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協力者の発話内容

ペー
ジ

文章 発話 日本語訳

1 はい，どうぞ。

2 たけのこ たけのこ　たけのこ［日本語で発話する］
อนันีน่้าจะเป็นชือ่

たけのこ，たけのこ［下線部を日本語で発
話する］，これはおそらく名前です。

3 新美南吉 อนันีไ้มรู่ว้า่คอือะไร これは，何か分かりません。

4 たけのこは　はじめ　じびたの　したに　いて、あっち　こっちへ　く
ぐって　いく　もので　あります。

たけのこははじめじびたのしたにいて［
日本語で発話する］บอกวา่ 
はしもん［日本語で発話する］เอย้ 
たけのこ［日本語で発話する］คอื

たけのこははじめじびたのしたにいて［日
本語で発話する］，はしもん［日本語で発
話する］という，あーいや，たけのこ［日本
語で発話する］，というのは，

5 うん。

6 じびた じびた 
じびた［日本語で発話する］คอือะไรไมรู่ ้
［笑う。］

じびた，じびた，じびた［下線部を日本語
で発話する］，とは何か分かりません。［笑
う。］

7 はい。

8 แลว้บอกวา่ し 
したにいて［日本語で発話する］
เหมอืนวา่อยูข่า้งใต ้อยูข่า้งลา่ง ขา้งใต ้
อะไรอยา่งนี้

そして言います，し，したにいて［下線部を
日本語で発話する］，おそらく下にいる，
下の方にいる，下側にいるといった感じで
す。

9 はい。

10 はじめ［日本語で発話する］คอื 
はじめ［日本語で発話する］เหมอืน
หมายถงึ じびた［日本語で発話する］นี้
อนัแรก
［「文の始めのほう」という意味の発話で
，「はじめ」という語を指している］ แตไ่ม่
รูว้า่ じびた［日本語で発話する］นี้
แปลวา่อะไร

はじめ［日本語で発話する］，というのは
はじめ［日本語で発話する］，おそらくじび
た［日本語で発話する］を意味します。こ
れははじめの［「文の始めのほう」という意
味の発話で，「はじめ」という語を指してい
る］。しかし，じびた［日本語で発話する］
はどういう意味か分かりません。

11 うーん，はい。
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12 あっち　こっちへ　くぐっていくもので　あ
っち［日本語で発話する］หมายถงึตรง
โนน้ こっち［日本語で発話する］ตรงนี้
くぐっ　くぐっていく　くぐって［日本語で発
話する］แปลวา่อะไรไมแ่น่ใจเหมอืนกนั
น่าจะผัน verb［英語で発話する］ มาจาก
 くぐり［日本語で発話する］　อะไรสกั
อยา่งแตจ่ าไมไ่ดว้า่แปลวา่อะไร［笑う。］

あっち，こっちへ，くぐっていくもので，あっ
ち［下線部を日本語で発話する］は，あち
らという意味です。 こっち［日本語で発話
する］，ここ。 くぐっ， くぐっていく，くぐって
［下線部を日本語で発話する］もどういう
意味か分かりません。おそらく，verb［英
語で発話する］の活用形か何か，くぐり
［日本語で発話する］という語からきてい
るものです。でもどんな意味かは覚えてい
ません。［笑う。］

