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1 むかし、むかし、あるところに、猿（さる）とかにがありました。 กาลครัง้หนึง่นานมาแลว้ในสถานทีแ่หง่หนึง่ 

มลีงิกับปอูยู่

むかし，むかし，ある場所に猿とかにがいまし
た。

2 ある日猿（さる）とかにはお天気（てんき）がいいので、連（つ）れだって遊（あそ）びに出ました。 (เงยีบอา่นสกัพัก)　ก็มวีนัหนึง่ เออ่ อากาศ

ด ีลงิกับปก็ูเลยพากันออกมาเทีย่วเลน่กัน

［暫く無言で読む。］ある日，あの天気がいい猿
とかには連れだって遊びに出かけました。

3
その途中（とちゅう）、山道（やまみち）で猿（さる）は柿（かき）の種（たね）を拾（ひろ）いました。 (เงยีบอา่นสกัพัก) ก็ระหวา่งนัน้ เออ่ ลงิ ก็ 

เก็บ เออ่ かきเป็น น่า คาดวา่น่าจะเป็นตน้

ซกัตน้ แตก็่ แตอ่ันนี้แปลวา่เมล็ด ก็เป็น 

น่าจะเป็นเมล็ดพันธุข์องตน้ตน้หนึง่ เก็บไดท้ี่

ตรงทางขึน้ภเูขา แตว่า่ อยากรูว้า่かきคอื

อะไร (หัวเราะ) (เปิดพจนานุกรม

ภาษาญีปุ่่ นอังกฤษในมอืถอื หาค าวา่ 柿)

［暫く無言で読む。］で，その途中，あの，猿は拾
うあの柿はでしょう，ある植物でしょう。でも，で
も，ここは種という意味である植物の種でしょう。
山道で拾いました。でもかきは何か知りたい［笑
う］。［携帯の日英辞書を使って，「柿」を検索す
る。］

4 どちらのアプリを使用されますか。

5  「意味は」คะ่ (หัวเราะ) เออ่ ถงึเขาจะ

บอกวา่เป็น Japanese persimmon แตว่า่ ก็

ไมรู่อ้ยูด่วีา่ persimmon คอือะไร (หัวเราะ)

 ก็เลยไปเปิด เปิดดกิฝร่ังตอ่ ดกิอังกฤษตอ่

「意味は」です［笑う］。あの，
Japanesepersimmonと言ってもpersimsonは何か
わかりません［笑う］。なので，西洋の英語の辞
書で調べます。

［英語で表示されたもののみ英語での発話］

6 辞書，何をご使用ですか。

7 longdo คะ่ (เปิดพจนานุกรมอังกฤษไทยหา

ค าวา่ persimmon) ออ๋ มันคอื ลกูพลับคะ่ 

มันก็คอื เก็บเมล็ดของลกูพลับมาได ้

Longdoです。［携帯の英タイ辞書を使って
「persimmon」を検索する。］なるほどこれは柿で
す。つまり，柿の種を拾いました。

  [辞書の画面をカメラで撮影する。] 
［英語で表示されたもののみ英語での発話］

8
またしばらく行（い）くと、

川（かわ）のそばでかにはおむすびを拾（ひろ）いました。

แลว้ก็พอเดนิไปไดอ้กีพักหนึง่ ตรงขา้ง ตรง

ขา้งแมน่ ้า เออ่ ปก็ูเก็บ おむすび คอื 

おむすび เขา้ใจวา่ เป็นเกีย่วกับ น่าจะเป็น

เชอืกหรอือะไรได ้เขา้หากัน แตก็่ ยังนกึ

ภาพไมค่อ่ยออกวา่คอือะไรก็เลยจะหาดอูกีที

คะ่ เผือ่มคีวามหมายอืน่ おむすび (เปิด

พจนานุกรมญีปุ่่ นอังกฤษในมอืถอืหาค าวา่ 

おむすび) ออ๋ ถา้ในนี้มันแปลวา่ rice 

ball ทีแ่ปลวา่ขา้วปั้นไดด้ว้ย เพิง่รู ้

เหมอืนกันคะ่ วา่มันเป็นขา้วปั้นไดด้ว้ย 

(หัวเราะ) ปกตจิะนกึถงึ むすぶทีแ่ปลวา่ผกู

กันอยา่งเดยีว ใชค่ะ่ แลว้ก็เก็บขา้วปั้นได ้

またしばらく歩いて行くと，隣あたり，川の隣あた
りにあのかにはおむすびを拾い，でおむすびは
これのことと思い，ロープか何か結んでいるもの
でもどんなものなのかまだ想像できていないの
で，また調べて見ます。念のために。おむすび。
［携帯の日英辞書を使って「おむすび」を検索す
る。］なるほどここ［この辞書での意味のこと］な
らriceballと訳すこともできます。知りませんでし
た［笑う］。普段は，結び合うの結びだけに思い
ました。はい，そしておむすびを拾いました。

 [辞書の画面をカメラで撮影する。]
［英語で表示されたもののみ英語での発話］

9 かには、
「こんないいものを拾（ひろ）った。」
と言（い）って猿（さる）に見（み）せますと、
猿（さる）も、
「わたしだってこんないいものを拾（ひろ）った。」
と言（い）って、柿（かき）の種（たね）を見（み）せました。

ปก็ูบอกวา่ "เนี่ย เก็บของทีด่ขีนาดนี้มาได ้

ดว้ยนะ" แลว้ก็เอาใหล้งิด ูลงิก็ "ฉันก็เก็บ

ของทีด่ขีนาดนี้มาไดน้ะ" แลว้ก็เอาเมล็ด

ของลกูพลับใหดู้

かには言いました。「ほら，こんないいものを
拾ったよ。」そして猿に見せました。猿も「わたし
もこんないいものを拾った」と言って柿の種を見
せました。

10 けれど，猿（さる）はほんとうはおむすびがほしくってならないものですから、かにに向（む）かって、
「どうだ、この柿（かき）の種（たね）と取（と）りかえっこをしないか。」
と言（い）いました。

(เงยีบอา่นสกัพัก) แลว้ตอนนัน้ป(ูน่าจะ

หมายถงึลงิมากกวา่)ก็รูส้กึวา่ อยากได ้อยาก 

จรงิๆแลว้ ตัวเองอะ่อยากไดอ้おีむすび

มากกวา่ ก็เลยหันไปทางป ูแลว้บอกวา่ 

(เงยีบอา่นสกัพัก) เป็นไงละ่ เออ่ とりかえっこ

 นี่คอื ไมรู่ว้า่คอือะไร แตเ่ดาวา่　แตเ่ดาวา่ 

น่าจะแบบ เหมอืนกับ กลับไปหยบิอเีมล็ดลกู

พลับกันไหม แบบ เดาวา่น่าจะมาจากตัว

かえる かえるมารวมกับとりทีแ่ปลวา่หยบิ ก็

แบบ เหมอืนกับ "กลับไปหยบิอเีมล็ดผักกัน

อกีไหม" พดูออกมา

［暫く無言で読む。］で，その時かに［「猿」を「か
に」と言い間違える］は，ほしい，したい，本当自
分はおむすびのやつが［種より］ほしいと思って
るので，かにに向かって言いました。［暫く無言
で読む。］「どうだ？」あの取り換えっこは何もの
がわかりません。でも言ってみますと，言ってみ
ますと，思うに，あの，というか戻って柿の種をと
りませんか，あの，かえる，かえる，と取りの意
味を持つとりの組合せだと思う，というか「また
戻って柿の種を取りませんか」と言い出しまし
た。

11 「でもおむすびの方（ほう）が大きいじゃないか。」　　とかには言（い）いました。 แลว้ ปก็ูตอบวา่ "แตว่า่ ไอおむすびอะ่มัน

ใหญก่วา่ไมใ่ชห่รอื” บอก

で，かには，「でもおむすびのやつはより大きい
じゃないか」と言って返事しました。

協力者の発話内容
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12 「でも柿（かき）の種（たね）は、まけば芽（め）が出て木になって、おいしい実（み）がなるよ。」 “เอย๊ แตว่า่ เมล็ดลกูพลับนี่นะ” 

まけば　まけばไมเ่คยเรยีน ไมเ่คยเห็น

เลยคะ่ เพราะฉะนัน้ก็จะลองหาด ู(เปิด

พจนานุกรมญีปุ่่ นอังกฤษในมอืถอืหาค าวา่ 

まけば)　อันนี้ก็แปลได ้มคีันจอิอกมา

หลายค าคะ่ แตว่า่ น่าจะแปลวา่เหมอืนกับ 

"ถา้เอาไปปลกูแลว้ ตน้ไม ้ตน้โต เป็น 

กลายเป็นตน้ออกมาได ้ก็จะแบบมผีลอรอ่ยๆ

ออกมานะ″

「あらでもこの柿の種は」まけば，まけば，は学
んだことがありません。見たこともありませんの
で，調べてみます。［携帯の日英辞書を使って
「まけば」を検索する。］これの意味は漢字は数
個あります。でも意味はこんな感じでしょう。
「持って植えたら木大きな木は木になり，おいし
い実は出てくるよ。」

 [辞書の画面をカメラで撮影する。]

13 　と猿（さる）は言（い）いました。そう言（い）われるとかにも種（たね）がほしくなって、
「それもそうだなあ。」

แลว้ก็ ลงิก็เป็นคนพดู พอไดย้นิแบบนัน้ ปก็ู

เริม่อยากไดเ้มล็ดบา้ง แลว้ก็บอกวา่ “อืม้ 

จรงิดว้ยสนิะ”

