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ページ 文章 発話 日本語訳

1 p.13 ハルおばさんの　むぎわらぼうし 「ハルおばさん」は เหมอืนคณุป้าชือ่ ฮาร ุ
แลว้ก็ むぎわらぼうし อนันี ้ぼうし คอืหมวก
 แตว่า่อนัขา้งหนา้นีจ้ะเป็นชือ่ของหมวกชนดิ
หนึง่ ก็คอืหมวกของคณุป้าทีช่ ือ่ฮารุ

「ハルおばさん」は，おそらく，はる，という
名前のおばさん。そして，むぎわらぼうし，
これ，ぼうし，は帽子。しかし，この前のや
つは帽子のひとつの名前，というのはハル
という名前のおばさんの帽子です。

2 p.13 ある夏の日です。 ก็ (เงยีบอา่นสกัพัก) บอกวา่ ในวันหนึง่ใน 
น่าจะ ถา้จ าไมผ่ดิน่าจะเป็นฤดรูอ้น (หัวเราะ)

で，［暫く無言で読む］言いました。ある日，
おそらく，もし覚え間違いでなければたぶん
夏です［笑い］。

3 p.13 むぎわらぼうしが，風にふかれて，げんかんのまえに　まいおりてきました。 (เงยีบอา่นสกัพัก) ก็คอื หมวกนี ้หมวก 
むぎわら (อา่นตอ่) บอกวา่ ลม เหมอืนลม
พัดมา แลว้ก็ ขา้งหนา้ อนันีบ้อกวา่ げんかん
 แปลวา่อะไร แลว้ก็บอกวา่ ขา้งหนา้ 
げんかん อนันี ้(อา่นตอ่) ไมเ่ขา้ใจค าวา่ 
まいおり อะ่คะ่ แลว้ก็ ก็คอื ท าอะไรสกัอยา่ง
หนึง่ ตอนทีล่งมา

［暫く無言で読む。］というのは，この帽子，
むぎわら帽子。［読み続ける。］書いてある
のは，風，風が吹いてきたみたいです。そし
て，前，これが言っているのは，げんかんと
はどういう意味ですか。そして書いてあるの
はげんかんの前，これ，［読み続ける］まい
おりという言葉が分かりません。そして，つ
まり，降りてきたときに何かをしました。

4 p.13 「まって　まって」
ぼうしをおいかけて　一人のおばさんが，門を　かけこんできました。

「まって　まって」ก็ คอยกอ่น (อา่นตอ่) 
หมายถงึ หมวก หมวกน่าจะปลวิมัง้ แลว้ก็ 
(อา่นตอ่) คณุป้าคนหนึง่ (อา่นตอ่) ท าอะไร
สกัอยา่งกบัประตู

「まって，まって」は，ちょっとまって。［読み
続ける。］というのは，帽子，帽子がおそらく
飛んだんでしょう。そして，［読み続ける］一
人のおばさん，［読み続ける］扉に何かをし
ました。

5 p.13 「いたずら風にも，こまったものだわ」 (เงยีบอา่นสกัพัก) อนันีเ้หมอืนกบัวา่มลีม ก็
เลย แบบ แยเ่ลย หมวกเลยปลวิอะไร
ประมาณนีอ้ะ่คะ่

［暫く無言で読む。］これはこういうことで
す，風がある，だから，困ったという感じ，だ
から帽子が飛んだというような感じです。

6 p.13 おばさんは，ぼうしを，ぱぱっと　はらうと，
頭に　ぎゅっと　おしつけました。

(เงยีบอา่นสกัพัก) คณุป้าคนนีก็้ เหมอืน 
はらうน่าจะมาจาก はらいます อมื..ไม่
เขา้ใจค าวา่ ぱぱっと ตรงนีอ้ะ่คะ่ ท าอะไรสกั
อยา่งกบัหมวก อนันี ้ศพัทต์รงนีไ้มเ่ขา้ใจอะ่
คะ่ เหมอืนเป็นค าอะไรสกัอยา่ง ท าอะไรสกั
อยา่งทีห่มวกของเขา

［暫く無言で読む。］このおばさんは，たぶ
ん，「はらう」はおそらく「はらいます」から来
たんだと思います。うーん…，「ぱぱっと」と
いう言葉が分かりません。ここです［「ぱ
ぱっと」という言葉をマウスで指す］。帽子に
何かをしました。これ［「ぎゅっと」という単語
を指す］，ここの単語が分かりません。おそ
らく何かの言葉，彼女の帽子に何かをしま
した。

7 p.13 そして，ゆうじの家の　げんかんのチャイムが，なりました。 (เงยีบอา่นสกัพัก) หลงัจากนัน้ ค าวา่ ゆうじ 
ไมเ่ขา้ใจอะ่คะ่ แตอ่นันีแ้ปลวา่บา้น อะไรสกั
อยา่งทีบ่า้น (อา่นตอ่) อนันี ้ไมเ่ขา้ใจ 
(หัวเราะ)　เหมอืนกลายเป็นสภาพอะไรสกั
อยา่งทีบ่า้นอะ่คะ่

［暫く無言で読む。］そのあと，「ゆうじ」とい
う言葉が分かりません。でも，これは家とい
う意味です。［「家」をマウスで指す］［「げん
かん」を指さして］家の何か，［読み続ける］
これが分かりません。［「チャイム」という語
をマウスで指す。］［笑い。］おそらく家で何
らかの状態になったんです。

8 p.13 （あっ，きた！） 「あっ，きた！」เหมอืนมา มาแลว้อะไรอยา่งงี้ 「あっ，きた！」おそらくきた，きたという感じ
です。

9 p.13 ゆうじは，いそいで，げんかんのドアをあけました。 (เงยีบอา่นสกัพัก) ก็ เหมอืนเปิดประต ูไม่
เขา้ใจค าวา่ ゆうじ อะ่คะ่ เหมอืนคนสกัคน
หนึง่ เปิดประต ูน่าจะเป็นชือ่คนนะ ゆうじ

［暫く無言で読む。］で，ドアを開けたみたい
です。「ゆうじ」という言葉が分かりません。
誰か人みたいです，がドアを開けます。お
そらく人の名前ですね，ゆうじは。

10 p.13 「こんにちは，ゆうちゃんですね。 (เงยีบอา่นสกัพัก) ออ๋ ก็คอืคนนีแ้หละ คนนี้
น่าจะเป็นชือ่คนและ ก็เปิดประตแูลว้ก็ คน
ทีม่าก็บอกวา่ สวัสด ียจัูงใชไ่หม

［暫く無言で読む。］あぁー，やっぱり人で
す。この人はおそらく名前です。でドアを開
けて，来た人は「こんにちは，ゆうちゃん」と
言ったんですよね？

11 p.13 おとうさんとおかあさんが，しゅっちょうということで，二日間おてつだいにきた，ハルです。よろしく！　夏や
すみなのに，一人じゃさみしいでしょ。おじゃましまーす」

(เงยีบอา่นสกัพัก) พอ่กบัแม่ ไปท างาน
ตา่งจังหวัด ตา่งประเทศอะไรยังงี ้ไป 出張 
อมื..เหมอืนเขาจะไป 2 วัน ก็เลยมาชว่ย คนที่
เขา้มาหาก็เลยมาชว่ย ชือ่ ฮาร ุก็คอืคณุป้า
คนทีเ่ป็นหัวเรือ่ง (อา่นตอ่) ก็เพราะวา่เป็น
วันหยดุหนา้รอ้น อยูค่นเดยีวเหมอืนกบั 
เหมอืนอยูค่นเดยีวเหงาอะไรประมาณนัน้อะ่
คะ่ ก็ฝากเนือ้ฝากตวัดว้ย เหมอืนขอรบกวน
ดว้ยตอ่จากนี้

［暫く無言で読む。］おとうさんとおかあさん
が違う県，違う国に仕事にいったという感じ
です。出張にいきました。うーん…，2日間
行ったみたいです。だから手伝いにきた，
訪ねてきた人はだから手伝いにきました。
ハルという名前は題名になっているおばさ
んです。［読み続ける。］まぁ，なぜなら夏や
すみで，一人でいるのは何というか，おそら
く一人でいるのは寂しいといった感じです。
で，よろしくおねがいします，これからお世
話になります，といった感じです。

