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協力者の発話内容

ページ 文章 発話 日本語訳

1 記憶ちがい อมื 記憶ちがい［日本語で発話する］ うーん，記憶ちがい［日本語で発話する］。

2 辰野隆 อนันี้น่าจะชือ่คนแตง่ これはたぶん著者だと思います。

3 「久しぶりだな、全く。」 ไมไ่ดเ้จอกนันานเลยเนอะ 全く［日本語で発話する］ นี่
［「全く」という言葉］น่าจะมากบั เหมอืนไมไ่ดเ้จอกนัเลย

久しぶりだね，全く［日本語で発話する］，これ［「全く」と
いう言葉］は「久しぶりだな」と一緒に使われていると思
います。

4 うん。

5 「久しぶりどころじゃないね、五十年ぶりだもの。」 อมื  どころじゃない［日本語で発話する］ 
［「どころじゃない」というところに下線を引く］อนันี้เคยเห็น

うーん，どころじゃない［日本語で発話する］［「どころじゃ
ない」というところに下線を引く］。これは見たことがあり
ます。

6 へー。

7 เคยเห็นตอนเตรยีมสอบ N2 ［笑い］ N２の試験勉強のときに，見た覚えがあります［笑い］。

8 ［笑い。］そうですか。

9 จ าไมไ่ด ้อมื น่าจะเหมอืน ไมใ่ชแ่คไ่มไ่ดเ้จอกนันาน よく覚えていません。うーん，ただの久しぶりに会ったこ
とではない気がします。

10 うん。

11 อมืตัง้ ตัง้ 50 ปีตา่งหาก มั่ง うーん，50年も会ってない，そんな感じですかね。

12 ふーん。

13 こう云って、声を揃えて笑ったのは、何れも老人で、二人
とも今年は算え歳の六十三である。

でも［日本語で発話する］　 อนันี ้
こうすって　［日本語で発話する］ คนัจติวันี้
［「云」のこと］ไมเ่คยเห็นเลย

でも［日本語で発話する］，この，こうすって［日本語で発
話する］，この漢字［「云」のこと］はまったく見たことがあ
りません。

14 ［携帯電話を触るのを見て］何を使いますか。

15 JTDic คะ่
［携帯アプリJTDicを使って　手書きで「云」と入力し候補
の中から「พดู
［言葉に出す］」という意味を持つ「云う」を選ぶ。それか
ら「云」の上に「い（う）」という読み方を書き加える。］ออ๋
 いう［日本語で発話する］ ไมเ่คยเห็นเลย หมื ดเูกา่มาก

JTDicです。［携帯アプリJTDicを使って，手書きで「云」
と入力し，候補の中から「พดู
［言葉に出す］」という意味を持つ「云う」を選ぶ。それか
ら「云」の上に「い（う）」という読み方を書き加える。］なる
ほど，いう［日本語で発話する］と読むんですね，やっぱ
り見たことがありません。ふーん，古そうですね。

16 ［笑い。］

17 ［笑い。］ พอพดูอยา่งนี้ ［笑い。］こう言って。
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18 声を［日本語で発話する］ เคยเห็น［この漢字］แตจ่ า
［意味］ไมไ่ด ้
［携帯アプリJTDicを使って手書きで「揃」と入力し候補
の中から「จัดเตรยีมใหพ้รอ้ม［準備する］ท าใหเ้หมอืนกนั
［一様にする］」という意味を持つ「そろえる」を選ぶ。］
น่าจะอนันี ้そろえ［日本語で発話する］ เหรอ 
そろえる［日本語で発話する］ 
そろえる［日本語で発話する］ จัดเตรยีมใหพ้รอ้ม ท าให ้
เหมอืนกนั ออ๋ 
［「声を揃えて」というところに下線を引き漢字の上に「そ
ろ」とルビを付ける。］［笑い。］พอพดูอยา่งนี้ก็หวัเราะ
ประสานกนั หวัเราะพรอ้มกนั

声を［日本語で発話する］，［この漢字は］見たことがあり
ますが，［意味は］覚えていないです。［携帯アプリJTDic
を使って，手書きで「揃」と入力し，候補の中から「
จัดเตรยีมใหพ้รอ้ม［準備する］ท าใหเ้หมอืนกนั
［一様にする］」という意味を持つ「そろえる」を選ぶ。］こ
の「そろえ」［日本語で発話する］なのかな，そろえる［日
本語で発話する］，そろえる［日本語で発話する］，準備
する，一様にする，なるほど。［「声を揃えて」というところ
に下線を引き漢字の上に「そろ」とルビを付ける。］［笑
い。］こう言って，まあ，こう言って一緒に笑う，揃って笑
う。

19 なるほど。

20 อนันี้ไมรู่ว้า่หมายถงึอะไร ［「何れ」に下線を引く。］ これも何を意味しているかわかりません。［「何れ」に下
線を引く。］

21 うん。

22 หมื ［「六十三」の上に数字「63」を書き加える。］นี่น่าจะ
เป็นชือ่เรยีกของอาย ุ63 
［「算え歳」に下線を引く。それから「算え歳」から「六十
三」に線を引く。］

ふーん。［「六十三」の上に数字「63」を書き加える。］こ
れは63歳の呼び方かもしれません。［「算え歳」に下線を
引く。それから「算え歳」から「六十三」に線を引く。］

23 うん。

24 เหมอืนทัง้คูเ่หรอ 二人とも同じってことですかね。

25 ふーん。

26 ทัง้คูก็่ ทัง้คูก็่เป็นคน เป็นผูส้งูอายทุีอ่าย ุ63 ในปีนี้ 二人とも，二人とも，今年63歳の高齢者になって，

27 うん。

28 ในดกิจะมไีหม 
［スマートフォンキーボードを使って手書きで「何」と入力
し携帯アプリJTDicを使って言葉を検索する。候補の中
から「何れ」を選ぶ。「どれ」という読み方を見つける。］
 ออ๋ どれ［日本語で発話する］ 
［「何」の上に「ど」とルビを付ける。］ ออ๋ ออ๋ 
いずれ［携帯画面に戻り同じ表記で別の読みを見つけ
日本語で読み上げる］ 
いずれと［日本語で発話する］［画面に表示される他の
言葉にも目を通す］ どれ［日本語で発話する］ อมื ไม่
วา่คนไหน ทัง้คูม่อีาย ุ63

辞書の中にあるのかな。［スマートフォンキーボードを
使って，手書きで「何」と入力し，携帯アプリJTDicを使っ
て，言葉を検索する。候補の中から「何れ」を選ぶ。「ど
れ」という読み方を見つける。］あー，どれ［日本語で発
話する］［「何」の上に「ど」とルビを付ける］。あー，なる
ほどね，「いずれ」［携帯画面に戻り，同じ表記で別の読
みを見つけ，日本語で読み上げる］，「いずれと」［日本
語で発話する］［画面に表示される他の言葉にも目を通
す］。どれ［日本語で発話する］，うーん，どの人であって
も，二人とも63歳です。

29 ふーん。

30 この“久しぶり”という間投詞のような挨拶は、今しがた、
二人が会ってから、もう二、三度繰返されていた。

อนันี ้［「間投詞」に下線を引く。］ 
かん［日本語で発話する］ かん［日本語で発話する］ 
かん［日本語で発話する］ ออ๋ เคยเรยีนตอนคาบ 
linguistics［英語で発話する］ ［笑い］

これ。［「間投詞」に下線を引く。］かん［日本語で発話す
る］，かん［日本語で発話する］，かん［日本語で発話す
る］，あー，勉強したことがあります，linguistics［英語で
発話する］の授業のときに［笑い］。

31 ［笑い。］

32 かんとう［日本語で発話する］ หรอืเปลา่นะ かんとう［日本語で発話する］，じゃないのかな。

33 ふーん。



34 อมื かん［日本語で発話する］ เอ ๋ยังไง 
かん［日本語で発話する］［JTDicアプリに「かん」と入力
し「間」を選ぶ。それから手書きで「投」と入力し「間投」と
いう言葉を検索する。］ อา่นี ่
かんとうし［日本語で発話する］ ค าอทุาน 
［「間投詞」の上に「間投詞」に該当するタイ語［ค า
อทุาน］を書き加える。］ ค าอทุาน ค าอทุานวา่ 
久しぶり［日本語で発話する］