そして，猿は言いました。あの［暫く無言で読
む］，それを聞いたかには種がほしくなりました。
それで言いました「うん，それはそうだね」

14 　と言（い）いながら、とうとう大きなおむすびと、小さな柿（かき）の種（たね）とを取（と）りかえてしまいました。 ก็บอกวา่ พอพดูไดแ้บบนัน้ เออ่ (เงยีบอา่น

สกัพัก) ตรงนี้รูส้กึ เออ่ อยาก ก็คอืน่าจะ

อยากกลับไปหยบิ ไอ เมล็ดลกูพลับเล็กๆ 

แทนทีจ่ะเป็น เออ่ むすびทีเ่ป็นกอ้นใหญ่

มากกวา่

で，言いました，それを言いますと，あの，［暫く
無言で読む］ここは，あの，したい，つまり，より
あの大きなおむすびよりも小さな柿の種を戻っ
て取りたいです。

15 猿（さる）はうまくかにをだましておむすびをもらうと、見（み）せびらかしながらうまそうにむしゃむしゃ食（た）べて、 (เงยีบอา่นสกัพัก) อ ุประโยคยาวจัง เฮอ้ 

(หัวเราะ) ยาวมาก งัน้ ขอ แป๊ปนงึ (เงยีบอา่น

สกัพัก) ห ูก็คอื พอ พอลงิคดิวา่สามารถหลอก

 หลอกปไูดส้ าเร็จแลว้ก็รับเอาむすびมาแลว้ก็

 เออ่  みせびらかしながら ตรงนี้ไมช่วัรว์า่

เป็นอะ ไมช่วัรว์า่แปลวา่อะไร แตค่ดิวา่ เออ่ 

แตต่รงนี้มันบอกวา่ 

うまそうにむしゃむしゃた　むしゃむしゃたべ
てก็คอืน่าจะรับมาแลว้ก็ แลว้ก็กนิอยา่ง

เอร็ดอรอ่ย ซึง่ตรงนี้หนูก็ไมไ่ดค้ดิวา่จะส าคัญ

อะไรขนาดนัน้ก็เลยขา้มไป

［暫く無言で読む。］お，なかなか長い文です
ね。ふー［笑う］。とても長い。じゃ，少々お時間く
ださい。［暫く無言で読む。］おー，それは，する
と猿はカニを騙し，騙せたと思うとおむすびをも
らって，それからあの，みせびらかしながら，ここ
は何か自信ありません。何という意味かわかり
ません。でも思います，あのでもここは「うまそう
にむしゃむしゃたむしゃむしゃたべて」と言いまし
た。つまり，受け取って，それからおいしく食べま
した。でここは，そんなに重要な内容ではないと
思うので，飛ばします。

16 「さようなら、かにさん、ごちそうさま。」
　と言（い）って、のそのそ自分（じぶん）のうちへ帰（かえ）っていきました。

(เสยีงพลกิหนา้กระดาษ) แลว้ก็บอกวา่ เออ่

 "บ๊ายบายคณุป ูขอบคณุมากนะ“ พอพดู

แบบนัน้ เออ่ のそのそ คอือะไรไมรู่ ้แตก็่ 

คดิวา่จะ ไม ่ไมแ่ปลไปก็ไมม่ ีไมน่่ามผีล

มาก ก็คอื ก็ ลงิก็กลับบา้นของตัวเองไป

［ページを開く音］そして言いました。あの「さよな
らかにさん，大変ありがとう！」。それを言います
と，あの，「のそのそ」は何かわかりません。でも
しなくて翻訳しなくてもそんなにわからなくはない
と思います。つまり，猿は自分のうちに帰ってい
きました。

17 　かには柿（かき）の種（たね）をさっそくお庭（にわ）にまきました。そして、 (เงยีบอา่นสกัพัก)　แลว้ลงิ เออ่ แลว้ปก็ูรบี

เอาเมล็ดลกูพลับไปปลกูไวใ้นสวน

［暫く無言で読む。］で，猿，いや，で，かには急
いで庭に柿の種をまきました。

18 「早（はや）く芽（め）を出（だ）せ、柿（かき）の種（たね）。
出（だ）さぬと、はさみでちょん切（き）るぞ。」

หลังจากนัน้ก็บอกวา่ “รบีๆโตนะจ๊ะเมล็ด

ลกูพลับ” เออ่ ださぬとเออ่ อันนี้ไมช่วัร์

เหมอืนกันวา่จะแปลวา่อะไร แตรู่ส้กึดเูป็น

ไวยากรณ์โบราณมัง้ (หัวเราะ) เพราะวา่ไม่

เคยเห็น ไมค่อ่ยเห็นแบบนี ้แตเ่ดา ให ้ให ้

เดาน่าจะแบบวา่ เออ่ ถา้โตขึน้ โตขึน้มาแลว้

เดีย๋วจะเอา เดีย๋วจะเอากรรไกรมาตัดให ้

その後「はやく大きくなって柿の種よ」と言いまし
た。あの，出さぬと，あの，これは何と訳せばよ
いかよくわかりません。でも古い文法って感じで
しょうね［笑う］。なぜなら，見たことがない，こん
なあまり見ていない，でも言ってみます，させ
る，言わせてみますと，あの大きくなって，大きく
なったら持って鋏を持って切ってあげるからね。

19 　と言（い）いました。すると間（ま）もなく、かわいらしい芽（め）がにょきんと出ました。 พอพดู　พอพดูแบบ เออ่ ทันใดนัน้ ไมน่าน 

(เงยีบอา่นสกัพัก) 

かわいらしいめがにょきんとでました。　かわ
いらしいก็ ไมรู่จั้ก แลว้ก็ にょきん ก็ไมรู่จั้ก ก็

จะขอด ูにょきん กอ่นแลว้กันคะ่

言って，あの，言いますと突然まもなく［暫く無言
で読む］，かわいらしいめがにょきんとでました。
「かわいらしい」もわからないしそして，「にょき
ん」もわからないので，先に「にょきん」を調べる
ことにします。

20 (เปิดพจนานุกรมญีปุ่่ นอังกฤษในมอืถอืหาค า

วา่ にょきん ไมข่ ึน้ にょきんとก็ไมข่ ึน้)

 にょきん อะ่ไมข่ ึน้ ยังไงก็ไมข่ ึน้ 

にょきんとไมข่ ึน้ ก็พอ ขึน้ไมข่ ึน้ก็เลยเปิด

กเูกิล้แทน (หัวเราะ)

［携帯の日英辞書を使って「にょきん」を検索す
るが，出てこなかった。その後，「にょきんと」を
検索しても出てこなかった。］「にょきん」、あ出な
い，出てこない，「にょきんと」も出てきません。
じゃ，充分出ても出なくてもグーグルで検索しま
す［笑う］。

21 ก็ลองดวูา่ มอีะไร มคีนใชย้ังไงบา้ง (เปิด

แอพกเูกิล้ในมอืถอืหาค าวา่ にょきん 

จากนัน้กดตรงรปูภาพ) ก็จะดทูีร่ปูภาพ (ไล่

นิว้ข ึน้ลงเพือ่ดรูปูภาพสกัพัก) ก็ ยังไม่

เขา้ใจอยูด่วีา่ にょきん คอือะไร ก็เลย คง

ตอ้งผา่น (หัวเราะ) ก็หาไมเ่จอ

で，何かどのように使われるかを見てみます。
［携帯のグーグルアプリで「にょきん」を入力し，
検索結果の画像を見る。］で，画像をみます。
［「にょきん」の画像を暫く見る。］でも「にょきん」
はなにかまだわかりませんので，飛ばさなけれ
ばならないでしょう［笑う］。見つからなかった。

22 แลว้ไปด ูかわいらしい (เปิดพจนานุกรม

ญีปุ่่ นอังกฤษในมอืถอืหาค าวา่ 

かわいらしい) ออ๋ ก็คอื かわいらしい

จาก 意味はก็แปลวา่น่ารัก ถา้ใหเ้ดาก็คงจะ

มตีน้เล็กๆ เป็น เป็นตน้กลา้นอ้ยงอกขึน้มา

そして，「かわいらしい」を見ましょう。［携帯の日
英辞書を使って「かわいらしい」を検索する。］な
るほど，つまり「意味は」から調べた「かわいらし
い」は「可愛い」です。言ってみますと，小さな木
は小さな芽が［土から］出てきました。

[辞書の画面をカメラで撮影する。]

23 　かにはその芽（め）に向（む）かって毎日（まいにち）、
「早（はや）く木になれ、柿（かき）の芽（め）よ。
ならぬと、はさみでちょん切（き）るぞ。」
と言（い）いました。

