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ページ 文章 発話 日本語訳

1 むかし，むかし，あるところに，ちいちゃいかわいい女の子がありました。 กาลครัง้หนึง่นานมาแลว้ ณ ทีแ่หง่หนึง่   มี

เด็กผูห้ญงิ ตัวเล็กๆ น่ารัก อยูค่นหนึง่

昔々，ある場所に，一人の小さくて可愛い
女の子がいました。

発話の列にて，日本語で書かれた文字は，
参加者は日本語で発話した。

2 それはたれだって，ちょいとみただけで，かわいくなるこの子でしたが， ตรงนี้ไมเ่ขา้ใจ แตน่่าจะเป็น ความหมายทีด่ ี

เพราะวา่ บอกวา่ เด็กคนนี้เป็นเด็กที ่เออ น่ารักขึน้

เรือ่ยๆ แบบวา่ เป็นเด็กทีน่่ารัก   แต ่ความ น่าจะ

เป็นความหมายทีด่ ีแต ่แต ่ไมรู่ ้ไมรู่ว้า่จะแปลวา่อะไร

ここが分かりません。でも，いい意味だと思
います。なぜなら，この子は，あの，段々可
愛くなると言ったからです。でも，意味はい
い方でしょうが，何という意味か分かりませ
ん。

3 でも，たれよりもかれよりも，この子のおばあさんほど，この子をかわい
がっているものはなく，この子をみると，なにもかもやりたくてやりたくて，
いったいなにをやっていいのかわからなくなるくらいでした。

ตรงนี้ประโยคยาวมาก ฟลุสตอป อยูต่รงนี้น่ะเอง โห

 ตัง้แตต่รงนี้ ยาวมาตรงนี้เลย 555 ก็ ตรงนี้ยังไม่

มั่นใจก็เลย ยังขา้มไปกอ่น เพราะวา่ประโยคมันยาว 
ไมน่่าจะ

ここの文は長いです。「。」（句点のこと）はこ
こにあるんですね［笑う］。ああ，ここはまだ
自信がないので，スキップします。文が長い
ので，そんなに［翻訳者追加：大切ではない
と思います］。

（笑いはデータ収集者も同時に）

4 この子をかわいがっているものはなく，この子をみると，なにもかもやりた
くてやりたくて，いったいなにをやっていいのかわからなくなるくらいでし
た。

เด็กคนนี ้ไมไ่ดแ้คน่่ารักอยา่งเดยีว  พอมองเด็กคนนี้

แลว้  ออ๋ เด็กคนนี้อะ่ ก็คอื พอมองอะไรแลว้ก็จะ

แบบ ไมว่า่อะไรก็จะอยากท า อยากท าไปหมด ราว

กับวา่ไมรู่ว้า่ก าลังท าอะไรกันอยู ่พอเห็นแลว้ก็จะรูต้ัว
วา่อยากจะท า

この子は可愛いだけではなく，この子を見る
と，なるほど，この子は，つまり，何を見て
も，あの，何もやりたい，全部やりたい，何
をしてもかまわなく，見たらやりたくなりま
す。

5 それで，あるとき，おばあさんは，赤いびろうどで，この子にずきんをこし
らえてやりました。

แลว้วนันงึ  ดตูรงนี้ก็ไมรู่อ้ยูด่วีา่แปลวา่อะไร　แตพ่อ

เขา้ใจแหละก็เลยไมไ่ดเ้ปิดตอ่ แลว้ก็ วนันงึ คณุยาย

ก็ เออ่ ให赤้ずきんちゃんไปท าอะไรสกัอยา่ง แต่

วา่赤いびろうどで  赤いびろうど คอือะไรไมรู่ ้

แตค่ดิวา่ (กดเปิดพจนานุกรมในมอืถอื) น่าจะเป็น

อะไรทีส่ าคัญก็เลย หาดกีวา่

ある日，［協力者のひと言］ここ見ても意味
は分かりません。でも，だいたいわかるので
辞書を引かずに続けます。あの，「ある日，
おばあさんは，あの，赤ずきんちゃんに，あ
の，何かをさせたが」，でも，赤いびろうどは
何かわかりませんが，でも，重要な言葉だと
思いますので。

6 ［携帯にひらがなで「あか」と入力したが直
後に消して検索をやめた。］

重要だと思ったんですね。（動作と同時に発
話）

7 คอืตัง้แตต่รงนี้ (วงปากกาที่

こしらえてやりました) คอืยังแปลไมอ่อกเลยวา่

ใหท้ าอะไรสกัอยา่ง หรอืวา่ พอมคี านี้แลว้รูส้กึวา่ มัน

น่าจะมคีวามหมาย แบบน่าจะ รูไ้วน่้าจะดกีวา่ แต่

赤いเป็นสแีดงรูอ้ยูแ่ลว้ น่าจะลองหา ひろう

ここから［「こしらえてやりました」のところで
ペンを回した］は，何をさせるか全くわかり
ませんし，あるいは，この言葉があると，こ
の意味は，あの，知っておくべきだと思いま
す。でも，「赤い」は赤い，もう知っていま
す，「ひろう」を探すべきです。
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8 ［携帯を触りだしたのを見て］何の辞書です
か。

9 “อมิวิะ” (ผูแ้ปล แอพชือ่วา่意味は？) （携帯辞書の名前は） 「意味は？」です。

10 「意味は？」。

11 ひろうแปลได ้ひろうแปลไดห้ลายอยา่งมากเลยคะ่
 (หนัหนา้จอใหก้ลอ้ง หาค าวา่ひろうพบวา่"
尾籠indecent， 
indelicate，鼻漏rhinorrhea，檳榔，蒲葵Chine
se fan palm，天鵞絨，天鵝絨velvet") ซึง่ในนี้
ก็ ม ีเออ่ มพัีดจนีดว้ย (หวัเราะ)  ออ๋ มันเป็น
びろうど (กดหาใหม)่

「ひろう」，「ひろう」の意味はたくさんありま
す。［携帯の辞書を使って，「びろう」と入力
する。出てきたのは「尾籠indecent， 
indelicate，鼻漏rhinorrhea，檳榔，蒲葵
Chinese fan palm，天鵞絨・天鵝絨
velvet」。］その中に，あの，中華扇子があり
ます［笑う］。あ，「びろうど」ですね。［携帯
の辞書で再探索する。］

12 ออ่ びろうど  ในนี้แปลวา่ (หนัหนา้จอใหก้ลอ้ง) 

velvet ก็คอื ราวกับสแีดง เพราะ velvet มันคอืสี

แดงเหมอืนกัน

なるほど，びろうど，ここは［携帯の画面「天
鵞絨，天鵝絨velvet」を見せる］velvet，赤の
ように，velvetは同じく，赤いです。

13 それで，あるとき，おばあさんは，赤いびろうどで，この子にずきんをこし
らえてやりました。

ออ่ อยา่งนี้ก็น่าจะแปลวา่ คณุยายไดท้ าหมวกสแีดง
เอาไวใ้หเ้ด็กคนนี้

なるほど，こうならば意味は，「おばあさん
はこの子に赤い帽子［「ずきん」のこと］を
作ってあげました」。

14 すると，それがまたこの子によく似あうので，もうほかのものは，なんにも
かぶらないと，きめてしまいました。

หลังจากนัน้ ก็เห็นวา่เหมาะกับเด็กคนนี้ เหมาะกับ

เด็กคนนี้มาก ไมว่า่จะใสอ่ะไร มันก็ถา้พอใสอ่ยา่งอืน่

 พอเหมอืนกับวา่ พออันนี ้เขา้กับ เด็กคนนี้เขา้กับสี

แดงมาก จนตอ่ใหใ้สอ่ยา่งอืน่ทีไ่มใ่ชห่มวกสแีดงนี้ก็
จะเหมอืนกับวา่ไมไ่ดใ้ส่

それから，この子に似合っていると見え，と
ても似合います。何を着ても，他を着ても，
これ（翻訳者：「このずきん」のこと），この子
は赤がとても似合い，この赤い帽子以外に
何を着ても着ていないように思われました。