寂しいのはだれですか。

13 คณุป้าฮารุ ハルおばさんです。

14 一人でいるから寂しいのですか。

15 อยูค่นเดยีวก็เลย ก็เลยมา มาหายจู ิยจัูง 一人でいるので，きました，ゆうじ，ゆうちゃ
んを訪ねにきました。

16 p.13 ゆうじが，あいさつをするひまもなく， (เงยีบอา่นสกัพัก) ยจูก็ิท าอะไรสกัอยา่งกบั
คณุป้าคนนัน้ 　ไมเ่ขา้ใจตรงนีอ้ะ่คะ่ วา่มัน
แปลวา่อะไร

［暫く無言で読む。］で，ゆうじはそのおばさ
んに何かをしました。［「ひまもなく」という語
を指して］ここが分かりません，なんという
意味なのか。

18 p.13 おばさんは，すたすたと，へやへ　はいっていきました。 (เงยีบอา่นสกัพัก) แลว้คณุป้าคนนัน้ ก็เขา้ไป
ทีห่อ้ง

［暫く無言で読む。］そしてそのおばさんは
部屋に入っていきました。

19 p.13 「あら，すずしいわ。エアコンを　つけててくれたの，ありがとう・・でもね，ゆうちゃん，ちょっと，きって」 (เงยีบอา่นสกัพัก) ป้าเขาก็พดูวา่ อากาศเย็น
สบาย อะไรอยา่งงี ้(อา่นตอ่) แลว้ก็เปิดแอร ์
(อา่นตอ่) ออ๋ ก็คอืเหมอืนเด็กเขา เด็กคนที่
ชือ่ยจูเิปิดแอรไ์วใ้ห ้ก็เลย คณุป้าคนนีก็้เลย
บอกวา่ ขอบคณุ แตว่า่ (อา่นตอ่) ยจัูง

［暫く無言で読む。］おばさんは，すずしくて
気持ちいいといったようなことを言いまし
た。［読み続ける。］そしてエアコンをつけ
る，［読み続ける］あぁー，というのは，こど
も，ゆうじという名前のこどもがエアコンを
つけてくれていた，だから，このおばさんは
ありがとうと言いました。しかし，［読み続け
る］ゆうちゃん…［その後の文章はよく理解
できなかったため，次の文章に移る］。

20 p.13 ハルおばさんは，へやのドアも，庭につづくガラス戸も，ぜーんぶあけました。 (เงยีบอา่นสกัพัก) คณุป้าฮาร ุคณุป้าฮารุ
เหมอืนเปิดประตหูอ้ง แลว้ก็ อนันีไ้มเ่ขา้ใจวา่
แปลวา่อะไรคะ่ น่าจะเป็นเปิดพวกหนา้ตา่ง 
เปิด เปิดทกุอยา่ง เปิดหมดเลย ทัง้ ๆ ทีเ่ด็ก
คนนีเ้ปิดแอรใ์หแ้ลว้

［暫く無言で読む。］はるおばさん，はるお
ばさんは部屋のドアを開けたみたいです。
そして［「庭につづくガラス戸」をマウスで指
して］これはどういう意味かわかりません。
おそらく窓などを開け，開けて，全て開け
て，開けきりました。このこどもがエアコンを
つけてくれていたんですけどね。

21 p.13 つめたい空気をおしやって，ゆうじの体のよこを，もあっとした風が　ふきぬけていきます。 (เงยีบอา่นสกัพัก) เหมอืน เปิดเพือ่ใหอุ้น่ 
เพือ่ใหห้อ้งมันอุน่ขึน้ แลว้ก็ใหล้มมันเขา้มา
ในหอ้งอะไรยังงีอ้ะ่คะ่

［暫く無言で読む。］おそらく，暖かくするた
めに開けました，部屋が暖かくなるように。
そして部屋に風が入ってくるようにしたとい
う感じです。

22 p.13 「ほら，このほうが，きもちがいいでしょ。  (เงยีบอา่นสกัพัก) แลว้ก็คณุป้าก็บอกวา่ ยังงี้
ดกีวา่ ท าใหรู้ส้กึดกีวา่ เหมอืนเขาจะไมช่อบ
อากาศ แบบ เย็นสบาย จะชอบแบบอุน่ ๆ 
มากกวา่

［暫く無言で読む。］そしてそのおばさんは
言いました。この方がいい，この方が気持
ちよくなる。彼女は涼しいのがあまり好きで
はないみたい，暖かい方が好きみたいで
す。

23 p.13 でも，この庭，夏にしては，ちょっと　さみしいわね・・・ แตว่า่ (เงยีบอา่นสกัพัก) อมื..ตรงนีไ้มเ่ขา้ใจ 
(หัวเราะ) แลว้ก็พดูอะไรเกีย่วกบัหนา้รอ้น

しかし，［暫く無言で読む］うーん…ここはよ
く分かりません［笑い］。それと，夏について
なにか言っています。

24 p.13 そうそう　そうよ」 (เงยีบอา่นสกัพัก) อยา่งนัน้แหละ อยา่งนัน้
แหละ เหมอืนเขาก็พมึพ าของเขา

［暫く無言で読む。］そうだわ，そうだわ，彼
女はぼそぼそ言っているようです。
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25 p.13 おばさんが，むぎわらぼうしの中に　手をいれて， (เงยีบอา่นสกัพัก) คณุป้าคนนัน้ ก็เอามอืใส่
เขา้ไปในหมวก หมวกของเขา หมวก 
むぎわら ของเขา

［暫く無言で読む。］そのおばさんは，帽子
の中に手を入れました，彼女のむぎわら帽
子の中に。

26 p.13 なにか　まきはじめました。 (เงยีบอา่นสกัพัก) ตรงนี ้ไมเ่ขา้ใจค าวา่ まき 
อะ่คะ่ เหมอืนเริม่..เริม่ท าอะไรสกัอยา่ง

［暫く無言で読む。］ここは，「まき」という言
葉がわかりません。おそらく始める…何か
を始めたようです。

27 p.13 バタバタと，音がします。そのうち， (เงยีบอา่นสกัพัก) เหมอืนท าใหเ้กดิเสยีง ท า
ใหเ้กดิเสยีงจากหมวกนัน้

［暫く無言で読む。］音を立てているようで
す。その帽子の中から音を出しています。

28 p.14 シャーシャーシャー
 ジージージー
 ミーンミーンミーン

อมื...เหมอืนเขาท าเสยีง..หรอ (หัวเราะ) ไม่
เขา้ใจ

うーん…彼女が音を立てている。そうなん
ですかね［笑い］。分かりません。

29 なんの音だと思いますか。

30 เขาบอกวา่ เขาเอามอืใสเ่ขา้ไปในหมวกแลว้
ก็ท าอะไรสกัอยา่ง ซึง่น่าจะเป็นเสยีงทีเ่กดิ
จากหมวกของเขา

彼女は手を帽子の中に入れて何かをしまし
た，何かをというのがおそらく彼女の帽子
からしている音です。

31 p.14 セミが，なきはじめました。 (เงยีบอา่นสกัพัก) อนันีไ้มแ่น่ใจวา่ หมายถงึ
แบบเสยีงรอ้ง รอ้งเพลงหรอืเปลา่ ไมเ่ขา้ใจ
ค าวา่ セミ

［暫く無言で読む。］これは確かではありま
せんが，鳴いているような音を意味している
と思います。歌を歌っているんですかね。セ
ミ［下線部のみ日本語での発話］という単語
が分かりません。

32 p.14 家の庭に，セミの声がきこえるなんて，はじめてです。 (เงยีบอา่นสกัพัก) เหมอืนทีบ่า้นจะไดย้นิ
เสยีงอนันี ้สามารถไดย้นิครัง้แรก

［暫く無言で読む。］おそらく家でこの音は初
めて聞こえたのだと思います。

33 p.14 「あっ，すごい！」 เด็กคนนัน้ทีช่ ือ่ยจูก็ิแบบ อะ๊..สดุยอดไปเลย ゆうじというこどもは「あっ，  とても素晴らし
い」。

34 p.14 ゆうじは，ガラス戸から，みをのりだしました。 (เงยีบอา่นสกัพัก) ท าเสยีงจากแกว้ (อา่นตอ่)
 ตรงนีไ้มเ่ขา้ใจ

［暫く無言で読む。］ガラスから音を出してい
る，［読み進める］［「みをのりだしました」を
マウスで指して］ここは分かりません。

35 p.14 「はい，ゆうちゃん」
　目のまえに，タモが，あらわれました。

เหมอืนท าอะไรสกัอยา่งแลว้เห็นตอ่หนา้ตอ่ตา
 ก็เลย..อนันีไ้มเ่ขา้ใจ (หัวเราะ)