แลว้ แลว้ปก็ู (เงยีบอา่นสกัพัก)  แลว้ปก็ู 

ไปหาที ่ตน้นัน้ทกุ ตน้ออ่นนัน้ทกุวนั ก็บอก

วา่ “รบีๆกลายเป็นตน้ไมเ้ร็วๆนะ เจา้ เจา้

ตน้พลับ” พอเป็นอยา่งนัน้ ก็เดีย๋วจะเอา

กรรไกรตัดให ้

で，で，かには，［暫く無言で読む］で，カニは会
いに行ってその木をその芽を毎日，で，「早く木
になれよ柿の木よ。そうなるとで鋏で切ってあげ
るよ」と言いました。



24 すると柿（かき）の芽（め）はずんずんのびて、大きな木になって、枝（えだ）が出て、葉（は）が茂（しげ）って、やがて花
（はな）が咲（さ）きました。

หลัง พอผา่นไปเรือ่ยๆ เออ่ ตน้พลับ ก็

คอ่ยๆ โตขึน้ กลายเป็นตน้ไม ้พอกิง่ออกมา

 ใบออกมา เออ่ ดอกไมก็้บานมา

その後，時間が立ち，あの柿の木はゆっくり伸
びて，木になって，枝が出て，葉が出て，あの，
花も咲いてきました。

25 　かにはこんどはその木に向（む）かって毎日（まいにち）、
「早（はや）く実（み）がなれ、柿（かき）の木よ。
ならぬと、はさみでちょん切（ぎ）るぞ。」
　と言（い）いました。

คราวนี้ คราวนี้ปก็ูไปบอกกับตน้ไมท้กุวนัวา่

 “รบีๆออกผลเสยีนะ เจา้ตน้พลับพอเป็น

แบบนัน้เดีย๋วจะเอากรรไกรตัดให ้ก็จะเอา

กรรไกรตัด”

今度，今度かには毎日木に言いました。「早く実
を出てこい柿の木よ。なると鋏で切ってあげる鋏
で切るぞ。」

26
すると間（ま）もなく柿（かき）の木にはたくさん実（み）がなって、ずんずん赤（あか）くなりました。それを下からかには見

上（みあ）げて、

「うまそうだなあ。早（はや）く一つ食（た）べてみたい。」

พอ จากนัน้ไมน่าน เออ่ ตน้พลับก็มลีกู

ออกมาเยอะแยะ ลกูก็คอ่ยๆสแีดงขึน้เรือ่ยๆ 

(เงยีบอา่นสกัพัก) พอ เออ่ ปทูีม่องอยูต่รง

 ปทูีม่องขึน้ไปบนตน้พลับจากขา้งลา่งก็พดู

ขึน้มาวา่ “โอ น่ากนิจัง รบีๆ เออ่ มาใหฉั้น

กนิสกัชิน้นะ”

すると，しばらくあの柿の木はやっとたくさんの
実が出ました。実は段々赤くなりました。［暫く無
言で読む。］するとあのそこから見たかには下か
ら柿の木を見上げたカニは，「おー，うまそうに
早くあの一口食べさせて」と言いました。

27 　といって、手（て）をのばしましたが、背（せい）がひくくってとどきません。こんどは木の上に登（のぼ）ろうとしました
が、横（よこ）ばいですからいくら登（のぼ）っても登（のぼ）っても落（お）ちてしまいます。とうとうかにもあきらめて、それ
でも毎日（まいにち）、くやしそうに下からながめていました。

พอพดูแบบนัน้ ก็ ยดืมอืขึน้ไป แตว่า่ ตัว 

ตัวปอูะ่ เตีย้ ก็เลย เอือ้มไปไมถ่งึ ก็เลยคดิ

วา่น่าจะปีนขึน้ไปบนตน้ไม ้แตว่า่ (เงยีบอา่น

สกัพัก) เออ่  (เงยีบอา่นสกัพัก) เพราะวา่

มัน เพราะวา่ตน้ไมม้ันขึน้มาเป็นแนวตัง้ก็เลย

 ปีนขึน้ไปเทา่ไรก็ลม้ จนปเูริม่จะทอ้ (เงยีบ

อา่นสกัพัก) แลว้ก็บน่ดว้ยความเสยีใจทีอ่ยู่

ขา้ง แบบอยูข่า้งลา่งอยา่งนัน้ดว้ยแลว้ก็บน่

ดว้ยความเสยีใจ

言いますと，で，手を伸ばしたが，身，かにの身
は低いので，届きません。なので，木の上に登
ろうと思ってでも，［暫く無言で読む］あの，［暫く
無言で読む］だから木は立っていますから，いく
ら登っても落ちてしまいます。カニも諦めて［暫く
無言で読む］，悲しみを込めて文句ばかり言い
ました。下にいるままで悲しそうに文句を言いま
した。

28 　するとある日猿（さる）が来（き）て、鈴（すず）なりになっている柿（かき）を見上（みあ）げてよだれをたらしました。そし
てこんなにりっぱな実（み）がなるなら、おむすびと取（と）りかえっこをするのではなかったと思（おも）いました。それを
見（み）てかには、

ทันใดนัน้ ลงิก็มา すず　すずไมม่ันใจวา่

แปลวา่อะไร ก็เลยขอลองดหูน่อย (เปิด

พจนานุกรมญีปุ่่ นอังกฤษในมอืถอืหาค าวา่ 

鈴)　อา้ใช ่มันคอืกระดิง่ คอืจ าไดว้า่มัน

เป็นกระดิง่แตไ่มม่ั่นใจ ก็เลย บอกวา่ก็มาก

ดกริง่ด ูแลว้ก็  (เงยีบอา่นสกัพัก) ก็พอก

ดกริง่แลว้ก็หันไปดตูน้ ขึน้ไปดทูีต่น้ลกูพลับ

 ตน้พลับ แลว้ก็  พดูวา่ "โห ออกลกูมา

เยอะขนาดนี้ (เงยีบอา่นสกัพัก) ไมค่ดิเลย 

ไมค่ดิเลยวา่ มันจะเทยีบไมไ่ดก้ับ ไอむすび

เลยอะ่” แบบออกลกูมาเยอะมากๆ แบบ

むすびน่าจะมแีคล่กูเดยีวอะไรอยา่งนี้

すると猿が来ました。「鈴」，「鈴」は何か自信あ
りませんので，ちょっと見てみます。［携帯の日
英辞書を使って「鈴」を検索する。］あ，そうこれ
は「鈴」，「鈴」と思ったけど自信ありません，の
で，［猿は］鈴をなってみてそれから［暫く無言で
読む］，鈴をなって木に向いてみて柿の木に見
上げて，柿の木，それから，「ほーこんなに実が
沢山出るんだ［暫く無言で読む］，思わなかっ
た，あのむすびと全く比べられないと全然思いま
せんでした。たくさんたくさん実が出た」と言いま
した。で，むすびは一つだけだった感じです。

[辞書の画面をカメラで撮影する。]

29 「猿（さる）さん、ながめていないで、登（のぼ）って取（と）ってくれないか。お礼（れい）には柿（かき）を少（すこ）し上（あ）
げるよ。」
　と言（い）いました。

แลว้พอมองแบบนัน้ พอมองแบบนัน้ เออ่ ปู

ก็บอกวา่ “คณุลงิ อยา่เอาแตด่สู ิหยบิให ้

หยบิมาใหห้น่อย เออ่ เดีย๋วเราจะให ้ลกู

พลับ เป็น เออ่ เป็นของขอบคณุใหด้ว้ยนะ”

で，そうみると，そうみるとあのかには，「猿さ
ん，見るだけにしないで取って取ってきてくれ，
あの，あげる，柿，あのお礼として［柿をあげる
から］ね」と言いました。

30 猿（さる）は、
「しめた。」

พอพดูแบบนัน้ ลงิก็บอกวา่ しめた เออ่

しめたปกตทิีเ่จอคอื เป็น มัน คอืรูจั้กแค่

แบบ ในแบบ ปิดประตอูะไรอยา่งนี้น่ะคะ่ ก็

เลยจะหาด ูเผือ่มคีวามหมายอืน่ (เปิด

พจนานุกรมญีปุ่่ นอังกฤษในมอืถอืหาค าวา่ 

しめた) เออ่ มหีลายความหมายมาก 

(หัวเราะ)　มหีลายความหมายมาก ไมรู่ว้า่

เป็นしめไหน มปิีด มที าใหเ้ปียก มจัีบจอง

 มผีกู ก็น่าจะแบบวา่ ก็เดีย๋ว (เงยีบอา่นสกั

พัก) ก็น่าจะแปลวา่ท าให ้

そう言いますと猿は言いました。しめた，あの，し
めた，今まで合ったのは，である，それはそれだ
け知っている，それ，扉を閉めた感じです。の
で，他の意味があるかどうか調べてみます。［携
帯の日英辞書を使って「しめた」を検索する。］
えーと，たくさん意味があるんですね［笑う］。意
味がたくさんです。どの「しめ」かもわからないし
閉める湿る占める締めるうーんこうでしょうで，
［暫く無言で読む。］今，してあげることでしょう。

 [辞書の画面をカメラで撮影する。]

31 　と言（い）わないばかりの顔（かお）をして、 อะไรนะคะ ก็ แลว้ก็ไมไ่ดเ้อาแตพ่ดู แบบ 

ไมไ่ดท้ าหนา้แบบเอาแตพ่ดูดว้ย

なんでしょう，で，言うだけではなく，あの，ただ
言う顔ではない感じです。

32 「よしよし、取（と）って上（あ）げるから待（ま）っておいで。」 แลว้ก็พดูวา่ “โอเค เดีย๋วจะไปหยบิ เดีย๋ว

จะไปหยบิมาให ้รอตรงนี้นะ”

それで言いました。「オッケー取って取ってあげ
るからここで待ってて！」

33 　と言（い）いながら、するする木の上に登（のぼ）っていきました。そして枝（えだ）と枝（えだ）との間（あいだ）にゆっくり
腰（こし）をかけて、まず一つ、うまそうな赤（あか）い柿（かき）をもいで、わざと、「どうもおいしい柿（かき）だ。」と言（い）
い言（い）い、むしゃむしゃ食（た）べはじめました。かにはうらやましそうに下でながめていましたが、