うーん，かん［日本語で発話する］，えー，どうかな，かん
［日本語で発話する］。［JTDicアプリに「かん」と入力し「
間」を選ぶ。それから，手書きで「投」と入力し，「間投」と
いう言葉を検索する。］あっ，これですね，かんとうし［日
本語で発話する］，間投詞［「間投詞」の上に「間投詞」
に該当するタイ語［ค าอทุาน
］を書き加える。］間投詞，久しぶり［日本語で発話する］
という間投詞ですね。

35 うん。

36 ค าทักทายทีเ่ป็นค าอทุานทีเ่รยีกวา่เป็น 
久しぶり［日本語で発話する］ เนี่ย 
しがた［日本語で発話する］ ［「しがた」に下線を引く。］
 ตอนนี ้ตวันี้น่าจะเป็นศพัทโ์บราณ ตอนนี้

挨拶言葉，間投詞のように呼びかける，久しぶり［日本
語で発話する］っていうのは，しがた［日本語で発話す
る］。［「しがた」に下線を引く。］今，これは今では古い言
葉なのでしょうね。

37 へー。

38 ถกู ถกู ถกูซ า้ 2-3 ครัง้หลงัจากทีทั่ง้สองเจอกนั ออ๋ น่าจะ
หมายถงึ พอเป็นคนแกเ่นี่ยก็ลมื ลมืวา่ตวัเองเคยพดู 
久しぶり［日本語で発話する］

繰り返され，2，3回，二人が会ってから。あー，たぶんこ
ういう意味かなと思います。老人ですから，まあ忘れる，
忘れたのは自分が言っていたことを，久しぶり［日本語
で発話する］って。

39 ［笑い。］

40 ก็เลย ก็เลยบอกวา่พอมาตอนนี้เนี่ย เออ่ หลงัจากทีทั่ง้สอง
เจอกนัเนี่ย ก็พดู 久しぶり［日本語で発話する］ ซ า้ไป 
2-3 ครัง้

それで，それで，言ったのは，今となって，えーっと，二
人が会ったときに，久しぶり［日本語で発話する］を言
う，2，3回繰り返して，

41 うん。［笑い。］

42 เพราะวา่ลมืวา่เคยพดูกนัแลว้ หรอืเปลา่ もう言ったことを忘れたからではないかなと思います。

43 ふーん。

44 午食には既に遅く、夕飯には未だ早い半端な時刻に、二
老人は都心に近い賑やかな街の小料理屋で盃を重ねて
いる。

［「午食」という言葉にまるを付ける。］がい［日本語で発
話する］ กนิ อนันี้คอืกนิเนื้อ［牛の］เหรอ เอ ๋ไมใ่ช ่  
［携帯アプリJTDicに手書きで「午」と「食」と入力する。］
しょく［日本語で発話する］ อมื ไมม่ี
［入力した「午食」のうち「食」だけを消し「午」のみ検索
するとタイ語で「ปีมะเมยี
」［「午年］のこと］と表示される。］ ออ๋ ปีมะเมยี โอเคร ไม่
เป็นไร อมื

［「午食」という言葉にまるを付ける。］がい［日本語で発
話する］，食べる，これは［牛の］肉を食べるという意味
なのかな，えっ，ちがう。［携帯アプリJTDicに手書きで「
午」と「食」と入力する。］しょく［日本語で発話する］，うー
ん，ない［携帯アプリJTDicを使って「午食」を検索し，タ
イ語で「ปีมะเมยี
」［「午年」のこと］と表示される。］あー，午年ですね，
オーケー，まあいい，うーん。

45 อนันี้เนี่ย 夕飯には［日本語で発話する］ 
未だ［日本語で発話する］［「未」の上に「ま」とルビを付
ける。］ ออ๋ 未だ［日本語で発話する］ 
早い［日本語で発話する］ ออ๋ 
［「半端」に下線を引きその上に「はんぱ」と書き加える。
］นี่น่าจะครึง่หนึง่ 
［携帯アプリJTDicを使って手書きで「時」と「刻」と入力し
「時刻」という言葉を検索する。「เวลาตามตารางที่
ก าหนด［予定通り］」という意味を持つ「じこく」を選ぶ。］
 อมื ออ๋ じこく［日本語で発話する］ เวลาตามตารางที่
ก าหนด 
［「時刻」に下線を引きその上に「じこく」とルビ付けてさ
らに意味を書き加える。］ ขา้วเย็นเนี่ย

これはですね，夕飯には［日本語で発話する］，未だ［日
本語で発話する］。［「未」の上に「ま」とルビを付ける。］
あー，未だ［日本語で発話する］，早い［日本語で発話す
る］，なるほど。［「半端」に下線を引き，その上に「はん
ぱ」と書き加える。］これは，半分という意味かもしれま
せん。［携帯アプリJTDicを使って手書きで「時」と「刻」と
入力し「時刻」という言葉を検索する。「เวลาตามตาราง
ทีก่ าหนด
［予定通り］」という意味を持つ「じこく」を選ぶ。］ふーん，
なるほど，じこく［日本語で発話する］，予定通り，［「時
刻」に下線を引きその上に「じこく」とルビ付けて，さらに
意味を書き加える。］夕飯って，

46 うん。

47 ในเวลา ในเวลา ขา้วเย็นเนี่ย มาเร็วกวา่ ทีต่ารางก าหนด
ไวค้รึง่หนึง่

時間が，時間が，夕飯のですね，もっと早く来ました，予
定より半分。

48 どういう意味ですか。

49 หมายความวา่ สมมตุวิา่ก าหนดเอาไวว้า่จะกนิตอน หกโมง
เย็น ก็ดนัไปกนิหา้โมงครึง่

意味するところは，仮に午後6時に食べる予定として，実
際に食べたのは午後5時半だった，



50 ああ。

51 หรอืเปลา่ ［笑い］ ということですかね［笑い］。

52 都心に近い［日本語で発話する］ 
にぎやか［日本語で発話する］ หรอืเปลา่ 
［「賑やか」に下線を引く。］ 
にぎやかな［日本語で発話する］ อมื 
重ねている［日本語で発話する］ ทับกนั เขยีนไง 
［携帯アプリJTDicを使って手書きで「盃」と入力し言葉
を検索する。「さかずき」という読み方と意味「จอกเหลา้
［さかずき］」が表示される。］จอกเหลา้ ออ๋ ออ๋ 
さかずき［日本語で発話する］ หมื
［「盃」に下線を引きその上に「さかずき」と書き「จอก
เหลา้［さかずき］」という意味も書き加える。］

都心に近い［日本語で発話する］，にぎやか［日本語で
発話する］，かな。［「賑やか」に下線を引く。］にぎやか
な［日本語で発話する］，うーん，重ねている［日本語で
発話する］，重ねている，どうやって書くのだろう。［携帯
アプリJTDicを使って手書きで「盃」と入力し言葉を検索
する。「さかずき」という読み方と意味「จอกเหลา้
［さかずき］」が表示される。］さかずき，あー，なるほど
ね，さかずき［日本語で発話する］，ふーん。［「盃」に下
線を引き，その上に「さかずき」と書き，「จอกเหลา้
［さかずき］」という意味も書き加える。］

53 อนันี้ไมแ่น่ใจเหมอืนกนั แตว่า่เขาบอกวา่ เออ่ อมื คนแก่
สองคนนี้ก็ เหมอืนชนแกว้กนั เออ่ ชนจอกเหลา้กนัที ่
รา้นอาหารเล็ก ๆ ในเมอืง ในเมอืงทีค่กึคกั ทีอ่ยู่ใกล ้ๆ กบั
ใจกลางเมอืง

これは自信がないです。でも，ここに書いてあるのは，
えーっと，うーんと，二人の老人は乾杯して，えーっと，さ
かずきを交わしました，小さな料理屋で，町にある，町中
のにぎやかな，都心の近くにある。

54 うん。

55 「先刻、電車の中で、どうして俺だってことが判ったんだ
い？

先 刻 先刻［日本語で発話する］ เหรอ 
［携帯アプリJTDicを使って手書きで「先」と「刻」と入力し
言葉を検索する。「せんこく」という読み方と英語訳の「al
ready」が表示される。］せんこく［日本語で発話する］ 
อมื แลว้ already［英語で発話する］ 
［「先刻」の上に「せんこく」とルビ付ける。そのそばに「al
ready」という意味を書く。］ แลว้ 
電車の中でどうして俺だってことが［日本語で発話する］
 หมื ［「判っ」に下線を引く。］มศีพัทท์ีไ่มรู่เ้ยอะเลย 
［笑い］

