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1 　寒い冬が北方から，狐（きつね）の親子の
棲（す）んでいる森へもやって来ました。

(เงยีบอา่นสกัพัก) อืม่ เออ่ คดิวา่ น่าจะ

เป็น เออ่ พ่อแมล่กู เออ่ สนัุขจิง้จอก 

น่าจะยา้ยมาจาก เออ่ ทางเหนอื ทีต่อนนี้

เป็นฤดหูนาว หนาวแบบหนาวมากดว้ย 

ยา้ยมาอยูใ่นป่า

［暫く無言で読む。］うーん，あの，思うに，おそらくは，あの，両親と
子，あの，狐，から移動してきたでしょう，あの，北の方は今冬で，と
ても寒いし，森に移って来ました。

2 　或朝（あるあさ）洞穴（ほらあな）から子供
の狐が出ようとしましたが，

(เงยีบอา่นสกัพัก) ทนีี ้เออ่ เชา้วนันงึ 

ほら คอือะไรไมรู่ ้แตเ่ดา แต ่อันนี ้

あなทีแ่ปลวา่ ร ูก็เดาวา่น่าจะเป็นสกัรู

หนึง่ (หวัเราะ) อาจจะเป็นรถู ้าหรอืเป็นรู

โพรงไม ้อะไรอยา่งนี ้แตค่ดิวา่น่าจะเป็น

ซกัโพรงก็เลยขอขา้มไป

［暫く無言で読む。］そこで，あの，ある日の朝，ほらは，何かわかり
ませんが，でも言ってみる，でも，これ，あなは穴という意味なので，
洞の穴か，樹洞か，何らかの一つの穴と考えてみます［笑う］。でも，
一つの穴だと思われるので，飛ばします。

3
「あっ」と叫んで眼（め）を抑（おさ）えながら母

さん狐のところへころげて来ました。

ลกูสนัุขจิง้จอกก็ โผลม่า แลว้ก็ตะโกน

ขึน้มาวา่　อะ้ (หวัเราะ) (เงยีบอา่นสกั

พัก) จ า おさえるไมไ่ด ้(เริม่กดเปิด

พจนานุกรมในโทรศัพทม์อืถอื) ก็เลยขอ

หาดู

子狐が出てきて，叫びました。「あっ」［笑う］。［暫く無言で読む。］ 
「おさえる」は覚えてない［携帯の辞書の画面を開く］ので，検索させ
てもらいます。

4 「意味は？」を使用されていますよね。

5 ใชค่ะ่ はい，そうです。

6 押さえる(หนัหนา้จอใหด้ ูหาค าวา่ 

押さえる) ก็คอืใหเ้ดาก็น่าจะประมาณ

แบบ เออ่ น่าจะแบบขม่ตาลงแลว้ก็ 

ころげてきました ตรงนี้ไมช่วัรว์า่

แปลวา่อะไร แตเ่ดาวา่น่าจะกลิง้ไปหาแม่

สนัุขจิง้จอก แลว้ก็บอกวา่

「おさえる」は，言ってみると，だいたい，あの，目を押さえてでしょう，
それから，「ころげてきました」ここの意味はまだ確信していません。
でも，母さん狐にころげて行きました。それから，言いました。

7
「母ちゃん，眼に何か刺さった，ぬいて頂戴

（ちょうだい）早く早く」と言いました。

เออ่ แม ่แมจ่า๋ ม ีเหมอืนมอีะไรทิม่ตา

อยูอ่ะ่ เอาออกใหห้น่อยส ิเร็วๆ

「あの，母，お母さん，ある，目に何か刺さってあるようだ。ぬいて頂
戴早く早く。」
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8
　母さん狐がびっくりして，あわてふためきな

がら，眼を抑えている子供の手を恐る恐ると

りのけて見ましたが，何も刺さってはいませ

んでした。

แมส่นัุขจิง้จอกก็ตกใจ (เงยีบอา่นสกัพัก)

 ตรงนี้แปลวา่อะไรไมรู่ ้แตเ่ดาวา่ น่าจะ

เป็นการแบบ ส ารวจดวูา่ เออ่ เห็นลกูดมูี

ทา่ทางกลัว อยากใหเ้อาออก แตว่า่ มอง

ไมเ่ห็นวา่ มอีะไรแทงอยู่

それで，母さん狐がびっくりしました。［暫く無言で読む。］ここは［「あ
わてふためきながら」のところを示す］何という意味かわかりません
が，言ってみると，これでしょう。［母さん狐が］チェックしてみて，あ
の，怖そうな様子ですし，［目に刺ったものをを］取ってほしいようで
す。でも，何か刺さっているのか見えませんでした。

9  誰が怖そうだったのですか。

10  ลกูสนัุขจิง้จอก 子狐です。

11 母さん狐は洞穴の入口から外へ出て始めて
わけが解（わか）りました。

(เงยีบอา่นสกัพัก) เออ่ แมส่นัุขจิง้จอกก็
  (เงยีบอา่นสกัพัก) わかり　ไมรู่ ้
解ります มันแปลวา่อะไร  คงไมน่่าใช่

ค าวา่ わかりました (เปิดพจนานุกรม
หาค าวา่ 解る) มันก็ยังเป็นเขา้ใจ ก็คอื
 คอื เดา (เนน้เสยีงทีค่ าวา่เดา)วา่ 
น่าจะแปลวา่ ก็คอืคงตอ้งท าความเขา้ใจ
วา่ตอ้ง ออกจากร ูและเริม่ไปขา้งนอกได ้
แลว้ ออกจากร ูและเริม่ไปขา้งนอกได ้
แลว้ ก็ยังอา่นตอ่ไปกอ่น

［暫く無言で読む。］　あの，母さん狐が［暫く無言で読む］，わかり，
「解ります」は何という意味かわかりません。「わかりました」ではない
でしょう。［携帯の辞書を使って，「解る」と入力する。］それも，「わか
る」というのは，は，言ってみると，意味はそうでしょう。あの，理解し
ないといけないでしょう。穴から出て，もう外に出始めないといけませ
ん。穴から出て，もう外に出始めないといけません。読み続けましょ
う。

12 昨夜のうちに，真白な雪がどっさり降ったの
です。

เมือ่คนืก็ แลว้ก็เมือ่คนืก็ เมือ่คนืเป็นคนืที่

หมิะตก (เงยีบอา่นสกัพัก)

昨夜は，それで昨夜は，昨夜は雪が降った夜でした。［暫く無言で読
む。］

13 その雪の上からお陽（ひ）さまがキラキラと
照（てら）していたので，雪は眩（まぶ）しいほ
ど反射していたのです。

หมิะอันนัน้คอืรว่งลงมาจากขา้งบน แลว้ก็

มพีระอาทติยส์อ่งแสง เป็นประกาย

ระยบิระยับ

その雪は，上から落ちてきたものです。それに，お日様が照らして，
キラキラでした。

14 　 寒いところから来たんですよね？

15 ใชค่ะ่ はい，そうです。

16 ここも寒い？

17 หนาวอยูน่ะ (หวัเราะ)  ก็ม ีตรงนี ้(วง

ปากกาที寒่い冬が北方から) คดิวา่แบบ

เป็น เหมอืนวา่มาจากทางหนาว หรอืวา่

ตัง้ ใชค้ าวา่ตัง้แต ่ไมรู่ ้อาจเป็นค าบอก

เวลาก็ได ้ก็เลยเดาวา่ก็น่าจะดตูอ่ไปกอ่น

相当寒いですね［笑う］。あります。ここ［「寒い冬が北方から」のこと
をいう］のように，寒いところから来たように，でも，「か，から」という
単語を使ったので，わかりませんね，時間の「から」のことかもしれま
せんので，先に進んで見た方が良いかもしれません。

18 その雪の上からお陽（ひ）さまがキラキラと
照（てら）していたので，雪は眩（まぶ）しいほ
ど反射していたのです。

まぶしい เคยเรยีนแตจ่ าไมไ่ด ้ก็จะลอง

ด ู(หวัเราะ) (กดพจนานุกรม หาค าวา่

眩しい)

「まぶしい」，勉強したことがありますが，覚えていません。で，見てみ
ます［笑う］。［携帯の辞書を使って，「眩しい」と入力する。］



19 どこで習いましたか。チュラ？［タイのバンコ
クにあるチュラーロンコン大学のこと］［笑
う。］

20 จ าไมไ่ดค้ะ่  (หวัเราะ) (เปิดหนา้จอมอื

ถอืใหด้)ู ประมาณระยบิระยับอะ่คะ่　 

(ค าวา่ 反射)ค านี้คอื จ าค าอา่นคันจิ

ไมไ่ด ้และจ าความหมายไมไ่ดด้ว้ย ก็

เลยลองเขยีนหาด ู(เปิดพจนานุกรมหา

ค าวา่ 反射) (เปิดหนา้จอมอืถอืใหด้)ู 

はんしゃ แปลวา่แบบ รเีฟล็กทีแ่ปลวา่ 

เออ เหมอืนกับ อา่ มันสะทอ้นออกมา

ระยบิระยับอะไรแบบนี้

覚えていません［笑う］。［「眩しい」の意味を表示し、辞書の画面をカ
メラで撮影する。］［意味は］だいたい，キラキラです。この単語［「反
射」のこと］は，漢字の読み方が覚えていません。意味も覚えていな
いですので，書いて［意味を］探してみます。［携帯の辞書を使って，
「反射」と入力する。］［辞書の画面をカメラで撮影する。］「はんしゃ」
は，reflexという意味，で，あの，…と同じ，あ，キラキラで反射してい
る感じという意味です。