ระหวา่งทีพ่ดูก็ คอ่ยๆปีนไปบนตน้ไม ้

หลังจากนัน้ก็ เออ่ น่ังอยูร่ะหวา่ง กิง่ไมก้ับ

กิง่ไมห้นึง่ (เงยีบอา่นสกัพัก) กอ่นอืน่ก็ ชิน้

หนึง่ก็คอื เออ่ ก็หยบิลกูพลับสแีดงทีน่่ากนิ

อันหนึง่ ทันใดนัน้ก็บอกวา่ “โอ ่ขอบคณุ

ส าหรับลกูพลับทีอ่รอ่ยนะ” แลว้ก็พดูไป

เรือ่ยๆ แลว้ก็กนิ คอ่ยๆกนิไปเรือ่ยๆ  ปก็ูท า

ไดแ้ค ่มองอยา่งน่าเอร็ดอรอ่ยอยูข่า้งลา่ง

言う間に，ゆっくりと木に登り，それから，あの，
ある枝と枝の間に座り，［暫く無言で読む。］まず
は，ーつをあの美味しそうな赤い赤い柿の実を
取りました。すると「おー，美味し柿，ありがと
う！」と言って，言い続けて，食べます。ゆっくり
食べて来て，かには美味しそうにしたから見るこ
とにしかできませんでした。

34 「おい、おい、自分（じぶん）ばかり食（た）べないで、早（はや）くここへもほうっておくれよ。」
　と言（い）いますと、猿（さる）は、「よし、よし。」と言（い）いながら、

แลว้แบบ เออ่ ก็บอกวา่ “เอย้ๆ อยา่เอา

แตก่นิของ เอาแตก่นิของตัวเองส ิรบีๆเอามา

ใหต้รงนี้บา้ง” ระหวา่งทีพ่ดูแบบนัน้ ลงิก็ 

“โอเค ได ้ๆ ”

であの［かには］，「おいおい，食べてばかり自分
の分を食べてばかりしないでよ早くこっちにもっ
て！」と言いました。すると猿は「オッケー，よし
よし」。

35
　と言（い）いますと、猿（さる）は、「よし、よし。」と言（い）いながら、わざと青（あお）い柿（かき）をもいでほうり出（だ）し

ました。

ระหวา่งทีพ่ดูอยา่งนัน้ก็ (เงยีบอา่นสกัพัก) ก็

ระหวา่งนัน้ก็หยบิ ผล ผลพลับทีย่ังเขยีว ยัง

ไมส่กุอยู ่แลว้ก็โยนลงไปขา้งลา่ง คอืความ

จรงิほうりだしましたแปลวา่อะไรไมช่วัร ์

แตว่า่เดาวา่ ก็เป็นการสง่ใหป้ก็ูคอืลงไป

ขา้งลา่งอยูด่ ี

と言いますと，［暫く無言で読む］すると取って実
まだ緑のままの柿をまだ熟していないものを
取って下に放り出しました。実は，「放り出しまし
た」は何か自信ないが，でも言ってみますとかに
に渡すこと。因みに，下に下ろすことでしょう。



36 かにはあわてて拾（ひろ）って食（た）べてみますと、それはしぶくって口がまがりそうでした。かにが、 แลว้ก็ พอปลูองหยบิไปกนิ ก็บอก ก็รูส้กึวา่ 

しぶくってくちがまがりそうでした　ตรงนี้ไม่

ชวัรว์า่จะแปลวา่อะไร แตเ่พราะวา่ลกูพลับ

เขยีวก็เลยเดาวา่รสชาตมิันน่าจะแบบ เฝ่ือน 

ฝาด อะไรอยา่งนี้อยูแ่ลว้

そして，かには取って食べてみると「しぶくってく
ちがまがりそうでした」と感じました。ここ，どうい
う意味か自信がありませんが，柿は緑色ですか
ら，味は，渋い，苦い，こんな感じと思います。

37
「これこれ、こんなしぶいのはだめだよ。もっとあまいのをおくれよ。」 ก็บอกวา่ “นี่ๆ อันทีม่ันยังแบบ ไม ่อันที่

มันยังดบิอยา่งนี้ ไมเ่อา อยากเอาอันที่

หวานๆ เอาอันทีห่วานๆใหห้น่อยส”ิ

で［かには］，「ほら，あんなじゃないこんなまだ
熟していないものはいらない甘いのがほしい甘
いのを取って頂戴！」と言いました。

38
　と言（い）いますと、猿（さる）は「よし、よし。」と言（い）いながら、もっと青（あお）いのをもいで、ほうりました。かにが、 พอพดูแบบนัน้ ลงิก็ ก็ยังเอาอันทีย่ังเขยีวให ้

อยู ่เอาไปใหปู้

と言いますと，猿はまだ緑の柿を取ってかにに
渡します。

39 「こんどもやっぱりしぶくってだめだ。ほんとうにあまいのをおくれよ。」 (เงยีบอา่นสกัพัก) นี่ รอบ ปก็ูบอกวา่ “นี่ 

รอบนี้ก็ยังดบิอยูน่ะ ไมเ่อา จะเอาอันที ่เอา

อันทีห่วานๆ”

［暫く無言で読む。］「おい，今」「おい今回もまだ
渋いよいらないそれがいる甘いのが要るよ」とか
には言いました。

40 　と言（い）いますと、猿（さる）はうるさそうに、
「よし、そんならこれをやる。」

พอพดูแบบนัน้ ลงิก็บอก ลงิทีเ่ร ิม่ร าคาญ

แลว้ก็บอกวา่ “ได ้งัน้เอาอันนี้ไป”

と言いますと猿はイライラになった猿は，「よし，
そんならこれ取って」と言いました。

41 　と言（い）いながら、いちばん青（あお）い硬（かた）いのをもいで、あおむいて待（ま）っているかにの頭（あたま）をめが
けて力（ちから）いっぱい投（な）げつけますと、かには、「あっ。」と言（い）ったなり、ひどく甲羅（こうら）をうたれて、目を
まわして、死（し）んでしまいました。

พอพดูแบบนัน้ก็เลยหยบิ ลกูที ่ยัง เขยีว

และแข็งทีส่ดุให ้ลง ปาลงเต็มแรงทีก่ลาง

หัวของป ูปก็ูพดู “อะ๊” พดูอะ๊ก็คอืเป็นค า

อทุานวา่เจ็บ  

といったなり、ひどくこうらをうたれて
　こうらคอือะไรไมรู่ ้ก็เลยจะด ู　(เปิด

พจนานุกรมญีปุ่่ นอังกฤษในมอืถอืหาค าวา่ 

甲羅) ออ๋ こうら คอืเปลอืก 　うたれて

 ก็ ไมรู่ ้ก็เลยด ูน่าจะเป็น うたれる (เปิด

พจนานุกรมญีปุ่่ นอังกฤษในมอืถอืหาค าวา่ 

うたれる)  ออ๋ ก็คอืโดนเขา้ทีเ่ปลอืกเต็มๆ

 แลว้ตาก็หมนุแลว้หมนุ แลว้ก็ตายอยูต่รงนัน้

 ห ึแสดงวา่โดนแรงมาก (หัวเราะ)

と言いますと，取って実まだみどりで一番固いの
を取ってかにの頭の真ん中で力いっぱい投げま
した。かには「あ！」と言いました。あ！というの
は「痛い！」とのことでしょう。「といったなり，ひ
どくこうらをうたれてこうら」は何かわからないの
で，調べます。［携帯の日英辞書を使って「甲
羅」を検索する。］なるほど，甲羅は甲羅です。
「うたれて」もわからないので，調べます。「うた
れる」とのことでしょう。［携帯の日英辞書を使っ
て「うたれる」を検索する。］なるほど，ひどく甲羅
に打たれて，目を回し，回して，そこで死んでし
まいました。うん，ひどく打たれたようですね［笑
う］。

[辞書の画面をカメラで撮影する。]

42 猿（さる）は、「ざまをみろ。」と言（い）いながら、  ลงิก็บอกวา่ “สมน ้าหนา้” 猿は，「ざまあみろ。」と言いました。

43 こんどこそあまい柿（かき）を一人（ひとり）じめにして、おなかのやぶれるほどたくさん食（た）べて、その上両手（りょう
て）にかかえきれないほど持（も）って、あとをも見（み）ずにどんどん逃（に）げて行（い）ってしまいました。

(เงยีบอา่นสกัพัก) ประโยคยาวจัง (หัวเราะ) 