先，刻，先刻［下線部日本語で発話する］なの？［携帯
アプリJTDicを使って手書きで「先」と「刻」と入力し言葉
を検索する。「せんこく」［日本語で発話する］という読み
方と英語訳の「already」が表示される。］せんこく，うー
ん，とalready［英語で発話する］ですね。［「先刻」の上に
「せんこく」とルビ付ける。そのそばに「already」という意
味を書く。］それから，電車の中でどうして俺だってこと
が［日本語で発話する］，ふーん？［「判っ」に下線を引
く。］わからない言葉がたくさんありますね［笑い］。

56 ［笑い。］

57 ［携帯アプリJTDicを使って手書きで「判」と入力し言葉
を検索したが検索結果が見つからない。］ อะ๊ อนันี้เป็น 
verb［英語で発話する］ เป็นกรยิาหรอื 
はんじる［日本語で発話する］ เหรอ ไมใ่ช ่
［テキストの漢字と携帯の「判」を見比べてテキストでは
［フォントの問題で］「判」の「半」の縦棒の終わりが左に
大きく曲がっているのに気がつく。］ น่าผดิอนั
［もう一度手書きで「判」の「半」の縦棒の終わりを左に
大きく曲げて書くが［携帯とテキストのフォントの違いで］
「半」の縦棒の終わりが左に曲がった漢字は見つからな
い。］ อมื ไมม่ ีอมื ［黙り込む。］ 
どうして俺だってことが［日本語で発話する］ 
［「判っ」の上に「＊」マークを付ける。］อนันี้ไมรู่ก็้เลย
แปลไมอ่อก

［携帯アプリJTDicを使って手書きで「判」と入力し言葉を
検索したが，検索結果が見つからない。］あっ，これは
verb［英語で発話する］，動詞ですか。この，はんじる［日
本語で発話する］かな，ちがう。［テキストの漢字と携帯
の「判」を見比べて，テキストでは［フォントの問題で］
「判」の「半」の縦棒の終わりが左に大きく曲がっている
のに気がつく。］おそらく違うことばですね。［もう一度手
書きで「判」の「半」の縦棒の終わりを左に大きく曲げて
書くが［携帯とテキストのフォントの違いで］「半」の縦棒
の終わりが左に曲がった漢字は見つからない。］うー
ん，ないですね，うーん。［黙り込む。］どうして俺だって
ことが［日本語で発話する］［「判っ」の上に「＊」マークを
付ける。］この言葉がわからないので，訳せないです。

58 うん。

59 こっちはまるで気がつかなかったんだが、向い合って腰
をかけているお爺さんから、いきなりＹちゃんじゃない
か？と言われた時に、初めて俺は五十年前の記憶が一
時に甦って来たので、Ｎちゃんだったね、と言ったら、君
が、やっぱりそうだったか、と言ったね。」

こっちはまるで気がつかなかったんだが［日本語で発話
する］［「甦って」に下線を引き携帯アプリJTDicを使って
手書きで「甦」と入力する。候補の中から「甦る」を選び「
よみがえる」という読み方と意味「ฟ้ืนกลบัคนื
［生き返る］」が表示される。］หอื［黙り込む。］ 
よみがえる［日本語で発話する］ 
［「甦って」の下に「よみがえ（る）」という読み方と「ฟ้ืน
กลบัคนื［生き返る］」という意味を書き加える］ฟ้ืนคนื 
ฟ้ืนกลบัคนื ออ๋

こっちはまるで気がつかなかったんだが。［日本語で発
話する］。［「甦って」に下線を引き携帯アプリJTDicを使
って手書きで「甦」と入力する。候補の中から「甦る」を選
び「よみがえる」という読み方と意味「ฟ้ืนกลบัคนื
［生き返る］」が表示される。］ふーん。［黙り込む。］よみ
がえる［日本語で発話する］［「甦って」の下に「よみがえ
（る）」という読み方と「ฟ้ืนกลบัคนื
［生き返る］」という意味を書き加える］。生き返る，生き
返ることですね，なるほど。

60 やっぱりそうだったかと言ったね［日本語で発話する］ 
ยากมาก ［笑い］ อมื ท าไมหาอนันี［้「判」の漢字のこと］
ไมไ่ด ้

やっぱりそうだったかと言ったね［日本語で発話する］，
とても難しい［笑い］。うーん，これ［「判」の漢字のこと］
はなんで見つからないんだろう。

61 ［笑い。］［携帯電話を触りだし，JTDicと見た目が違うの
で］何を使っていますか。



62 JEDic คะ่
［普段の携帯画面の下半分での手書き入力ではなく全
画面の手書き後時のゆがみを若干自動修正できる機
能を使用する。］［携帯アプリJTEDicを使って手書きで「
判」の「半」の縦棒の終わりを左に大きく曲げて書くが［
携帯とテキストのフォントの違いで］「半」の縦棒の終わ
りが左に曲がった漢字は見つからない。］［全画面の手
書き入力は］ไมไ่ดใ้ชน้านแลว้ ［笑い］

JEDicを使っています。［普段の携帯画面の下半分での
手書き入力ではなく，全画面の，手書き後，時のゆがみ
を若干自動修正できる機能を使用する。］［携帯アプリ
JTEDicを使って手書きで「判」の「半」の縦棒の終わりを
左に大きく曲げて書くが［携帯とテキストのフォントの違
いで］「半」の縦棒の終わりが左に曲がった漢字は見つ
からない。］［全画面の手書き入力は］しばらく使ってい
ませんでした［笑い］。

63 ［笑い。］

64 ไมม่ดีว้ย 
［もう一度携帯アプリJTEDicを使って「判」を手書き入力
し言葉を検索したが検索結果が見つからない。］ ออื 
หาไมไ่ด ้น่าจะเหมอืน เดา เดาวา่น่าจะแบบ คนนี้ก็ถามวา่ 
ในรถไฟเนี่ย ท าไมถงึทัก ทักฉัน

やっぱりないですね。［もう一度携帯アプリJTEDicを使っ
て「判」を手書き入力し言葉を検索したが，検索結果が
見つからない。］うーん，見つからないですね。たぶん，
この人は聞いたんですね，電車の中でですね，どうして
声をかけてくるの？自分に声をかけてくるの？と。

65 ふーん。

66 こっちは［日本語で発話する］ เขา เออ่ ฉันเนี่ย ฉันเนี่ย
ไมรู่ต้วัเลยแต ่เออ่ แตล่งุ อนันี้มันจะ 
おじい［日本語で発話する］ หรอืเปลา่ 
［スマートフォンのキーボードを打って「おじい」の漢字は
「お爺」であっているかどうか確認する。］ 
お爺さん［日本語で発話する］ อา่ ใชต่วันี้ละ่
［「お爺さん」の漢字の確認をした。］ แตว่า่ เออ่ ลงุ หรอื
ตา 
［先に打った「お爺」の意味を携帯アプリJTDicを使って
検索し「ชายชรา
［高齢男性］」という意味が表示される。] แตว่า่ชายชรา
ที ่หนัเอวมาหา ก็พดูวา่ ก็พดูวา่ ใช ่ใช ่
Y［タイ語的に発音する］หรอืเปลา่

こっちは［日本語で発話する］，相手は，えーっと，わたし
は，わたしは全く気付かなかったけど，えー，でも，おじ
さん，これは，おじい［日本語で発話する］ではないかな
。
［スマートフォンのキーボードを打って「おじい」の漢字は
「お爺」であっているかどうか確認する。］お爺さん［日本
語で発話する］，あー，これです。［「お爺さん」の漢字の
確認をした。］でも，えーっと，伯父さんかなお爺さんかな
。
［先に打った「お爺」の意味を携帯アプリJTDicを使って
検索し，「ชายชรา
［高齢男性］」という意味が表示される。]でも，腰を向き
合っている高齢男性は，言って，Y ［タイ語的に発音す

67 うん。

68 ใช ่Yちゃん［日本語だがタイ語的に発音する］หรอืเปลา่
 ตอนทีช่ายชราพดูแบบเนี่ย 
初めて俺は［日本語で発話する］ อมื ตอนแรก ฉัน ตอน
แรกความทรงจ า 5 เมือ่ 5 ปีกอ่นของฉัน ก็ฟ้ืน ก็กลบัคนืมา