15 そこで，この子は，赤ずきんちゃん，赤ずきんちゃん，とばかり，よばれる
ようになりました。

หลังจากนัน้เด็กคนนี้ก็จะโดนเรยีกวา่

赤ずきんちゃん  ก็คอืหนูนอ้ยหมวกแดงตลอดเวลา

それからこの子のことを「赤ずきんちゃん」，
つまり，「ヌーノイムアクデーング」（翻訳者メ
モ：タイ語の発話）といつも呼ばれました。

16 ある日，おかあさんは，この子をよんでいいました。 แลว้ก็มวีนันงึคณุแมเ่ขาก็ ไดเ้รยีกเด็กคนนี้มาวา่ ある日，彼女のお母さんはこの子を呼んで
いいました。

17 「さあ，ちょいといらっしゃい，赤ずきんちゃん，ここにお菓子（かし）がひと
つと，ぶどう酒（しゅ）がひとびんあります。これを赤ずきんちゃん，おばあ
さんのところへもっていらっしゃい。

เออ้ หนูนอ้ยหมวกแดง ใหเ้อาขนมอันนี้ กับเหลา้

องุน่ เหลา้องุน่หนึง่ ในนี้มเีหลา้องุน่กับขนมอยู ่เออ่ 

ใหเ้อาไปใหท้ีค่ณุยายอยู่ ก็คอื น่าจะเป็นบา้นคณุยาย

赤ずきんちゃん，この菓子とぶどう酒，ぶど
う酒一つ，この中にはぶどう酒とお菓子が
あります。あの，おばあさんの住んでいると
ころに持っていきなさい。

18 おばあさんは，ご病気でよわっていらっしゃるが，これをあげると，きっと
元気になるでしょう。

ก็คอืแมส่ัง่ใหห้นูนอ้ยหมวกแดงเอาอันนี้ไปใหค้ณุยาย

ใหห้น่อย เพราะวา่ตอนนี้คณุยายเขาป่วย แลว้ก็

รา่งกายออ่นแออยู ่ถา้ใหอ้ันนี้ไปจะเกดิ จะแบบ
แข็งแรงมากขึน้แน่ๆ

お母さんは赤ずきんにおばあさんのところ
に持っていくように命じました。なぜなら，今
おばあさんは病気で，体が弱っています。こ
れを渡すと，きっと元気になるでしょう。



19 それでは，あつくならないうちにおでかけなさい。 แลว้ก็ใหร้บีออกไปตัง้แตย่ังไมร่อ้น ตัง้แตย่ังไมร่อ้นก็

คอื รบีออกไปแตเ่ชา้

そして，あつくないうちに急いで出かけなさ
い。あつくないうちというのは，朝早くから急
いでいくことです。

20 それから，そとへでたら気をつけて， ก็คอืหลังจากนัน้ก็ใหร้ะวงั ออกไปขา้งนอก ออกไป
ขา้งนอกแลว้ก็ระวงัตัวดว้ย

それから，注意しなさい。外に出かけたら，
気をつけて。

21 おぎょうぎよくしてね， おぎょうぎよくしてね   おぎょうぎよくก็คอื 

คอื ค านี้แปลไมอ่อก ก็อยากรูเ้หมอืนกันวา่แปลวา่ 

(กดเปิดพจนานุกรมค าวา่ おぎょうぎ) อะไร 

ส าคัญไมส่ าคัญไมรู่ ้รูแ้คอ่ยากรู(้หวัเราะ)  ออ๋ ก็คอื
ใหรั้กษามารยาทดว้ย

「おぎょうぎよくしてね」，「おぎょうぎよく」，こ
の言葉は，あの，あの，意味は分かりませ
ん。［携帯の辞書を使って，「おぎょうぎ」と
入力する。］何，（この単語が）重要かどうか
わかりませんが，（意味を）知りたいね［笑
う］。あら，きちんとマナーを守ってということ
です。

（笑いはデータ収集者も同時に）

22 やたらに， แลว้ก็やたらに   やたらにเป็นอะไรก็ไมรู่ ้แตว่า่ 

เป็นค าเชือ่ม ก็ไมรู่ ้ก็อา่นไปเดีย๋วก็รู ้(หวัเราะ)

それから，「やたらに」，「やらに」は何かわ
かりませんが，接続詞かな，まあ，読み続
けばわかるでしょう［笑う］。

23 やたらに，しらない横道へかけだしていったりなんかしないのですよ。 しらない横道へแลว้ก็อยา่ออกไปนอกเสน้ทางนะ 

อยา่ออกไปนอกเสน้ทางทีไ่มรู่จั้ก เพราะฉะนัน้

やたらにก็น่าจะแปลวา่ แถวๆแลว้ก็น่ะคะ่

しらない横道へ，横道に出ないでね。知らな
い道に行かないでね。なので，「やたらに」
の意味は，「そして」ぐらいかな。

24 そんなことをして，ころびでもしたら，せっかくのびんはこわれるし，おばあ
さんにあげるものがなくなるからね。

そんなことをして，ころびでもしたら，せっか
くแลว้ก็บอกวา่ ถา้สมมตวิา่ลม้แลว้ท า อันนี ้
のびんはこわれるก็คอืคดิวา่ถา้สมมตวิา่ ลม้ไปแลว้
  ถา้เกดิของ ไวน์ทีม่ ีเออ่ ขวดเหลา้ทีพ่กไปมัน
แตกอะ่ ก็ของทีจ่ะใหค้ณุยายก็จะไมม่นีะ

そんなことをして，ころびでもしたら，せっか
く，もし，転ばしたり，これを，あのもし，転ん
だら，もの，ワイン，あの，のびんはこわれ
る，持っている瓶が壊れたら，すると，おば
あさんにあげるものがなくなるのよ。

25 それから，おばあさんのおへやにはいったら，まず，おはようございます，
をいうのをわすれずにね。

แลว้ก็ พอเขา้ไปในหอ้งคณุยายแลว้ เขา้ไป ก็ตอ้ง

อยา่ลมืพดูวา่ おはようございますก็คอือรณุสวสัดิ์

それから，おばさんの部屋に入ったら，「お
はようございます」を言うのを忘れないで
ね。

26 はいると，いきなり，おへやの中をきょろきょろみまわしたりなんかしない
でね。」

พอเขา้ไปแลว้ อยา่เขา้ไปแบบเดนิซอกแซก คอืแบบ

 เดนิแบบ เหมอืนกับ มาท าการส ารวจบา้นคนอืน่

อยา่งนัน้นะ (หวัเราะ)

入ってから，ぎょろぎょろしないでね。あの，
歩いて，人の家で偵察するような感じ［笑
う］。

27 「そんなこと，あたし，ちゃんとよくしてみせてよ。」と，赤ずきんちゃんは，
おかあさんにそういって，指きりしました。

บอกวา่เรือ่งแบบนัน้อะ่してみせてよ　หนูจะท าใหด้ี

 จะท าดใีหด้เูลย  赤ずきんหนูนอ้ยหมวกแดงก็พดู

แบบนี้ อันนี指้きりก็คอืรับสญัญาเลยวา่จะท าแบบนัน้

（赤ずきんが）言いました。してみせてよ，そ
んなこと，私はちゃんとして見せてあげる
よ。赤ずきん，赤ずきんはこういった。これ，
指切りは，このようにするのを約束しまし
た。