何かをしてその目の前に見えたので，だか
ら…，これはよく分かりません［笑い］。

36 p.14 ゆうじは，サンダルをはくのも　もどかしく，外へとびだしました。 (เงยีบอา่นสกัพัก) ยจูก็ิ...ไมรู่แ้ปลวา่อะไร 
เหมอืนวา่ อะไรสกัอยา่งออกไปขา้งนอกอะ่คะ่

［暫く無言で読む。］「ゆうじ」は…，どう訳し
ていいか分かりません。何かが外に出て
行ったようです。

37 p.14 かしの木に，一匹とまっていいます。 (เงยีบอา่นสกัพัก) ไปตรงตน้ไม ้อนันีค้นัจ ิอนั
นีไ้มเ่ขา้ใจ (หัวเราะ) ก็ไปรออยูใ่ตต้น้ไม ้

［暫く無言で読む。］木のところへ行きまし
た。［「一匹」をマウスでさしながら］この漢
字，これが分かりません［笑い］。で，木の
下に行って待ちます。

38 p.14 　ねらいを　さだめて！
「あっ，しっぱい」

(เงยีบอา่นสกัพัก) ตรงนีไ้มเ่ขา้ใจอะ่คะ่ วา่
เป็นวา่อะไร เหมอืนตกใจอะไรสกัอยา่ง

［暫く無言で読む。］ここはどうなったのか分
かりません。何かに驚いたようです。

39 p.14 庭じゅうをおいかけて，タモにはいったのは，やっと一匹です。 (เงยีบอา่นสกัพัก) やっと เหมอืน やっと 
เหมอืนแปลวา่ ในทีส่ดุก็ท าได ้เหมอืนท า
อะไรไดส้กัอยา่ง แตว่า่คนัจติรงนีไ้มเ่ขา้ใจ 
เหมอืนกบัใหท้ าขา้งหนา้แลว้ในทีส่ดุก็ท าได ้

［暫く無言で読む。］やっと，おそらく，「やっ
と」はおそらく最終的にできたという意味で
す。何かができたようです。しかし，［「一
匹」を指して］ここの漢字が分かりません。
おそらく前にやらせるとやっとできたというこ
とです。

40 p.14 「おばさん，おばさん，ほらほら」 ก็ เด็กคนนัน้ก็เรยีกคณุป้า คณุป้า ดนูีส่ ิ で，そのこどもはおばさんを呼びました。
「おばさん，これを見て」。

41 p.14 「あっ，ゆうちゃん，やったね！」
　おばさんが，Ｖサインをしながら，タオルをさしだしました。
「ほら，いいあせをかいてるよ・・ついでに，おまけ」

(เงยีบอา่นสกัพัก) ก็ คณุป้าก็บอกวา่ อะ๊ ใน
ทีส่ดุยจัูงก็ท าไดแ้ลว้ (อา่นตอ่) คณุป้า 
เหมอืนคณุป้าก็ชสูองนิว้ให ้วา่แบบ แลว้ก็ผา้ 
เอาผา้เชด็ตวัให ้อมื ดนูีส่ ิเหมอืนเหงือ่ออก
เยอะ คณุป้าก็เลยมาเชด็ให ้

［暫く無言で読む。］で，おばさんは言いまし
た。「あっ，ゆうちゃんやっとできたね。」［読
み続ける。］おばさんは，おそらくおばさん
は，ピースサインをしてあげました。という
感じで，［読み進める］そしてタオル，タオル
を取ってあげました。うーん…，見てごらん
なさい，おそらく汗をたくさんかいていて，だ
からおばさんが拭いてあげます。

42 p.14 　むぎわらぼうしから，こんどは，ふうりんがでてきて，ちゅうにういたまま， (เงยีบอา่นสกัพัก) อมื..เหมอืนทัง้หมดนี ้ครัง้
นีก็้ อนันีไ้มเ่ขา้ใจอะ่คะ่ ค าศพัทไ์มเ่ขา้ใจ 
(อา่นตอ่) ไมเ่ขา้ใจ

［暫く無言で読む。］うーん…たぶんこれら
は，今回も，［読み進める］［「ふうりん」とい
う語をマウスで指して］これが分かりませ
ん。単語が分かりません。［読み進める。］
分かりません。

43 p.14 チリチリ　リン　となりました。 (เงยีบอา่นสกัพัก) เหมอืนใครเป็นอะไรสกั
อยา่ง อะไรไมรู่ ้(ถอนหายใจ+หัวเราะ)

［暫く無言で読む。］おそらく，誰かがどうに
かなったみたいです。何か分かりません［た
め息と笑い声］。

44 p.14 （この　おばさん，なにもの！）
ゆうじの　しんぞうは，ドキドキしどうしです。

(เงยีบอา่นสกัพัก) เด็กเขาแอบคดิในใจวา่
คณุป้า เป็นใครกนัแน่ เป็นตวัอะไรกนัแน่ 
อะไรอยา่งงี้

［暫く無言で読む。］このこどもはこころの中
でひそかに，おばさんはいったい誰なの，
なにものなの，などと考えています。

45 ということは，この人［「おばさん」のこと］を
知らないのですか。

46 ใช ่เหมอืนคณุป้าเขา อยู ่ๆ เขาเขา้มาแลว้
บอกวา่ แบบ มาอยูแ่ทนพอ่แมท่ีไ่ป ไป
ท างานตา่งจังหวัด 2 วัน น่าจะ น่าจะไมรู่จั้ก

そうです。おばさんは突然入ってきた感じ
で，そして，なんというか，行った，県外に2
日間仕事に行ったお父さんとお母さんの代
わりに来ました，と言いました。おそらく，お
そらく知らないです。

47 p.14 「ゆうちゃん，夕食のかいものに　いこう」
　二人は，ちかくのスーパーへ　いきました。

(เงยีบอา่นสกัพัก) เหมอืนคณุป้าจะชวนไปกนิ
ขา้ว ขา้วเย็น อะไรอยา่งงี ้ไปกนิขา้วเย็นกนั 
แลว้ก็ทัง้ 2 คนก็ไปซปุเปอรใ์กล ้ๆ ไป
ซปุเปอรใ์กล ้ๆ

［暫く無言で読む。］おばさんがごはんを食
べに行くのを誘った，　晩ごはん，という感
じです。一緒に晩ごはんを食べに行って，
そして二人は近くのスーパーへ行きまし
た。［「近くのスーパーへ行きました。」ともう
一度つぶやく。］

48 p.14 「なにがいい？　おばさん，お肉より，魚がいいな。いっしょでいい？」 อมื..เด็กก็ถามวา่เอาอะไรดคีณุป้า เนือ้ หรอื
วา่ปลา หรอืวา่ทัง้หมด

うーん…こどもは，「おばさん何がいい？
肉？それとも魚？それとも全部？」と聞きま
した。

49 pp.14-15 おばさんは，魚うりばのまえで，じーっとみつめています。 คณุป้าก็ อมื..เพราะวา่รา้นขายปลาอยูข่า้งหนา้
 ก็ไปดตูรงปลากอ่นยังนัน้อะ่คะ่

おばさんは，うーん…魚屋さんは前にある
ので，先に魚のほうを見に行きましょう，と
いう感じです。

50 p.15 「ここの魚，かわいそうね。氷づめにされて，とおくから　きたのかしら。こんなに目がしずんじゃって・・ เหมอืนวา่ปลาตวันี้ ปลาตวันีน่้าสงสาร (เงยีบ
อา่นสกัพัก) ตรงนีไ้มค่อ่ยเขา้ใจ เหมอืนปลา
มาจากแหลง่ใกล ้ๆ แลว้ก็ เหมอืนปลามัน
เป็นอะไรสกัอยา่ง เพราะวา่ตวันีแ้ปลวา่ ตา

おそらく，この魚，この魚はかわいそうで
す。［暫く無言で読む。］［「氷づめ」という語
あたりをマウスで指して］ここはよく分かりま
せん。おそらく魚は近くから来て，そして，
魚がどうにかなってしまったようです。
［「目」という漢字を指して］なぜならこの文
字は目という意味だからです。