Yちゃん［日本語だが，タイ語的に発音する］じゃないか，
高齢男性がそう言ったとき，初めて俺は［日本語で発話
する］，うーん，初めて，わたし，初めてわたしの5，5年
前の記憶が，よみがえってきました。

69 へー。

70 ในเวลาเดยีวกนั ออ๋ 
Nちゃん［日本語だがタイ語的に発音する］สนิะ พอพดู
วา่ ออ๋ Nちゃん［日本語だがタイ語的に発音する］สนิะ 
เธอก็ ใชจ่รงิ ๆ ดว้ย อา่ เธอก็ 
やっぱりそうだったか［日本語で発話する］ ใชจ่รงิ ๆ ใช่
ไหม เธอก็พดู ออ๋ เธอก็พดูวา่ ใชจ่รงิ ๆ ใชไ่หม กลบัมา

同時に，えーっと，Nちゃん［日本語だが，タイ語的に発
音する］だったね，あー，Nちゃん［日本語だが，タイ語的
に発音する］だったね，と言ったら，相手は，やっぱりそ
うだった，と言いました。あー，相手も，やっぱりそうだっ
たか［日本語で発話する］，本当にそうだった，そうなん
ですね，ああ，君も言ってきたのは，あー，本当にそう
だった，そうなんですね，と返してきました。

71 うん。



72 「俺は俺で、腰を下して向い合った時から、Ｙちゃんだ
な、とは思ったんだが、腮の左側に見覚えの黒子が無い
ので、或は間違いではないかとも考えたが、結局思い
切って訊いてみたのだ。」

腰を下して［日本語で発話する］ ฉันก็คอืฉัน อมื さがして
 
す［日本語で発話する］［携帯アプリJTDicを使って手書
きで「下」と入力し「เอาลง
［上から下に移動させる］」という意味の「下ろす」を選ぶ
。］ ออ๋ おろす［日本語で発話する］ 
おろ［日本語で発話する］［「下」の上に「おろ（す）」とル
ビ付ける。］ เอาลง ตอนทีเ่อา อนันี้คอืเอว 
［スマートフォンのキーボードを打って「こし」の漢字を確
認する。］อมื ตอนทีเ่อาเอวลงพอด ีตัง้แตต่อนทีเ่อาเอว
ลงพอด ีอมื Y ちゃんだなと［日本語で発話する］ ก็คดิวา่
เป็น Y［タイ語的に発音する］  ก็คดิวา่เป็น 
Y［タイ語的に発音する］เนอะ แต ่
［携帯アプリJTDicを使って手書きで「腮」と入力し意味
を検索する。「คาง［あご］」という意味が表示された］ 
あご［日本語で発話する］ คางเหรอ
［「腮」に下線を引きその上に読み方「あご」を書き加え
る。］ คาง คางขา้งซา้ย 
見覚えの黒子［「みおぼえのくろこ」と日本語で発話する
］ โอ ้［笑い］ 黒子［「くろこ」と日本語で発話する］ คอื
ไฝหรอืเปลา่ 
見覚え［日本語で発話する］［携帯アプリJTDicを使って
手書きで「見」と「覚」と入力し意味を検索する。候補の
中から「รูส้กึเหมอืนเคยเห็น
［見た記憶がある］」という意味の「見覚え」を選ぶ。］ 
みおぼえる［日本語で発話する］ รูส้กึเหมอืนเคยเห็น 
［「見覚え」に下線を引きその上に読み方下に意味を書
き加える。］เป็นค าทีน่่าจ าไว ้

腰を下ろして［日本語で発話する］，わたしは，わたしは
，うーん，さがして，す［下線部日本語で発話する］。［携
帯アプリJTDicを使って手書きで「下」と入力し，「เอาลง
［上から下に移動させる］」という意味の「下ろす」を選ぶ
。
］あー，おろす［日本語で発話する］，おろ［日本語で発
話する］。［「下」の上に「おろ（す）」とルビ付ける。］おろ
す，これは何を下ろす，［スマートフォンのキーボードを
打って「こし」の漢字を確認する。］なるほど，腰をおろそ
うとしたときに，腰をおろそうとしたときに，うーん，Yちゃ
んだなと［日本語で発話する］，Y［タイ語的に発音する］
だなと思って，Y［タイ語的に発音する］だと思っていたん
ですね。でも，［携帯アプリJTDicを使って手書きで「腮」
と入力し，意味を検索する。「คาง
［あご］」という意味が表示された］あご［日本語で発話す
る］，あごなんですか。［「腮」に下線を引き，その上に読
み方「あご」を書き加える。］あご，あごの左側，見覚え
の黒子［「みおぼえのくろこ」と日本語で発話する］，おー
［笑い］，黒子［「くろこ」と日本語で発話する］ってほくろ
ですかね，見覚え［日本語で発話する］。［携帯アプリJT
Dicを使って手書きで「見」と「覚」と入力し意味を検索す
る。候補の中から「รูส้กึเหมอืนเคยเห็น
［見た記憶がある］」という意味の「見覚え」を選ぶ。］み
おぼえる［日本語で発話する］，見た記憶がある。［「見
覚え」に下線を引き，その上に読み方，下に意味を書き
加える。］覚えておくといい言葉ですね。

73 ［笑い。］

74 รูส้กึเหมอืนเคยเห็น เหมอืนเคยเห็น 
くろご［日本語で発話する］ คอืไฝหรอืเปลา่ 
［携帯アプリJTDicを使って手書きで「黒」と「子」と入力し
言葉を検索する。「ほくろ」という読み方と「ไฝ
［ほくろ］」という意味が表示される。］อมื ไฝ 
ほくろ［日本語で発話する］ ออ๋ 
［「黒子」に下線を引きその上に読み方と意味を書き加
える。］ ไฝ ก็คดิวา่เป็น 
Yちゃん［日本語だがタイ語的に発音する］หรอืเปลา่นะ 
แตว่า่ เพราะวา่ไมม่ไีฝ เพราะวา่รูส้กึ เพราะวา่ไมม่ไีฝที่
คางขา้งซา้ย ทีเ่คย ทีรู่ส้กึเหมอืนเคยเห็น เพราะวา่รูส้กึวา่
เคยเห็นไฝทีค่างขา้งซา้ยแตว่า่มันไมม่ ีออื ก็เลยคดิวา่ ก็
เลยคดิวา่น่าจะจ าผดิ แตว่า่สดุทา้ย 
［「訊いて」に下線を引く。］

見たことがあるような気がします。くろご［日本語で発話
する］を見たことがあるような気がします。ほくろのことで
すかね。［携帯アプリJTDicを使って手書きで「黒」と「子」
と入力し，言葉を検索する。「ほくろ」という読み方と「ไฝ
［ほくろ］」という意味が表示される。］うん，ほくろ，ほくろ
［日本語で発話する］，あー。［「黒子」に下線を引き，そ
の上に読み方と意味を書き加える。］ほくろ，Yちゃん［日
本語だが，タイ語的に発音する］ではないかなと思った
けど，ほくろがないから，前見たことがあるような気がし
た，あのあごの左側にあるほくろがなかったから，前あ
ごの左側にほくろがあったことを見た覚えがあったの
に，今度はなかった，うーんと，それで，人違いじゃない
かなと思って，でも，結局。［「訊いて」に下線を引く。］

75 うん。

76 สดุทา้ยก็ลอง 
［携帯アプリJTDicを使って手書きで「訊」と入力し言葉
を検索する。候補の中から「to 
hear」という意味を持つ「訊く」を選ぶ。］  ใช［่Yちゃん］
หรอืเปลา่ โอ ้［「訊」の上に読み方を書き加える。］ ก็
เลยลองทักด ูลองทัก ลองถามดู

結局試しに，［携帯アプリJTDicを使って手書きで「訊」と
入力し，言葉を検索する。候補の中から「to hear」という
意味を持つ「訊く」を選ぶ。］［Yちゃん］じゃないかな，
おー。［「訊」の上に読み方を書き加える。］それで，声を
かけてみました，声をかけてみました，聞いてみました。