13 はい。

14 いくものであります［日本語で発話する］
บอกวา่ตรงนูน้ ตรงนูน้ตรงนีม้ขีองอนันีอ้ยู่ 
ออ๋

いくものであります［日本語で発話する］，
というのは，あちら，あちら，こちらにこれ
があります。あぁー。

15 そして、あめが　ふったあとなどに　ぽこぽこと　つちから　あたま
を　だすので　あります。

そしてあめがふった［日本語で発話する
］แลว้ฝนก็ตก

そしてあめがふった［日本語で発話す
る］，そして雨が降りました。

16 うん。

17 あとなどに　ぽこぽこと　つちから　など
にぽこ　あたまをだすのであります　つち
　つち［日本語で発話する］อนันีแ้ปลวา่ 
ดนิ จากดนิอะไรสกัอยา่ง แตอ่นันี้ 
ぽこぽこ　とつち［日本語で発話する］
ออ๋หมายถงึ 
ぽこぽこ［日本語で発話する］กบัดนิ 
จากดนิ あたま［日本語で発話する］คอื 
หัว สมอง อะไรพวกนี ้หัว หัวออกมาจาก
ดนิ หัวออกมาจากดนิ หัว หมื 
［しばらく無言で読む］ออ๋ หลงัฝนตก หัว
ก็จะโผลอ่อกมาจากดนิ ก็เหมอืนอยา่งนัน้
 อะไรเงีย้

あとなどに，ぽこぽこと，つちから，などに
ぽこ，あたまをだすのであります，つち，
つち［下線部を日本語で発話する］，これ
は土という意味です。土から何か。ぽこぽ
こ，とつち［下線部を日本語で発話する］，
しかしこれは，あぁー，土に，ぽこぽこ［日
本語で発話する］するということです。土
から，あたま［日本語で発話する］というの
は頭，脳という類のものです。頭，頭が土
から出てきて，頭が土からでてきて，頭，
うーん［しばらく無言で読む］，あぁー，雨
が降った後に，頭が土からはみ出しまし
た，まぁ，そういった感じです。

18 うん。

19 さて、この　おはなしは、まだ　その　たけのこが　じびたの　なか
に　いた　ときの　ことです。

さてこの　おはなしはまだそのたけのこ
が　じびたのなかにいたときのことです　
さて　บอกวา่เรือ่งเลา่นีก็้ยัง ［少し沈黙］ 
まだそのたけのこが　อมื 
まだの　まだそのたけのこ　อมื น่าจะ
ประมาณ เหมอืนแบบก็ยังเป็นเรือ่งเลา่ที่
แบบ ยังไมม่ใีคร เป็นเรือ่งแบบยังไงดอีะ 
ยังไมม่คีนเขา้ใจวา่ท าไมมันถงึเป็นอยา่งนี้

さてこの，おはなしはまだそのたけのこ
が，じびたのなかにいたときのことです，
さて［下線部を日本語で発話する］，ここ
が意味しているのは，この話はまだ［少し
沈黙］。 まだそのたけのこが［日本語で発
話する］，うーん，まだの，まだそのたけの
こ［下線部を日本語で発話する］，うーん，
おそらく，おそらくこの話は，なんという
か，まだ誰もいない，何という話と言ったら
よいでしょうか，まだどうしてこうなってし
まったか分かる人がいません。



20 たけのこたちは　とおくへ　いきたがって　しようが　ないので、お
かあさんの　たけが、「そんなに　とおくへ　いっちゃ　いけないよ、
やぶの　そとに　でると　うまの　あしに　ふまれるから」と　しかっ
て　おりました。

หมายถงึพวก 
たけのこ［日本語で発話する］อนันี้
น่าจะหมายถงึพวก
たけのこ［日本語で発話する］แลว้ก็ 
とおくへいきたがってしようがないので［
日本語で発話する］บอกวา่พวก 
たけのこ　とおく　とおい　とおい　［日本
語で発話する］น่าจะหมายถงึ ไกล

意味しているのは，たけのこ［日本語で発
話する］たちのことです，これはおそらくた
けのこ［日本語で発話する］などのことを
言っています。そして，とおくへいきたがっ
てしようがないので［日本語で発話する］
言っているのは，たけのこ，とおく，とお
い，とおい［下線部を日本語で発話す
る］，おそらく遠いということを意味してい
ます。