28 ところで，おばあさんのおうちは，村から半道はなれた森の中にありまし
た。

แลว้ก็ところで，おばあさんのおうちは　 เออ่ 
ค านี ้อา่น อา่นไมอ่อก แตอ่า่นค าอา่น ไมรู่ค้ าอา่น 
แตว่า่ รูว้า่พอ เออ่ จากหมูบ่า้น จากบา้นของคณุ
ยายอะ่ พอเดนิไปจากหมูบ่า้นไดป้ระมาณ  
森の中にありました　คอืจะมทีางแยกอยูต่รงใน
ป่าอะ่คะ่

そして，ところで，おばあさんのおうちは，あ
の，この単語［「半道」のこと］は読めない
ね。読めないし，読み方もわからないし，で
も，知っているのは，あの，村から，おばさ
んの家は，村からある程度歩く，森の中に
ありました，分かれ道が森の中にありまし
た。



29 赤ずきんちゃんが森にはいりかけますと，おおかみがひょっこりでてきま
した。

赤ずきんちゃんがคอืไมรู่ว้า่แปลวา่ ครึง่ทางหรอืวา่
เป็นทางแยก ถา้ใหเ้ดา เดาวา่น่าจะเป็นทางแยก 
(หวัเราะ)　いりかけますと...... 
でてきました พอหนูนอ้ยหมวกแดงเพิง่เขา้ป่าไป
ไดแ้ป้ปเดยีว ก็มหีมาป่าตัวนงึโผลอ่อกมา

赤ずきんちゃんが，意味［「半道」の意味の
こと］は，距離の半分か，分かれ道かどちら
かわかりません。どちらかを選んだら，分か
れ道だと思います［笑う］。いりかけますと，
……でてきました，赤ずきんが森に入って
ちょっとしかたっていない時，一匹の狼が出
てきました。

30 でも，赤ずきんちゃんは，おおかみって，どんなわるいけだものだかしりま
せんでしたから，べつだん，こわいともおもいませんでした。

แตว่า่หนูนอ้ยหมวกแดง ไมรู่ว้า่ หมาป่าเป็นคนไมด่ี

แคไ่หน べつだん ค านี้ไมเ่คยไดย้นิ แตถ่า้ใหเ้ดา

น่าจะแปลวา่ หรอื แบบ กลา่ว ก็คอืวา่ ไมรู่ว้า่ หมา

ป่าเป็นของทีน่่ากลัว แบบ ไมค่ดิเลยวา่ หมาป่าจะ
เป็นคนทีน่่ากลัว

でも，赤ずきんは，狼がどれほど悪いもの
か知りません。「べつだん」この単語は聞い
たことありませんが，言ってみたら，あの，
つまり，狼が怖いものだと思わないし，怖い
生き物だと全く思いませんでした。

31 「赤ずきんちゃん，こんちは。」と，おおかみはいいました。 แลว้หมาป่าพดูขึน้มาวา่ “เออ่ สวสัดจีะ่หนูนอ้ย

หมวกแดง”

ところで，狼がいいました。「あの，赤ずきん
ちゃん，こんにちは！」

32 「ありがとう，おおかみちゃん。」 หนูนอ้ยหมวกแดงก็ตอบไปวา่ “ออ๋ ขอบคณุคะ่ 

คณุหมาป่า”

赤ずきんは答えました。「あ，ありがとう。狼
さん」。

33 　 なぜ，「ありがとう」ですか。

34 (หวัเราะ) น่ันส ิคอื น่าจะเหมอืนกับ ขอบคณุที่
ทักทายอะไรประมาณนัน้ละมังคะ

［笑う。］そうですね。あの，ご挨拶，ありがと
うって感じでしょう。

35 「たいそうはやくから，どちらへ。」 たいそうはやくから，どちらへ    たいそう
อันนี้ไมม่ั่นใจวา่แปลวา่อะไร แตพ่อมคี าวา่どちらへ
ก็แปล ก็แบบไดว้า่ เออ ถาม เหมอืนกับถามวา่จะไป
ไหนหรอ

たいそうはやくから，どちらへ。「たいそう」，
この意味は，自信がないですが，「どちら
へ」という単語があるので，意味は，あの，
質問する，どこへ行くの？と聞いた感じで
す。

36 誰が聞きましたか。

37 หมาป่าพดู 狼が言いました。

38 「おばあちゃんのところへいくのよ。」 เออ ก็บอกวา่ หนูนอ้ยหมวกแดงก็ตอบวา่ เออก าลัง
จะไปบา้นคณุยาย

あの，言いました。赤ずきんはこう答えまし
た。「あの，おばあさんのところに行くところ
です」。

39 「前かけの下にもってるものは，なあに。」 ถามวา่ “แลว้ของกนิขา้งในนี้มอีะไรหรอ” 「じゃ，この中，食べ物は何かあるの？」と
（狼が）聞きました。

40 「お菓子に，ぶどう酒。 หนูนอ้ยหมวกแดงก็ตอบวา่ “มขีนม มเีหลา้องุน่” 赤ずきんは答えました。「おかしとぶどう酒
があるの」。



41 おばあさん，ご病気でよわっているでしょう。それでおみまいにもってって
あげようとおもって，

ตอนนี ้ตอนนี้คณุยายเขาไมค่อ่ยสบาย ถา้แบบไดไ้ป

เยีย่มสกัหน่อยもってってあげようとおもってก็

เลยคดิไวว้า่จะเอาไปเยีย่ม

「今，おばさんは元気じゃないの。もし，
ちょっとお見舞いに行ったら，もってってあ
げようとおもって，なので，これをもってお見
舞いに行くの」。

42 きのう，おうちで焼いたの 。これでおばあさん，しっかりなさるわ。」 きのう，おうちで焼いたの  
これでおばあさん，しっかりなさるわก็คอื เมือ่
วานท าทีบ่า้น ใชค้ าวา่焼いた(ออกเสยีงวา่ ไยตะ)
　คดิวา่ ค าวา่ขนมน่าจะเป็นของทีท่ าจากการやく 
ทีแ่ปลวา่การ อาจจะเป็นการป้ิงยา่งอบ แถวๆนัน้

きのう，おうちでやいたの。これでおばあさ
ん，しっかりなさるわ。これは，昨日家で
作った。「焼いた」という言葉を使って，お菓
子は「やく」，意味は，焼くかグリルかオーブ
ン焼きかの方法で作られたのでしょう。

43 これでおばあさん，しっかりなさるわ。」 しっかりなさるわ。ก็คดิวา่　เออ่ おばあさん   
しっかりなさるわ ตรงนี้ไมม่ั่นใจวา่จะแปลวา่อะไร 
แตค่ดิวา่คณุยายน่าจะชอบ

しっかりなさるわ。あの，おばあさん   しっか
りなさるわ。ここは，どんな意味か自信がな
いですが，おばあさんは好きだと思います。

44 「おばあさんのおうちはどこさ，赤ずきんちゃん。」 หมาป่าก็ถามวา่ “เออ่ หนูนอ้ยหมวกแดง บา้นของคณุ

ยายนี่อยูต่รงไหนหรอ”

狼は聞きました。「あの，赤ずきんちゃん， 
おばあさんのおうちはどこ？」

45 「これからまた，八，九町（ちょう）もあるいてね， หนูนอ้ยหมวกแดงก็ตอบไปวา่ “ก็ ถา้จากตรงนี้" 

ちょう (ตัวคันจ町ิ) ちょうไมม่ั่นใจวา่จะแปลวา่

อะไรด ีแตว่า่น่าจะแปลวา่ แบบ "เดนิไปอกีซัก

ประมาณ 8 ถงึ 9 "อันนี้น่าจะเป็นหน่วยหรอืซักอยา่ง

 เดนิสกัแบบ 8 ถงึ 9 อันนี้

赤ずきんは答えました。「あの～，ここから
なら町［「ちょう」と発音する］，町［「ちょう」と
発音する］，どう翻訳すべきか自信がありま
せんが，あの，「8か9何とかぐらい歩き続け
た」。そんな感じかな。