ออื ก็คอืพอครัง้นี้ก็เลย เลยไดก้นิแตล่กูพลับ

ทีห่วานอยูค่นเดยีวไปเรือ่ยๆ พอ กนิมากจน

ขนาดนกึวา่ทอ้งจะแตกแลว้ ก็เลย (เงยีบอา่น

สกัพัก) ตรงนี้แปลไมอ่อกวา่ ใชส้องมอืท า

อะไรแตก็่ ก็เดาวา่ น่าจะใชเ้ป็นการ เออ่ 

かかえきれない ไมรู่แ้ปลวา่อะไร และคดิวา่

หาดคิไปก็ไมน่่าจะเจอ เพราะวา่เป็นค า อมื 

เป็นverb 2 ตัวมาชนกัน แตก็่ ก็จะลองด ู(เปิด

พจนานุกรมญีปุ่่ นอังกฤษในมอืถอืหาค าวา่ 

かかえきれない แตก็่ไมไ่ดผ้ลลัพท)์ อยา่งที่

คดิวา่ไมข่ ึน้คะ่ (หัวเราะ) แตก็่คดิวา่ เห็นจาก

ประโยคสดุทา้ยทีบ่อกวา่ก็ ก็คอ่ยๆ หนีกลับ 

หนีหายไป ก็ ก็คงอยูใ่นสภาพทีว่า่น่าจะคอ่ยๆ

 น่าจะคอ่ยๆพยงุตัวเองไป

［暫く無言で読む。］長い文ですね［笑う］。うん，
で今回は一人で甘い柿を食べ続けするとお腹
が壊れるほどたくさん食べました。で，［暫く無言
で読む］ここは両手を使って何をするか訳せま
せん。でも言ってみます，使ってでしょう，あの
「かかえきれない」意味は分かりません。辞書で
探してもなさそうです。なぜなら単語であるあの
2つの動詞を合わせるものでも［探し］してみま
す。［携帯の日英辞書を使って「かかえきれな
い」を検索するが結果はなかった。］やっぱり出
ません［笑う］。でも思うに「こっそり逃げて逃げ
てしまった」最後の文を見て，［猿は］［自分が重
いから］ゆっくりと逃げていく状況でしょう。

44 　猿（さる）が行ってしまったあとへ、そのときちょうど裏（うら）の小川（おがわ）へ友（とも）だちと遊（あそ）びに行ってい
た子がにが帰（かえ）って来（き）ました。

(เงยีบอา่นสกัพัก) ก็ พอ หลังจากทีล่งิไป

แลว้ เวลานัน้ (เงยีบอา่นสกัพัก) ลกูๆของ

ปทูีเ่พิง่กลับมาจากไปเลน่แถวๆแมน่ ้า ก็กลับ

 ก็มา

［暫く無言で読む。］で，すると猿が帰った後その
時，［暫く無言で読む］川あたりから遊びに帰っ
てきたばかりのカニの子たちは帰ってきました。

45 見（み）ると柿（かき）の木の下に親（おや）がにが甲羅（こうら）をくだかれて死（し）んでいます。子がにはびっくりしてお
いおい泣（な）き出（だ）しました。

พอเห็น พอเห็นใตต้น้พลับ ก็เห็นวา่ เออ่

...อา่ พอ่หรอืไมก็่ไมรู่ ้ก็ ก็ (หัวเราะ) ก็รู ้

วา่แคเ่ป็นป ู(หัวเราะ) พอ่หรอืแมก็่ไมรู่ ้

แบบ เออ กระดอง กระดองแตก น่าจะ

แตกくだかれてแลว้ก็ ตายอยูต่รงนัน้ เด็ก

ก็ ลกูปก็ูตกใจมาก แลว้ก็รอ้ง แลว้ก็รอ้งไห ้

ออกมา

見ると，柿の木に見ると，見えた，あの，えーと，
父か母かわかりません，あの，えーと，甲羅，甲
羅が割れた，割れたでしょう，くだかれて，そして
そこで死にました。子はカニの子は大変びっくり
しました。で，泣いて，泣き出してしまいました。

46 泣（な）きながら、「いったいだれがこんなひどいことをしたのだろう。」と思（おも）ってよく見（み）ますと、 ระหวา่งทีร่อ้งไหก็้บอกวา่ “ใครกันนะ ที่

เป็นคนท าเรือ่งทีเ่ลวรา้ยขนาดนี้ได ้” พอ

มอง พอคดิไดแ้บบนัน้ ก็มองดดูีๆ  ก็

泣いているうちに，「誰かこんなひどいことをし
て」見ると，そう考えると，よく見ますと

47 さっきまであれほどみごとになっていた柿（かき）がきれいになくなって、青（あお）い青（あお）いしぶ柿（がき）ばかりが
残（のこ）っていました。

 (เงยีบอา่นสกัพัก) จนถงึเมือ่กี ้(เสยีงพลกิ

หนา้กระดาษ) ก็เห็นวา่ เออ จนถงึเมือ่กี ้

ตน้พลับอะ่ยังสวย ยังสวยอยูเ่ลย แตต่อนนี้

อะ่เหลอืแต ่เหลอืแต ่เออ่ ลกูพลับทีม่ันยัง

เขยีวๆ ก็คอื คดิวา่ตอนแรกทีบ่อกวา่สวยก็

คอืตอนแรกลกูพลับเป็นสแีดงเต็มตน้ แต่

ตอนนี้เหลอืแตล่กูพลับสเีขยีวแลว้

［暫く無言で読む。］先まで［ページを開く音］見
ました。あの先まで，柿の木はまだきれい，まだ
きれいのままでした。でも今は，しか，しか残ら
ない，あのまだ緑のままの柿［しか残りませ
ん］。というのは，最初きれいと言われたのは，
赤い柿の実がいっぱいあったと思います。でも，
今は緑のしかありません。

48 「じゃあ、猿（さる）のやつが殺（ころ）して、柿（かき）を取（と）っていったのだな。」 ก็เลยบอกวา่ “งัน้ คงตอ้งไปฆา่ลงิ แลว้ก็

(เงยีบอา่นสกัพัก) คอ่ยไปหยบิลกูพลับละ่นะ

なので言いました。「じゃ，猿を殺すしかない，そ
して［暫く無言で読む］，柿の実を取るんだね」



49 　とかにはくやしがって、またおいおい泣（な）き出（だ）しました。 (เงยีบอา่นสกัพัก) แตทั่ง้ๆทีพ่ดูอะไรแบบ

นัน้ก็ยังรอ้งไหด้ว้ยความขมขืน่

［暫く無言で読む。］でも，そんなことを言ったの
にも関わらず，悲しんで泣きました。

50 なぜ猿がやったとわかるのですか。

51 คอืถา้ใหเ้ดาก็คง ถา้ใหเ้ดาก็คงคดิวา่ไมม่ี

ทางทีแ่บบ ปหูรอืใครจะแบบ วิง่ข ึน้ไปได ้

แบบปีนขึน้ไปบนตน้พลับไดน้อกจากลงิ

言っていますと，言ってみますと，する方がない
かには上に登る方がない猿以外に登れる［方法
がない］。

52 　するとそこへ栗（くり）がぽんとはねて来（き）て、 くり คอือะไรไมรู่ ้ก็เลยเปิดด ู(เปิด

พจนานุกรมญีปุ่่ นอังกฤษในมอืถอืหาค าวา่ 

栗) ก็ในนี้บอกวา่เป็น Japanese chestnut

 ก็น่าจะเป็นเกาลัดญีปุ่่ น (หัวเราะ) (เงยีบ

อา่นสกัพัก) อมืぽんと　ぽんとคอือะไรก็

ไมรู่ ้ยังงงๆอยูเ่ลยวา่ชว่งตอนนี้เจอใครอยู ่

ぽんとはねてきて ก็ตรงนี้ ใหเ้ดาก็คอื

น่าจะมสีกัคนมาเห็น

「くり」は何かわかりませんので，調べてみます。
［携帯の日英辞書を使って「栗」を検索する。］こ
こはJapaneseChestnutと書かれました。なの
で，日本の栗かな［笑う］。［暫く無言で読む。］
うーん，「ぼんと」，「ぼんと」は何かわかりませ
ん。ここ，誰にあったか，まだよくわかりません。
「ぼんとはねてきて」でここは，言ってみますと，
だれかに見られて，

[辞書の画面をカメラで撮影する。] 
［英語で表示されたもののみ英語での発話］

53 「かにさん、かにさん、なぜ泣（な）くの。」と聞（き）きました。 ก็คอืบอกวา่ “คณุป ูคณุป ูท าไมถงึ

รอ้งไห”้

で，「かにさん，かにさん，なんで泣くの？」と言
いました。

54 子がには、猿（さる）が親（おや）がにを殺（ころ）したから、かたきを討（う）ちたいと言（い）いますと、栗（くり）は、 พอถามแบบนัน้ ลกูปก็ูบอกวา่ “ลงิฆา่พอ่

แม ่ลงิฆา่พอ่แมข่องตน” 

かたきをうちたいไมรู่ ้かたきคอือะไร ก็

เลยด ู(เปิดพจนานุกรมญีปุ่่ นอังกฤษในมอื

ถอืหาค าวา่ 敵) แตใ่หเ้ดาก็น่าจะแบบ 

แถวๆ แกแ้คน้อะไรอยา่งนี้อะ่คะ่ อา่ ใช ่

かたきをうちたいแปลวา่อยากแกแ้คน้ 

くりはคอืเมือ่กี ้くりทีแ่ปล มันแปลวา่จะ

เป็น chestnut ก็จรงิ แตว่า่ มันก็มทีีเ่ออ่ 

คลา้ยๆกัน ทีแ่ปลวา่りすทีแ่บบเป็นคันจ ิก็

คอื りすของกระรอกไดด้ว้ย เราก็ยังไมฟั่น

ธง แตก็่จะเดาวา่มันคอืสกัตัวทีม่าคยุกับปู

そう聞かれて子かには「猿は親を殺した，猿は
私の親を殺したの」と言いました。「かたきをうち
たい」，敵は何かわかりませんので，調べます。
［携帯の日英辞書を使って「敵」を検索する。］で
も言ってみたらそれでしょう，だいたい「かたきを
うつ」って感じです。あーそうです，「かたきをうち
たい」は敵を打ちたいという意味，「くり」は因み
に，先，「くり」の意味は確かにchestnutでした
が，あの似ているようなものもあります。りすの
別の漢字の意味，因みに，栗鼠のりすという意
味もあります。はっきりしないようにしましょう。か
にと話したなにかのものと考えてみます。