51 p.15 じゃって・・かえろう」 เหมอืนคณุป้าก็บอกวา่กลบักนัเถอะ 
じゃって・・かえろう

おばさんは「帰りましょう」と言ったようで
す。じゃって・・かえろう。

52 p.15 家にもどると，おばさんは，むぎわらぼうしを　うらがえして， (เงยีบอา่นสกัพัก) อมื..ระหวา่งตอนกลบับา้น 
คณุป้าก็ ท าอะไรกบัหมวกสกัอยา่งอะ่คะ่

［暫く無言で読む。］うーん…家に帰る道中
で，おばさんは帽子になにかしたようです。

53 p.15 「さあ，ゆうちゃん，でかけるよ」 คณุป้าก็บอกวา่ ยจัูงออกไปกนัเถอะ そしておばさんは「ゆうちゃん，外に出かけ
ましょう」と言いました。

54 p.15 と，ぼうしの中へ，足をいれました。
　おばさんが，すいこまれました。

แลว้ก็ ขา้งในหมวก ก็ใสข่าเขา้ไปในหมวก 
ตรงนีไ้มค่อ่ยเขา้ใจ

そして，帽子の中，で，帽子の中に足を入
れました。［「おばあさんが，すいこまれまし
た」をマウスで指して］ここはよく分かりませ
ん。



55 p.15 とびだしそうな目をして，声もでずにたっていた　ゆうじは， เหมอืนเด็กก็ตกใจ แบบ..ลมืตาโต ตกใจคณุ
ป้าแลว้ก็ เหมอืน น่าจะสง่เสยีงอะไรสกัอยา่ง

おそらく，こどもは驚いて，なんというか…
目を大きくあけて，おばさんに驚きました。
そして，どうも，おそらく声を出したという感
じです。

56 p.15 とびだしそうな目をして，声もでずにたっていた　ゆうじは，
「なにを　ぐずぐずしてるの」
と，足をつかまれました。

(เงยีบอา่นสกัพัก) อมื..ตรงนีง้ง ๆ (หัวเราะ) 3 
บรรทัดตรงนีไ้มค่อ่ยเขา้ใจ

［暫く無言で読む。］うーん…ここが分かりま
せん［笑い］。この3行がよく分かりません。

57 んー？こどもはどうして驚いたのですか。

58 เหมอืนคณุป้าเขา ตรงนีต้รงทีบ่อกวา่ 
ぼうしの中へ，足をいれました เอาขาใส่
เขา้ไปในหมวกยังงีอ้ะ่คะ่ แลว้ก็คณุป้าท า
อะไรสกัอยา่ง เด็กก็เลยแบบงงนดินงึ 
เพราะวา่ตรงนีแ้ปลวา่ ตา มันก็น่าจะเห็นวา่ 
งง ๆ ตกใจ

おそらくおばさんが入った，ここです，「ぼう
しの中へ，足をいれました」と書いてあると
ころ，足を帽子の中へ入れたという感じで
す。そしておばさんが何かをして，だからこ
どもはよく分からないという感じです。　なぜ
ならここは目という意味で，おそらく，よく分
からない，驚いている様子です。

59 p.15 　いっしゅん，目かくしをされたような　かんじです。 (เงยีบอา่นสกัพัก) ไมเ่ขา้ใจค าวา่ いっしゅん
 อะ่คะ่ (อา่นตอ่) ตรงนีแ้ปลวา่ ตา เหมอืนท า
อะไรสกัอยา่ง งง ๆ (หัวเราะ) ไมค่อ่ยเขา้ใจ

［暫く無言で読む。］「いっしゅん」という言葉
が分かりません。［読み進める。］ここは，
目，何かをしたようです。分かりません。
［笑い］よく分かりません。

60 p.15 パッと　あかるくなって，目のまえに，トマトがならんでいます。ツッルツルのピッカピカ。そのむこうの　とう
もろこしは，プチプチに　ふくらんでいます。

ท าอะไรสกัอยา่งแลว้มัน มันสวา่งขึน้ แลว้ก็
ตอ่หนา้ตอ่ตาเขา มะเขอืเทศ (อา่นตอ่) 
ツルッツルのピッカピカเหมอืนเสยีงอะไร
สกัอยา่ง อมื..ก็ งง ๆ ไมเ่ขา้ใจเทา่ไร (หัวเราะ)
 เพราะวา่ไมรู่ว้า่ ふくらん แปลวา่อะไร

何かをしてそしてそれ，それが明るくなりま
した。そして彼女たちの目の前で，トマト，
［読み進める］ツルッツルのピッカピカ，おそ
らく何らかの音です。うーん…まぁ，分から
ない，あまり理解できません［笑い］。なぜ
なら，「ふくらん」がどういう意味か分からな
いからです。

61 p.15 「そのトマト，あまいよ。お日さん，いっぱいあびてるから」 บอกวา่ มะเขอืเทศอนันัน้หวานนะ คณุพระ
อาทติยห์รอ? (อา่นตอ่) บอกวา่ ไดรั้บแสง 
ประมาณวา่ไดรั้บแสงอาทติยจ์นเต็มที ่
ประมาณนีอ้ะ่คะ่

言いました。「このトマト，とても甘いです
ね」［「お日さん」という語を指して］太陽です
か？［読み進める。］光を受けたと書かれて
います。だいたいで言うと，太陽の光をたく
さん浴びたという，そんな感じです。

62 p.15 おくから，おじさんの声がしました。やおやのようです。 (เงยีบอา่นสกัพัก) เหมอืนเสยีงจาก 
おじいさん คณุปู่  คณุยา่ おじいさん…
เหมอืนน่าจะเป็นคณุปู่  คณุตาอะไรอยา่งงีอ้ะ่
คะ่ เสยีง ไมเ่ขา้จ าค าศพัทต์รงนีอ้ะ่คะ่ 
やおや　のようです น่าจะเป็นค านาม นาม
のようです ตรงนีไ้มรู่แ้ปลวา่อะไร

［暫く無言で読む。］おそらくおじいさんから
の声です。おじいさん，おばあさん，おじい
さん…おそらく，おじいさんやおばあさんと
いったところです。声。［「やおや」という語を
指して］ここの単語が分かりません。やお
や，のようですおそらく名詞です。名詞のよ
うです。ここはどういう意味か分かりませ
ん。

63 p.15 「ここ，どこ？」 ตรงนี ้ตรงนีอ้ยูต่รงไหน ここ，ここはどこですか。

64 p.15 「おばさんの　そだった町。となりが魚やよ」 (เงยีบอา่นสกัพัก) คณุป้า ไมแ่น่วา่ตรงนี้
แปลวา่อะไร คลา้ย ๆ กบัเมอืง ถนนอะไรสกั
อยา่งแถว ๆ นัน้ แตจ่ าไมไ่ดว้า่แปลวา่อะไร 
เหมอืนบอกคณุป้าวา่ ประมาณวา่ตอนนัน้มี
ใกล ้ๆ มรีา้นขายปลา ม ี魚や

［暫く無言で読む。］おばさん，［「町」という
語を指して］ここはどういう意味か定かであ
りません。町や道のような何かだと思いま
す。でも何という意味だったか覚えていませ
ん。おそらく，おばさんに言いました，おお
まかに言うと，当時近くに魚屋がありまし
た。魚やがある。

65 p.15 ぶっかき氷の上に，魚がならんでいます。 (เงยีบอา่นสกัพัก)  ぶっかき ไมรู่ว้า่ (หัวเราะ)
 ไมรู่ว้า่แปลวา่อะไร (อา่นตอ่) เหมอืนใหเ้ลอืก
 อมื..เหมอืนมปีลาวางขายอยู่

［暫く無言で読む。］「ぶっかき」分かりませ
ん［笑い］。どういう意味か分かりません。
［読み進める。］おそらく選ばせる，うーん…
たぶん魚が並べて売られています。

66 p.15 「ね，目がきれいでしょ。魚と　にらめっこしてごらん」 อนันีเ้หมอืนตาสวย ตาของปลา ตรงนีไ้มค่อ่ย
เขา้ใจค าศพัท ์ไมรู่ว้า่แปลวา่อะไร

これはおそらく目がきれいです。魚の目。
［「にらめっこ」という語を指して］ここはどう
いう意味かよく分かりません。なんという意
味か知りません。

67 これは誰が話したのですか。

68 อนัไหนเหรอคะ? どこですか。

69 これです［「魚とにらめっこしてごらん」の部
分を指す］。

70 อนันี ้น่าจะเป็นเด็ก เด็กพดูอะคะ่ ทีช่ ือ่ยจู ิ これはおそらくこどもです。こどもが話しまし
た，ゆうじという名前の。