46 森のおくのおくで，大きなかしの木が， แลว้ก็เดนิเขา้ไปในป่าลกึไปเรือ่ยๆ  ก็大きなかしの

   かしคอือะไร ไมรู่ ้แตน่่าจะเป็นอะไรสกัอยา่ง 

ใหญ่ๆ ของตน้ไม ้น่าจะเป็นสว่นของตน้ไม ้

で，森の奥の奥に歩いて行った。で，大きな
かしの，「かし」は何？知りませんが，なに
か大きくて，木の何か，木の部分でしょう。

47 三ぼん立っている下のおうちよ。 さんぼんたっているしたのおうちよ  ก็คอื 

น่าจะ น่าจะเป็นบา้นทีต่ัง้อยูข่า้งใตอ้ะไรซักอยา่งที่

ตัง้อยูเ่ป็น 3 ตน้ ก็คอืวา่ถา้เดาก็น่าจะเป็นตน้ไม ้3 
ตน้ใหญ่ๆ ตัง้อยู่

「さんぼんたっているしたのおうちよ」は，た
ぶん，たぶん，3本で立っている何かの下に
あるうちです。これは，言ってみたら，大きな
木が3本立っている場所だと思います。

48 おうちのまわりに，くるみの生垣（いけがき）があるから，すぐわかるわ。」 รอบๆบา้นก็จะม ีออื (อา่นคนเดยีววา่
くるみのいけがき) くるみのいけがき คอือะไร
ไมรู่ ้แตอ่ยากรู ้(หวัเราะ) (กดพจนานุกรมหาค าวา่
胡桃) ออ๋ くるみคอืวอลนัทคะ่ .. いけก็いけ ก็
 (กดพจนานุกรมหาค าวา่生垣)  บางทก็ีแบบ หาดคิ
ในนี้แลว้ (ใหด้หูนา้จอมอืถอืขึน้มาวา่ 生垣แปลวา่ 
hedge)ไมเ่ขา้ใจแลว้ภาษาอังกฤษ ก็จะกลับมา
เปิดดคิภาษาอังกฤษ (เขา้แอพลเิคชัน่ของ longdo)
 อกีทนีงึ (หนา้จอหาค าวา่ hedge) อันนี้แปลวา่ 
แนวพุม่ไมต้น้วอลนัทอยู ่ก็คอืรอบๆบา้นจะมแีนวพุม่
ไมข้องตน้วอลนัทอยู ่พอมองไปก็รูว้า่เป็นบา้นคณุ
ยาย (กดเปิดพจนานุกรม)

家の周辺には，あの，（日本語を読み続け
る）「くるみのいけがき」は，何かわかりませ
んが，知りたいな［笑う］。［携帯の辞書を
使って，「胡桃」と入力する。］なるほど，「胡
桃」はwalnutです。「いけ」は，「いけ」は，
［電子辞書を使って，「生垣」と入力する］，
時々この辞書を使ったら，英語の意味も分
かりませんね［携帯の辞書の画面は「生垣
＝hedge」と書いてあった］。その時は，英タ
イ辞書を使います。［longdoという辞書アプ
リを使って，「hedge」と入力する。］これ，意
味は，胡桃の生垣，なので，家の周りには
胡桃の生垣があります。そこがおばあさん
のおうちです。

49 赤ずきんちゃんは，こうおしえました。 ก็ หนูนอ้ยหมวกแดงก็ตอบมาแบบนี้ で，赤ずきんはそう答えました。



50 おおかみは，心の中でかんがえていました。 แลว้หมาป่าก็คดิไวแ้บบนี ้ก็ในนี้จะพดูความคดิของ
หมาป่า

で，狼がこう考えました。この（カッコの）中
に狼の考えを言います。

51 「わかい，やわらかそうな小むすめ，こいつはあぶらがのって，おいしそう
だ。

(อา่นคนเดยีวสกัพัก) ก็หมาป่าก็คดิวา่ เด็กคนนี้ยัง

เด็กอยูเ่ลย แบบทา่ทางน่าจะนุ่ม (หวัเราะ) แลว้ก็ 

ถา้สมมตวิา่แบบ เออ มนี ้านวลอกีนดิหน่อยนี่คงจะ

อรอ่ยแน่ๆ (หวัเราะ)

（しばらく日本語を読み続ける。）で，狼が
「この子はまだ若い。あの，（肉）が柔らかそ
うでしょう［笑う］。そして，もし，あの，少し
太ったらきっと美味しいでしょう［笑う］。

52 ばあさまよりは，ずっとあじがよかろう。ついでにりょうほういっしょに，
ぱっくりやるくふうがかんじんだ。」

(อา่นคนเดยีวสกัพัก) ก็คอือันนี ้ตรงนี้ไมค่อ่ยมั่นใจ

วา่พดูวา่อะไรบา้ง แตว่า่เดาวา่ตอ้งการจะลว่งหนา้ไป

หาคณุยายกอ่นแน่ๆเพือ่เป็นการดัก จะไปกนิหนูนอ้ย
หมวกแดง

（しばらく日本語を読み続ける。）でこれは，
ここは，何言ったかあまり自信ありません。
でも，（狼が）きっと先におばあさんのところ
に行き，赤ずきんを食べるのに待って行き
たいということだと思います。

53 そこで，おおかみは，しばらくのあいだ，赤ずきんちゃんとならんであるき
ながら，道みちこう話しました。

แลว้ (เงยีบไปสกัพัก) แลว้หมาป่า พอระหวา่งทีค่ดิ

ไดแ้บบนัน้ ก็ เดนิไปกับหนูนอ้ยหมวกแดง แลว้ก็พดู
วา่

で，［暫く無言］で狼，こう考えてたら，赤ず
きんに歩いて話しました。

54 「赤ずきんちゃん，まあ，そこらじゅうきれいに咲いている花をごらん。 เออ หนูนอ้ยหมวกแดง ตรงนี้น่ะนะ มดีอกไมบ้านอยู่

เต็มไปหมด สวย บานอยูเ่ต็มไปหมดเลย ดสู ิ

「あのね，赤ずきんちゃん，ここはね，いっ
ぱいお花が咲いて，きれいで，いっぱい咲
いているの，ほら」。

55 なんだって，ほうぼうながめてみないんだろうな。ほら， เออ่ ตรงนี้ほうぼう ほうぼうแปลวา่อะไรไมรู่ ้แต่

วา่ながめてみないんだろうな คดิวา่ไมน่่าส าคัญก็

เลยขา้ม 55 เพราะวา่ น่าจะเป็นค าบรรยายของสวน
ดอกไมท้ีก่ าลังจะพดูถงึ

あの，ここ，「ほうぼう」，「ほうぼう」の意味
が分かりません。でも，ながめてみないんだ
ろうな，重要ではなさそうで，飛ばします［笑
う］。なぜなら，花壇の話でしょう。

56 小鳥が，あんなにいい声で歌をうたっているのに，赤ずきんちゃん， แลว้ก็ เนี่ย　"มนีกนอ้ยทีร่อ้งไดเ้พราะขนาดนัน้อยู่

ดว้ยนะ หนูนอ้ยหมวกแดง "

そして，「ほら，あんなにきれいに歌っている
小鳥もいるよ，赤ずきんちゃん」。

57 なんだかまるできいていないようだなあ。 (เสยีงอา่นคนเดยีว) ตรงนี้แปลไมอ่อกวา่เป็นอะไร 
แตก็่น่าจะพดูถงึนกอยู ่แตแ่บบ แตก็่รูส้กึวา่ไมไ่ด ้
ส าคัญมาก ก็เลย ขา้ม