[辞書の画面をカメラで撮影する。]
［英語で表示されたもののみ英語での発話］

55 「にくい猿（さる）だ。よしよし、おじさんがかたきをとってやるから、お泣（な）きでない。」と言（い）いました。  (เงยีบอา่นสกัพัก) แลว้ก็บอกวา่ 

にくいさるだ ซึง่ เออ่ (เงยีบอา่นสกัพัก)

  ไมเ่คยเห็นにくいที ่ทีแ่ปลอยา่งอืน่ 

นอกจากแปลวา่ไมถ่นัด แตก็่น่าจะเป็น

ความหมายทีไ่มด่ ีเออ่ ก็แบบวา่ เป็นลงิที่

ไมด่ ีนะ เออ่ “ไมเ่ป็นไร เดีย๋วคณุลงุคน

นี้” คณุลงุคนนี้ก็เดาวา่น่าจะเป็นแบบくり 

(หัวเราะ) ก็ かたก็บอกวา่ “จะไปแกแ้คน้

ให ้ไมต่อ้งรอ้งไหน้ะ”

［暫く無言で読む。］そして「にくいさるだ」と言い
ました。で，あの，［暫く無言で読む］「にくい」の
「得意じゃない」という他の意味を見たことがあり
ません。でもよくない意味でしょうね。あの「大丈
夫このおじｚんは」このおじさんのことは栗さんだ
と考えてみます［笑う］。で，かた，「敵をとってあ
げるから泣かないでね」と言いました。

56 それでも子がには泣（な）いていますと、こんどは蜂（はち）がぶんとうなって来（き）て、
「かにさん、かにさん、なぜ泣（な）くの。」と聞（き）きました。

แลว้ก็ แตห่ลังจากนัน้เด็กก็ยังรอ้งไหต้อ่ 

คราวนี้ก็จะผึง้มาถามวา่ “คณุป ูคณุป ู

ท าไมถงึรอ้งไห”้

それから，でもその後，子はまだ泣き続けます。
今度ハチが尋ねに来ました。「かにさんかにさん
なんで泣くの？」

57 　子がには猿（さる）が親（おや）がにを殺（ころ）したから、かたきを討（う）ちたいと言（い）いました。すると蜂（はち）も、
「にくい猿（さる）だ。よしよし、おじさんがかたきをとってやるから、お泣（な）きでない。」と言（い）いました。

 ปก็ูพดูเหมอืนเดมิเลยวา่ เออ่ พอ่แมโ่ดน

ลงิฆา่ เออ่ อยากแกแ้คน้ ทันใดนัน้ ผึง้ก็พดู

เหมอืน พดูเหมอืนくりเลย บอกวา่ “เป็น

ลงิทีไ่มด่นีะ เดีย๋วคณุลงุจะไปแกแ้คน้ใหเ้อง

 ไมต่อ้งรอ้งไห”้

カニは同じことを言いました。あの，両親は猿に
殺されあの敵をうちたい。するとハチは同じこと
を言いました。くりと同じことを言いました。「にく
いさるだね。おじさんは敵をとってあげるから，
泣かないでね」と言いました。

58 　それでも子がにがまだ泣（な）いていますと、こんどは昆布（こんぶ）がのろのろすべって来（き）て、 (เงยีบอา่นสกัพัก)  แลว้เด็กก็ยังรอ้งไหอ้กี 

(หัวเราะ) ครัง้นี้ไปเจอこんぶ　こんぶเป็น

ค าทีคุ่น้มาก แตจ่ าไมอ่อก จ าไมไ่ดว้า่

แปลวา่อะไร เคยเรยีนแลว้ แตล่มื (หัวเราะ)

   (เปิดพจนานุกรมญีปุ่่ นอังกฤษในมอืถอื

หาค าวา่ 昆布) โอเค คอืในนี้มันขึน้มาก็ 

ไมไ่ดช้ว่ยอยูด่ ีเพราะเหมอืนเป็นชือ่พชือกี

แลว้ ก็ เราก็จะขอทับศัพทไ์ปวา่มันก็คอื

こんぶ (หัวเราะ) ก็มาเห็น

［暫く無言で読む。］で，子はまだ泣いている［笑
う］。今度は昆布に会いました。昆布は馴染みが
ある，でも，覚えていません。何という意味か覚
えていません。勉強したことあるが忘れました
［笑う］。［携帯の日英辞書を使って「昆布」を検
索する。］おけー，ここは意味がでたとしても役
に立たない，また，植物の名前みたいなものが
出てきます。じゃ，そのまま昆布を使いましょう
［笑う］。で，見かけてきました。

59 「かにさん、かにさん、なぜ泣（な）くの。」と聞（き）きました。 แลว้ก็ถามวา่ “คณุป ูคณุป ูท าไมรอ้งไห”้ そして，「かにさんかにさんなんで泣くの？」と聞
きました。

60 　子がには猿（さる）が親（おや）がにを殺（ころ）したから、かたきを討（う）ちたいと言（い）いました。すると昆布（こんぶ）
も、
「にくい猿（さる）だ。よしよし、おじさんがかたきをとってやるから、お泣（な）きでない。」と言（い）いました。

ปก็ูพดูเหมอืนเดมิเดะ๊ เหมอืนเอา กับ

ประโยคมา copy แลว้ paste (หัวเราะ) 

พดูเหมอืนเดมิวา่ “เออ อยากฆา่” แบบ

 “ลงิมันฆา่พอ่แมก็่เลยอยากไปแกแ้คน้”

 こんぶก็พดูเหมอืน (หัวเราะ) พดูเหมอืน

ผึง้ พดูเหมอืนくりเลยวา่ “เดีย๋วลงุจะไป

แกแ้คน้ใหเ้อง ไมต่อ้งรอ้งไห”้ (หัวเราะ) 

ดทูา่จะเหมาพรรคพวกกันมาเยอะเลยคะ่ 

(หัวเราะ)

かには全く同じことを言いました。文を取ってコ
ピーアンドペーストみたい［笑う］。変わらずに「う
ん，殺したい」あの「猿は両親を殺したので，敵
を打ちたい」と言いました。昆布も同じ［笑う］，ハ
チと同じ，くりと同じように言いました。「おじさん
は敵を取ってあげるから，泣かないで」［笑う］。
たくさん仲間ができたみたいです［笑う］。



61 　それでも子がにがまだ泣（な）いていますと、こんどは臼（うす）がころころころがって来（き）て、 ก็หลังจากนัน้ ป ูเด็กก็ยังรอ้งไหต้อ่ 

(หัวเราะ) แลว้ทนีี้ก็จะ うす　うすก็ไมรู่ ้

คอือะไร ก็หา ตอ่อะ่ (เปิดพจนานุกรมญีปุ่่ น

อังกฤษในมอืถอืหาค าวา่ 臼) うす แปลวา่

 millstone หรอื mortar ก็ยังไมรู่อ้ยูด่ ีก็

เปิดหาในดคิอังกฤษตอ่ (เปิดพจนานุกรม

อังกฤษไทยในมอืถอืหาค าวา่ millstone)  

millstone ในนี้มันแปลเหมอืนประมาณสากห

รอืครก ซึง่มันก็ไมใ่ชอ่ยูด่ ีแลว้ก็ ไมรู่ ้

เหมอืนกัน หรอือาจจะเป็นสากหรอืครกจรงิๆ

ก็ได ้แตเ่ราก็ ทับศัพทไ์ปอยูด่วีา่คอืうす

แลว้กัน

で，その後かに子はまだ泣き続ける［笑う］。そ
れでは「うす」，「うす」は何かわかりません。で，
探します。［携帯の日英辞書を使って「臼」を検
索する。］「うす」の意味はmillstoneあるいは
mortarです。まだわからないので，英語の辞書
で調べます。［携帯の英タイ辞書を使って
「millstone」を検索する。］millstoneここの意味は
臼で違うでしょう，それからわかりません。確か
に臼なのかもしれません。でも私は，意味をわ
からないまま「うす」を使います。

 [辞書の画面をカメラで撮影する。] 
［英語で表示されたもののみ英語での発話］

62 「かにさん、かにさん、なぜ泣（な）くの。」と聞（き）きました。
子がには猿（さる）が親（おや）がにを殺（ころ）したから、かたきを討（う）ちたいと言（い）いました。すると臼（うす）も、
「にくい猿（さる）だ。よしよし、おじさんがかたきをとってやるから、お泣（な）きでない。」と言（い）いました。

ถามประโยคเดมิเลยวา่ “ป ูป ูเป็นอะไร

หรอื” (หัวเราะ) “ลงิโดนพอ่แมฆ่า่ 

อยากจะไปแกแ้คน้” (ทีถ่กูคอื พอ่แมโ่ดน

ลงิฆา่) “ลงิแยเ่นอะ เดีย๋วลงุไปแกแ้คน้ให ้

เอง ไมต่อ้งรอ้งไหน้ะ” (หัวเราะ)