21 雪を知らなかった子供の狐は，あまり強い反
射をうけたので，眼に何か刺さったと思った
のでした。

แลว้ก็ ลกูสนัุขจิง้จอกทีไ่มเ่คยรจัุกหมิะ ก็

 (เงยีบอา่นสกัพัก) แบบ เหมอืนกับ 

แบบมรีแีอคกับหมิะอันนี้มาก　คงคดิวา่ 

คงคดิวา่ คงจะมอีะไรทิม่ตา เหมอืนตอน

ทีเ่ห็นอันนี ้เห็นหมิะระยบิระยัล ก็รูส้กึ

เหมอืนมอีะไรทิม่ตาแน่ๆเลย

そして，雪を知らなかった子供の狐は，［暫く無言で読む］あの，…感
じ，あの，こんな雪に非常にリアクションがありました。…と思うでしょ
う。…と思うでしょう。目に何か刺さったでしょう。これを見たときのよ
うに，キラキラな雪を見て，きっと目に何か刺さったように思ったで
しょう。

22
　子供の狐は遊びに行きました。真綿（まわ

た）のように柔（やわら）かい雪の上を駈（か）

け廻（まわ）ると，雪の粉（こ）が，しぶきのよ

うに飛び散って小さい虹（にじ）がすっと映る

のでした。

ลกูสนัุขจิง้จอกก็ ออกไปวิง่เลน่ เออ่ ค า

ยากเยอะอะ่ หวัเราะ คอื まわた คอืไร

ไมรู่แ้ต ่ก็บอก เหมอืนกับเป็นค า

เปรยีบเทยีบวา่ เออ่ บนหมิะ มันนุ่มมาก

ราวกับまわた ก็ ขีเ้กยีจแปล ขา้ม 

หวัเราะ (6.39ฟังไมอ่อก)

子供の狐は，遊びに走って出かけました。あの，難しい単語が多い
わ［笑う］。あの，まわたは何かわからないが，あの，比喩みたいなこ
と，雪の上はまわたのようにとても柔らかく，で，訳すのをやめます。　
スキップします［笑う］。［音声ファイルの6:39の言葉は聞き取り不
能。］

23  ก็ （อา่นภาษาญีปุ่่ น）かけまわる ไม่
เคยเจอทีเ่ป็นคันจติัวนี้ (เปิดพจนานุกรม
หาค าวา่駈け廻る หาจากเสยีงฮริางานะ
 ไมป่รากฎอักษรคันจดิังกลา่ว จงึตอ้งใช ้

นิว้เขยีนคันจบินหนา้จอมอืถอื)

［日本語を読みだす。］「かけまわる」この漢字を見たことがありませ
ん。［携帯の辞書を使って，「駆け回る」と入力する。ひらがなを入力
するとこの漢字がないので，手書きで検索する。］

24 　  ถา้ อันนี้มันไมม่เีป็นค า (เปิดหนา้จอให ้

ด駆ูกับ廻ถกูแปลไวแ้ยกจากกัน) แต่

แยกสว่นประกอบคันจอิอกมาได ้ก็คอื

แปลวา่วิง่ ไปรอบๆบนเนนิไอกองหมิะ

นัน้　ゆきのこが ก็คอื ごอันนี ้ไมรู่ว้า่

ゆきのこตรงๆแปลวา่อะไร แตว่า่

こ（粉）อันนี ้แบบเคยเห็นอยูใ่นทีอ่ยู่

ตาม แป้ง หรอืทีเ่ป็นผง ฝุ่ นผง  ก็เดา

วา่ทีม่ันเป็นพวกแบบ เศษหมิะ ก็น่าจะ

เป็นเออ่ ละอองหมิะ ก็ 

しぶきのように  แลว้ก็しぶきคอื

อะไรไมรู่ ้แตเ่ดาวา่น่าจะฟุ้งกระจาย ฟุ้ง

กระจาย แลว้แบบ สะทอ้นแสงออกมา

กลายเป็นสายรุง้ได ้

もしこれ［「駆け回る」のこと］単語はないなら，［携帯の画面を見せ
た。 駆と廻は分かれて翻訳された］，漢字をわけて［調べたら，意味
が］見つかります。ちなみに，意味は「走る」，あの雪の坂で走り回っ
たということです。「ゆきのこが」は，この「ご」［粉のこと］　これ，ゆき
のこの本当の意味は分かりませんが，この粉は，パウダーとか，粉
とか，ダストのことで見たことがあると思いますので，雪の粉とか雪
のホコリみたいなことだと思います。あの，で，しぶきのように，それ
で，しぶきは何かわかりませんが，拡散と思い，拡散しているよう
に，あの，虹のように映っていました。

25 　すると突然，うしろで， ทันใดนัน้ ขา้งหลัง すると突然，後ろ，



26
「どたどた，ざーっ」と物凄（ものすご）い音が

して，

(เงยีบอา่นสกัพัก) どたどた，ざーっ 
นี่คอือะไรก็ไมรู่ ้เป็น น่าจะเป็นค าอทุาน

ซกัอยา่ง แลว้ก็ สง่เสยีงดังออกมา ดังมาก

［暫く無言で読む。］どたどた，ざーっ，これは何もわかりません。で
す，何かの感動詞らしい。それから，大きい声を出しました。とても大
きかったです。

27 パン粉のような粉雪（こなゆき）が，ふわーっ
と子狐におっかぶさって来ました。

(อา่นภาษาญีปุ่่ นสลับกับเงยีบสกัพัก) 

ละอองหมิะทีเ่หมอืนกับ เออ่ แป้งท า

ขนมปังหรอืเปลา่ (หวัเราะ) 

ふわーっと　ふわーっとคอือะไรไมรู่ ้

ขา้มไปกอ่นแลว้กัน ลกูสนัุขจิง้จอกก็ 

ぶさってきましたเป็นศัพทอ์ะไรไมรู่ ้

ลองดสู ิ(หวัเราะ) (เปิดพจนานุกรมหา

ค าวา่おっ被さる) เออ่ 

おっかぶっさて นี่แปลวา่ cover ที่

แปลวา่คลมุ ก็คอืเดาวา่ เออ่ (เงยีบสกั

พัก) คอืเดาวา่น่าจะโดนละอองหมิะคลมุ 

เหมอืนกับแป้งขนมปังคลมุ อะไรอยา่งนี้

［暫く日本語と無言で繰り返して読む。］同じような雪化粧，あの　パ
ンを作るためのパン粉［のような粉雪］じゃないですか［笑う］。「ふ
わーっと」，「ふわーっと」は何かわからないので，先に進みましょう。
子狐は「ぶさってきました」は何の単語かわかない。見てみよう［笑
う］。［携帯の辞書を使って，「おっ被さる」と入力する。］「おっかぶっ
さて」これはcover，日本語はおっ被さると訳します。それで言ってみ
ます。あの，［暫く無言］粉雪に被らせてパン粉に被らせたような感じ
です。

28 子狐はびっくりして，雪の中にころがるように
して十米（メートル）も向こうへ逃げました。

 ลกูสนัุขจิง้จอกก็ตกใจ (เงยีบอา่นสกั

พัก) เออ่ ころがるように ころがる

คอือะไรก็ไมรู่ ้เราก็ ลองหา (หวัเราะ) 

(เปิดพจนานุกรมหาค าวา่ ころがる) 

คอืกลิง้ ก็คอืกลิง้ ราวกับกลิง้อยูใ่นหมิะ  

 (เงยีบอา่นสกัพัก) อืม่ เดาวา่ก็คงตกใจ 

แลว้ก็ วิง่หน ีวิง่หนอีอกไปอะ่คะ่ ตรงนี้

ยังงงๆนดิหน่อยก็เลยขา้ม แต ่ประโยคที่

ส าคัญก็คอื น่าจะวิง่หนไีป แลว้ก็

子狐はびっくりしました。［暫く無言で読む。］あの，ころがるように，こ
ろがるは何かわからないです。私は探してみます［笑う］。［携帯の辞
書を使って，「ころがる」と入力する。］［これ］はころがる，雪の中にこ
ろがるようにころがる。［暫く無言で読む。］うーん，びっくりすると思
います。それから，逃げ走る，走って逃げて行きました。ここ［この文
章］は，すこしわからないので，飛ばしますが，ポイントは逃げ出して
行きました。それで，