（日本語を読み続ける。）ここは意味は分か
りません。でも，鳥のことでしょう。だけど，
そんなに重要でないですね。なので，飛ば
します。

58 学校へいくときのように，むやみと，せっせこ，せっせこと， (เสยีงอา่นคนเดยีว)ก็เขาบอกวา่ น่าจะแบบ เหมอืนกับ
เวลาไปโรงเรยีน  ก็เหมอืนกับวา่เวลาเดนิไปโรงเรยีน 

ซึง่ むやみと，せっせこ，せっせことไมรู่ ้
เหมอืนกันวา่แปลวา่อะไร แตก็่น่าจะมแีคค่ าบรรยายก็
เลยขา้ม

（日本語を読み続ける。）狼が言いました。
あの，学校へ行くときと，あの，学校へ歩い
ていくときみたいに，むやみと，せっせこ，
せっせこと，意味は分かりませんが，話を説
明するだけたと思うので，飛ばします。

59 あるいているんだなあ。そとは，森の中がこんなにあかるくてたのしいの
に。」

แลว้ก็สว่นขา้งนอกนัน้ (เสยีงอา่นคนเดยีว)  เออ่ 

ในป่าก็เหมอืนมอีะไรทีแ่บบด ูแบบสวย เออ่ดสูนุก

ดว้ยนะ อะไรอยา่งนี้

そして外は，（日本語を読み続ける）あの，
森の中にも，あの，美しく，楽しそうなことも
あるよって感じです。



60 そういわれて，赤ずきんちゃんは，あおむいてみました。すると，お日さま
の光が，木と木の茂った中からもれて，

พอพดูแบบนัน้หนูนอ้ยหมวกแดงก็ ลองหนั ลองหนั

ไปดบูา้ง ทันใดนัน้ก็เห็นแสงของพระอาทติย ์(พดูถงึ

ค าวา่"茂った")เออ่ คันจติัวนี้อา่นไมอ่อก แตว่า่เดา

วา่น่าจะเป็นแบบพวกแสงทีล่อดชอ่งผา่นตน้ไม ้ก็

น่าจะเป็นแคค่ าบรรยาย ก็เลยจะขา้ม

そうしたら，赤ずきんちゃんは仰向いて，仰
向いて見ました。するするとすぐに，太陽の
光が見えました。（「茂った」に対して）あの，
この漢字は読めません。でも，あの，木と木
の間に通った光だと思います。説明に使う
ぐらいでしょう。なので，飛ばします。

61 これが，そこでもここでも，たのしそうにダンスしていて， แบบ มองวา่แบบ แสงอาทติยท์ีส่อดสอ่งมาตามตน้ไม ้

เนี่ย เป็นแบบ ไมว่า่จะตรงนี้หรอืตรงไหน ก็แบบ

เหมอืนกับเตน้กลางแสง เตน้อยา่งสนุกสนาน

あの，こう見えました。木と木の間に茂った
太陽の光が，あの，ここでも，どこでも，あ
の，光の中でダンスしているみたいで，楽し
く踊っています。

62 どの木にもどの木にも，きれいな花がいっぱい咲いているのが，目には
いりました。そこで，

แลว้ก็ ไมว่า่จะตน้ไม ้ตน้ไม ้ก็มดีอกไมบ้านสวยเต็ม

ไปหมด แบบเป็นอะไรทีแ่บบเออ ตอ้งตาตอ้งใจมาก

そして，木にも，木にも，お花がいっぱいき
れいに咲いています。あの，それは，あの，
とても目に入りました。

63 「あたし，おばあさまに，げんきでいきおいのいいお花をさがして，花たば
をこしらえて，もってってあげようや。するとおばあさん，きっとおよろこび
になるわ。

หนูนอ้ยหมวกแดง ก็บอกวา่ เออเนี่ย จะหาดอกไมท้ี่

 ทีด่ีๆ สวยๆไปใหค้ณุยาย แบบไปท าเป็นชอ่ดอกไม ้

มาใหค้ณุยายแลว้ก็ คณุยายจะตอ้งดใีจแน่ๆ

赤ずきんちゃんはこう言いました。「あの
ね，お花を探します。きれいでいいお花をお
ばあさんにあげます。あ，花束を作ってあげ
たら，きっと喜びますよ。

64 まだ朝はやいから，だいじょうぶ，時間までに行かれるでしょう。」と，こう
おもって，ついと横道から，その中へかけだしてはいって，森の中のいろ
いろの花をさがしました。

 เนี่ยตอนนี้ยังเชา้อยูเ่ลย ไมเ่ป็นไรหรอก ยังพอมี

เวลาท าอยู ่พอคดิไดแ้บบนี ้ก็เลย ออกจากเสน้ทาง

ถนนหลัก เขา้ไปในป่าเพือ่หาดอกไม ้

だって，今はまだ早いし，大丈夫でしょう。
作る時間はまだあります。」こう考えて，道
から離れ，花を探すために森に入りました。

65 そうして，ひとつ花をつむと，その先に，もっときれいなのがあるんじゃな
いか，という気がして，そのほうへかけて行きました。そうして，だんだん
森のおくへおくへと，さそわれて行きました。

พอเจอดอกไมอ้ันนงึปุ๊ ป ก็จะคดิวา่ เฮย้ ก็น่าจะมี

ดอกไมท้ีส่วยกวา่นี้อกีนะ คดิไดแ้บบนี้ก็เลยเดนิหาไป

เรือ่ยๆ แลว้ก็เดนิเขา้ไปในป่าลกึเขา้ไปเรือ่ยๆ ตามค า
เชญิของทีห่มาป่าพดูไว ้

ひとつの花が見つかると，ほらもっときれい
なのは次にあるでしょうと思い続けて，狼が
言った通り，（赤ずきんは）探し続けて森の
奥に段々入りました。

66 ところが，このあいだに，すきをねらって， แลว้ระหวา่งนัน้ เออ่すきをねらってเออ่ ค านี้แปลไม่

ออกแตว่า่ก็น่าจะเป็นค าบรรยายทีใ่ชอ้ธบิายไอหมาป่า

ไว ้

そのとき，あの，「すきをねらって」，あの，こ
の単語は分かりません。だが，狼のことを
説明する文章だと思います。

67 おおかみは，すたこらすたこら，おばあさんのおうちへかけていきました。 すたこらすたこらอันนี้แปลไมอ่อกเหมอืนกัน ก็

แบบน่าจะเป็นอะไรทีด่แูบบ แอบๆยอ่งๆไปที ่บา้น
ของคณุยายกอ่น

「すたこらすたこら」，これも意味は分かりま
せん。たぶん，こんな感じ。」こっそりと先に
おばあさんのうちに行く。」

68 そして，とんとん，戸をたたきました。 หลังจากนัน้ก็ とんとんก็คอืเคาะประตู その後は，「とんとん」は，ドアをノックするん
です。

69 「おや，どなた。」 อันนี้น่าจะเป็นค าพดูของคณุยายทีบ่อก “น่ันใคร” ここは，おばあさんの言ったことだと思いま
す。「それ，どなた？」

