

としての詩であろう。子供たちがこれを歌いな

がら遊ぶとい うことが大切であると思 う。

詩の内容は布団をかぶったり,お釜をかぶっ

たりして,なんとなく「子買い」の恐ろしさが

消えてユーモラスな感 じが出ているので,冒頭

の「花一匁」を,重 さか金額かに決定せず,ま

た,ふるさと「まとめて」か「求めて」かの判

断も棚上げとして,故郷が綾なす花に包まれて

いる, という詩にしてみた。



あんたがたどこさ (4/4拍 子)

あんた     がた      どこ       さ

Won't you      tell me         where you're      tom?

ひ       ごさ

From       Higo

ひご      どこ      さ

From where    in         Higo?

くま      もと     さ

From Ku―     malno―       to.

くま      もと      どこ       さ
Fronl where      in Ku¨           mamo―              tO?

せんば     さ

From Sem―        ba

せんば     やまには    タヌキが     おってさ
There ls a       raccoon dog      h the mountam    of Semba

それ を     りょうしが   てっぽ うで     うってさ
A hunter        carnc with his    gun and           shOt it dOwn.

にてさ     やいてさ    くってさ
It was cooked,   barbecued,        catcn up.

それを     このはで    ちょっと     かぶせ

Thc hunter       w■ Jh a leaf      tried to             cOver up.

【訳のポイント】

この歌はス トーリーのある歌である。訳の際   ょぅに「Where in Higo?」 という形の表現に

にはそのストーリーを生かすこと第一とした。   した。この歌のもつ軽快なリズムが英語でも生

また,地名がいくつか出てくるが,肥後地方   きるよう心がけた。「煮てさ,焼いてさ,食っ

の熊本にある船場という山という関係がわかる   てさ」は英語では受動態にした。

目隠し鬼 (4/4拍子 )

おにさん   こちら   てのなる   ほ うヘ

Come, come    this way    tO the clap     clap, clap.

【訳のポイント】

目隠し鬼あそびでは,鬼にとっては手をたた   鬼が動きやすいようにと考えた。

く音だけが頼 りなので,「 clap」 を 3回入れて
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にいちゃんがさんえんもらって

【訳のポイント】

お絵描き歌である。この英訳にしたがつて,

あひるが描けるようにと考えた。従って 「にい

にいちゃん

晰 .

まめかっ

Drew one

お くちを

With thc lips

みみずが
he littlc

たまごを

Each onc

あめが

It startcd

あられが

It started

あっと

Look

【訳のポイント】

さんえん   もらって

drew three     bars and

あひる    さん

made a little   duck.

ちゃん」は「兄ちやん」でなく「晰

なつた。

が

Two

て

pea

とんが らして

stuck out,

TWO」  と

みみずがさんびき

さんびき
worlns calnc

みつつ

a little romd

ざあざあ
ralmng

lFて)ぽつ

hailhg

いうまに
you see

よってき

creepmg

かいま し

egg did

ふってき

heavily

ふってき

heavily

たこにゅう

an octopus

て
し
た
町
て
置
て
Ｊ
詢
艤

この詩については,脚韻を合わせることを試

みた。歌 うより,唱える詩であるので, リズム

おなべか

Is it a

はっぱだ

Is it a

かえるだ

Is it a

にのれるよう試みた。

おなべかな おなべじゃないよ はっばだよ

な
酬　よ
ば　よ
ば

おなべ じゃ  ないよ

No,■'s     not.

はつぱ じゃ  ないよ

No, it's       llot.

かえるじゃ  ないよ

No, it's       not.
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あひるだ   よ      ろくがつ   むいかに

It is a        duck.          Six and       slx.

あめが    ざあざあ   ふってき   て

Hcre comes  rah falling   hcavily     down.

さんかく   じょうぎに  ひびいっ   て
Here you      have ●″o      饉an‐          gles

あんぱん   ふたつに   まめみつ   つ

Two little     buns and     three little     peas

こっぺばん  ふたつ    ください   な

Two litte      rolls arc       put on the     head.

あつと    い うまに   かわいい   コックさん

With a little  chers cap   a prctty li■ lc  cook

【訳のポイント】

長いお絵描き歌である。最初の「おなべかな」  ことと,その詩にしたがって絵がかけることを

は絵を見ると皿に近い形をしているので,「 dish」   めざした。

とした。お絵描き歌はすべてリズムを合わせる

注

荒川洋治 (あ らかわ ようじ)『 ことばのために詩 とこi  Hey diddle diddle,

とば』岩波書店,2004年Thc cat and the flddle,

OPIE,Iona and Petcr,cd(オー ピー )『The OxfordThe cow julnpcd ovcr the moom;

Thc litle dog laughed                  Dictionary of Nurscry Rhymes』 OtlP,1997

上 笙一郎 (かみ しょういちろう)『 日本童謡事典』東To see such sport,

京堂出版,2005年And thc dsh ran away wtth the spoon.

芸術教育研究所編集 (Iか じゅつきょういくけんきゅう

ヘイ ディドル ディドル             じよ)『わらべうたあそび 〔2〕 一秋・冬・春』黎明

ねことそれからバイオリン             書房,1999年

牛は飛び越すお月さま              合田道人 (ご うだ みちと)『案外,知 らずに歌つてた

子犬は笑った,こ りゃ愉快             童謡の謎』祥伝社,2008年

皿はスプーンと逃げてった (遠藤訳)       土橋 寛 (つ ちはし ゆたか)監修『わらべ唄一遊びと

唱えごと―民間伝承集成 3』 創世記,1978年

使用テキス ト                     ニ階堂邦子 (1こ かいどう くにこ)。 毛塚陽子 (けづか

小川清美 (お がわ きよみ)『子どもに伝えたい伝承あ    ようこ)『イラス トで見る 0～ 5歳児の遊びシリー

そび―起源・魅力とその遊び方一』萌文書林,2001    ズ②』学事出版,1997年

年                         WILD,HC(ワ イル ド)安井 稔 。長谷川ミサ子・

安井 泉訳『英語脚韻の研究』研究社,1992年

参考文献                       鷲津名都江 (わ しづ なつえ)『わらべうたとナーサリー・

吾郷寅之進 (あ ごう とらのしん)・ 真鍋昌弘 (ま なベ     ライム』晩馨社,1997年

まさひろ)『わらべうた』桜楓社,1976年

一- 57 -―