29 何から逃げ出したのですか。

30 (เงยีบอา่นสกัพัก) ไมช่วัรเ์หมอืนกันคะ่ 

(หวัเราะ) ไมรู่ว้า่จากหมิะหรอืเปลา่ 

อาจจะแบบ หมิะรว่งลงมาหรอือะไรอยา่ง

นี้คะ่

［暫く無言で読む。］わからないです［笑う］。雪からでしょう？こうかも
しれません。落ちてきた雪から［逃げてきた］，こんな感じです。

31 何だろうと思ってふり返って見ましたが何も
いませんでした。

บอกวา่ ก็งงวา่น่ันคอือะไร ก็หนักลับไปดู

 ก็ไมม่อีะไร

言いました。それは何か分かりませんでした。振り返ってみて何もあ
りませんでした。

32 それは樅（もみ）の枝から雪がなだれ落ちた
のでした。

(เงยีบอา่นสกัพัก) もみไมช่วัรว์า่คอื

อะไร แตว่า่จะลอง ดกูอ่น (เปิด

พจนานุกรมหาค าวา่樅)  ออ๋ คอืตน้เฟอร์

 เดาก็คอืไมม่อีะไร ซึง่ก็คอื มันเป็นแค่

หมิะทีห่ลน่ลงมาจากกิง่ของตน้ กิง่ของตน้

เฟอรก็์คอืตน้もみ

［暫く無言で読む。］もみは何か自信がありません。でも，先に見てみ
ます。［携帯の辞書を使って，「樅」と入力する。］なるほど，樅です。
言ってみますと何もありませんでした。すなわち，それは，ただ木の
枝から落ちてきた雪，樅の枝，ちなみに，樅の枝です。



33 まだ枝と枝の間から白い絹糸のように雪が
こぼれていました。

แลว้ก็ระหวา่งกิง่ของทัง้คู ่ก็ยังม ีเออ่ คัน

จสิองตัวนี้อา่นไมอ่อก (หมายถงึ絹糸) 

(ใชว้ธิเีขยีนคันจ絹ิ糸 เพือ่หาความหมาย

จากโทรศัพทม์อืถอื) อันนี้มันคอื 

けんしทีแ่ปลวา่เสน้ไหม ก็คอืวา่มันยังมี

เสน้ไหมสขีาวๆ ออ๋ ก็คอืม ีหมิะทีก่องอยู่

ตรงนัน้ ราวกับมเีสน้ไหมสขีาวๆวางอยู่

そして，枝と枝の間の間には，まだある，あの，この二つの漢字［「絹
糸」のこと］は読めません。［携帯の辞書を使って，指で漢字を書いて
「絹糸」と入力する。］これは，けんしと呼び，絹糸と訳します。という
のは，白い絹糸はまだあり，なるほど，というのはあります。そこで零
れた雪は白い絹糸がおいてあるようでした。

34 　間もなく洞穴へ帰って来た子狐は， หลังจากนัน้ไมน่านลกูสนัุขจิง้จอกทีก่ลับ

เขา้ไปในโพรงก็บอกวา่

まもなく穴の中で帰ってきた子狐は言いました。

35
「お母ちゃん，お手々が冷たい，お手々がち

んちんする」と言って，濡（ぬ）れて牡丹色

（ぼたんいろ）になった両手を母さん狐の前

にさしだしました。

“แมจ่า๋ แบบ หนาวมอืจัง แบบรูส้กึ มอื

ชาไปหมดเลย”  (เงยีบอา่นสกัพัก) 

แลว้ก็เอามอืทีเ่ปียกแลว้ก็ ぼたんいろ

 ぼたんいろ ไมรู่แ้ปลวา่ไร แตเ่ดาวา่

น่าจะซดี น่าจะสซีดี (เปิดพจนานุกรมหา

ค าวา่ 牡丹色 หนา้จอ แยกมาเป็นสาม

ค า คอื 牡 丹 และ色)  ออ๋ ในนี้

แยกกัน คันจน่ิะ มันน่าจะแปลวา่มอืแดง 

มอืแดง เอามอืแดงสองขา้งไปใหแ้มดู่

「お母ちゃん，あの，手が冷たい，あの感じる，手があっちこっちしび
れる。」［暫く無言で読む。］それから，濡れた手を出して，それから，
ぼたんいろ，ぼたんいろ，意味が分かりません。でも，言ってみます
と淡い色，淡い色でしょう。［携帯の辞書を使って，「牡丹色」と入力
する。画面には，牡・丹・色が分かれて表示。］なるほど，ここに漢字
は分かれていますね。それは赤い手と訳すでしょう。赤い手，赤い手
の両方を母に見せました。

36 母さん狐は，その手に，は――っと息をふっ
かけて，ぬくとい母さんの手でやんわり包ん
でやりながら，

แมส่นัุขจิง้จอกก็บอกวา่ แมส่นัุขจิง้จอกก็

ปลอ่ยลมหายใจทีม่อืตรงนัน้ แลว้ก็ (เงยีบ

อา่นสกัพัก) ตรงนี้ไมไ่ดแ้ปลหมดทกุค า 

แตเ่ดาวา่ก็น่าจะเหมอืนกับ เออ่ เอามอื

ของแม ่อุม้มอืของลกูไว ้เออ่ เอามากอด 

มาจับ อะไรอยา่งนี้ไว ้

母さん狐は言いました。母さん狐はその手に息を吹っかけて，それ
から，［暫く無言で読む］ここは全部訳していませんが，と同じように
思います。あの，母の手で子の手を抱っこする，あの，抱く，触る，こ
んな感じでしておきました。

37
「もうすぐ暖（あたたか）くなるよ，雪をさわる

と，すぐ暖くなるもんだよ」といいましたが，か

あいい坊やの手に霜焼（しもやけ）ができて

はかわいそうだから，夜になったら，町まで

行って，坊（ぼう）やのお手々にあうような毛

糸の手袋を買ってやろうと思いました。

บอกวา่ เดีย๋วก็จะอุน่ขึน้แลว้ ถา้แบบไกล

จากหมิะมา มันก็จะอุน่ขึน้นะ เขาพูดแบบ

นัน้ (เงยีบอา่นสกัพัก) คอืตรงนี้แปลไม่

ออก เหมอืนอยา่งเชน่かあいいぼうや

นี่คอือะไรก็ไมรู่ ้แตจ่ะขา้ม แตก็่คอื 

ภาพรวมก็คอื เออ่ รูส้กึสงสารทีม่อืโดน

หมิะกัด พอกลางคนืก็เลยเขา้ไปในเมอืง 

แลว้ก็ ไปซือ้ถงุมอืมา แลว้ก็ตัง้ใจวา่จะ

ไปซือ้ถงุมอืมา พอ พอกลางคนืมดืแลว้ ก็

言いました。「もうすぐ暖かくなるよ。もし雪から離れると，暖かくなる
ね」彼女はこう言いました。［暫く無言で読む。］あの，ここは翻訳でき
ません。例え，「かあいいぼうや」だって何かわからないし，でも飛ば
します。でもそれは，全体的には，あの，霜焼ができて可哀想に感じ
ましたので，夜になると，町に入って，それから，手袋を買いに行って
くる，それから手袋を買いに行ってくると決心しました。で，で夜に暗
くなると，と，



38
　暗い暗い夜が風呂敷（ふろしき）のような影

をひろげて野原や森を包みにやって来まし

たが，雪はあまり白いので，包んでも包んで

も白く浮びあがっていました。

(เงยีบอา่นสกัพัก) 風呂敷のような 

คอื รูจั้ก ふろしきแตไ่มรู่ว้า่เป็น

ふろしきเดยีวกันไหม (เปิดพจนานุกรม

หาค าวา่風呂敷) โอเคคอืเดาวา่ คงจะ

เป็นววิทวิทัศนท์ีแ่บบ เออ่ สวย

เหมอืนกับภาพ風呂敷 เหมอืนแผอ่ยูใ่น

ทุง่หญา้ (เงยีบอา่นสกัพัก) ออ๋ 

เหมอืนกับหมิะมาปกคลมุ พวกทุง่หญา้ 

หรอืป่าไม ้เหมอืนกับเป็นภาพ風呂敷ไว ้

แลว้หมิะมันขาวดว้ย ก็เลยเห็นวา่แบบ 

มันขาวไปหมดเลย

［暫く無言で読む。］風呂敷のようなである「ふろしき」は知っています
が，ここと同じ「ふろしき」がわかりません。［携帯の辞書を使って，
「風呂敷」と入力する。］オッケー意味を言ってみます。～のような景
色でしょう。あの，風呂敷のようにきれいで，野原に広がるように，
［暫く無言で読む］なるほど，雪で包まれるように，野原，あるいは，
森［野原や森に雪が包まれるようにという意味］，風呂敷の絵のよう
でした。雪も白いので見えました，全部白く。