21 はい。

22 いきたがってしようがない［日本語で発
話する］ไกล
［暫く無言で読む。］しようがない［日本語
で発話する］ เพราะไกลก็เลย ท าอะไร
ไมไ่ดส้กัอยา่ง แลว้ก็ 
あか　あかさんの　たけが　あか［日本語
で発話する］เหรอ 
おかあさん［日本語で発話する］　แม ่
แมข่องたけ［日本語で発話する］พวกนี้
 そんなに［日本語で発話する］แมข่อง
たけ［日本語で発話する］บอกวา่ 
そんなにとおくへいっちゃいけないよ　
บอกไมไ่ดไ้กลขนาดนัน้ 
やぶのそとにでると　うまのあしにふま
れるから　そと［日本語で発話する］
ขา้งนอกของอนันี้ ออกไปขา้งนอกของ 
やぶ［日本語で発話する］เหรอ 
うまのあし［日本語で発話する］ขาของ
มา้ ふまれるから［日本語で発話する］
อนันีไ้มเ่ขา้ใจวา่แปลวา่อะไร เหมอืนแม่
ของたけ［日本語で発話する］พวกนัน้

いきたがってしようがない［日本語で発話
する］，遠い。［暫く無言で読む。］しようが
ない［日本語で発話する］，遠いので，何
もすることができません。そして，あか，あ
かさんの，たけが，あか［下線部を日本語
で発話する］なの？おかあさん［日本語で
発話する］，おかあさん，たけ［日本語で
発話する］たちのおかあさん。そんなに
［日本語で発話する］，たけ［日本語で発
話する］のお母さんは言いました，そんな
にとおくへいっちゃいけないよ［日本語で
発話する］，そんなに遠くないよと言いまし
た。やぶのそとにでると，うまのあしにふ
まれるから，そと［下線部を日本語で発話
する］，この外は，やぶ［日本語で発話す
る］の外に出るのですか。うまのあし［日
本語で発話する］，馬のあし，ふまれるか
ら［日本語で発話する］，これはなんという
意味か分かりません。おそらく，たけ［日
本語で発話する］のお母さんたちだと思い
ます。

23 しかし、いくら　しかられても、ひとつの　たけのこは　どんどん　と
おくへ　もぐって　いくので　ありました。

แต ่ๆ แตว่า่
いくら　しかられてもひとつのたけのこは
　どんどん　とおくへ　もぐっていくのであ
りました［日本語で発話する］แตว่า่ ไม่
วา่จะบอกเทา่ไหร ่พวกเด็ก 
たけ［日本語で発話する］ พวกนี ้หมื ไม่
วา่จะบอกเทา่ไหร ่เด็ก
ひとつのたけのこ　たけのこ［日本語で
発話する］［暫く無言で読む］เหมอืน
อนัหนึง่ เหมอืน 
どんどんとおく［日本語で発話する］ไม่
คอ่ยเขา้ใจเทา่ไหร่ ［笑う。］

しかし，しかし，しかしながら，いくら，しか
られてもひとつのたけのこは，どんどん，
とおくへ，もぐっていくのでありました［下
線部を日本語で発話する］，しかし，どれ
だけ言っても，子供たちは，たけ［日本語
で発話する］たちは，うーん，いくら言って
も，子供のひとつのたけのこ，たけのこ
［下線部を日本語で発話する］，［暫く無言
で読む］おそらくひとつ，おそらくどんどん
とおく［下線部を日本語で発話する］，あま
りよく分かりません。［笑う。］

24 うん。うん。

25 「おまえは　なぜ　おかあさんの　いう　ことを　きかないの」
と　おかあさんの　たけが　ききました。

おまえはなぜ　おかあさんのいうことをき
かないの　とおかあさんの［日本語で発
話する］ออ๋ ออ๋ 
たけ［日本語で発話する］　น่าจะแปลวา่ 
เมล็ด ถา้จ าไมผ่ดิ ก็คอืเมล็ด มเีมล็ดหนึง่
ที ่เหมอืนจะไมไ่ป　จากแม ่จากตน้ทีเ่ป็น
แม ่
おまえはなぜ［日本語で発話する］　
ท าไม ท าไม ไมเ่ชือ่ค าพดูของแม่
ประมาณนัน้