77 何を聞いたのですか。

78 วา่ใช ่Y ［タイ語的に発音する］หรอืเปลา่ Y［タイ語的に発音する］じゃないですかと聞いたのです
ね。

79 へー。



80 「黒子は顔を剃る時に邪魔になるので、もう疾うの昔、薬
で焼いてしまったよ。

ไฝเนี่ย ตอนที ่ตอนที ่
［携帯アプリJTDicを使って手書きで「剃」と入力し言葉
を検索する。候補の中から「โกน
［剃る］」という意味の「そる」を選ぶ。］ ออ๋ โกน 
［「剃」に下線を引きその上に読み方を書き加える。］そ
る［日本語で発話する］ แปลวา่ โกน ตอนทีโ่กนหนา้ อมื 
ร าคาญไฝ ร าคาญ เพราะวา่ร าคาญไฝ หมื 
［携帯アプリJTDicを使って手書きで「疾」と入力し言葉
を検索する。候補の中から「a long time 
ago」という意味の「疾うの昔」を選ぶ。］ とう 
とうのむかし［日本語で発話する］ อา่ 
とうのむかし［日本語で発話する］ คอื a long time 
ago［英語で発話する］ 
［「疾うの昔」に下線を引き「疾」の上に読み方と意味を
書き加える。］ a long time ago［英語で発話する］ เมือ่
นาน เพราะวา่ร าคาญไฝ ตอนทีโ่กนหนา้เมือ่นานมาแลว้ 
薬で［日本語で発話する］ ก็เลยกนิยา ใหย้ามัน เออะ 
ไมใ่ชก่นิยา ก็เลยใชย้าท าใหม้ันไหม ้หายออกไป

ほくろって，そのー。［携帯アプリJTDicを使って手書きで
「剃」と入力し，言葉を検索する。候補の中から「โกน
［剃る］」という意味の「そる」を選ぶ。］あー，剃る，です
ね。［「剃」に下線を引き，その上に読み方を書き加え
る。］そる［日本語で発話する］，剃るという意味ですね。
顔を剃るとき，うーん，ほくろが邪魔でした，邪魔，ほくろ
が邪魔でしたので，ふーん。［携帯アプリJTDicを使って
手書きで「疾」と入力し，言葉を検索する。候補の中から
「a long time ago」という意味を持つ「疾うの昔」を選
ぶ。］とう，とうのむかし［下線部日本語で発話する］，
あー，とうのむかし［日本語で発話する］，とは，「a long 
time ago」［英語で発話する］のことですね。［「疾うの昔」
に下線を引き，「疾」の上に読み方と意味を書き加え
る。］a long time ago［英語で発話する］，以前，以前顔を
そる時に，ほくろが邪魔だったので，薬で［日本語で発
話する］，薬を飲んだ，薬を，うーん，薬を飲むのではな
くて，薬でほくろを焼いて取ってしまいました。

81 ところで、Ｎちゃん、君と判ってから、直ぐに思い出したこ
とがあるんだが。

แต ่Nちゃん［日本語だがタイ語的に発音する］ คดิ 
［「判っ」に下線を引く］ หรอืวา่อนันี้จะแปลวา่ 
あう［日本語で発話する］ ［「判っ」という言葉］ อมื เอ ๋
［黙り込む］ อาจจะไมใ่ชใ่ชม่ะ อมื แตว่า่พอเจอเธอ แตว่า่
 Nちゃん［日本語だがタイ語的に発音する］พอเจอเธอ
เนี่ย 思い出した ことがあるんだが［日本語で発話する］
 ก็คดิถงึ ความทรง ก็เกดิความทรงจ าขึน้มาทันท ีคดิถงึ
ขึน้มาทันที

でも，Nちゃん［日本語だが，タイ語的に発音する］が
思った，［「判っ」に下線を引く］もしかして，これ［「判っ」
という言葉］は，あう［日本語で発話する］という意味です
か。うーん，えー，［黙り込む］やっぱり違うかもしれませ
ん，うーん，ところで，君と会ってから，ところで，Nちゃん
［日本語だが，タイ語的に発音する］，君と会ったら，思
い出したことがあるんだが［下線部を日本語で発話す
る］，思い出が懐かしくなって，思い出が瞬く間によみが
えって，すぐに懐かしくなりました。

82 覚えていないかな。俺たちが高等二年の時だった。 เธอจะจ าไดไ้หมนะ 俺たちが［日本語で発話する］ พวก
เราเนี่ย ตอนอยู่ม. ม.5［高校2年生を指すタイ語の口語］
 ตอนอยู่ม.5［高校2年生を指すタイ語の口語］ ตอนนัน้

覚えていてくれるかな，俺たちが［日本語で発話する］，
わたしたちって，あのとき，中等学校5年生［高校2年生
を指す，タイ語の口語］のとき，中等学校5年生［高校2
年生を指す，タイ語の口語］のとき，

83 その頃、尋常二年か三年に、飯田の雪ちゃんという可愛
いお嬢ちゃんがいたのを忘れたかい？」

たずねる［日本語で発話する］ 
［スマートフォンのキーボードを使って「たずねる」と入力
し漢字「尋ねる」を選んで「ねる」だけ削除する。］ กบั 
つね［日本語で発話する］ 
［続いてスマホキーボードで「つね」と入力し漢字「常」を
選ぶ。次に携帯アプリJTDicを使って「尋常」という言葉
を検索する。「ปกต［ิ普通］ท่ัวไป
［一般的に］」という意味の「じんじょう」が表示される。］
じんじょう じんじょう［日本語で発話する］ 
［「尋常」に二重下線を付けてその上に読み方下に意味
を書き加える。］ ปกต ิท่ัวไป ปกต ิตอนม.5 ม.
6［高校23年生のこと］ เนี่ย 
飯田の雪ちゃんという［日本語で発話する］ 
［「飯田」に下線を引く。］ อนันี้น่าจะเป็นนามสกลุ

たずねる［日本語で発話する］，［スマートフォンのキー
ボードを使って「たずねる」と入力し，漢字「尋ねる」を選
んで「ねる」だけ削除する］と，つね［日本語で発話する］
，ですね。［続いて，スマホキーボードで「つね」と入力し
，漢字「常」を選ぶ。次に携帯アプリJTDicを使って「尋常
」という言葉を検索する。「ปกต［ิ普通］，ท่ัวไป
［一般的に］」という意味の「じんじょう」が表示される。］
じんじょう，じんじょう［下線部日本語で発話する］。［「尋
常」に二重下線を付けて，その上に読み方，下に意味を
書き加える。］普通，一般的に，普通，中等学校5，6年
生［高校2，3年生のこと］のときにさ，飯田の雪ちゃんと
いう［日本語で発話する］。［「飯田」に下線を引く。］これ
は苗字だと思います。

84 うん。

85 可愛いお嬢ちゃんがいたのを忘れたかい［日本語で発
話する］ พวกเราตอนปี 2 พวก ๆ เราตอนม.5 เนี่ย ตอนนัน้
 สกั อมื สกั อมืสกัปี เอย้ สกัม.5 ม.6 เนี่ย จ าไดไ้หมวา่ม ี
คณุหนูหนา้ตาน่ารักทีช่ ือ่ 
雪ちゃん［日本語だがタイ語的に発音する］อยู่

可愛いお嬢ちゃんがいたのを忘れたかい［日本語で発
話する］，私たちが2年のとき，中等学校5年［高校2年生
のこと］のときの私たちは，あのとき，うーん，，うーん，
何年だ，いや，中等学校5，6年［高校2，3年生のこと］の
とき，雪ちゃん［日本語だが，タイ語的に発音する］という
可愛いお嬢ちゃんがいたことをまだ覚えているかな。

86 要するに彼ら［雪ちゃんとYちゃんとNちゃんの3人のこと］
は同じ学年だったんですね？

87 อะไรนะคะ 何ですか？

88 ここに［「俺たちが高等二年」や「尋常二年か三年に，飯
田の雪ちゃんという可愛いお嬢ちゃん」を指して］高校2
年だとか3年だとか書いてあるようですが。

89 เออ่ เขาน่าจะหมายถงึ ม.5 ม.6 ประมาณนี ้
じんじょう［日本語で発話する］ เขาอาจจะไมแ่น่ใจวา่ ออ๋
 เขาอาจจะไมแ่น่ใจวา่ปีม.5 หรอืม.6

あー，中等学校5，6年生［高校2か，3年生のこと］という
ことですかね。じんじょう［日本語で発話する］，彼［主人
公のこと］は自信がないのかもしれません，なるほど，中
等学校5年生［高校2年生のこと］か中等学校6年生［高
校3年生のこと］のどちらだったか，自信がないのです
ね。90 うん。