前と同じ質問です。「かにかに，どうしました？」
［笑う］。「猿は親を殺した敵をうちたい。」［「読む
素材」では「猿が親がにを殺したから、かたきを
討ちたい」と言っている。］「にくいさるだね。おじ
さんは敵を取ってあげるから泣かないでね。」
［笑う］。

63 子がにはこれですっかり泣（な）きやみました。栗（くり）と蜂（はち）と昆布（こんぶ）と臼（うす）とは、みんなよって、かた
き討（う）ちの相談（そうだん）をはじめました。

อา่ อะ่ แลว้ทตีอนนี้ก็ เออ่ ก็ หยดุรอ้งไห ้

แลว้ แลว้ทัง้くりทัง้ผึง้ ทัง้こんぶแลว้ก็ 

うすก็ ไปแก ้ก็เริม่ ปรกึษา คยุกัน เรือ่งจะ

ไปแกแ้คน้กันยังไง (หัวเราะ)

あーあ，で，今はあの，で，泣き止みました。で，
くりもハチも昆布も，さらにうすもどうやって敵を
うつか話し合い相談し始めました［笑う］。

64 　相談（そうだん）がやっとまとまると、臼（うす）と昆布（こんぶ）と蜂（はち）と栗（くり）は、子がにを連（つ）れて猿（さる）
のうちへ出かけて行きました。

พอปรกึษากันเสร็จうすこんぶผึง้แลว้ก็くり

ก็บอกวา่ เออ่ (เงยีบอา่นสกัพัก) ใหพ้าลกูปู

ไปทีบ่า้นของลงิ (เงยีบอา่นสกัพัก)

相談し終わったら，うす，昆布，ハチ，そして栗
は言いました。あの，［暫く無言で読む］子かにを
連れて猿の家に行きます。［暫く無言で読む。］

65 猿（さる）はたんと柿（かき）を食（た）べて、おなかがくちくなって、おなかこなしに山へでも遊（あそ）びに行ったとみえ
て、うちにはいませんでした。

เพราะวา่ เออ่ ลงิคงกนิลกูพลับไปแลว้ ก็ 

(เงยีบอา่นสกัพัก) おなかがくちくなって อัน

นี้ไมช่วัรว์า่แปลวา่อะไรแตก็่ขา้มไปกอ่น (อา่น

เนื้อเรือ่งเป็นภาษาญีปุ่่ น) ก็คอืเดาวา่หลังจาก

กนิไปแลว้น่าจะเกดิอะไรสกัอยา่งขึน้กับทอ้ง

ของลงิ ก็เลย ก็เลยตอนนี ้ไมไ่ดอ้ยูท่ีบ่า้น

なぜなら，あの猿は柿を食べると，で，［暫く無
言で読む］おなかがくちくなって，でしょう。ここは
どういう意味かわかりませんが，飛ばします。
［暫く日本語で読む。］で言ってみますと，食べた
後に，猿のお腹になにか起きたので，ので，今
は家にいないでしょう。

66 「ちょうどいい。この間（あいだ）にみんなでうちの中にかくれて待（ま）っていよう。」 (เงยีบอา่นสกัพัก) ก็เลยบอก “เออจังหวะ

ด ีระหวา่งนี้ทกุคนก็เขา้ไปหลบ รออยูใ่น

บา้นกันเถอะ”

［暫く無言で読む。］なので，「うん，いいタイミン
グ，そのうち皆さんは家の中で隠して待ちましょ
う」と言いました。

67 　と臼（うす）が言（い）いますと、みんなはさんせいして、いちばんに栗（くり）が、
「わたしはここにかくれよう。」
と言（い）って、炉（ろ）の灰（はい）の中にもぐり込（こ）みました。

うすก็พดูแบบนัน้ ทกุคนก็เห็นดว้ย くりก็

บอกวา่ “งัน้ฉันจะหลบตรงนี้นะ” 

ろのはい　ろのはいคอืไมช่วัรว์า่แปลวา่

อะไร เดาวา่ เดาวา่น่าจะเป็นเตาผงิเพราะวา่

มันมสีญัลักษณ์ไฟอยู ่แลว้ก็จ าไดว้า่ はい

มันเป็นเกีย่วกับควนั

うすはこう言いました。皆も賛成します。栗は
「じゃ，私はここで隠すね」と言いました。「ろのは
い」，「炉のはい」は何と訳すか分かりません。
言ってみますと，言ってみますと炉のはいでしょ
う，火の漢字があるからです。そして，「はい」は
灰みたいな意味ですと覚えています。

68
「わたしはここだよ。」

　と言（い）いながら、蜂（はち）は水がめの陰（かげ）にかくれました。

แลว้ก็บอกวา่ “ฉันอยูท่ี ่ฉันอยูท่ีน่ี่นะ” เออ่ ผึง้

ก็บอกみずがめみずがめคอือะไรไมรู่ ้ก็เลย

ลองหาด ู(เปิดพจนานุกรมญีปุ่่ นอังกฤษในมอื

ถอืหาค าวา่ 水がめ) เกีย่วสกัอยา่งเกีย่วกับน ้า

 แตว่า่ก็ ไมรู่อ้ยูด่วีา่みずがめคอือะไร ออ๋ คอื

เหยอืกน ้า ก็ซอ่นไวท้ีเ่หยอืกน ้า

そして，あの，ハチは言いました。「私はここ。私
はここよ。」「みずかめ」，「みずかめ」は何かわ
かりませんので，調べてみます。［携帯の日英
辞書を使って「水かめ」を検索する。］何か水と
関係あるもの，でも「水かめ」は何かまだわかり
ません。なるほど，水かめです，水かめに隠しま
した。

69 「わたしはここさ。」
　と、昆布（こんぶ）は敷居（しきい）の上に長々（ながなが）と寝（ね）そべりました。

แลว้こんぶ　こんぶก็บอกวา่ “งัน้ฉันอยู่

ทีน่ี่นะ” しきいคอือะไรก็ไมรู่ ้ก็หาดคิ 

(หัวเราะ) (เปิดพจนานุกรมญีปุ่่ นอังกฤษใน

มอืถอืหาค าวา่ 敷居) อันนี้ภาษาอังกฤษ ยัง

ไมรู่อ้ยูด่วีา่แปลวา่อะไรก็เลย ไปหาดคิ

อังกฤษ (เปิดพจนานุกรมอังกฤษไทยในมอื

ถอืหาค าวา่ threshold) ออ๋ แปลวา่ตรง

ธรณีประต ูก็คอืแถวๆตรงทางเขา้ประตคูะ่

そして，昆布，昆布は言いました。「じゃ，私はこ
こにいるね。」「敷居」は何か分かりません。で，
辞書で探します［笑う］。［携帯の日英辞書を
使って「敷居」を検索する。］。これの英語［見て
も分からない意味］，何と訳すかまだ分からない
ので，英語の辞書を使おう。［携帯の英タイ辞書
を使って「threshold」を検索する。］なるほど，敷
居という意味。ちなみに，ドアの玄関あたりで
す。

[辞書の画面をカメラで撮影する。]

70 「じゃあ、わたしはここに乗（の）っていよう。」
と臼（うす）は言（い）って、かもいの上にはい上（あ）がりました。

แลว้うすก็บอกวา่ “งัน้ฉันขึน้มาอยูต่รงนี้

นะ” คอื かもいのうえに　かもいคอื

อะไรไมรู่ ้แตก็่รูว้า่อยูข่า้งบนละ่ (หัวเราะ)

で，臼［下線部のみ日本語での発話；以降も同
様］は言いました。「じゃ，私はここに上るね」。あ
の，かもいのうえにかもいは何か分かりません。
でも，上にあることはわかります笑。

71 　夕方（ゆうがた）になって、猿（さる）はくたびれて、外（そと）から帰（かえ）って来（き）ました。そして炉（ろ）ばたにどっ
かり座（すわ）り込（こ）んで、

พอกลางคนื ลงิก็กลับมา くたびれて คอื

แปลไมอ่อกแตว่า่ไมน่่าส าคัญมาก เพราะวา่ 

ตรงนี้ก็มบีอกอยูแ่ลว้วา่กลับมาจากขา้งนอก 

(เงยีบอา่นสกัพัก) หลังจากนัน้ก็

ろばたにどっかりすわりこんでเริม่ไม่

ชวัรว์า่แปลวา่อะไร ก็เลยลองหาค าวา่ろดろู

ทีต่อนแรกเดาไวว้า่น่าจะเป็นเตาผงิ (เปิด

พจนานุกรมญีปุ่่ นอังกฤษในมอืถอืหาค าวา่ 

炉) อา้ ใช ่มันก็คอืเตาผงิ แตว่า่ばたนี่ 

แตば่たคอือะไรไมรู่ ้(เปิดพจนานุกรมญีปุ่่ น

อังกฤษในมอืถอืหาค าวา่ ばた)  อันนี้หา 

ลองหาเป็นค าวา่ はたเพราะวา่ น่าจะเกดิ

จากค าวา่ろมารวมกับค าวา่ はた　มหีลาย

ความหมายมาก ก็ยังไมช่วัรอ์ยูด่วีา่แปลวา่

อะไร แตก็่เดาวา่น่าจะน่ังอยูแ่ถวๆเตาผงิ 

แลว้ก็พดูขึน้มาวา่ ออ๋ “คอแหง้จัง”