おまえはなぜ，おかあさんのいうことをき
かないの，とおかあさんの［下線部を日本
語で発話する］，あぁー，なるほど，たけ
［日本語で発話する］の意味はおそらく
種，もし覚え違えていなければ，種です。
一粒の種があります，おそらく行かない，
お母さんから，お母さんの木から。おまえ
はなぜ［日本語で発話する］，どうして，ど
うして，お母さんの言葉を聞かないの？と
いう感じです。

26 はい。



27 おかあさんのたけがききました［日本語
で発話する］　หมื นีก็่คอืแมห่รอืเปลา่นา้ 
ลองแปลขา้งบนดู

おかあさんのたけがききました［日本語で
発話する］，うーん，これはお母さんでしょ
うか。上を訳してみます。

28 はい。

29 「あっちの　ほうで　うつくしい　やさしい　こえが　わたしを　よぶか
らです」
と　その　たけのこは　こたえました。

あっちのほうでうつくしいやさしいこえが
　わたしをよぶから［日本語で発話する］
บอกวา่ตรงนูน้ อมื เสยีงทีใ่จด ี
つくしい　わたしをよぶから［日本語で発
話する］ออ๋ ตรงนูน้มเีสยีงเรยีกทีใ่จด ี
เหมอืนมเีสยีงเรยีกของเด็ก 
と　そのたけのこはこたえました［日本語
で発話する］ก็คอืตอบแมไ่ป

あっちのほうでうつくしいやさしいこえが，
わたしをよぶから［下線部を日本語で発
話する］，書いてあるのは，あそこに，うー
ん，優しい声。つくしい，わたしをよぶから
［下線部を日本語で発話する］，あぁー，
あそこで優しく呼ぶ声がします，おそらく
子供を呼ぶ声がします。と，そのたけのこ
はこたえました［日本語で発話する］，ま
あ，お母さんに答えました。

31 「わたしたちには　なんにも　きこえやしない」と　ほかの　たけのこ
たちは　いいました。

わたしたちには　なんにもきこえやしない
ほかの［日本語で発話する］ออ๋ อนันีก็้
คอืหมายถงึแบบวา่ ไมเ่ห็นไดย้นิเลย

わたしたちには，なんにもきこえやしない
ほかの［日本語で発話する］，なるほど，
ここが意味しているのは，聞こえないじゃ
ないか。

32 はい。

33 「けれど、わたしには　きこえます。それは　もう　なんとも　いわれ
ぬ　よい　こえです」と　その　たけのこは　いいました。

けれどわたし［日本語で発話する］［暫く
無言で読む］なんとも［日本語で発話す
る］อนันีไ้มเ่ขา้ใจ
いわれぬ　よいこえです［日本語で発話
する］เหมอืนเป็นเสยีงอะไรสกัอยา่ง

けれどわたし［日本語で発話する］，［暫く
無言で読む］なんとも［日本語で発話す
る］，これは分かりません。 いわれぬ，よ
いこえです［下線部を日本語で発話す
る］，おそらく何らかの声です。

34 はい。

35 ทีเ่รยีก วา่ แลว้ ๆ อนันีก็้ตอบ วา่แบบได ้
ยนิเสยีงนัน้ตลอดเลยอะไรงี้

呼んでいる。そして，そして，これは答えま
した，その声がずっと聞こえています，と。

36 うん。

37 そして　どんどん　はなれて　いきました。 そしてどんどんはなれていきました［日
本語で発話する］อมื 
［暫く無言で何かを考えている］ 
หลงัจากนัน้ก็ไป ออ๋ จรงิ ๆ แลว้ขา้งบนนี้
ก็คอืเป็นเมล็ดเดยีวทีจ่ะไป

そしてどんどんはなれていきました［日本
語で発話する］，うーん， ［暫く無言で何
かを考えている］その後は行く，あぁー，本
当は，この上はどういうことかというと，行
くのは一粒の種だけです。