70 「赤ずきんちゃんよ。お菓子とぶどう酒を，おみまいにもって来たのよ。あ
けてちょうだい。」

หมาป่าก็น่าจะแกลง้ท าเสยีงเป็นหนูนอ้ยหมวกแดงวา่

 นี่หนูนอ้ยหมวกแดงเอง เอาขนมกับเหลา้องุน่มา

เยีย่ม เปิดให ้แบบ คณุยายเปิดประตใูหห้น่อยสิ

狼は赤ずきんの声を真似するでしょう。「こ
ちら，赤ずきんだよ。お菓子とぶどう酒を
もってお見舞いに来たの。開けて，あの，お
ばあさん扉を開けて頂戴？」



71 「とっ手をおしておくれ。おばあさんはご病気でよわっていて，おきられな
いのだよ。」おおかみは，とっ手をおしました。

บอกวา่ เขา้มาไดเ้ลย เพราะวา่ยายไมส่บาย เออ ลกุ

ขึน้ไปไมไ่หว หมาป่าก็เลยเขา้มา

こう言った。「どうぞ入りなさい。おばあさん
病気だから，あの，起きられないの」なの
で，狼は入ってきました。

72 戸は，ぼんとあきました。 (พดูถงึค าวา่"戸")จรงิๆตรงนี้จ าไมไ่ดว้า่เป็นคันจวิา่

อะไร แตก็่เดาวา่น่าจะประต ูเดาวา่น่าจะเป็นประต ู

(หวัเราะ) แลว้ก็ หมาป่าก็ใช ้จะมอืหรอืเทา้ไมรู่ ้

(หวัเราะ) จะมอืหรอืเทา้ไมรู่ก็้เปิดเขา้ไปแบบดังปัง

（「戸」について）実は何の漢字か覚えてい
ませんが，扉かもしれません。扉でしょう［笑
う］。それから，狼は，足か手かね［笑う］，
手か足かを使って，パタン！と扉を開きまし
た。

［2回目の笑いはデータ収集者も同時に］

73 おおかみはすぐとはいっていって，なんにもいわずに，いきなりおばあさ
んのねているところへ行って，あんぐりひと口に，おばあさんをのみこみま
した。

แลว้ก็ หมาป่าก็เขา้ไปทันท ีแบบไมพ่ดูอะไรเลย 

แลว้ก็ไปทีท่ีค่ณุยายก าลังนอนอยู ่แลว้ก็กลนื แลว้ก็
กนิคณุยายเขา้ไปในค าเดยีวอะไรแบบนี้

それに，狼はすぐ入って行きました。何も言
わずに，でおばあさんが寝ているところに行
きました。で，それから，飲み込んだ，おば
あさんを一口に飲み込んだ感じです。

74 それから，おばあさんの着物を着て，おばあさんのずきんをかぶって，お
ばあさんのお床（とこ）にごろりと寝て，カーテンを引いておきました。

หลังจากนัน้ก็ใสเ่สือ้ผา้ของคณุยายแลว้ก็หมวกของ

คณุยาย แลว้ก็ท าเป็นนอนทีเ่ตยีงของคณุยาย พรอ้ม

กับเอาผา้มา่น ผา้มา่นมาแบบวา่ มาดงึปิดไวด้ว้ย

その後，おばあさんの服と帽子を着て，お
ばあさんのベッドに入って寝ました。それ
に，カーテンを閉めておきました。

75 赤ずきんちゃんは，でも，お花をあつめるのにむちゅうで， หนูนอ้ยหมวกแดงก็ก าลังสนุกกับการเก็บดอกไม ้ 赤ずきんはお花を集めるのを楽しんでいま
す。

76 森じゅうかけまわっていました。  เออ่森じゅうかけまわっていましたคอื
じゅうかけอะไรนี่ ไมค่อ่ยรู ้แตก็่คดิวา่น่าจะกลับมา
ทีป่่าแลว้ หรอืออกมาจากป่าแลว้

あの，森じゅうかけまわっていました，あ，
じゅうかけ，なんだろ，あまりわかりません。
でも，森に戻ったか森を出たかだと思いま
す。

77 そうして，もうあつめるだけあつめて，このうえ持ちきれないほどになった
とき，おばあさんのことをおもいだして，またいつもの道にもどりました。

そうして，もうあつめるだけあつめて ก็ระหวา่งนัน้ก็
คดิไดว้า่ เออ ยังไงก็ ยังไงดอกไมท้ีแ่บบ เอาแตเ่ก็บ
อยูแ่บบนี ้ทีด่อกไมม้ันบานอยูอ่ยา่งนี้คอืแบบ ก็นกึ
ขึน้มาไดว้า่เออ เดีย๋วตอ้งไปหาคณุยายแลว้นี ่ยังไง
เราก็กลับมาทีท่าง ยังไงเราก็กลับมาทีถ่นนนี้ไดท้กุๆ
เมือ่อยูแ่ลว้ ก็เลยไปทีบ่า้นคณุยาย

そうして，もうあつめるだけあつめて，あの，
そのうち考えました。えーと，あの，あのお
花，このように集めて，こんなに花が咲いて
いるのは，あの，思い出しました。すぐに，
おばあさんのところに行かないと。この道
は，この道は戻りたかったらいつでも来られ
るから，おばあさんのところへ向かいまし
た。

78 おばあさんのうちへ来てみると，戸があいたままになっているので，へん
だとおもいながら，中へはいりました。すると，なにかが，いつもとかわっ
てみえたので，

พอไปถงึบา้นคณุยายก็เห็นประตเูปิดคา้งไว ้เริม่รูส้กึ

วา่แปลกก็เลยเขา้ไปขา้งใน แลว้ก็เห็น พอมองเขา้

ไปปุ๊ ปก็รูส้กึวา่ ขา้งในมอีะไรทีแ่ตกตา่งไปจากปกติ

おばあさんのうちに着くと，扉が開けてある
のを見ました。可笑しいと思って中に入りま
した。すると，見ました。中を見たらすぐに，
普段と違ったように感じました。

79 「へんだわ，どうしたのでしょう。きょうはなんだか胸がわくわくして， หนูนอ้ยหมวกแดงก็พดูวา่ “แปลกจังนะ เกดิอะไร

ขึน้” รูส้กึเหมอืนกับใจมันเตน้แปลกๆ

赤ずきんは言いました。「可笑しいね。どうし
たんでしょう」。心が変にびくびくしているよ
うに感じました。

80 きみのわるいこと。おばあさんのところへくれば，いつだってたのしいの
に。」と，おもいながら，大きな声で，「おはようございます。」

(เสยีงอา่นคนเดยีว) ก็บอกวา่รูส้กึแปลกๆตรงที ่ปกติ

 ปกต ิมาบา้นคณุยายก็จะรูส้กึดใีจแท ้ๆ  แตค่รัง้นี้กลับ

รูส้กึแย ่พอเราบอกคดิไวอ้ยา่งนัน้ก็พดูมาเสยีงดังวา่ 
อรณุสวสัดิ์

（日本語を読み続ける。）「普段，普段おば
あさんのうちに来るときはいつもうれしいの
に，今回は気味が悪いね」と言いました。そ
う思うと，「おはようございます」と大きい声
で言い放ちました。



81 と，よんでみました。でも，おへんじはありませんでした。 แตว่า่ก็ไมม่คี าตอบ でも，返事はありませんでした。

82 そこで，お床（とこ）のところへいって，カーテンをあけてみました。すると，
そこにおばあさんは，横になっていましたが，ずきんをすっぽり目までさげ
て，なんだかいつもとようすがかわっていました。

 เออ่ ทันใดนัน้ ก็ลองไปทีเ่ตยีง ก็เห็นวา่ผา้มา่น ก็

ลองเปิดผา้มา่น ทันใดนัน้ ก็  เห็นวา่คณุยายนอนอยู่

 แตว่า่ใสห่มวก ปิดจนถงึตา เหมอืนกับ เออ่ ไมค่อ่ย

เห็นคณุยายทีอ่ยูใ่นสภาพแบบนี้ เออ สภาพคณุยาย
เปลีย่นไป

あの，そこで，ベッドに行ってみました。する
と，カーテンを見て，開けてみました。そこ
で，あの，おばさんが寝ているのを見まし
た。でも，おばさんは，目まで帽子を被って
いました。あの，あ，こんな様子のおばさん
はをあまり見たことがないです。あの，おば
さんの様子が変わっていました。