71 p.15 ゆうじは，魚を　にらみつけました。 (เงยีบอา่นสกัพัก) みつけます มันแปลวา่พบ 
เจอคน แตว่า่ไมรู่พ้อรวมกบัตวัขา้งหนา้นี้
แปลวา่อะไร

［暫く無言で読む。］「みつけます」これは出
会う，人に会うという意味です。しかし，前
の語［「にらみつける」の「にら」を意味する］
と使われたらどういう意味か分かりません。

72 p.15 魚も，まけずに　にらみかえしてきます。 (เงยีบอา่นสกัพัก)เหมอืนบอกวา่ ปลาก็ อนันี้
ไมรู่แ้ปลวา่อะไรอะ่คะ่

［暫く無言で読む。］おそらく書いてあること
は，魚も，［「まけず」という語を指して］これ
はなんという意味か分かりません。

73 p.15 『オレは，とれたてのピチピチだ。 (เงยีบอา่นสกัพัก)เหมอืนปลามัน เหมอืนปลา
พดูเหรอ หรอืวา่ใคร อนันีไ้มแ่น่ใจวา่ใคร แต่
วา่ใช ้オレは ดว้ย ก็จะเป็นอกีคนหนึง่ ไมใ่ช่
เด็ก ไมใ่ชค่ณุป้า

［暫く無言で読む。］おそらくこの魚，おそら
く魚が話したのですか。それとも誰でしょ
う。これは誰が話したのかよく分かりませ
ん。しかし，「オレは」を使っています，とい
うことはもう一人です。こどもではありませ
ん。おばさんでもありません。

74 p.15 どうだ，うまいうちに，くってみろ』 (เงยีบอา่นสกัพัก) ไมเ่ขา้ใจประโยค (หัวเราะ) ［暫く無言で読む。］文章が分かりません
［笑い］。

75 p.15 魚の目が，ぎろっとうごいて，おもわず，おばさんに　しがみつきました。 (เงยีบอา่นสกัพัก) เหมอืนปลาตวันัน้มัน ท า
อะไรกบั เหมอืน...(อา่นตอ่) เหมอืนตาของ
ปลามันขยับ うごいて น่าจะมาจาก 
うごきます นะ เหมอืนตาของปลามันขยับ
แลว้ก็ คณุป้าก็ ตรงนีไ้มรู่ว้า่แปลวา่อะไร คณุ
ป้าก็ท าอะไรสกัอยา่ง

［暫く無言で読む。］おそらく，あの魚は，何
かをする，おそらく…［読み進める。］おそら
く魚の目が動きます。「うごいて」はおそらく
うごきますから来ていますね。おそらく魚の
目が動いて，そして，おばさんは［「しがみ
つく」という語を指して］ここはどういう意味
か分かりません。おばさんは何かをしまし
た。

76 ここでは，どこにいますか。

77 อยูท่ีร่า้น รา้นขายปลา お店です。魚屋です。

78 pp.15-16 「アッハッハッハ，魚のかちね・・そのむこうが　肉や，つぎが　おかしや・パンや・おもちゃや・花や。このと
おりには，なんでもあるのよ」
「へえ，スーパーを，よこにならべたみたい」

(เงยีบอา่นสกัพัก) นีเ่ป็นเสยีงอะไรสกัอยา่ง 
(อา่นตอ่) เหมอืนบอกวา่ ใกล ้ๆ ก็มรีา้นเนือ้ 
รา้นขายขนม รา้นขายขนมปัง รา้นขายของ
เลน่ รา้นดอกไม ้ใกล ้ๆ ม.ี.มหีลาย ๆ อยา่ง มี
แทบทกุอยา่งเลย ก็เหมอืนคณุป้าน่าจะ 
น่าจะพดู แลว้เด็กก็บอกวา่อยากไปซปุเปอร์
อะไรอยา่งงีอ้ะ่คะ่

［暫く無言で読む。］これは何かの音です。
［読み進める。］書いてあるのはおそらく，近
くに肉屋，お菓子屋，パン屋，おもちゃ屋，
花屋があります。近くにある…いろいろなも
のがあります。ほぼ全てのものがありま
す。とおばさんがおそらく，おそらく言って，
そしてこどもはスーパーに行きたいと言った
という感じです。

79 p.16 「そのとおりね」
おばさんは，魚やトマトをかうと，

คณุป้าก็ ตรงใกล ้ๆ นีใ้ชไ่หม แลว้ก็ คณุป้าก็
ซือ้ปลากบัซือ้มะเขอืเทศ

おばさんは「この近くでしょう？」そして，お
ばさんは魚とトマトを買いました。

80 p.16 「ゆうちゃん，かえるよ」 ก็บอกยจัูงวา่กลบักนัเถอะ でゆうちゃんに「帰りましょう」と言いました。

81 p.16 と，手をひっぱりました。 ตรงนีไ้มรู่แ้ปลวา่อะไร เหมอืนท าอะไรสกั
อยา่งทีม่อื

ここは何をしているのか分かりません。おそ
らく，手に何かをしました。

82 p.16 二人は，家にもどっていました。 ทัง้สองคนก็กลบับา้นไป 二人とも家に帰りました。

83 p.16 頭を　ぶるぶるっとふる　ゆうじに，おばさんが，ウインクをしました。 เหมอืนเด็กก็ สง่วิ๊งคใ์หค้ณุป้าเหรอ ไมเ่ขา้ใจ
เหมอืนกนัวา่ท าไม (หัวเราะ) ยังไงวะ่ งง 
(ถอนหายใจ) อมื..

おそらくこどもがおばさんにウインクしたん
ですかね…。どうしてかよく分かりません
［笑い］。　どういうことでしょう。分かりませ
ん［ため息］。うーん…



84 p.16 つぎの日も　いいおてんきです。
ハルおばさんが，せんたくものを　ほしています。

วันตอ่มา อากาศด ีคณุป้าฮารก็ุซกัผา้ 次の日，天気がよく，ハルおばさんは洗濯
をしました。

85 p.16 ゆうじは，ソファーにすわって， ยจูก็ิน่ังทีโ่ซฟา ゆうじはソファーに座っています。

86 p.16 おばさんの頭の上の　むぎわらぼうしを　みていました。 บนหัวของคณุป้าก็มหีมวก むわが หมวก 
むぎわら อยู ่ก็คอื ยจูมิองคณุป้าทีใ่สห่มวก
ใบนัน้อยูอ่ะ่คะ่

おばさんの頭の上にはむぎが帽子，むぎわ
ら帽子がある，というのはつまり，ゆうじは
その帽子をかぶったおばさんを見たという
ことです。

87 p.16 （あの中にあるのは，いったいなに） เหมอืนเด็กก็สงสยัวา่ คอืในหมวกนัน้อะ่ มี
อะไรอยูก่นัแน่

おそらくこどもはあやしく思っています，あ
の帽子の中には何か絶対あるに違いない
と。

88 p.16 そのとき，ろうかのでんわが　なりました。
ゆうじがとると，

ตอนนัน้เอง แลว้ก็มโีทรศพัทเ์ขา้มา ยจูก็ิรับ そのときです。そして電話が鳴ってゆうじが
電話を取りました。

89 p.16 「ハルちゃん　います？」と，きこえてきました。 ก็คอืในสายโทรศพัทบ์อกวา่ ฮารจัุง อยูไ่หม というのは電話の中の声は「はるちゃんは
いますか」と言っています。

90 p.16 　ハルおばさんが，むぎわらぼうしを，ソファーにおいて　とんできました。
「あら，ひさしぶりね，げんき？」
　おばさんの　おしゃべりが，つづいています。

คณุป้าฮารก็ุ อมื..ก็มาตรง มาทีโ่ซฟาทีเ่ด็กรับ
โทรศพัทเ์มือ่กี ้คณุป้าก็รับโทรศพัท ์แลว้
แบบไมไ่ดเ้จอกนันาน ไมไ่ดค้ยุกนันาน
ประมาณนี ้สบายดไีหม แลว้เขาก็คยุ
โทรศพัทท์ีเ่ขารับอยู่

ハルおばさんは，うーん…来て，さっきこど
もが電話を取ったソファーに来て，おばさん
は電話を取りました。そしてしばらく会って
いない，しばらく話していないといった感じ。
元気にしていますか。そして彼女が受けて
いる電話で話しました。