38 ふーん。

39 อา่นแลว้ก็งง ［笑う。］ 読んでもよく分かりません。［笑う。］

40 ［笑う。］



41 とうとう　この　たけのこは　ほかの　たけのこたちと　わかれて、
かきねの　そとに　あたまを　だして　しまいました。

อมื แลว้ก็บอกวา่ เมล็ดนัน้ อนัทีค่ยุกบัแม่
แลว้มเีสยีงเรยีก อมื 
ほかの［日本語で発話する］บอกวา่
わかれてかきねのそとにあたまをだして
［日本語で発話する］［暫く黙る］ออืหอื 
อนันีไ้มค่อ่ยเขา้ใจ เหมอืนกบั 
しまいました［日本語で発話する］ก็คอื
แบบ เหมอืนท า ท า 
verb［英語で発話する］ นีไ้ปแลว้

うーん，そして言いました，その種は，お
母さんと話してそして呼ぶ声がした種は，
うーん， ほかの［日本語で発話する］，言
いました，わかれてかきねのそとにあたま
をだして［日本語で発話する］，［暫く黙る］
えー，これはあまり分かりません。しまい
ました［日本語で発話する］はおそらく，つ
まり，おそらくする，このverb［英語で発話
する］をしてしまったという意味です。

42 はい。

43 だして［日本語で発話する］ท าไปแลว้ 
あたま［日本語で発話する］หัว ขา้งนอก
 เหมอืนกบัฝังตวัเองไปแลว้ แลว้แบบ
เตรยีมงอกเป็นตน้ขา้งนอก

だして［日本語で発話する］してしまった，
あたま［日本語で発話する］頭，外，おそ
らく自分を埋めてしまいました，そして外
に芽を出す準備をしました。

44 はい。

45 ทีข่า้งนอก 外で。

46 すると　そこへ　よこぶえを　もった　ひとが　ちかよって　きて、「お
や、おまえは　まいごの　たけのこだね」と　いいました。

するとそこへよこぶえを　よこぶえを［日
本語で発話する］อนันี ้อนันีไ้มเ่ขา้ใจคะ่ 
よこぶえ　ひとがちかよってきて［日本語
で発話する］แลว้เขาก็บอกวา่ทีต่รงนัน้ ที่
มัน ทีเ่มล็ดนีไ้ป 
よこぶえ［日本語で発話する］น่าจะ
หมายถงึเสยีงทีเ่ป็นเสยีงเรยีก

するとそこへよこぶえを，よこぶえを［下線
部を日本語で発話する］，これ，これはよく
分かりません。よこぶえ，ひとがちかよっ
てきて［下線部を日本語で発話する］，そ
して彼は言いました，そこには，そこは，こ
の種が行ったよぶこえ［下線部を日本語
で発話する］の所には，おそらく呼ぶ声
の，声を意味しているのだと思います。

47 はい。

48 แลว้ก็ตรงนัน้เขาบอกวา่ เรยีก มันเรยีก 
เรยีกวา่ ราก อะไรอยา่งนี ้นาย
まいごのたけのこだね［日本語で発話す
る］เขาบอกวา่เป็น เป็นเมล็ด เป็นเมล็ด
ออ่นของ まいご［日本語で発話する］

そしてそこで彼はいいました，呼ぶ，それ
は呼ぶ，根っこと呼ぶ，という感じです。あ
なたはまいごのたけのこだね［下線部を
日本語で発話する］，彼は言いました，種
である，まいご［日本語で発話する］の幼
い種です。

49 ふーん。

50 まいご［日本語で発話する］น่าจะเป็น
ชือ่ตน้อะไรสกัอยา่ง

まいご［日本語で発話する］はおそらく木
か何かの名前です。

51 うん。

52 ก็คอืคนนัน้ที ่
わたしは［日本語で発話する］แลว้ ๆ ก็
บอกวา่

というのは，わたしは［日本語で発話す
る］というあの人は，そして，そして，言う
には



53 「いえいえ、わたしは、あなたの　ふいて　いらっしゃった、その　ふ
えの　こえが　あんまり　よかったので、こっちへ　さそわれて　き
ました」
と　たけのこは　こたえました。