83 「あら，おばあさん，なんて大きなお耳。」 ก็แบบทัก “คณุยาย ท าไมหใูหญจั่ง” で，「おばあさん，なんで耳が大きいの」と挨
拶しました。

84 「おまえの声が，よくきこえるようにさ。」 หมาป่าก็ตอบวา่ “ก็ จะไดไ้ดย้นิเสยีงของหลานชดัๆ

ไง”

「孫の声をはっきり聞こえるように」と狼は答
えました。

85 「あら，おばあさん，なんて大きなおめめ。」
「おまえのいるのが，よくみえるようにさ。」

แลว้ก็หนูนอ้ยหมวกแดงก็ถามใหมว่า่ “อา้ว คณุ

ยาย大きなおめめ  มันอันนี ้ปกต ิปกตคิอืเดา คอื

อันนี้เดาวา่よくみえる ก็คอื น่าจะเป็นตาซึง่ หนู

นอ้ยหมวกแดงยังเด็กอยู่ ก็ใชค้ าวา่おめめ ทีแ่บบ ดู

เป็นเด็กๆพดู  ก็คอืบอกวา่ ท าไมคณุยายตาใหญจั่ง 

ก็บอกวา่ ก็จะไดเ้ห็นไงวา่มหีลานอยู่

で，赤ずきんはまた質問しました。「あら，お
ばあさん，「大きなおめめ」はこれ，普段，普
段は，意味は分かりませんが言ってみる。
言ってみると，「よく見える」は，目のことを
言っている。で，赤ずきんはまだ小さいの
で，「おめめ」，子供っぽい表現を使います。
つまり，「なんで，おばあさん目が大きい
の？」で，「孫がいるのを見えるように」と言
いました。

86 「あら，おばあさん，なんて大きなおてて。」
「おまえが，よくつかめるようにさ。」

แลว้ก็ อา้วคณุยาย อันนี้เป็นおてて ก็น่าจะแปลวา่ 

ท าไมคณุยายมอืใหญจั่ง อยา่งนี้ แลว้ก็บอกวา่ จะได ้
จับหลานไดง้า่ยๆไง

それに，「あら，おばあさん，これ，「おてて」
の意味は，「なんで，おばあさん手が大きい
の」と聞いて，で，答えは，「孫をつかみやす
くするようによ」

87 「でも，おばあさん，まあ，なんてきみのわるい大きなお口だこと。」
「おまえをたべるにいいようにさ。」

อา้ว แตว่า่คณุยาย ท าไมคราวนี้ปากมันดใูหญ่ๆ  ดู

แปลกๆจังน่ะ (หวัเราะแหง้ๆ) แลว้ก็บอกวา่ จะไดก้นิ
ไดง้า่ยๆไง

「あら，でもおばあさん，なんで今日は口が
大きくて，変に見えるのね」苦笑。「食べや
すくなるようによ」と言った。

88 こういうがはやいか，おおかみは，いきなり寝床からとびだして，かわいそ
うに，赤ずきんちゃんを，ただひと口に，あんぐりやってしまいました。

หลังจากนัน้ (หวัเราะ) หมาป่าก็ออกจาก โผ ออก

จากเตยีงแลว้ก็ กนิหนูนอ้ยหมวกแดงทีน่่าสงสารเขา้
ไปในค าเดยีว

その後［笑う］，狼は出て，ベッドから飛び出
し，可哀想な赤ずきんを一口で食べてしま
いました。

89 これで，したたかおなかをふくらませると，おおかみはまた寝床にもぐっ
て，ながながと寝そべって休みました。やがて，ものすごい音を立てて，
いびきをかきだしました。

(อา่นคนเดยีวสกัระยะ) ก็พอหลังจากนัน้ ทอ้งหมา
ป่ามันเต็มเพราะวา่กนิไปทัง้ยายทัง้หนูนอ้ยหมวกแดง

 ก็ รูส้กึงว่งขึน้มา ก็เลยนอนพักอยูต่รงนัน้  แลว้ก็
กรนเสยีงดังมาก

（日本語を読み続ける）その後に，狼の中が
いっぱいで，なぜかというと，おばあさんも
赤ずきんも食べたからです。で，眠くなっ
て，でそこで寝て休みました。で，大きない
びきをしました。



90 ちょうどそのとき，かりうどがおもてを通りかかって，はてなと思って立ちど
まりました。

พอดกีับระหวา่งนัน้ (เงยีบอา่น) かりうどかりうど
คอือะไรไมรู่ ้(หวัเราะ)   เดาวา่น่าจะเป็นนายพราน
เพราะวา่มคี าวา่ かりทีแ่ปลวา่ลา่อยู ่ (เปิด
พจนานุกรมหาค าวา่狩人，hunter) เออ้ใช ่แปลวา่
นายพราน นายพรานมาทางนี้พอดี

ちょうどその間，［静かに読み続ける］「かり
うど」，「かりうど」は何かわかりません［笑
う］。「かり」という単語があるので，「狩人」と
思います。［携帯の辞書を使って，「狩人」と
入力する。「hunter」と表示される。］そう！
狩人という意味。狩人はちょうど通ってきま
した。

91 「ばあさんが，すごいいびきで寝ているが，へんだな。どれ，なにかかわっ
たことがあるんじゃないか，みてやらずばなるまい。」

 แลว้ก็แบบไดย้นิเสยีง ไดย้นิเสยีงนี้แลว้ก็พดูวา่ เอ๊

ท าไมคณุยายหลับเสยีงดังจัง แปลก มอีะไรทีม่ัน

แปลกๆไหมอะ่ ลองเขา้ไปดดูกีวา่

それで，音が聞こえる，この声が聞こえてい
いました。「あれ，なんでおばあさんすごい
いびきで寝ている。おかしい，何かおかしい
んじゃない？入って見てみよう」。

92 そこで，中へはいってみて，寝床のところへ行ってみますと，おおかみが
横になっていました。

หลังจากนัน้พอเขา้ไปดทูีเ่ตยีง ก็เห็นวา่มหีมาป่าหลับ
อยู่

入ってベッドを見ると，寝ている狼が見えて
しまいました。

93 「ちきしょう，このばちあたりめが，とうとうみつけたぞ。ながいあいだ，きさ
まをさがしていたんだ。」

ちきしょう แปลวา่อะไรไมรู่แ้ตข่อขา้มกอ่น (เสยีง

อา่นคนเดยีวสกัพัก) ตรงนี้แปลวา่อะไรไมรู่ ้ก็คดิวา่ 
นายพรานเองก็น่าจะตามหาหมาป่าตัวนี้มานานแลว้

เหมอืนกัน

「ちきしょう」，意味は分かりませんが，飛ば
します。（日本語を読み続ける）ここの意味
は分かりません。でも，狩人は，狼をずっと
探していたように思います。

94 そこで，かりうどは，すぐと鉄砲をむけました。とたんに，ふと，ことによる
と，おおかみのやつ，おばあさんをそのままのんでいるのかもしれない
し，まだなかで，たすかっているのかもしれないぞ，とおもいつきました。