91 p.16 ゆうじは，むぎわらぼうしの中を，のぞいてみました。なにもありません。 ยจูก็ิไดด้ทูีห่มวกนัน้ก็แบบ อมื..ก็ไมเ่จอ ก็ไม่
มอีะไรในหมวกเลย

ゆうじは帽子の中を見ました。というのは，
うーん…まぁ何も見当たらない，まぁ何も帽
子の中にない。

92 p.16 足を　そっといれてみました。
　なにもおこりません。

ลองใสข่าเขา้ไปในหมวกด ูก็ไมม่อีะไรเกดิขึน้ 帽子の中に足を入れてみても，何も起こり
ませんでした。

93 p.16 「もちろん，いくわよ。じゃ，あとでねえ」
　そういって，でんわが　きれました。
ゆうじは，いそいで，むぎわらぼうしを，もどしました。
「ゆうちゃん，おばさん，ちょっと　でかけてくるわ」

(เงยีบอา่นสกัพัก)คณุป้าก็เหมอืนจะวางสาย 
วางสายโทรศพัทอ์นันัน้ แลว้ก็วางสายไป ยจูิ
ก็รบี รบีคนืหมวกใหค้ณุป้า คณุป้าก็บอกวา่ 
คณุป้าจะออกไปขา้งนอกแปบนงึ

［暫く無言で読む。］おばさんは電話をもう
すぐ置きそうです。電話を切りました。そし
て電話を切って，ゆうじは急いで，急いでお
ばさんに帽子を返しました。おばさんは「お
ばさんは少し外に出てきます」と言いまし
た。

94 p.16 「ぼくは？」 ยจัูงก็บอกวา่ แลว้ผมหละ่ ゆうちゃんは「ぼくは？」と言いました。

95 p.16 「えっ，いきたい？」 คณุป้าก็ถามวา่อยากไปดว้ยเหรอ อยากไป
เหรอ

おばさんは「一緒に行きたいの？行きたい
の？」と聞きました。

96 p.17 おばさんが，にやっとわらって，むぎわらぼうしを，うらがえすと，ゆうじの手をとって，ぼうしに足をいれまし
た。

คณุป้าก็ยิม้ แลว้ก็ (เงยีบอา่นสกัพัก) อนันีไ้มรู่ ้
วา่แปลวา่ ท าอะไรกบัหมวกสกัอยา่ง จับมอืยู
จไิป จับมอืยจูแิลว้ก็ขาใสเ่ขา้ไปในหมวก

おばさんはほほえみました。そして，［暫く
無言で読む］［「うらがえす」という語を指し
て］これはどういう意味か分かりません，帽
子に何かをしました。そしてゆうちゃんの手
をとって行きました。ゆうじの手を握って，
足を帽子の中に入れました。

97 p.17 とても　きゅうくつなところに，すわっています。 きゅうくつな อนันีไ้มรู่ว้า่แปลวา่อะไร ก็น่ัง
ตรงสถานทีน่ี้

「きゅうくつな」これはどういう意味か分かり
ません。で，その場所に座りました。

98 p.17 たたみを，もっと　ざらざらにしたかんじ。 (เงยีบอา่นสกัพัก) เสือ่ทาทามเิหรอ น่าจะเป็น
เสือ่ทาทาม ิ แลว้ก็แตอ่นันีไ้มรู่แ้ปลวา่อะไร 
ざらざらにしたかんじ

［暫く無言で読む。］たたみですか？おそら
くたたみです。そして，でもこれはどういう意
味か分かりません。ざらざらにしたかんじ。

99 これは何について言っていますか。

100 อนันีเ้หมอืน คณุป้าก็ พาไปน่ังทีน่งึ สกัอยา่ง
 ทีท่ีม่เีสือ่ทาทามดิว้ยอะ่คะ่

これはおそらく，おばさんは，たたみがある
どこか，何かに連れて行きました。

101 p.17 　グワッ！ แลว้ก็ค านีค้ าอทุาน ไมรู่แ้ปลวา่อะไร (หัวเราะ) そして，これは感嘆詞です。どういう意味か
わかりません［笑い］。

102 p.17 すぐよこで，鳥が，大きな口をあけました。 (เงยีบอา่นสกัพัก) แลว้คณุป้าก็ ใหอ้ะไรสกั
อยา่งออกมา แตต่วันีจ้ าไมไ่ดว้า่แปลวา่อะไร

［暫く無言で読む。］そして，おばさんは何か
を取り出しました。［「鳥」という語を指して］
しかし，これが何という意味だったか覚えて
いません。

103 p.17 「きゃあ～」 เด็กก็อทุาน ตกใจอะไรอยา่งงี้ で，こどもは驚く，びっくりするといった感じ
です。

104 p.17 ゆうじは，にげようとして，シャツをつかまれました。 (เงยีบอา่นสกัพัก) แลว้เด็กทีช่ ือ่ยจูก็ิ ท าอะไร
กบัเสือ้เขาสกัอยา่ง อนันีไ้มเ่ขา้ใจ ไมรู่ ้
แปลวา่อะไร つかまれました

［暫く無言で読む。］そして，ゆうじという名
前のこどもは，彼の服に何かをしました。こ
れが分かりません。なんという意味か分か
りません。つかまれました。

105 p.17 「おっこちて，けがをするわよ。背中に　羽でもあれば，べつだけど」 ตรงนี ้เหมอืนบอกวา่ตรงนีม้แีผล มคีนัจทิีไ่ม่
เขา้ใจ อยูข่า้งใน...เหมอืนอนันีน่้าจะแปลวา่ นก

この部分，おそらく言っているのは，ここに
傷があります。分からない漢字があります
［「背中」という文字をマウスで指す］，中に
いる…。これはおそらく鳥という意味です
［「羽」という文字を指す］。

106 (เงยีบอา่นสกัพัก) อมื...อมื บอกวา่ ทัง้ ๆ ที่
แบบ เหมอืนมปีีก แตก็่อนันีไ้มรู่ว้า่แปลวา่อะไร

［暫く無言で読む。］うーん…うーん，書いて
あるのは，羽があるみたいな感じにもかか
わらず，しかしこれ［「でもあれば」という語
を指す］がどういう意味かわかりません。

107 p.17 ハルおばさんです。二人は，鳥の巣の中にいました。 คณุป้า..ทัง้สองคนท าอะไรกบันกตวันัน้สกั
อยา่งทีค่ณุป้าเอามา

おばさん…二人はおばさんが持ってきたそ
の鳥に何かをしました。

108 p.17 外をみて，ゆうじは，しゃがみこみました。高い木の上です。
　鳥のひなが，いっしょにいました。

ลองดภูายนอก ยจูก็ิ แบบ..เหมอืน..น่าจะเป็น
นกมันอยูบ่นตน้ไม ้อยูส่งู แลว้ก็แบบมองดู

外を見てみる，ゆうじは，なんというか…お
そらく…たぶん鳥が木の上にいる，高いと
ころにいる，そして見ています。

109 p.17 「まあ，ハルちゃん，もう　きてくれたの」
おや鳥が，パタパタと　おりてきました。

(เงยีบอา่นสกัพัก) บอกวา่ ฮารจัุง มาแลว้เหรอ
 (อา่นตอ่) คอืตรงนีไ้มเ่ขา้ใจวา่ใครพดูอะ่คะ่ 
เพราะวา่เด็กก็ไมเ่รยีกคณุป้าวา่ฮารจัุงอยูแ่ลว้

［暫く無言で読む。］「はるちゃん，もう来た
の？」と言いました。［読み進める。］あの，
ここは誰が話したのか分かりません。なぜ
なら，こどもはおばさんのことをはるちゃん
と呼んでいないからです。

110 p.17 「かわいいひなが，うまれたってきけば，すぐ　とんでくるに，きまってるでしょ」 (เงยีบอา่นสกัพัก) เหมอืนตัง้แตเ่กดิ อนันี ้
うまれます ตัง้แตเ่กดิอะไรสกัอยา่ง (อา่นตอ่)
 ประโยคนีไ้มเ่ขา้ใจเลย