39 　親子の銀狐は洞穴から出ました。 (เงยีบอา่นสกัพัก) ก็ เออ่ พ่อแม ่พ่อแม่

ลกูสนัุขจิง้จอกก็ออกจากโพรงมา

［暫く無言で読む。］で，あの，両親，両親と子狐は穴から出てきまし
た。

40 ［「両親と子狐」という発話に対して］父親も
いるんですね？

41 น่าจะมพี่อนะคะ คอื มันใชค้ าวา่親子 อะ่

 คอือาจจะเป็นแมล่กูก็ได ้แตว่า่ ลองดู

ไปกอ่น แตน่ะ คดิวา่น่าจะมแีม ่เทา่ที่

เห็นผา่นๆ

お父さんがいるでしょうね。あの，ここは親子を使います。あの，母と
子かもしれません。でも，進んで見ます。でもね，母がいるらしいで
す，今までみた限りでは。

42 子供の方はお母さんのお腹（なか）の下へは
いりこんで，そこからまんまるな眼をぱちぱ
ちさせながら，あっちやこっちを見ながら歩い
て行きました。

ก็ลกูสนัุขจิง้จอกก็น่าจะอยูต่รงใตท้อ้ง ก็ 

แลว้ก็  ตรงนี้แปลไมอ่อก แตเ่ดาวา่น่าจะ

แบบ อยูใ่ตท้อ้งแม ่รูส้กึจะ แตก็่ยังแบบ 

เดนิไป แบบมองไปทางโนน้ทางนี้ไป

เรือ่ยๆ

で子狐はお腹の下にいるでしょう。で，それで，ここは訳せません。で
もこうなると言ってみます。母のお腹にいて，感じた，でもまだあの，
歩いていて，あっちこっちを見ながら歩く感じでした。

43 　やがて，行手（ゆくて）にぽっつりあかりが
一つ見え始めました。それを子供の狐が見
つけて，「母ちゃん，お星さまは，あんな低い
ところにも落ちてるのねえ」とききました。

 (เงยีบอา่นสกัพัก) ทันใดนัน้ก็ ตรงนี้แปล

ไมไ่ดล้ะเอยีด แต ่ก็เดาวา่ ก็น่าจะเงยหนา้

ขึน้ไปขา้งบน แลว้ก็ ลกูสนัุขจิง้จอกก็แบบ

วา่ “แมจ่า๋ (เงยีบอา่นสกัพัก) คณุดวงดาว 

เขา บอกวา่ “ท าไมคณุดวงดาวถงึ หลน่

ลงมาในทีท่ีเ่ตีย้ขนาดนี”้

［暫く無言で読む。］やがて，ここは詳しく訳せません。でも，で言って
みます。上を向いてでしょう。それから，子狐はこう，「母ちゃん，」［暫
く無言で読む］「お星様，彼はなんでお星様はこんな低いところに落
ちてきたのでしょう」と言いました。

44 「あれはお星さまじゃないのよ」と言って，そ
の時母さん狐の足はすくんでしまいました。

บอกวา่ ออ๋ แมก็่บอกวา่ “ออ๋ น่ันไมใ่ช่

คณุดวงดาวหรอกนะ” (เงยีบอา่นสกั

พัก) อันนี ้ก็คอืแมส่นัุขจิง้จอกน่าจะเอา

เทา้มา (อา่นเป็นภาษาญีปุ่่ น) อยากรูว้า่

แปลวา่อะไร (เปิดพจนานุกรมหาค าวา่ 

竦む) すくむหรอืเปลา่ ไมช่วัร ์ออ๋ ก็

คอื ตอนนัน้เทา้ของแมส่นัุขจิง้จอกก็ อัน

นี ้(竦む)แปลวา่ freeze  freeze

แปลวา่ แชเ่ย็นแลว้

言いました。なるほど，母さんは「あら，あれはお星様じゃないよ」と
言いました。［暫く無言で読む。］これは，母狐は足をもって［しばらく
日本語で読みだす］どんな意味か知りたいです。［携帯の辞書を使っ
て，「竦む」と入力する。］「すくむ」かな，自信がありません。なるほ
ど，その時お母さん狐の足は，これ［「竦む」のこと］はfreezeと訳しま
す。freezeは竦むということです。

45 「あれは町の灯（ひ）なんだよ」 แลว้ก็บอกวา่ อันนัน้คอื ไฟของในเมอืง それから言いました。「あれは，町の灯なんだよ。」



46 　その町の灯を見た時，母さん狐は，ある時
町へお友達と出かけて行って，とんだめに
あったことを思出（おもいだ）しました。

(เงยีบอา่นสกัพัก) แมส่นัุขจิง้จอกพอเห็น

 ไฟในเมอืงก็ (เงยีบอา่นสกัพัก) นกึถงึ 

นกึถงึสมัยตอนเด็กทีอ่อกมาหาเพือ่นใน

เมอืง

［暫く無言で読む。］母狐は町の灯を見たとき， 彼女は，［暫く無言で
読む］思い出した，子供の頃友達に町で会いに出てきたときを思い
出しました。

47 およしなさいっていうのもきかないで，お友達
の狐が，或（あ）る家の家鴨（あひる）を盗も
うとしたので，お百姓（ひゃくしょう）に見つ
かって，さんざ追いまくられて，命からがら逃
げたことでした。

(เงยีบอา่นสกัพัก) 
およしなさいっていうのもきかない
で ตรงนี้ไมรู่แ้ปลวา่อะไร แตว่า่ เพือ่น
ของสนัุขจิง้จอกตัวนัน้ก็คอื ตัง้ใจจะไป
ขโมย เป็ดของบา้นหนึง่ (หวัเราะ)  
お百姓に見つかって，さんざ追いま
くられて　 百姓 คอือะไรไมรู่ก็้เลยหา
 (เปิดพจนานุกรมหาค าวา่百姓) แปลวา่
ชาวนา แปลวา่ เออ่ ชาวนา แตช่าวนา
ดันเจอกอ่น ก็เลย เลยโดนไล ่แลว้ก็ 
แลว้ก็หนมีา

［暫く無言で読む。］およしなさいっていうのもきかないで，ここは何と
訳すか分かりません。でも，お友達狐は，ある家の鴨を盗もうとした
［笑う］。お百姓に見つかって，さんざ追いまくられて，「百姓」は何か
わかりませんので，探します。［携帯の辞書を使って，「百姓」と入力
する。］意味は農家です。［文章の］意味は，あの，農家，でも農家に
見つかったから，から，追いされて，それから，逃げ，逃げてきまし
た。

48 逃げたのはお友達の方ですか。

49  อะไรนะคะ 何ですか。

50 誰が逃げてきたんですか。

51 (เงยีบอา่นสกัพัก) น่าจะเป็นเพือ่นนะคะ 

เพือ่นสนัุขจิง้จอก เพราะวา่ นี่ยังเป็นが

อยู ่(お友達の狐が)

［暫く無言で読む。］お友達らしいです。友達狐。なぜなら，ここは
「が」を使います。［「お友達の狐が」のこと。］

52 お母さんの友達ですか。

53 เพือ่นของแม ่เพือ่นของแมค่ะ่ お母さんの友達，お母さんの友達です。

54 「母ちゃん何してんの，早く行こうよ」と子供
の狐がお腹の下から言うのでしたが，母さん
狐はどうしても足がすすまないのでした。

แลว้ก็ บอกวา่ “แมจ่า๋ ท าอะไรอยู ่ละ่ 

รบีๆไปส”ิ ลกูสนัุขจิง้จอกทีอ่ยูข่า้งใตก็้

พูดขึน้มา แตว่า่ เทา้ของแมก็่ แบบ กา้ว

ไปขา้งหนา้ไมไ่ด ้

それで「母ちゃん，何してるの，早く行こう」と言いました。お腹の下に
いる子供の狐は言い出しました。でも，母さんの足はあの　前に進む
ことができませんでした。

55 そこで，しかたがないので，坊（ぼう）やだけ
を一人で町まで行かせることになりました。

เพราะงัน้ ชว่ย เพราะดว้ยความชว่ย

ไมไ่ด坊้や เริม่อยากรูแ้ลว้วา่坊や คอื

อะไร (เปิดพจนานุกรมหาค าวา่坊や) 

ตอนแรกขา้มมา เพราะคดิวา่ไมน่่าจะใช ้

ออ่ มันคอื boy (หวัเราะ)  มันคอื boy 

โอเค มันก็คอื ปลอ่ยให ้คงตอ้งปลอ่ย

ใหล้กูชายไปทีเ่มอืงคนเดยีว

そこで，ない，仕方がないので，「坊や」，「坊や」は何か知りたくなっ
た。［携帯の辞書を使って，「坊や」と入力する。］最初は使わなさそう
と思い，飛ばしました。なるほど，ボイ［「boy」のこと］です　［笑う］。そ
れはボイ［「boy」のこと］，オッケー，それは，させることになった，坊
やだけを一人で町に行かせることになりました。



56 「坊やお手々を片方お出し」とお母さん狐が
いいました。

(เงยีบอา่นสกัพัก) แมก็่บอกวา่ เออ่ 

“ลกูจา๋ ขอมอืสองขา้งออกมาหน่อย 

ขอมอืออกมาหน่อย”