夜になると猿は帰ってきました。「くたびれて」は
訳せませんが，そんなに大したものじゃないと思
います。なぜかというと，ここは「外から帰ってき
た」と既に言っています。［暫く無言で読む。］そ
の後は，炉端にどっかり座り込んでなんと言う意
味か分からなくなります。なので，炉を探してみ
よう。最初で，炉の意味と思った，炉のことで
す。［携帯の日英辞書を使って「炉」を検索す
る。］あー，はい，これは炉のことです。でも「ば
た」は，でも「ばた」は何か分かりません。［携帯
の日英辞書を使って「はた」を検索する。］今は
「はた」を探してみよう。なぜなら，［「ばた」に
なったのは］炉とはたは繋いでいたからだと思い
ます。意味は沢山あります。何と訳せばいいか
まだ分かりません。でも，炉のあたりに座ると考
えています。そして，言い出しました。なるほど，
「喉が渇いたなあ」。

[ 辞書の画面をカメラで撮影する。]



72 「ああ、のどが渇（かわ）いた。」
　と言（い）いながら、いきなりやかんに手（て）をかけますと、灰（はい）の中にかくれていた栗（くり）がぽんとはね出
（だ）して、とび上（あ）がって、猿（さる）の鼻面（はなづら）を力（ちから）まかせにけつけました。

แลว้ก็รบีเอือ้มมอืไป くりทีซ่อ่นตัวอยูใ่น

ควนัของเตาผงิก็ เออ่ (เงยีบอา่นสกัพัก) 

บนิออกมา (หัวเราะ) (เงยีบอา่นสกัพัก) เอ

 คอืเหมอืนกับจะบอกวา่บนิมาชนกับจมกู

ของลงิเต็มแรง

そして，手を伸ばすと，炉のはいに隠れていた
栗，飛んできて［笑う］。［暫く無言で読む。］えー
と，「猿の鼻を全力で打つかって飛び込んできま
した」といっているみたいです。

73 「あつい。」
　と猿（さる）はさけんであわてて鼻面（はなづら）をおさえて、台所（だいどころ）へかけ出（だ）しました。そしてやけどを
ひやそうと思（おも）って、水がめの上に顔（かお）を出（だ）しますと、陰（かげ）から蜂（はち）がぶんととび出（だ）して、
猿（さる）の目の上をいやというほど刺（さ）しました。

แลว้ลงิก็บอกวา่ “รอ้น” พอรอ้น ทรมาน

จากทีเ่จ็บจมกูตรงนัน้ก็ไปทีห่อ้งครัว 

เพือ่ทีจ่ะให ้เพือ่ทีจ่ะดับแผลไฟไหม ้ก็เลย

เอาหนา้จุม่ลงไปในเหยอืกน ้า แลว้ผึง้ทีซ่อ่น

อยูก็่พุง่ออกมา โดนตาของลงิ คอืแทง ที่

ตาของลงิ

そして，猿は言いました。「あつい。」熱くなると，
鼻が痛くて苦しんでいると，台所へいき，になる
ため，やけどを冷やすため水がめに顔を出しま
した。そこで，隠れていたハチが出てきて，猿の
目にぶつかる，猿の目に刺さったということで
す。

74 「いたい。」
と猿（さる）はさけんで、またあわてておもてへ逃（に）げ出（だ）しました。逃（に）げ出（だ）すひょうしに、敷居（しきい）の
上に寝（ね）ていた昆布（こんぶ）でつるりとすべって、腹（はら）んばいに倒（たお）れました。

ลงิก็บอกวา่ ลงิก็ตะโกนวา่เจ็บ แลว้ก็รบีหนี

ออกไป ลงิก็รบีหนีออกไป ขึน้ไปอยูท่ี ่

しきい(เงยีบอา่นสกัพัก) ขึน้ไปอยูต่รงธรณี

 ตรงแถวธรณีประต ูแลว้ก็ こんぶทีซ่อ่นอยู่

ก็ เออ่ はらんばいにたおれました ก็คอื

 ตรงนี้ไมช่วัรเ์หมอืนกัน แตก็่เดาวา่น่าจะลม้

 น่าจะชนทอ้งแลว้ก็ใหล้ม้

そして猿は言いました。猿はいたいと叫んで，急
いで逃げて行って，敷居に上りました。［暫く無
言で読む。］敷居に上って，敷居あたりにそうす
ると，隠れていた昆布は，あの，腹んばいに倒
れました，はここはあまりわかりません。でも転
んだとお腹に打つかって倒したでしょう。

75 その上に臼（うす）が、どさりところげ落（お）ちて、うんとこしょと重（おも）しになってしまいました。 แลว้ก็หลังจากนัน้ (เงยีบอา่นสกัพัก) ตรงนี้

ไมช่วัรว์า่ うすท าอะไร แตว่า่ (เงยีบอา่น

สกัพัก) น่าจะ うすน่าจะลม้ตัวลงไปตรงที่

ลงินอนอยู ่แลว้ก็ใชค้วาม นี่เห็นมคีันจหินัก 

ก็น่าจะใชค้วามหนักตรงนัน้ น่าจะ ใหเ้ดา

น่าจะแปลวา่ทับ

そして，その後，［暫く無言で読む。］ここ，臼は
なにをしたか自信ありません。でも，［暫く無言で
読む］でしょう，臼は猿が寝ていた場所に落ち
て，そして使う，ここは「重」の漢字が見えまし
た。その重さででしょう言って見ますと［その重さ
で］身体を押すという意味でしょう。

76 　猿（さる）は赤（あか）い顔（かお）をありったけ赤（あか）くして苦（くる）しがって、うんうんうなりながら、手足（てあし）を
ばたばたやっていました。

แลว้(เงยีบอา่นสกัพัก)ลงิก็หนา้แดงไปดว้ย

ความทรมาน แบบหนา้แดงแบบ ออกแบบ 

น่าจะหายใจไมอ่อก รอ้งเสยีง รอ้งเสยีงคราง

ไป รอ้งเสยีงครางไปเรือ่ย แลว้ มอืกับ มอื

เทา้ก็แบบ สะบัด สะบัดอยา่งนี ้(ท าทา่ทาง

ประกอบ) (หัวเราะ)

で，［暫く無言で読む］猿は苦しんで顔が赤くなり
ました。あの，顔が赤い，あの感じ，呼吸できな
いようで，泣き出して，鳴って，鳴り続けて，で，
手と手と足はばたばたこんな感じでバタバタしま
した［動作を見せながら］［笑う］。

77 　そのとき、お庭（にわ）の隅（すみ）から子がにがちょろちょろはい出（だ）してきて、 (เงยีบอา่นสกัพัก)ตอนนัน้ เออ่ ลกูปทูีซ่อ่น

อยูใ่นมมุหนึง่ของสวน ก็คอ่ยๆออกมา

［暫く無言で読む。］そのとき，あの庭の隅に隠
れた子かにはゆっくりと出てきました。

78 「親（おや）のかたき、覚（おぼ）えたか。」
　と言（い）いながら、はさみをふり上（あ）げて、猿（さる）の首（くび）をちょきんとはさみではさんでしまいました。

แลว้ก็บอกวา่ เออ่ (เงยีบอา่นสกัพัก)คอื 

かたきก็น่าจะแปลวา่เป็นศัตรขูองพอ่แม ่ก็

คอืแบบเออ่ แบบ แบบ นี่น่ะเป็น คอืท าเพือ่

แมน่ะ จ าไดไ้หม ทีแ่บบ ท าอะไรกับแมไ่ป 

อะไรอยา่งนี้ ก็แบบ ระหวา่งทีพ่ดูอยา่งนัน้ก็

หยบิกรรไกรขึน้มา แลว้ก็ตัดคอลงิทิง้เลย

そして，言いました。あの，［暫く無言で読む］で
ある「かたき」は両親の敵と訳すでしょう。因み
に，あのように，ように，これは母のためね，あ
の，「母に何をしたか覚えてる？」こんな感じで，
あの，そう言いながら鋏を持ちだして猿の首を切
り捨てしまいました。

79 ちょっとひどいはなしですね (หัวเราะ)

はい，もうおわりましたね

ちょっとひどいはなしですね［笑う］。はい，もうお
わりましたね。

80 ところで，うすは何でしたか。

81 ไมรู่เ้หมอืนกันคะ่ อมื เดาวา่สกัอยา่งที่

หนักๆหรอืเปลา่ คอืแบบ บางอยา่งหาดคิไป

แลว้ มันก็ไมเ่จอ ก็ แบบ ใชก้ารเดาไป

อยา่งนี้แทนแลว้กัน ขอบคณุคะ่

わかりませんね。うーん，何か重いものでしょう
か。あの，辞書で調べても見つからないものも
あるし，で，あの，今の感じで何となく考えてみ
ることにしましょう。ありがとうございます。

82 はい，じゃ，猿とかにはお友達か何かです
か。

83 โอไ้ม ่ไมค่ะ่ ตกีันจะตาย ไมค่ะ่ ตายไปแลว้ おー，違う，違います。死ぬほど喧嘩しました
し。いや，死んでしまったんですね。

84 これって友達じゃないんですか？［話の最初
の部分を指して］

85 ใชค่ะ่ แตน่่าจะแคเ่กดิจากแบบ แคแ่ยง่ แค่

แยง่แบบ แคแ่ยง่ของกันเองน่ะ

そうです，でも，ただあの奪い，奪うだけ，あの，
ものを奪い合っただけですよ。

86 はい。

87 คะ่ โอเค はい，オーケーです。