จากนัน้ก็ เออ่ อันนี้คอือะไรไมรู่ ้แตค่ดิวา่น่าจะเป็น

ปืน (หวัเราะ) เพราะตรงนี้มคี าวา่เหล็กอยู ่ แตเ่ดีย๋ว

ลองหาด ู(ใชพ้จนานุกรมโดยใชน้ิว้ลากเสน้เขยีนเป็น

อักษรคันจ ิหาค าวา่ 鉄砲) ใชแ่ปลวา่gun แปลวา่

ปืน คะ่ ก็เลยหนัปืนไปทันท ีแตก็่คดิขึน้มาไดว้า่ 

หมาป่านี่ เออ่ หมาป่าทีก่นิเออ่คณุยาย คณุยายเขา้

ไปเนี่ย คณุยายน่าจะยังอยูข่า้งในนัน้ คณุยายอาจจะ

ยังอยูข่า้งในนัน้ก็ได ้ก็เลยตอ้งลองชว่ยดกูอ่น

そこで，あの，これ［「鉄砲」のこと］も分かり
ません。でも，銃だと思います［笑う］。ここ
は，「鉄」があるから。調べてみます。［携帯
の辞書を使って，手書きで「鉄砲」と入力す
る。］そう！gun［「銃」という意味］です。で，
狼に銃を向けました。でもすぐに思い出しま
した。「この狼は，あの，おばあさんを食べ
た狼は，あの，おばあさんは中で生きてい
るかもしれません。中で生きているかもしれ
ません。ので，まずは助けてみてみよう」。

95 そこで鉄砲をうつことはやめにして，そのかわり，はさみをだして，ねむっ
ているおおかみのおなかを，じょきじょき切りはじめました。

ก็เลยวางปืนแลว้ก็ใชก้รรไกร ตัดคอหมาป่าทีก่ าลัง
หลับอยู่

そこで，銃を下ろして，はさみで眠っている
狼ののどを切りました。

96 ふたはさみいれると，もう赤いずきんがちらと見えました。もうふたはさみ
いれると，女の子がとびだしてきて，

พอตัดไปไดซ้ักพักก็เห็นวา่มหีนูนอ้ยหมวกแดง พอ

ตัดไปอกีซักพักนงึก็ม ีเออ่ ก็เริม่เห็นหนูนอ้ยหมวก

แดง แลว้ก็พอเริม่ตัดครัง้ที ่2 หนูนอ้ยหมวกแดงก็
ออกมาได ้

暫く切ると，赤ずきんちゃんが見えてきまし
た。で，2回目切り始めると，赤ずきんちゃん
は（狼の腹から）出てくることができました。

97 「まあ，あたし，どんなにびっくりしたでしょう。おおかみのおなかの中の，
それはくらいったらなかったわ。」と，いいました。

แลว้ก็บอกวา่ ถามวา่ ตก ตกใจละ่ส ินี่อยูใ่นทอ้ง นี่
อยูใ่นทอ้งของหมาป่ามานานแคไ่หนแลว้

そして，言いました，（言い直し）尋ねまし
た，「びっくりしたでしょう。君はこの中，狼の
腹にどれぐらいたの？」

98 やがて，おばあさんも，まだ生きていて，はいだしてきました。もう，よわっ
て虫の息になっていました。赤ずきんちゃんは，でも，さっそく，大きなごろ
た石を，えんやらえんやらはこんできて，おおかみのおなかのなかにいっ
ぱい，つめました。

ซึง่คณุยายก็ยังมชีวีติอยูด่ว้ย แลว้ก็ออกมา ออกมา

จากทอ้งได ้ก็คอือยูใ่นสภาพทีอ่อ่นแอเหมอืนกัน ก็

คณุยายก็ยังป่วยอยู ่(เงยีบอา่นสกัพัก) แตว่า่ถา้

สมมต ิแลว้ก็หลังจากนัน้เคา้ก็เอากอ้นหนิมาใสไ่วใ้น
ทอ้งหมาป่าแทนไวใ้หเ้ต็ม

おばさんもまだ生きています。で，（おばさ
んも）出て，（狼の）腹から出てきました。で，
おばさんはまだ具合が悪い。［無言で読み
続ける。］それから，彼らは，石で狼の腹を
いっぱいに詰めました。



99 やがて目がさめて，おおかみがとびだそうとしますと，石のおもみでへた
ばりました。

พอหมาป่าตืน่ขึน้มา เออ่ ตรงนี้แปลไมค่อ่ยออกแต่

วา่พอเดาๆความหมายไดก็้เลย อา่นตอ่ไปเลยวา่ 

แบบ へたばりましたคอือะไรไมรู่ ้แตน่่าจะรูส้กึวา่ 
เออน่าจะหนักกอ้นหนิอะไรแบบนัน้

狼は，目が覚めた時，あの，ここは分かりま
せんが，だいたいの意味は分かるので，そ
のまま読み，あの，「へたばりました」は何
か分かりません。でも，あの，腹が重い，そ
ういう感じでしょう。

100 さあ，三人は大よろこびです。 หลังจากนัน้สามคนก็ดใีจ その後，3人は大喜びました。

101 三人とは？

102 สามคนก็คอื นายพราน คณุยาย แลว้ก็หนูนอ้ยหมวก
แดง

3人は狩人，おばあさん，そして，赤ずきん
です。

103 かりうどは，おおかみの毛皮をはいで，うちへもってかえりました。 แลว้ก็หมาป่าก็เอาขนหนังของ เอย่ นายพรานเอา

หมาป่าเอาขนหนังใสไ่วแ้ลว้ก็หิว้กลับบา้นไป ก็น่าจะ

ฆา่หมา่ป่าไปแลว้น่ะ (หวัเราะแหง้ๆ)

それから，狼は，違う，狩人は，狼の毛を
持って家に帰りました。じゃ，狼は殺された
かもしれません　苦笑。

104 おばあさんは，赤ずきんちゃんのもってきたお菓子をたべて，ぶどう酒を
のみました。それで，すっかりげんきをとりかえしました。

แลว้ก็คณุยายก็กนิของที ่ขนมกับเหลา้องุน่ทีห่นูนอ้ย

หมวกแดงเอามา แลว้ก็รูส้กึเออ่เกงคขิ ึน้ แบบวา่รูส้กึ

แข็งแรงขึน้มาเลย แบบรูส้กึแข็งแรงขึน้มาเยอะเลย

それから，おばあさんは，赤ずきんちゃんの
持っているお菓子とぶどう酒を食べて，元
気になりました。あの，元気になってきたよ
うに感じられて，かなり元気になってきまし
た。

105 おばあさんは，赤ずきんちゃんのもってきたお菓子をたべて，ぶどう酒を
のみました。それで，すっかりげんきをとりかえしました。

แตว่า่หนูนอ้ยหมวกแดง ก็ คดิวา่ อะ่ พอแลว้ จะไม ่

(อา่นเงยีบๆ)  ถา้ครัง้หนา้มา ถา้ครัง้หนา้จะเขา้มา

ในป่าอกีจะไม ่จะไมแ่วะลงกลางทางอกี จะไมแ่วะลง

กลางทางอกีแลว้ แบบ ไปเก็บดอกไมอ้ะไรอยา่งนี ้

(อา่น

ภาษาญีปุ่่ น)

  

でも，赤ずきんちゃんは，あの，思いまし
た。あ，もう，もうしない，（無言で読み続け
る），もし今度来るなら，今度森に入るなら，
しない。途中横道に寄らない。もう横道によ
らない，花を取ることなんかもしないと思い
ました。（日本語を読み続ける）

106 おかあさんがいけないと，おっしゃったのですものね。）と，かんがえまし
た。

เนี่ยเป็นไปตาม ถา้ไมม่แีม ่แบบอันนี้ก็คอืแบบวา่

เป็นไปตามทีแ่มเ่คา้พดูเลย คอืแบบวา่อยา่ลงกลาง

ทางอะไรอยา่งนี้ (หวัเราะ)  จบแลว้

ほら，その通り，お母さんがいないと，あ
の，これね，お母さんが言った通りです。横
道をしないとか［笑う］。終わりました。

107 疲れました？

108 はい［笑う］。