91 「覚えているとも、雨の日のことだろう。あれは忘れられ
ないよ。」

เขาบอก อกีคนหนึง่ก็บอกวา่ อา่ จ าได ้เออ่ วนัทีฝ่น เรือ่ง
ทีว่นัฝนตกใชไ่หม อนันัน้น่ะไมล่มือยู่แลว้

彼［主人公のこと］が言って，そしたら，もう一人が，
あー，覚えている，えーっと，雨の日，雨の日のことで
しょう，あれは絶対忘れられないよと言っていますね。

92 「そうか、そいつは驚いたね。」 そうかそいつは驚いたね そいつ 
そいつ［日本語で発話する］ เหมอืน 
それ［日本語で発話する］ หรอืเปลา่
［携帯アプリJTDicを使って「そいつ」という言葉を検索す
る。「ไอห้มอน่ัน［あの野郎］」という意味が表示される。］
 ไอห้มอน่ัน ออ๋ 
［「そいつは」の下に意味を書き加える。］ ออ๋ ไอห้มอ
น่ันนะ ตกใจเนอะ

そうか，そいつは驚いたね，そいつ，そいつ［下線部日
本語で発話する］，それ［日本語で発話する］と同じ意味
ではないですか。［携帯アプリJTDicを使って「そいつ」と
いう言葉を検索する。「ไอห้มอน่ัน
［あの野郎］」という意味が表示される。］あの野郎，なる
ほど。［「そいつは」の下に意味を書き加える。］あー，あ
の野郎は，驚いたでしょう。

93 初夏の雨の日だった。 เออ่ อมื วนั วนัฝนตก ตอนหนา้ ตอนชว่งตน้ ๆ หนา้รอ้น あー，うーん，あ，雨の日，夏の，夏の初めの頃ですね。

94 休み時間に、運動場で遊べぬ少年少女たちは廊下を駆
けまわったり、或はＹやＮのように、廊下の端に腰をかけ
て、両足をぶらんぶらんさせながら、灰色の空を物足ら
なそうに眺めたりしていた。

อมื ตอนหยดุ 運動場で遊べぬ［日本語で発話する］ 
พวกผูห้ญงิ พวกเด็กผูห้ญงิทีไ่มไ่ปเลน่ 
ぬ［日本語で発話する］ นี่น่าจะมาจาก 
ない［日本語で発話する］ 
［「ぬ」に下線を引きその上に「ない」を書き加える。］ที่
ไมไ่ปเลน่ที ่運動場［日本語で発話する］ ทีส่นามกฬีา 
เออ่ 
［「駆けまわっ」に下線を引き携帯アプリJTDicを使って
手書きで「駆」と入力し言葉を検索する。］ 
とけ［日本語で発話する］ ออ๋ かけ 
かけまわる［日本語で発話する］ มไีหม 
［候補の中から「かけまわる」という読みの「วิง่รอบ ๆ
［走り回る］วิง่วุน่
［奔走する］」という意味の「駆け回る」を選ぶ。］ อา่ 
かけまわる［日本語で発話する］ วิง่รอบ ๆ 
［「駆」の上に「か」をルビ付けてその上に「วิง่รอบ ๆ
［走り回る］วิง่วุน่
［奔走する］」という意味を書き加える。］ พวก พวก
เด็กผูห้ญงิทีไ่มไ่ปเลน่ทีส่นามกฬีาก็มาวิง่กนัอยู่รอบ ๆ 

うーん，休みのとき，運動場で遊べぬ［日本語で発話す
る］，女性たち，遊びに行かない女の子たちですね。この
「ぬ」［日本語で発話する］は「ない」［日本語で発話する
］からきたんですね，［「ぬ」に下線を引きその上に「ない
」を書き加える。］運動場［日本語で発話する］へ遊びに
行かない，運動場へ，えーっと。［「駆けまわっ」に下線を
引き，携帯アプリJTDicを使って手書きで「駆」と入力し
言葉を検索する。］とけ［日本語で発話する］，あー，か
け，かけまわる［下線部日本語で発話する］，あるかな。
［候補の中から「かけまわる」という読みの「วิง่รอบ ๆ
［走り回る］，วิง่วุน่
［奔走する］」という意味の「駆け回る」を選ぶ。］なるほど
，かけまわる［日本語で発話する］，走り回る。［「駆」の
上に「か」をルビ付けて，その上に「วิง่รอบ ๆ
［走り回る］，วิง่วุน่
［奔走する］」という意味を書き加える。］運動場へ遊びに
行かない女の子たちは廊下を走り回っているということ
ですね。

95 へー。

96 廊下［日本語で発話する］ ระเบยีงทางเดนิ
［「廊下」を意味するが直訳すると「廊下通路」になる］

廊下［日本語で発話する］，廊下通路［「廊下」を意味す
るが，直訳すると「廊下通路」になる］。

97 うん。

98 ออ๋ นี ่或は［日本語で発話する］ 
［「或」の上に「あるい」をルビ付ける］ 
或はY［日本語で発話する］ กบั Ｎのように 廊下の 
腰をかけて  
腰を［日本語で発話する］。［携帯アプリJTDicを使って「
こし」と入力して候補の中から「腰」を選ぶ。さらに言葉を
検索し候補の中から「to sit down to take a 
seat」という意味を持つ「腰をかける」を選ぶ。］ sit 
down take a seat［英語で発話する］ 
［「腰をかけて」に下線を引いて言葉の上に意味を書き
加える。］ ก็มาน่ัง แลว้ Y［タイ語的に発音する］กบั 
N［タイ語的に発音する］ก็มา หอื ออ๋ เด็ก ๆ เออ่ พวก
เด็กผูห้ญงิก็ว ิง่วุน่อยู่รอบ ๆ ระเบยีงทางเดนิ โอ ้ประโยค
จบแลว้นี ่อมื 
ぶらんぶらん［日本語で発話する］［携帯アプリJTDicを
使って言葉を検索したが検索結果が見つからなかった
。］ อือ้ ไมม่เีหรอ 
［「ぶらん」だけ切り取って検索してみたが見つからなか
った。］ เออ่

あー，この，或は［日本語で発話する］，［「或」の上に
「あるい」をルビ付ける］或はY［日本語で発話する］や，
Nのように，廊下の，腰をかけて，腰を［下線部日本語で
発話する］。［携帯アプリJTDicを使って「こし」と入力して
候補の中から「腰」を選ぶ。さらに言葉を検索し，候補の
中から「to sit down, to take a seat」という意味を持つ
「腰をかける」を選ぶ。］ sit down, take a seat［英語で発
話する］，［「腰をかけて」に下線を引いて言葉の上に意
味を書き加える。］座っていたら，Y［タイ語的に発音す
る］とN［タイ語的に発音する］が来ました。ふーん，
あー，子どもたち，えーっと，女の子たちは廊下を走り
回っています。あれ，ここで文章が終わったのですね，
うーんと，ぶらんぶらん［日本語で発話する］。［携帯アプ
リJTDicを使って言葉を検索したが検索結果が見つから
なかった。］ふーん，ないですね。［「ぶらん」だけ切り
取って検索してみたが見つからなかった。］あー，

99 ［別の画面に切り替わったため］何を使っていますか。

100 Google คะ่ 
［Googleを使って「ぶらんぶらん」の意味を検索したが見
つからなかった。］ ぶらんぶらん［日本語で発話する］ 
อมื มันตอ้งเป็นคาตากานะ อมื 
［Googleを使って「ぶらんぶらん」と「英語」というキーワ
ードを入れて検索する。検索結果の中からweblioという
サイトを選ぶ。
「dangling」という意味が表示される。］ อะ๊ เจอและ อมื มี
ไหมอะ dangling［英語で発話する］

Googleを使っています。［Googleを使って「ぶらんぶら
ん」の意味を検索したが見つからなかった。］ぶらんぶら
ん［日本語で発話する］，うーん，カタカナですかね，うー
ん，［Googleを使って「ぶらんぶらん」と「英語」というキー
ワードを入れて検索する。検索結果の中からweblioとい
うサイトを選ぶ。「dangling」という意味が表示される。］
あっ，ありました。うーんと，ありますかね，dangling［英
語で発話する］。



101 うん。［携帯電話の画面を指さして］これは？

102 อนันี ้Thai Fast Dic คะ่ ［Thai Fast 
Dictionaryを使って「dangling」と入力して意味を検索す
る。「หอ้ยหลวม ๆ
［ぶら下がって揺れ動く］」という意味が表示される。］ 
dangling［英語で発話する］ โอะ๊ 
すいません［日本語で発話する］ ออ๋ สองขาก็วิง่เหยาะ ๆ