いえ［日本語で発話する］ก็คอืไม ่ฉัน คอื いえ［日本語で発話する］は，いいえ，私，
というのは，

54 あなたのふいていらっしゃったそのふえ
のこえがあんまりよかったので　こっちへ
さそわれてきました［日本語で発話する］
บอกวา่ ไมใ่ช ่ฉันคอื อะไรสกัอยา่งของ
คณุ อนันี้
いらっしゃった［日本語で発話する］

あなたのふいていらっしゃったそのふえの
こえがあんまりよかったので，こっちへさ
そわれてきました［下線部を日本語で発
話する］，というのは，違う，わたしはあな
たの何かです。これは，いらっしゃった［日
本語で発話する］。

はい。

55 はい。

56 น่าจะเหมอืนกบั ตอ้นรับ อะไรอยา่งเงีย้ 
แตม่ันแปลก ๆ 
そのふえのこえがあんまりよかった［日
本語で発話する］เหมอืนพดูถงึเสยีง
เรยีกอนันัน้

おそらく何かを歓迎しています。でもそれ
は変です。そのふえのこえがあんまりよ
かった［日本語で発話する］，おそらくあの
呼ぶ声を指しています。

57 ふーん。

58 こえがあんまりよかった［日本語で発話
する］เสยีงเรยีก ไมด่ ี
こっちへさそわれてきました［日本語で発
話する］［暫く黙る］ 
こっちへ［日本語で発話する］ท าไม
เหมอืนถกูเรยีกมาตรงนี้

こえがあんまりよかった［日本語で発話す
る］，呼ぶ声，よくありません。こっちへさ
そわれてきました［日本語で発話する］，
［暫く黙る］こっちへ［日本語で発話する］，
どうしてここに呼ばれてきたのでしょうか。

59 うん。

60 こたえ［日本語で発話する］ก็คอืเมล็ด
อนันัน้ทีม่าแลว้ก็ตอบออกไป

こたえ［日本語で発話する］，つまりやって
来たこの種は答えました。

はい。

61 さて、この　たけのこは　おおきく　かたく　なった　とき、りっぱな　
よこぶえと　なりました。

さてこのたけのこはおおきくかたくなった
とき［日本語で発話する］เขาบอกวา่ 
ตอน หลงัจากนัน้ จากทีเ่มล็ดก็เริม่ เมล็ด
เริม่โตขึน้ ตอนทีเ่ร ิม่โตขึน้

さてこのたけのこはおおきくかたくなったと
き［日本語で発話する］，彼は言いました，
時，その後，種はし始める，種は成長し始
める，成長し始めた時です。

62 りっぱなよこぶえとなりました［日本語で
発話する］ตรงนีไ้มเ่ขา้ใจค าศพัทว์า่
แปลวา่อะไร

りっぱなよこぶえとなりました［日本語で発
話する］，ここは分かりません，単語はどう
いう意味でしょう。

63 うーん，はい。

64 เป็นเรือ่งเกีย่วกบั เมล็ด 種に関する話でした。

65 はい。

66 ของตน้ไมท้ีม่ันปลวิออกไปอยา่งนีใ้ชไ่หม
คะ

飛んで行った木の，という感じではないで
すか。



67 なるほど。

68 น่าจะอยา่งนัน้ おそらくそうです。

69 うーん，はい。これ［よこぶえを指して］は
どういう意味だと思いますか。［笑う。］

70 よこ［日本語で発話する］ よこ［日本語で発話する］。

71 よこぶえ［日本語で発話する］。

72 ไมรู่ ้น่าจะเป็นเสยีงเรยีกอะไรอยา่งนัน้ 
よこぶえ［日本語で発話する］　ไมรู่ ้
［笑う。］

分かりません。おそらく何かを呼ぶ声だと
思います，よこぶえ［日本語で発話する］，
分かりません。［笑う。］

73 ［笑う。］はい。ありがとうございました。