［暫く無言で読む。］お母さんは言いました。あの，「坊や，両手を出し
て頂戴，手を出して頂戴。」

57 その手を，母さん狐はしばらく握っている間
に，可愛いい人間の子供の手にしてしまい
ました。

แลว้ก็ แมก็่กมุมอืลกูไว ้แลว้ก็ (เงยีบ

อา่นสกัพัก)  หมื? (หวัเราะ) (เงยีบ

อา่นสกัพัก) ระหวา่งทีแ่มก่มุมอืไปไดส้กั

พัก ท าไม เออ่ ท าไมถงึกลายเป็นมอื

ของเด็กทีน่่ารักแทนละ่ (หวัเราะ)

そして，母さん狐は子の手を握って，それから，［暫く無言で読む］あ
れ？［笑う］［暫く無言で読む。］母さんは暫く子の手を握って，なぜ，
あの，なぜ［子狐の手が］かわいい人間の手になってきたのでしょう
［笑う］。

58 坊やの狐はその手をひろげたり握ったり，抓
（つね）って見たり，嗅（か）いで見たりしまし
た。

(เงยีบอา่นสกัพัก) เอะ๊? (หวัเราะ) 

(เงยีบอา่นสกัพัก) คอื ตรงชว่งนี้

คอ่นขา้งงงวา่เกดิอะไรขึน้ แตเ่ดาวา่ จู่ๆ

ลกูสนัุขจิง้จอกน่าจะกลายเป็น มนุษย ์

(หวัเราะ)

［暫く無言で読む。］あれ？［笑う］［暫く無言で読む。］あの，ここは何
か起きたかよくわかりません。でも言ってみると，突然子狐は　人間
になりました［笑う］。

59 「何だか変だな母ちゃん，これなあに？」と
言って，雪あかりに，またその，人間の手に
変えられてしまった自分の手をしげしげと見
つめました。

แลว้ก็หนัไปมองแม ่แลว้ก็บอกวา่ 

“ท าไมแบบ ม ีมันแปลกอะ่ แม ่เกดิ

อะไรขึน้” เออ่ พอพูดวา่อยา่งนัน้ก็ มอง

 มอืตัวเองทีก่ลายเป็นมอืมนุษย์

それで母さんに向けて言いました。「なぜ，あの，ある，それはおかし
い，母ちゃん，何か起きたの？」あの，こう言ながら，人間の手になっ
た自分の手を見つめました。

60 「それは人間の手よ。いいかい坊や，町へ
行ったらね，たくさん人間の家があるから
ね，まず表に円（まる）いシャッポの看板のか
かっている家を探（さが）すんだよ。

แลว้ก็บอกวา่ “เออ น่ันคอืมอืมนุษยน์ะ

 ฟังนะ ฟังนะลกู เออ่ หลังจากไปที่

เมอืง ก็จะมแีบบ เออ่ บา้นของมนุษย์

เยอะมากเลย (เงยีบอา่นสกัพัก) กอ่นอืน่

 ให ้เออ่ หา บา้นทีม่ ีเออ่

まるいしゃっぽ　まるいしゃっぽの
ひょうばんอยู ่ しゃっぽ คอือะไร 

(เปิดพจนานุกรมหาค าวา่ しゃっぽ) 

ออ๋ หมวก (หวัเราะ)　แลว้ก็ อะ่ ใหห้า

บา้นทีม่ป้ีาย ทีม่หีมวกกลมๆอยู่

それで［母さん狐が］言いました。「ああ，それは人間の手よ。聞い
て，聞いて坊や，あの，町に行ったら，あれがある，あの，人間の家
はたくさんあるの，［暫く無言で読む］まず，ように，あの，探す，ある
家，あの，まるいしゃっぽ，まるいしゃっぽのひょうばんがある，しゃっ
ぽは何か。［携帯の辞書を使って，「しゃっぽ」と入力する。］ああ，帽
子［笑う］。それで，あ，円い帽子の看板のかかっている家を探すよう
にさせました。

61 それが見つかったらね，トントンと戸を叩（た
た）いて，今晩はって言うんだよ。そうすると
ね，中から人間が，すこうし戸をあけるから
ね，

พอเจออันนัน้ก็ให ้เคาะประต ูแลว้ก็พูดวา่

 こんばんは นะ หลังจากนัน้ คนใน

บา้นก็จะคอ่ยๆเปิดประตใูห ้

あれが見つかると，ドアをノックして，それから「こんばんは」を言いま
すね。そのあと，家にある人はゆっくりドアを開けてあげるね。

62 その戸の隙間（すきま）から，こっちの手，ほ
らこの人間の手をさし入れてね，

すきまคอือะไรไมรู่ ้  ก็เลยจะหา (เปิด
พจนานุกรมหาค าวา่ 隙間) แลว้ก็ประตู
นัน้มันก็จะเปิดขึน้มาใหน้ดิหนึง่ แลว้ก็เอา
มอือันเนี้ย มอืมนุษยอ์ันเนี้ย เออ สอด
เขา้ไปนะ

「すきま」は何かわからないので，探します。［携帯の辞書を使って，
「隙間」と入力する。］それから少しドアは開けて，それからこの手
で，この人間の手で，ほら，差し入れてね。



63 この手にちょうどいい手袋頂戴って言うんだ
よ，わかったね，決して，こっちのお手々を出
しちゃ駄目（だめ）よ」と母さん狐は言いきか
せました。

(เงยีบอา่นสกัพัก) ตรงนี้อา่นคันจไิมอ่อก

 (ใชพ้จนานุกรม เขยีนคันจคิ าวา่ 頂戴)

 ออ๋ มันคอืตัว いただく（頂く）ก็คอื

บอกวา่ เออ่ (พลกิหนา้กระดาษ) บอก

วา่ ขอถงุมอืทีพ่อดกีับมอืนี้หน่อย เขา้

ใจเนอะ แลว้ก็สดุทา้ย “อยา่เอา อยา่

เอามอืที ่อยูท่างนี้ออกมานะ” เดาวา่

น่าจะ แบบ มอืขา้งหนึง่ยังเป็นมอืจิง้จอก

 มอือกีขา้งนี่เป็นมอืมนุษยแ์ลว้

［暫く無言で読む。］ここは漢字が読めません。［携帯の辞書を使っ
て，「頂戴」と入力する。］なるほど，これは「頂く」です。ちなみに言い
ました。あの，［ページを開く音］この手にちょうどいい手袋を頂戴と
言いました。わかったね。それで最後，「出さないで，こっちの手を出
さないでね」言ってみるとそうでしょう。そう，片手はまだ狐の手で，他
の手は人間の手になったらしいです。

64 ［「らしい」を受けて］それは推測ですか。

65 เดา  (หวัเราะ) 推測です［笑う］。

66 「どうして？」と坊やの狐はききかえしまし
た。
「人間はね，相手が狐だと解ると，手袋を
売ってくれないんだよ，それどころか，掴（つ
か）まえて檻（おり）の中へ入れちゃうんだ
よ，人間ってほんとに恐（こわ）いものなんだ
よ」

แลว้ก็ถาม “อา่ว ท าไมอะ่” ลกูก็ถาม 

แมบ่อกวา่ "มนุษยเ์นอะ (เงยีบอา่นสกั

พัก) ถา้รูว้า่อกีฝ่ังเป็นสนัุขจิง้จอกอะ่ เขา

จะไมข่ายถงุมอืให ้(หวัเราะ) แลว้ก็จะ

โดนจับไปดว้ย มนุษยอ์ะ่ เป็นสิง่มชีวีติที่

น่ากลัวจรงิๆนะ "

それで聞きました。「へ，どうして」と子は聞きました。母狐は「人間は
ね，［暫く無言で読む］もし，相手が狐だと知ったら，手袋を売ってくれ
ないんだよ」と言いました［笑う］。それで，「捕まえていっちゃうのよ。
人間は，本当に怖い生き物なんだよ。」

67 「ふーん」
「決して，こっちの手を出しちゃいけないよ，
こっちの方，ほら人間の手の方をさしだすん
だよ」と言って，母さんの狐は，持って来た二
つの白銅貨（はくどうか）を，人間の手の方
へ握らせてやりました。

แลว้ก็ ลกูก็รับรู ้แลว้ก็ “อยา่ลมืนะ วา่

อยา่เอามอืขา้งนี้ใหไ้ปเด็ดขาด เอาขา้งนี้ 

เอามอืขา้งทีเ่ป็นมนุษยน์ี ้สอดเขา้ไปหา

เขานะ” ก็แมส่นัุขจิง้จอก คอื เอา 

はくどうがคอืก็ไมรู่ว้า่ はくどうが 

คอือะไร (เปิดพจนานุกรมหาค าวา่

白銅貨) ออ่ มันก็คอืเหรยีญ มันก็คอื

น่าจะเป็นเหรยีญเงนิ ก็ เอาเหรยีญเงนิ

สองอันใสไ่วใ้นมอืขา้งมนุษยข์องลกู

それで，子は分かるようでした。それで，「こっちの手を絶対にださな
いのを忘れないでね。こっちを　ほら人間の手のこの手を差し出すだ
よ」で母狐は，いる，「はくどうが」，うん，「はくどうが」は何かわかりま
せん。［携帯の辞書を使って「白銅貸」と入力する。］　なるほど，これ
はコイン，それはシルバーコイン見たいです。で　二つの白銅貨を子
の人間の手に握らせました。