これは Thai Fast Dictionaryです。［Thai Fast 
Dictionaryを使って「dangling」と入力して意味を検索する
。「หอ้ยหลวม ๆ
［ぶら下がって揺れ動く］」という意味が表示される。］
dangling［英語で発話する］，あっ，すいません［日本語
で発話する］，あー，両足は動いて小走りしています。

103 うん。

104 อมื อนันี้น่าจะเหมอืนหลวม ๆ 
［「ぶらんぶらん」に下線を引く。］ สองขาวิง่เหยาะ ๆ

うーんと，これは，ゆるく軽く，という意味がありますか
ね。［「ぶらんぶらん」に下線を引く。］両足は動いて小走
りしているという意味ですね。

105 うん。

106 ฟ้าสเีทา 物足［日本語で発話する］ เหรอ 灰色の空，物足［「ものあし」と日本語で発話する］と
は？

107 それはJTDicですね？

108 ใชค่ะ่
［［スマートフォンのキーボードで「ものあし」と入力し候
補の中から「物足」を選ぶ。次に携帯アプリJTDicを使っ
て言葉の意味を検索する。候補の中から「ไมเ่พยีงพอ
［不足］」という意味の「ものたらない」を選ぶ。］ものたら
ない［日本語で発話する］ ออ๋ 
物足らない［日本語で発話する］ ไมเ่พยีงพอ 
［「物足らな」に下線を引いて上に「ものた」という読み方
と意味を書き加える。］ พวก เออ่ พวกเด็ก ๆ ผูห้ญงิทีไ่ม่
ไปเลน่สนามกฬีาเนี่ย ก็มาน่ังมองววิ มาวิง่เลน่ อยู่ที ่ออ๋ 
มาวิง่เลน่อยู่ทีร่ะเบยีงทางเดนิ

はい，そうです。［［スマートフォンのキーボードで「もの
あし」と入力し，候補の中から「物足」を選ぶ。次に，携
帯アプリJTDicを使って言葉の意味を検索する。候補の
中から「ไมเ่พยีงพอ
［不足］」という意味の「ものたらない」を選ぶ。］ものたら
ない［日本語で発話する］，あー，物足らない［日本語で
発話する］，足りない。［「物足らな」に下線を引いて，上
に「ものた」という読み方と意味を書き加える。］そのー，
運動場へ遊びに行かない女の子たちは，座り込んで風
景を眺めたり，走り回ったり，えーっと，廊下を走り回っ
て遊んでいます。

109 ふーん。

110 หรอืไมก็่ มาน่ังมองววิ ส ีมาน่ังมองวิง่ทอ้งฟ้าสเีทาทีไ่ม่
เพยีงพอ เอ ๋ออ๋ 
［再び携帯アプリJTDicを使って「物足らない」の意味を
検索する。「เหมอืนกบัขาดอะไรไปสกัอยา่ง
［何か欠けている］」という意味を加える。］ 
物足らない［日本語で発話する］เหมอืนกบัขาดอะไรไป
สกัอยา่ง

それか，座り込んで風景を眺めます。色，座り込んで，
足りない灰色の空を眺めて，えー，あー，［再び，携帯ア
プリJTDicを使って，「物足らない」の意味を検索する。「
เหมอืนกบัขาดอะไรไปสกัอยา่ง
［何か欠けている］」という意味を加える。］物足らない
［日本語で発話する］，何か欠けているような感じです
ね。

111 うん。

112 เหมอืนน่ังมอง ออ๋ เหมอืนน่ังมองไปเรือ่ย ๆ ไมไ่ดม้ี
จดุหมาย

座り込んで眺めるように，あー，ぼーっとしているのよう
な感じですね，目的もなく。

113 うん。

114 อมื แลว้ไปพรอ้ม แลว้ อา่ ไปพลาง แลว้ก็ว ิง่เหยาะ ๆ ไป
พลาง แลว้ก็มาน่ัง มา มาน่ัง มาน่ังอยู่ทีร่ะเบยีงทางเดนิ
เหมอืนกบั Y ［タイ語的に発音する］แลว้ก็ N 
［タイ語的に発音する］ Y ［タイ語的に発音する］ก็

うーんと，同時に，そして，あー，小走りしながら，それか
ら，座り込んで，座り込んで，Y ［タイ語的に発音する］と
N ［タイ語的に発音する］と同じように廊下のところに座
り込んで，そしたら，Y ［タイ語的に発音する］は，

115 つまり，えーと，今いるのは女の子だけですよね？

116 น่าจะม ีY ［タイ語的に発音する］แลว้ก็ N 
［タイ語的に発音する］ก็น่ังดว้ย

Y ［タイ語的に発音する］ がいるはずです。それから N 
［タイ語的に発音する］ も一緒に座っています。



117 うーん，Ｙ，ＹとＮは女の子ですか。

118 ออ๋ เออ น่าจะเป็นผูช้าย เพราะเขาพดูวา่ 
おれ［日本語で発話する］

あー，そうですね，男性のはずです。おれ［日本語で発
話する］を使っていますから。

119 そうですか。

120 แลว้ก็ใชภ้าษาไกล ๆ 遠い言葉を使っていますし。

121 ふーん。

122 Ｙがふと横を向くと、手を延ばせばとどく程の所に、色の
白い円い顔の雪ちゃんが、片方の足を折って坐り、片方
の足をぶらりと垂れて、これも余念なく、降る雨を眺めて
いた。

แลว้ Y ［タイ語的に発音する］ก็ 
ふと横を［日本語で発話する］［「ふと」に下線を引く。］ふ
と［日本語で発話する］［携帯アプリJTDicを使って「ふと
」と入力し言葉を検索する。「อยา่งฉับพลนั
［突然］」という意味が表示される］ อยา่งฉับพลนั 
［「ふと」の上に意味を書き加える。］ แลว้อยู ่แลว้อยู ่ๆ  
Y ［タイ語的に発音する］ก็หนัไปขา้ง ๆ อยา่งฉับพลนั 
แลว้ก็ยดืแขน พอยดืแขนก็ とどく［日本語で発話する］ 
แปลวา่ สง่ 
［スマートフォンのキーボードを打って「とどく」の漢字を
確認する。］ อมื ［「程」に下線を引く。］อนันี ้
［携帯アプリJTDicを使って手書きで「程」と入力して言
葉を検索する。「ほど」という読み方と「ระดบั
［程度］」という意味が表示される］ 
ほど［日本語で発話する］ ออ๋ 
［「程」の上に読み方を書き加える。］ 
程のところ［日本語で発話する］ 
［JTDicアプリで言葉を検索し続けたが言葉が見つから
なかった］ ออื ไมม่ ีเหมอืนยดืแขนสง่ออกไปกวา้ง ๆ

そしたら，Y 
［タイ語的に発音する］は，ふと横を［日本語で発話する
］［「ふと」に下線を引く］，ふと［日本語で発話する。］［携
帯アプリJTDicを使って「ふと」と入力し，言葉を検索する
。「อยา่งฉับพลนั
［突然］」という意味が表示される］突然ですね。［「ふと」
の上に意味を書き加える。］それから，それから，Y 
［タイ語的に発音する］が突然横を向きました。それから
，手を伸ばして，手を伸ばしたら，とどく［日本語で発話
する］，送るという意味ですね。［スマートフォンのキーボ
ードを打って「とどく」の漢字を確認する。］うーん。［「程」
に下線を引く。］これは，［携帯アプリJTDicを使って，手
書きで「程」と入力して，言葉を検索する。「ほど」という
読み方と「ระดบั
［程度］」という意味が表示される］ほど［日本語で発話す
る］，あー。［「程」の上に読み方を書き加える。］程のとこ
ろ［日本語で発話する］，［JTDicアプリで言葉を検索し続
けたが，言葉が見つからなかった］うーん，ないですね，
手を広げて，届けるみたいな感じですかね。