［暫く無言で読む。］おそらく生まれてから，
これ，うまれます，生まれてから，か何かで
す。［読み進める。］この文章は全く分かり
ません。

111 p.17 「ありがとう。ちょっと，こどもの　えさを，さがしにいってくるわ。ゆっくりしていてね」
　おや鳥が，とびたっていきました。

ขอบคณุนะ...เหมอืนจะหา จะหาอะไร えさ ไม่
รูว้า่แปลวา่ไรอะ่ หา えさ ของเด็ก (อา่นตอ่) 
ก็จะคอ่ย ๆ หาไปชา้ ๆ แลว้ก็นกตวันัน้ แลว้ก็
นกก็บนิไป

ありがとう…おそらく探している，何を探す
のか，「えさ」，何という意味か分かりませ
ん。こどものえさを探す。［読み進める。］そ
して徐々にゆっくり探して，それからあの鳥
は，そして鳥は飛んでいきました。

112 p.17 「おばさんのしりあい？」 เด็กน่าจะถามวา่ เป็นคนรูจั้กของคณุป้าเหรอ こどもはおそらく，「おばさんの知っている人
ですか？」と聞きました。

113 p.17 「そうよ。あかちゃん，かわいいでしょ」 คณุป้าก็บอกวา่ใช ่เด็กคนนัน้น่ารักใชไ่หมหละ่ おばさんは，そうだと言いました。「あのこど
もはかわいいでしょう？」

114 あのこどもとはゆうじのことですか。

115 เด็กคอื...หมายถงึนกทีบ่นิไป เพราะวา่คณุป้า
ตอบ

こどもとは…飛んで行った鳥のことです。な
ぜなら，おばさんが答えたからです。



116 p.17 （こんなに大きいひなが，かわいいかっていわれたって・・・ぼく，ちぢんっじゃったみたい เหมอืนประโยคนีเ้ด็กเขาก าลงัคดิอยู่ แต.่.อมื..
(อา่นตอ่) หมายถงึ ถา้เกดิเขาเป็นแบบนัน้ 
แบบ..เขาจะน่ารักไหม ไมแ่น่ใจนะ ไมค่อ่ย
เขา้ใจประโยคสดุทา้ย

おそらくこの文は，こどもが考えていること
です。でも…うーん…［読み進める。］という
のは，もし彼［「ひな」のこと］があんなよう
だったら，なんというか…彼はかわいいか
なぁ，自信がありません。最後の文があまり
理解できません。

117 p.17 おや鳥は，なん回も，いったりきったりして，木の実や，虫のようちゅうを，くわえてきます。 (เงยีบอา่นสกัพัก) คนัจ ิอนันีไ้มรู่แ้ปลวา่อะไร
 木のน่าจะเป็นสว่นอะไรสกัอยา่ง บนตน้ไม ้
อนันีก็้ไมเ่ขา้ใจวา่แปลวา่อะไร

［暫く無言で読む。］［「実」という漢字を指し
て］漢字，これはどういう意味かわかりませ
ん。木の，おそらく何かの一部です，木の上
の。［「ようちゅう」という語を指して］これも
どういう意味か分かりません。

118 พดูถงึวา่ นกตวันัน้อะ่ ยจูซิงัก็ตามแบบ..ไป ๆ
 มา ๆ น่าจะหมายถงึอยา่งนัน้ ก็ท าอะไรสกั
อยา่งตรงใต ้ตรงตน้ไม ้ตรงสว่นของตน้ไม ้
ตรงนัน้

書いてあるのは，あの鳥，ゆうじさんはそれ
についていく，なんというか…いったりきた
り，たぶんそんなことを意味しています。
まぁ，下のところで何かをしています，木の
ところ，木のその部分，そこです。

119 p.17 「おかあさん鳥，たいへんだねえ」 บอกวา่ คณุแมน่ก ล าบาก 鳥のおかあさんは大変だと書いてありま
す。

120 p.17 ゆうじのことばに，おばさんが，うなずきました。 (เงยีบอา่นสกัพัก)อนันีไ้มรู่แ้ปลวา่อะไรคะ่ 
พอฟังค าพดูของยจูแิลว้ คณุป้าก็แบบ 
うなすぎました อนันีไ้มรู่แ้ปลวา่อะไร

［暫く無言で読む。］これはどういう意味か
分かりません。ゆうじのことばを聞いて，お
ばさんは，まぁ，うなずきました［下線部の
み日本語での発話］これはなんという意味
か分かりません。

121 p.17 「そうよ，おかあさんがたいへんなのは，人間も鳥もおなじ」 คณุป้าก็บอกวา่ คณุแมล่ าบาก คนก็ล าบาก 
ทัง้คนทัง้นกก็ล าบากเหมอืนกนั

でおばさんは，「おかあさんはたいへん。人
間もたいへん。人間も鳥も同じようにたいへ
ん。」と言いました。

122 p.18 おや鳥が，
「そちらのぼうやも，いかが」

(เงยีบอา่นสกัพัก) そちらตรงนัน้ ไมรู่ว้า่ 
ぼうや คอือะไร น่าจะเป็นสถานทีส่กัอยา่ง

［暫く無言で読む。］そちら，あそこ。ぼうや
は何か分かりません，おそらくどこか場所
のことです。

123 p.18 と，ゆうじに，虫のようちゅうを，さしだしました。 (เงยีบอา่นสกัพัก) คนัจอินันีไ้มเ่ขา้ใจ ก็เลยไม่
รูว้า่แปลวา่อะไร

［暫く無言で読む。］［「虫」という漢字を指し
て］この漢字が分かりません。だからどうい
う意味か分かりません。

124 (เงยีบอา่นสกัพัก) แลว้อนันีก็้จ าไมไ่ดว้า่
แปลวา่อะไร

［暫く無言で読む。］そしてこれもどういう意
味か覚えていません［「さしだしました」とい
う語を指す］。

125 p.18 と，ゆうじに，虫のようちゅうを，さしだしました。
「いいえ，ぼく，おなかがいっぱいだから」

2 บรรทัดนีง้ง ๆ ไมรู่ว้า่คอือะไร เหมอืนเด็ก
ถามแลว้ก็ (อา่นตอ่) แลว้ก็มคีนบอกวา่ ไม ่
เพราะวา่เขาอิม่อยู่

この2文はよく分かりません。どういうことか
分かりません。おそらくこどもが質問して，
［読み進める］そして，いいえと言った人が
いました，彼はおなかがいっぱいだからで
す。

126 p.18 ゆうじは，あわてて　手をふりました。 (เงยีบอา่นสกัพัก) แลว้ยจูก็ิ..จ าไมไ่ดว้า่
แปลวา่อะไร あわてて แลว้ก็ท าอะไรสกั
อยา่งกบัมอื ふりอมื...เหมอืนกบัเอามอืลง 
น่าจะอยา่งนัน้

［暫く無言で読む。］そしてゆうじは…なんと
いう意味か覚えていません，あわてて。そし
て手で何かをしました，ふり，うーん，おそ
らく手をおろした，そんな感じだと思いま
す。

127 p.18 「このごろ，だんだん森がせまくなってきてね。えささがしも　たいへんなの」 (เงยีบอา่นสกัพัก) บอกวา่ ชว่งนี ้ชว่งนีป่้า
นอ้ยลง แบบมนีอ้ยลง เขาหา การหา えさ 
ยังงี ้ก็ 大変 ก็คอืล าบาก ก็เลยล าบาก

［暫く無言で読む。］書いてあるのは，この
ごろ森が少なくなっている，なんというか，
あまり無くなってきています。彼は探す，こ
のようにえさを探すこと，それも，大変という
のは大変，だから大変です。

128 p.18 おや鳥が，ためいきをつきました。 (เงยีบอา่นสกัพัก) ไมรู่ว้า่ ためいき แปลวา่
อะไร แตว่า่ เหมอืนตวันัน้ก็พดูวา่ つきました
 ปกตมิัน น่าจะแปลวา่แบบ ถงึแลว้อะไรแบบ
นี ้แตอ่นันีไ้มเ่ขา้ใจวา่แปลวา่อะไร

［暫く無言で読む。］「ためいき」がどういう意
味か分かりません。しかし，おそらくあの鳥
がつきましたと話しました。普通それは，お
そらくなんというか意味は，到着したという
ような感じです。しかし，これはどういう意味
か分かりません。