68
　子供の狐は，町の灯（ひ）を目あてに，雪あ

かりの野原をよちよちやって行きました。

แลว้สนัุขจิง้จอกก็ ลกูสนัุขจิง้จอก (เงยีบ

อา่นสกัพัก) แปลไมค่อ่ยออกตรงよちよち

 แตว่า่ก็เดาวา่น่าจะเขา้ไปในตรง เขา้ไปใน

เมอืง เขา้ไปในเมอืงหา ไฟทีเ่ห็นอยู่

で子狐は，子狐，［暫く無言で読む］よちよちにうまく訳せなかった
が，言ってみると，入る，町にまっすぐ入る，町に入って，見た灯に行
きました。

69 始めのうちは一つきりだった灯が二つになり
三つになり，はては十にもふえました。

แลว้ก็เริม่เห็นแบบบา้นมไีฟ ไฟดวงทีห่นึง่

 ไฟดวงทีส่อง ไฟดวงทีส่าม จนเห็นเป็น

สบิๆดวง

それで，灯がついた家を見かけ，一つ目の灯，二つ目の灯，三つ目
の灯，十何個まで見えるようになりました。

70 狐の子供はそれを見て，灯には，星と同じよ
うに，赤いのや黄いのや青いのがあるんだ
なと思いました。

ลกูสนัุขจิง้จอกมองอันนี้แลว้รูส้กึวา่ เออ 

ไฟน่ะเหมอืนดาวเลย แบบ แบบมสีแีดง 

มสีเีหลอืง มสี ี เขยีว เขยีวหรอืฟ้าก็ไมรู่ ้

狐の子供はこれを見て感じました。あの，灯は星みたいに，あの，赤
い色あり，黄色あり，色がある，緑，緑か水色かわかりません。



71 やがて町にはいりましたが通りの家々はもう
みんな戸を閉（し）めてしまって，高い窓から
暖かそうな光が，道の雪の上に落ちている
ばかりでした。

แลว้ก็เดนิผา่นบา้นไป เดนิผา่นบา้นเขา้

มาหลายๆหลัง แลว้ก็ทกุๆหลัง ก็จะปิด

ประต ูแลว้ก็มหีนา้ตา่งอยูท่ีส่งู อาฮะ 

(เงยีบอา่นสกัพัก) ก็จะมแีสงทีอ่บอุน่

จากหนา้ตา่งทีอ่ยูส่งู เออ่ หมิะที ่หมิะ

จากขา้งบนทีต่กลง แลว้ก็มแีบบแคจ่าก

หมิะจากขา้งบนทีต่กลงมาอยูแ่ถวๆถนน

เทา่นัน้

それから家を通って，数々の家を通って歩いて入りました。でみんな
扉を閉めて，そして，高いところに窓がありました。あは，［暫く無言
で読む］高いところにある窓から暖かい光があり，あの，である雪，
上から落ちてきた雪，それであります，道あたりにただ落ちてきた上
からの雪だけがありました。

72 　けれど表の看板の上には大てい小さな電
燈がともっていましたので，狐の子は，それ
を見ながら，帽子屋を探して行きました。自
転車の看板や，眼鏡（めがね）の看板やその
他いろんな看板が，あるものは，新しいペン
キで画（か）かれ，或（あ）るものは，古い壁
のようにはげていましたが，

 ตรงนี้แปลไมอ่อก แตก็่เดาวา่ น่าจะก็

เดนิหาบา้นทีม่ ีหมวกน่ันไปเรือ่ยๆ ไปที่

รา้นนัน้ ก็มทัีง้รา้น แบบ ป้ายจักรยาน 

ป้ายแวน่ แลว้ก็มอีกีหลายป้าย (เงยีบ

อา่นสกัพัก) 

あたらしいペンキ　ペンキคอือะไรไม่

รู ้แตส่งสยัก็เลยหา (เปิดพจนานุกรมหา

ค าวา่ ペンキ) ออ่ มันคอื paint ก็คอื

ภาพวาด แบบ แลว้ก็หนึง่ในนัน้ก็จะมี

ภาพวาดทีเ่พิง่ถกูเขยีนอันใหมอ่ันหนึง่ แต่

ราวกับวา่มันเหมอืนกับเป็นผนังโบราณ

ここは，訳せませんが，言ってみると，その帽子がある家を探し続
け，その店へ行くと，あの，自転車の看板，眼鏡の看板，そして色ん
な看板がありました。［暫く無言で読む。］「あたらしいペンキ」，「ペン
キ」は何かわからないが，気になったので，探します。［携帯の辞書
を使って，「ペンキ」と入力する。］なるほど，これは，ペイント，ちなみ
に，描かれた絵のことです。で，それで，この中［看板の中というこ
と］はひとつの新しく描かれたばかりの絵がありました。でも，古壁と
同じようにでした。

73 町に始めて出て来た子狐にはそれらのもの
がいったい何であるか分らないのでした。

 (เงยีบอา่นสกัพัก) ลกูสนัุขจิง้จอกทีเ่พิง่

เขา้เมอืงมาครัง้แรก มองสิง่พวกนี้แลว้ก็ 

งงวา่ของพวกนี้คอือะไรกันแน่

［暫く無言で読む。］町に出たばかりの子狐は，こんなものをみて，そ
れらは一体何かわかりませんでした。

74 　とうとう帽子屋がみつかりました。お母さん
が道々よく教えてくれた，黒い大きなシルク
ハットの帽子の看板が，青い電燈に照（て
ら）されてかかっていました。

พอเจอรา้นหมวกแลว้ (เงยีบอา่นสกัพัก)

 ก็ ท าตามทีแ่มบ่อกไวอ้ยา่งด ีวา่  

シルクハット ก็จะเป็น อันนี้ก็จะเป็น

ป้ายทีเ่ป็น เป็นรปูหมวก ผา้ไหม สดี า 

อันใหญอ่ยู ่(หวัเราะ) อันนี ้ไมรู่แ้ปลวา่

อะไรแตน่่าจะแปลวา่แบบ ไฟ หรอือะไร

อยา่งนี ้ไฟสอ่งสวา่งอยู่

帽子の店を見つけると，［暫く無言で読む］で，ちゃんと母さんの言う
通りに，と，シルクハット，これは，この物は看板である帽子の形で，
シルク，黒い，相当大きい［笑う］。これは，何と訳すか分からない
が，でもこう訳すらしい。灯，あるいはこんな感じ，照らした灯のこと
です。

75 子狐は教えられた通り，トントンと戸を叩きま
した。
「今晩は」

เด็กก็ท าตามทีแ่มส่อนไว ้ก็คอื เคาะ

ประตแูลว้ก็บอก こんばんは

子供は母さんが言う通り，ちなみに，ドアをノックして「こんばんは」を
言いました。

76 　すると，中では何かことこと音がしていまし
たがやがて，戸が一寸ほどゴロリとあいて，
光の帯が道の白い雪の上に長く伸びまし
た。

หลังจากนัน้ก็ไดย้นิเสยีงแบบ กกุๆกักๆอยู่

ขา้งใน สกัพักหนึง่ (เงยีบอา่นสกัพัก) อันนี้

ไมรู่ค้อือะไร แตจ่ะลองหาด ู(เปิด

พจนานุกรมหาค าวา่ 一寸) ออ่ มันคอื 

ちょっと (หวัเราะ) มันคอืแวบ้หนึง่ ก็ (อา่น

ออกเสยีงภาษาญีปุ่่ น) ก็ ม ีおびเป็นอะไร

ไดอ้กี (เปิดพจนานุกรมหาค าวา่ 帯) มัน

เป็นเหมอืนแถบ หรอือะไรทีเ่ป็นแถบแสง 

เออ่ เหมอืนกับหมิะสขีาวทีอ่ยูข่า้งบนยดื

ออกมาได ้

その後，声が聞こえた，あの，中でことことしています。やがて，［暫く
無言で読む］これは何かわかりませんが，探してみます。［携帯の辞
書を使って，「一寸」と入力する。］なるほど，これは「ちょっと」［笑
う］。これはちょっとで，あの［日本語で読み上げる］であります。「お
び」，これはなんと訳す？［携帯の辞書を使って，「帯」と入力する。］
これは帯，あるいはなにか光の帯で，あの，上にある白い雪は長く
伸びてきました。



77 　子狐はその光がまばゆかったので，めんく
らって，まちがった方の手を，――お母さま
が出しちゃいけないと言ってよく聞かせた方
の手をすきまからさしこんでしまいました。
「このお手々にちょうどいい手袋下さい」

 (เงยีบอา่นสกัพัก) แลว้ลกูสนัุขจิง้จอกก็

 ตรงนี้แปลไมอ่อกแตเ่ดาวา่ น่าจะเอาแต่

 ทึง่กับตรงเนี้ย ทึง่กับไอ สแีสงตรงนี ้

แลว้ก็ ยืน่มอืขา้งที ่ขา้งทีผ่ดิก็คอืขา้งที่

แมบ่อกวา่ หา้มเอาออกไปใหด้ ูหา้มเอา

ออกไป ออกไปทางนูน้ซะแลว้ แลว้ก็

บอกวา่ ขอ ถงุมอืทีเ่ขา้กับมอื ถงุมอืที่

เขา้กับมอืนี้ใหห้น่อย

［暫く無言で読む。］で，子狐は，ここは訳せませんが，言ってみる
と，してばかりらしい，これ［町の光のこと］を感動し，あの，色や光に
感動しました。それから，出した手は間違っている手，つまり，母さん
が言いました，出して見せちゃいけない，出しちゃいけない［手を］出
してしまいました。それから「頂戴，手にいい手袋を　この手に合う手
袋をください」と言いました。

78 　すると帽子屋さんは，おやおやと思いまし
た。狐の手です。狐の手が手袋をくれと言う
のです。これはきっと木（こ）の葉（は）で買い
に来たんだなと思いました。そこで，

ทันใดนัน้ก็ คนขาย คนขายหมวกก็บอก

วา่ เขามองดีๆ แลว้ มันเป็นมอืของสนัุข

จิง้จอก (เงยีบอา่นสกัพัก) ก็พูดวา่ 

เหมอืนกับ “ขอถงุมอืของสนัุขจิง้จอก

หรอื” (เงยีบอา่นสกัพัก) 

このは　このは คอือะไร (หวัเราะ) 

(เปิดพจนานุกรมหาค าวา่ 木の葉) คอืใน

เนี้ย แปล มทีีเ่ป็นแบบ ใบไมด้ว้ย แตม่ี

ค านงึทีเ่ป็นภาษาอังกฤษอยูเ่ทา่นัน้ทีไ่มรู่ ้

 ก็เลยจะลองหาด ู(เปิดพจนานุกรม

ภาษาอังกฤษไทย （longdo）หาค าวา่ 

foliage) อันนี ้มันแปลวา่ ใบไมอ้ยูด่ ี

อะ่ ก็เลยคดิวา่น่าจะมาซือ้ดว้ยใบไม ้ก็

คอืคดิวา่ ก็เดาวา่ คงไมม่เีงนิมาซือ้แน่

すると突然，販売する人，帽子屋さんは「よく見ましたら，これは狐の
手です」と言いました。［暫く無言で読む。］で言いました。と同じ「狐
の手の手袋を頂戴しているの。」［暫く無言で読む。］このは，この
は。［携帯の辞書を使って，「木の葉」と入力する。］は何ですか。ここ
［辞書に表示される意味のこと］，訳す，葉っぱ見たいなものもありま
す。でも，一つ英語がわからない単語がありますので，探してみま
す。［携帯の英タイ辞書アプリ「longdo」を使って，「foliage」と入力す
る。］これ，これも葉っぱという意味です。なので，木の葉で買いに来
たと思っていました。恐らく，買うお金がないと思います。

79 「先にお金を下さい」と言いました。子狐はす
なおに，握って来た白銅貨を二つ帽子屋さ
んに渡しました。

แลว้ก็บอกวา่ กอ่นอืน่ก็จา่ยตังคก์อ่นส ิ

ลกูสนัุขจิง้จอกก็ ท าตามอยา่งวา่งา่ย 

หยบิ เออ่ เงนิทีอ่ยูใ่นสองมอืขึน้มา 

ขึน้มายืน่ใหค้นขายหมวก (เงยีบอา่นสกั

พัก)

それで，「先にお金を払って」といいました。子狐は素直に従いまし
た。取って，あの，両手にあるお金を取って，取りだして帽子屋さん
の人に渡しました。［暫く無言で読む。］

80 帽子屋さんはそれを人差指（ひとさしゆび）
のさきにのっけて，カチ合せて見ると，チンチ
ンとよい音がしましたので，これは木の葉
じゃない，ほんとのお金だと思いましたの
で，

พอ เห็น พอเออ่ คนขายหมวกเห็นวา่ม ี

เห็น เออ่ のっけて ไมรู่ว้า่ のっけて 

แปลวา่อะไร แตส่กัอยา่งเกีย่วกับนิว้ชี ้

(เปิดพจนานุกรมหาค าวา่ 乗っける) 

ออ๋ พอวางอันนัน้ไวบ้นปลายนิว้ชีข้อง 

เออ่ คนขายหมวกแลว้ จากทีม่องวา่ ก็

เห็นวา่ "เออ่ ไดย้นิเสยีง ไดย้นิเสยีงแบ

บกรุ๊งกริ๊งทีเ่ป็นเสยีงของเงนิจรงิๆ" ก็เลย

คดิวา่ "เออ ไมใ่ชใ่บไมแ้น่ๆ เป็นเงนิ

จรงิๆ "

すると，見えると，あの，帽子屋さんはあるのを見て，見て，あの　
「のっけて」，「のっけて」は何かわかりません。［携帯の辞書を使っ
て，「乗っける」と入力する。］なるほど，それを，あの，帽子屋さんの
人差し指の先にのっけて，思ったことを，見えた，あの，声が聞こえ
た，チンチンとする本当のお金の音が聞こえましたので，思いまし
た。「そう，きっと木の葉じゃない，ほんとのお金だ。」

81 棚（たな）から子供用の毛糸の手袋をとり出
して来て子狐の手に持たせてやりました。
子狐は，お礼を言ってまた，もと来た道を帰
り始めました。

ก็เลยหยบิถงุมอืขนาดเทา่เด็ก (เงยีบอา่น

สกัพัก) แลว้ก็ใส ่แลว้ก็เออ่ แลว้ก็หยบิ

เออ่ ถงุมอืส าหรับเด็กออกมาจากชัน้ 

แลว้ก็ใสใ่ห ้แลว้ก็ใสไ่วใ้นมอืของลกูสนัุข

จิง้จอก ลกูสนัุขจิง้จอกก็กลา่วขอบคณุ 

แลว้ก็เดนิกลับไปยังทางเดมิ

ので，子供サイズの手袋を取って，［暫く無言で読む］そして入れまし
た。そして，あの，そして取った，あの，棚から子供用の手袋を取っ
て，それから入れてあげた，それから子狐の手に［手袋を］入れまし
た。子狐は，お礼を言って，それから元の道へ歩いて帰りました。



82 「お母さんは，人間は恐ろしいものだって仰
有（おっしゃ）ったがちっとも恐ろしくないや。
だって僕の手を見てもどうもしなかったもの」
と思いました。

แลว้บอกวา่ "แมบ่อกวา่ มนุษยเ์ป็นสิง่ที่

น่ากลัว แตค่วามจรงิไมเ่ห็นน่ากลัวเลย 

เนี่ยขนาดดมูอืของผมแลว้ยังแบบ ยังไม่

เห็นจะเป็นอะไรเลย "

それで，「お母さんは，人間は恐ろしいものと言ったのに，ほんとは
まったく怖そうに見えない，だって僕の手を見ても，まだ，まだ何もな
らなかったんだよ」と言いました。

83 けれど子狐はいったい人間なんてどんなも
のか見たいと思いました。

แลว้ ลกูสนัุขจิง้จอกก็คดิวา่ “เออ 

มนุษยเ์นี่ย เป็น อยากเห็นจังวา่มนุษย์

เป็นของแบบไหน” เริม่คดิวา่อยากเห็น

จังวา่มนุษยเ์ป็นของแบบไหน

で子狐は，「あー，人間だって，である，人間はどんなものか見たい
わ」と思いました。本気で人間はどんなものか考え始めました。

84 　ある窓の下を通りかかると，人間の声がし
ていました。何というやさしい，何という美し
い，何と言うおっとりした声なんでしょう。

พอผา่นไปหนา้ตา่ง พอผา่นหนา้ตา่ง

อันหนึง่ทีอ่ยูข่า้งลา่งก็ไดย้นิเสยีงมนุษย ์ก็

ไดย้นิเสยีงมนุษยว์า่เป็นเสยีงทีด่ใูจด ีดู

เพราะ อยากรูว้า่พูดอะไร

窓を通すと，下にある窓を通すと人間の声が聞こえました。人間の
声だと聴いて，なんというやさしい，なんという美しい，何を言ってる
か知りたくなりました。

85 「ねむれ　ねむれ
母の胸に，
ねむれ　ねむれ
母の手に――」

เออ่ ปรากฎวา่เป็นเสยีงกลอ่มเด็ก ก็บอก

วา่ใหน้อน ในออ้มอกแม ่แบบใหน้อนใน

มอืแม ่อะไรอยา่งนี้

あの，子守歌でした。「眠れ，母の胸に，母の手に眠れって」こんな感
じで言いました。

86 　子狐はその唄声（うたごえ）は，きっと人間
のお母さんの声にちがいないと思いました。
だって，子狐が眠る時にも，やっぱり母さん
狐は，あんなやさしい声でゆすぶってくれる
からです。