129 p.18 「あら，ねちゃったみたい。おなかが，いっぱいになったのね。わたしたちも，そろそろおいとましないと」 (เงยีบอา่นสกัพัก) みたいเหมอืนกบั 
ねちゃった คอือะไรไมรู่ ้(หัวเราะ)みたい 
แปลวา่ ดเูหมอืนกบั (อา่นตอ่) บอกวา่อิม่ อื
ม..いっぱいになったのね บอกวา่ อิม่แลว้ใช่
ไหม わたしたちพวกเราก็ (อา่นตอ่) อนันีไ้ม่
รูแ้ปลวา่อะไรอะ่คะ่

［暫く無言で読む。］みたい，～と同じよう，
「ねっちゃった」は何か分かりません［笑
い］。みたいの意味は～のように見える，
［読み進める］おなかがいっぱいと言いまし
た。　うーん…いっぱいになったのね，とい
うのは，おなかがいっぱいになったという意
味でしょう？わたしたち私たちはそれで［読
み進める。］［「そろそろおいとましないと」を
指して］これはどういう意味か分かりませ
ん。

130 わたしたちとは？

131 p.18 おばさんのことばに น่าจะหมายถงึ..อมื..คณุป้าน่าจะเป็นคนพดูนะ 
เพราะวา่อนันีเ้ขาเขยีนตอ่วา่คณุป้า

おそらく意味しているのは…うーん…おそら
くおばさんが話しているひとだと思います，
なぜならおばさんと続けて書いてあるから
です。

132 おばさんと誰ですか。

133 กบัพวกนก と鳥たちです。

134 p.18 「そうしよう　そうしよう」 そうよ　そうよ อยา่งนัน้แหละ そうよそうよ，そんな感じ。

135 p.18 と，ゆうじが　いうまもなく，二人は，家の庭にたっていました。 (เงยีบอา่นสกัพัก) ยจูก็ิไป 2 คนกบัคณุป้า 
น่าจะอยา่งนัน้

［暫く無言で読む。］ゆうじはそれでおばさん
と二人で行った，おそらくそんな感じです。

136 p.18 「ゆうちゃん，こんやは，バーベキューにしようか？」 (เงยีบอา่นสกัพัก) แลว้ก็บอกวา่ บอกยจัูงวา่ 
คนืนีอ้ะ่ แบบ..เย็นนี ้เราหวิไหม ท าบาบคีวิ
กนิกนัไหม

［暫く無言で読む。］そして言いました，ゆう
ちゃんに言ったのは今晩，なんというか…
今夜，おなかが空きますか，バーベキュー
を一緒にしませんか。

137 p.18 「さんせい。ぼく，大すき」 ก็คอืเด็ก ยจัูงจะชอบมาก ก็เลยเอาเลย กนิ
เลย ท าบาบคีวิ

というのはこども，ゆうちゃんは大好きで
す，だからすぐそうします，すぐ食べます，
バーベキューをします。

138 p.18 「おばさんね，あしたで，おわかれだから」 (เงยีบอา่นสกัพัก) คณุป้าบอกวา่ พรุง่นี ้น่าจะ
เหมอืนแบบ เหมอืนพรุง่นีเ้ขาจะกลบัแลว้
อะไรอยา่งงีอ้ะ่คะ่

［暫く無言で読む。］おばさんは言いました，
明日，おそらく，たぶん明日彼女は帰ってし
まうという感じです。

139 p.18 「また，きてくれるよね」
「そうね，またいつか。庭を，ちょっと　そうじしておいて。かいものに　いってくるから」

เด็กก็บอกวา่ เดีย๋วจะมาใหมใ่ชไ่หม คณุป้าก็
บอก ใช ่ไวเ้จอกนัใหมส่กัวันหนึง่ คณุป้าก็
ท าความสะอาด ออ๋ ไมใ่ชด่ ิคณุป้าบอกวา่ไว ้
เจอกนัใหม ่คณุป้าอาจจะมาท าความสะอาด
ให ้แลว้พาไปชอ็ปป้ิง

こどもはそれで言いました，「またすぐ来て
くれるでしょう？」おばさんは言いました。
「はい。またいつか会いましょう。」そしてお
ばさんは掃除をしました。あぁ，違った…お
ばさんが言ったのは「また会いましょう。お
ばさんはまた掃除しに来てあげるかもしれ
ません。そして買い物に連れていきます。」

140 เด็กก็บอก โอเค ไวเ้จอกนั で，こどもは言いました。「おっけー，また会
いましょう。」

141 p.18 おばさんが，ぼうしをうらがえして，でかけていきました。 คณุป้าก็ใสห่มวกอนันัน้ แลว้ก็ออกไป おばさんはあの帽子をかぶりました，そして
出て行きました。

142 p.18 ゆうじは，庭の石を　もちあげました。 ยจูจัิงก็ อนันีแ้ปลวา่ หนิ ตวัคนัจติวันีไ้มเ่ขา้ใจ
 น่าจะเป็นหนิ ทีส่ว่นของบา้น ในบา้นสกัอยา่ง
 เอาใหค้ณุป้ามัง้คะ อมื..ไมรู่ว้า่แปลวา่อะไร 
(หัวเราะ)

ゆうちゃんはそれで，これの意味は石？
［「石」を指して］この漢字が分かりません，
おそらく石です。家の庭にある，家の中か。
たぶんおばさんにあげたのでしょう。うーん
…どういう意味か分かりません［笑い］。

143 p.18 （あっ　ニョロニョロ虫だ！） อนันีก็้คอื เขาคดิในใจ อะ๊ อะไรสกัอยา่ง これは，彼は心の中で思いました，あっ，と
いうような感じで。



144 p.18 ふみつぶそうと　あげた足を，そっと　おろして，空をみあげました。 (เงยีบอา่นสกัพัก) ตรงนีไ้มรู่อ้ะ่วา่แปลวา่อะไร 
(อา่นตอ่) ขาทีใ่หไ้ป อะไรสกัอยา่ง (อา่นตอ่) 
ตรงนี ้ประโยคนีง้ง ๆ คุน้ ๆ แตว่า่เคยไดย้นิ
บอ่ย 空をみあげます แปลวา่ ไมรู่ว้า่แปลวา่
อะไร

［暫く無言で読む。］ここはなんという意味か
分かりません。［読み進める。］あげた足［こ
こでの「あげた」は「上げる」ではなく，人な
どに「あげる」という意味で理解している］と
いうような感じです。［読み進める。］ここ，こ
の文章が分かりませんが，覚えがありま
す。でもよく聞いたことがあるんです，「空を
みあげます」意味は，何という意味か分かり
ません。

145 今までに聞いたことがあるんですか。

146 เคยไดย้นิ มันมากบัเพลง 聞いたことがあります。歌と一緒にです。

147 อนันีค้อืค าถามอะไร (หัวเราะ) ฟังเพลงบอ่ย 質問は何でしたっけ［笑い］，よく歌を聞きま
す。

148 p.18 （あのおや鳥に，この虫，あげたいなあ） (เงยีบอา่นสกัพัก) อยากจะใหอ้ะไรกบันกตวั
นัน้ดว้ย

［暫く無言で読む。］何かをあの鳥にもあげ
たいです。

149 p.18 ハルおばさんが，かいものかごを，いっぱいにして，むぎわらぼうしの中から　かえってきました。 คณุป้าฮาร ุ(อา่นตอ่) คณุป้าคนนัน้ คณุป้าฮารุ
 かご ไมรู่ว้า่แปลวา่อะไรอะ่คะ่ かいもの คอื
ของ ซือ้ของ เหมอืนซือ้ของไปเยอะ แลว้ก็
จากในหมวกอนันัน้ก็กลบัไป เขากลบัไปโดย
ใชห้มวกของเขา

ハルおばさん，［読み進める］あのおばさ
ん，はるおばさん，「かご」，何という意味か
分かりません。かいものは，もの，かいもの
…，買い物をたくさんしたようです。そしてあ
の帽子から帰って行きました，彼女は彼女
の帽子で帰っていきました。

150 ยากมากเลย (หัวเราะ) とても難しかったです［笑い］。

151 ก็เหมอืนคณุป้าคนหนึง่ทีท่ าอะไรแปลก ๆ 
แลว้แบบ เด็ก แตก็่เด็กก็ไมไ่ดก้ลวัอะไร แค่
สงสยัวา่ท าไมคณุป้าถงึท าได ้คะ่ (ทัง้คู่
หัวเราะ)

おそらく一人の変なことをするおばさん，そ
してなんというか，こども，でもこどもは何も
怖がらないんです。どうしておばさんはでき
るのかを不思議に思っているだけです［笑
い］。