ก็บอกวา่ “โอ น่าจะเป็น เสยีงของคณุ

แมม่นุษยแ์น่ๆ ตอนทีล่กูสนัุขจิง้จอกจะ

นอน แมส่นัุขจิง้จอกก็ จะใชเ้สยีงแบบนี้ 

ใชเ้สยีงแบบนี้กลอ่มเหมอืนกัน”

で，言いました，「オー，そうでしょう，きっと人間の母さんの声です。
子狐が寝るとき，母さん狐もこんな声で，同じようにこんな声でゆす
ぶってくれました。」

87 　するとこんどは，子供の声がしました。
「母ちゃん，こんな寒い夜は，森の子狐は寒
い寒いって啼（な）いているでしょうね」

ทนีี ้คราวนี ้ลกู อันนี้น่าจะเป็นลกูมนุษย์

ก็สง่เสยีงมาวา่ “แมจ่า๋ คนืทีห่นาวแบบ

นี ้เออ่ ลกูสนัุขจิง้จอกในป่าก็จะรอ้งวา่

หนาวๆเหมอืนกันใชไ่หม”

そこで，今回は，子，これは人間の子の声がしたらしい。「母ちゃん，
こんな寒い夜は，あの森の子狐も同じように寒い寒いって啼いてい
るでしょうか。」

88 　すると母さんの声が，
「森の子狐もお母さん狐のお唄をきいて，洞
穴（ほらあな）の中で眠ろうとしているでしょう
ね。

(เงยีบอา่นสกัพัก) เออ่ ตรงนี้ไมรู่แ้ปลวา่

อะไร แตจ่ะผา่น แตก็่เหมอืนประมาณวา่ 

เออ่ (เงยีบอา่นสกัพัก) ลองดก็ูได ้ตอน

แรกวา่จะผา่น (เปิดพจนานุกรมเขยีนหา

ค าวา่ 唄) อันนี้ไมเ่ขา้ใจก็จะขอด ู

(หวัเราะ) ออ๋ มันคอื うた แบบวา่ 

"พอลกู เออ่ ลกูสนัุขจิง้จอกเนี่ย พอได ้

ยนิเสยีงแมก่ลอ่ม ก็จะนอนในโพรง

เหมอืนกันแหละ"

［暫く無言で読む。］あの，ここは何と訳すか分かりません。でも，通し
ます。でもだいたいこんな，あの，［暫く無言で読む］［探して］見てみ
よう，最初は飛ばそうと思いました。［携帯の辞書を使って，「唄」と入
力する。］これがわからないから，検索させてもらいます［笑う］。なる
ほど，これは唄，あの「子はすると，あの，子狐だって母さんの唄を
聞いて同じように洞穴の中で眠ろうとしているでしょう。」

89 　さあ坊やも早くねんねしなさい。森の子狐と
坊やとどっちが早くねんねするか，きっと坊
やの方が早くねんねしますよ」それをきくと子
狐は急にお母さんが恋しくなって，お母さん
狐の待っている方へ跳（と）んで行きました。

"เพราะงัน้ลกูก็รบีๆนอนนะ แบบ เออ มา

ดกูันวา่ ระหวา่งลกูสนัุขจิง้จอก ลกูสนัุข

จิง้จอกกับลกู ใครจะนอนเร็วกวา่กัน  

เนี่ย ลกูจะตอ้งนอนเร็วกวา่แน่ๆ" พอฟัง

อยา่งนัน้ลกูสนัุขจิง้จอกก็ รักแมข่ ึน้มา

ทันท ีแลว้ก็ รบีไปหาแมส่นัุขจิง้จอกที่

ก าลังรออยู่

「だから坊やも早く寝てね，感じ，あの，子狐と，子狐と坊やはだれが
早く寝るのが見てみよう，ほら，きっと坊やは先に寝ますよ。」 それを
聞いて子狐は母さんが恋しくなった。それから，待っている母さん狐
のところへ跳んで行きました。



90 　お母さん狐は，心配しながら，坊やの狐の
帰って来るのを，今か今かとふるえながら
待っていましたので，坊やが来ると，暖（あた
たか）い胸に抱きしめて泣きたいほどよろこ
びました。

(เงยีบอา่นสกัพัก) แมส่นัุขจิง้จอก
ระหวา่งทีย่ังกังวลอยู ่พอเห็นลกูกลับ
มาแลว้ ก็รบี แบบ (สดูหายใจ) (เงยีบ
อา่น) พอเห็นวา่ลกูกลับมาก็ ตรงนี้แปล
ไมค่อ่ยออก แตก็่ขา้มไปวา่ เหมอืนกับรอ
มาตลอด ก็เลย พอเห็นลกูมาก็เลยแบบ
รอ้งไห ้ไปกอดลกู แบบ อกอุน่ๆของแม่
ก็คอื รอ้งไห ้ไปกอดลกูไว ้ก็คอืรอ้งไห ้
รอ้งไหด้ใีจ (หวัเราะ)

［暫く無言で読む。］母さん狐は，心配しながら，帰ってきた坊やの狐
を見て，急いであの［呼吸の声］，［暫く無言で読む］坊やが帰ってく
るのを見ると，ここはあまり訳せません，飛ばしますがだいたい，
ずっと待っているようなので，［帰って］来た子を見て泣き，抱きしめ
に行き，母さんの暖かい胸は，泣いて子を抱きしめて，泣いて，喜ん
で泣きました。

91 　二匹の狐は森の方へ帰って行きました。月
が出たので，狐の毛なみが銀色に光り，そ
の足あとには，コバルトの影がたまりました。

เออ่ แลว้ทัง้สองตัว สนัุขจิง้จอกทัง้สอง

ตัวแมล่กูก็ กลับเขา้ไปในป่า (เงยีบอา่น

สกัพัก) เพราะวา่คนืนี้เป็นคนืทีม่ี

พระจันทร ์เออ่ ก็จะ ขนของสนัุขจิง้จอก

ก็จะสอ่งแสงเป็นสเีงนิ รอยเทา้ก็จะเป็น

แบบ รอยเทา้ก็จะเป็นแบบ เงาๆแบบ

โคบอลต ์(หวัเราะ)

あの，二匹，母子二匹の狐は森に帰って行きました。［暫く無言で読
む。］なぜなら今夜は月が見える夜で，あの，では，狐の毛が銀色に
輝き，足跡はあの，足跡はコバルトのようなキラキラな影がありまし
た［笑う］。

92
「母ちゃん，人間ってちっとも恐（こわ）かない

や」

「どうして？」

บอกวา่ “แมจ่า๋ มนุษยอ์ะ่ ไมเ่ห็นน่ากลัว

เลยนะ” บอกวา่ “ท าไมละ่”

「母ちゃん，人間って全然恐くないよ」と［子狐が］言いました。
「どうしてなの」と［母さん狐が］言いました。

93 「坊，間違えてほんとうのお手々出しちゃった
の。でも帽子屋さん，掴（つか）まえやしな
かったもの。ちゃんとこんないい暖い手袋く
れたもの」 と言って手袋のはまった両手をパ
ンパンやって見せました。お母さん狐は，

“เนี่ยลกูอะ่ ยืน่มอืไปใหผ้ดิ แตว่า่ 

คนขายหมวกเขาก็ไมจั่บนะ แลว้ก็ใหถ้งุ

มอืที ่อุน่ขนาดนี ้อุน่และดขีนาดนี้มา

ดว้ย” พรอ้มกับโชว ์พรอ้มกับเอามอื

ประกบ แปะๆ อยา่งนี้ใหดู้

「ほら坊は，間違い手を出したの。でも，帽子屋さんは捕まえなかっ
たの。そしてこんな暖かい，こんなに暖かくていい手袋をくれたのよ」
［言い］ながら，こうやって両手をパンパンして見せました。

94 「まあ！」とあきれましたが，「ほんとうに人間
はいいものかしら。ほんとうに人間はいいも
のかしら」とつぶやきました。

แมก็่บอกวา่ แมก็่บอกวา่ “แหม มนุษย์

อะ่ ความจรงิแลว้ด ีบางทก็ีอาจจะดก็ีได ้

นะ บางทก็ีอาจจะดก็ีไดน้ะ”

母さんは言いました　母さんは「まあ，人間って，本当のところ，時に
はいいかもしれませんね。」と言いました。

95 จบหนา้นงึ (หวัเราะ) 一枚終わりました［笑う］。

96 อา้วจบแลว้ (หวัเราะ) あら，終わりました［笑う］。

97 อบอุน่หวัใจมากคะ่เรือ่งนี้ この話は心を温かくさせるものですね。