123 ほー。

124 หอื อนันี［้「円」に下線を引く。］ อนันี้คอื yen 
［英語で発話する］หรอืเปลา่ แตม่ ี
い［日本語で発話する］ ดว้ย 
［携帯アプリJTDicを使って手書きで「円」と入力してそ
の後ろに「い」を打つ。「円い」の意味を検索する。「
กลม
［まるい］」という意味が表示される。］まるい［日本語で
発話する］ ออ๋ 
［「円」の下に読み方を書き加える。］色の白［日本語で
発話する］ อมื ตอนทีย่ดืแขนออกไป ตอนทีย่ดืแขน
ออกไป เออ่ ก็เห็นฝนตก よ  よねん 
よねん［日本語で発話する］ ออื 
［スマートフォンのキーボードを打って「よねん」の漢字を
検索する。候補の中から「余念」を選んで携帯アプリJT
Dicを使って意味を検索する。「ความคดิเรือ่งอืน่
［他の考え］」という意味が表示される。］ よねん 
ความคดิเรือ่งอืน่ 
［「余念」に下線を引いてその上に読み方と意味を書き
加える。］ก็มอง ภาพฝนตกโดยที ่
これも余念なく［日本語で発話する］ โดยทีไ่มไ่ดค้ดิ
เรือ่งอืน่ อมื 片方の足をぶらり 
ぶらり［日本語で発話する］ 
［携帯アプリJTDicを使って「ぶらり」の意味を検索する。
候補の中から「โดยไมไ่ดค้าดคดิ
［思いがけない］」という意味を選ぶ。］ โดยไมไ่ดค้าดคดิ
 
［携帯アプリJTDicを使って手書きで「垂」と入力しその
後ろに「れ」を打って言葉を検索するが結果を確認する
様子はない］ อมื

ふーん，これ。［「円」に下線を引く。］これは，yen［英語
で発話する］ですか。でも，後ろに「い」［日本語で発話す
る］がついているから。［携帯アプリJTDicを使って，手書
きで「円」と入力して，その後ろに「い」を打つ。「円い」の
意味を検索する。「กลม
［まるい］」という意味が表示される。］まるい［日本語で
発話する］，なるほど。［「円」の下に読み方を書き加える
。
］「色の白い」［日本語で発話する］，うーんと，手を伸ば
したとき，手を伸ばしたときに，えーっと，雨が降っている
のを見ました。よ，よねん，よねん［下線部日本語で発話
する］，うーん。［スマートフォンのキーボードを打って「よ
ねん」の漢字を検索する。候補の中から「余念」を選んで
，携帯アプリJTDicを使って意味を検索する。「ความคดิ
เรือ่งอืน่
［他の考え］」という意味が表示される。］よねん，他の考
え，［「余念」に下線を引いて，その上に読み方と意味を
書き加える。］雨が降っているのを見て，これも余念なく［
日本語で発話する］，他のことを考えずに，うーん，片方
の足をぶらり，ぶらり［下線部日本語で発話する］。［携
帯アプリJTDicを使って「ぶらり」の意味を検索する。候
補の中から「โดยไมไ่ดค้าดคดิ
［思いがけない］」という意味を選ぶ。］思いがけない，
［携帯アプリJTDicを使って，手書きで「垂」と入力し，そ
の後ろに「れ」を打って，言葉を検索するが，結果を確認
する様子はない］うーん。

125 ［黙り込む。］ อมื 
［携帯アプリJTDicを使って手書きで「折」と入力してから
「って」と打つ。意味を検索したが結果が見つからない。
］ ออ๋ ตอนที ่Y ［タイ語的に発音する］เนี่ย หนัไปขา้ง ๆ 
อยา่งทันทแีลว้ก็ยดืแขนไปกวา้ง ๆ เนี่ย ก็ อมื ก็เห็น อนันี้
［文末の「眺めていた」をペンで指す］น่าจะเป็นกรยิาของ
 Y ［タイ語的に発音する］ 
［「眺めていた」に下線を引き文頭のYと線で結ぶ。］ ก็
เห็น ゆきちゃん［日本語だがタイ語的に発音する］ทีม่ี
ใบหนา้สขีาวกลม เออ่ ก าลงัน่ังพับขาทัง้สองขา้ง 
［黙り込む。］พับขาทัง้สองขา้ง แลว้ขาก็ตกหอ้ยลงมา 
มอง มองฝนโดยไมไ่ดค้ดิเรือ่งอืน่ งงคะ่ ［笑い］

［黙り込む。］うーん，［携帯アプリJTDicを使って手書き
で「折」と入力してから，「って」と打つ。意味を検索した
が結果が見つからない。］なるほど，Y ［タイ語的に発音
する］が，突然，横を向いて手を伸ばした時に，うーん
と，何か見えました。これ［文末の「眺めていた」をペンで
指す］はY ［タイ語的に発音する］の動詞だと思います。
［「眺めていた」に下線を引き，文頭のYと線で結ぶ。］白
くて丸い顔をしている，ゆきちゃん［日本語だが，タイ語
的に発音する］を見ました。うーん，足を折って座ってい
ます。［黙り込む。］両足を折って，足が落ちました。何も
考えずに雨を眺めていました。意味がよくわかりません
［笑い］。



126 ［笑い。］

127 น่าจะบรรยายการกระท าของ ของ 
ゆき［日本語だがタイ語的に発音する］

行動を説明していると思います， ゆき ［日本語だが，タ
イ語的に発音する］の。

128 ふーん。

129 น่าจะบรรยายวา่ Y ［タイ語的に発音する］เห็นวา่ 
ゆき［日本語だがタイ語的に発音する］ท าอยา่งนี้

説明していると思います， Y ［タイ語的に発音する］が，
ゆき ［日本語だが，タイ語的に発音する］がどのようにし
ているのか

130 うん。

131 その季節に足袋をはいているのは雪ちゃん以外にはな
かったので、それがＹにもＮにも何となく異様に思われた
のだった。

うき［日本語で発話する］ เพราะวา่ อมื เพราะวา่ในหนา้
ฝนนัน้ นอกจาก ゆき［日本語だがタイ語的に発音する］
 หอื นอก ออ๋ คนที ่คนทีใ่ส ่เออ่ รองเทา้กนัฝน ก็ไมม่ใีคร
นอกจาก ゆき［日本語だがタイ語的に発音する］ทีใ่ส่

うき［日本語で発話する］，なぜなら，うーん，なぜなら，
その雨季に， ゆき ［日本語だが，タイ語的に発音する］
以外，ふーん，以外，あー，そのー，雨靴をはいている
人， ゆき ［日本語だが，タイ語的に発音する］以外他に
誰もいません。

うん。

132 へー。

133 YにもNにも［日本語で発話する］ ทัง้  
Y［タイ語的に発音する］ทัง้  N［タイ語的に発音する］ 
何となく異様に［日本語で発話する。「異様」に下線を引
く］ ประหลาดหรอืเปลา่ 
いよう［日本語で発話する］［スマートフォンのキーボード
を打って「いよう」の漢字を検索する。候補の中から「異
様」を選んで携帯アプリJTDicを使って意味を検索する。
"strange"という意味を持つ「いよう」を選ぶ。］ อมื 
ประหลาด strange［英語で発話する］ 
［「異様」の上に読み方と意味を書き加える。］ทัง้  Y 
［タイ語的に発音する］ทัง้  N ［タイ語的に発音する］ ทัง้
  Y ［タイ語的に発音する］ทัง้  N 
［タイ語的に発音する］ตา่งคดิวา่ส ิง่ สิง่ ตา่งคดิวา่ 
ゆき［日本語だがタイ語的に発音する］เนี่ยประหลาด 
แบบแปลก ๆ รูส้กึแปลก ๆ

YにもNにも［日本語で発話する］，Y ［タイ語的に発音す
る］もN ［タイ語的に発音する］も，何となく異様に［日本
語で発話する。「異様」に下線を引く］，変わっているとい
う意味ですかね，いよう［日本語で発話する］。［スマート
フォンのキーボードを打って「いよう」の漢字を検索す
る。候補の中から「異様」を選んで，携帯アプリJTDicを
使って意味を検索する。"strange"という意味を持つ「い
よう」を選ぶ。］うーん，変わっているさま，strange［英語
で発話する］，［「異様」の上に読み方と意味を書き加え
る。］Y ［タイ語的に発音する］もN ［タイ語的に発音す
る］も，Y ［タイ語的に発音する］もN ［タイ語的に発音す
る］も ゆき［日本語だが，タイ語的に発音する］のことを
変わった人だと思っています，なんか，変わっているなと
思っています。

134 Ｙにはその場の光景が五十年後の今でも、まざまざと浮
んで来るのだが、それから先の記憶が少し覚つかない。

Y［タイ語的に発音する］เนี่ย こう こうけしき 
けしき［日本語で発話する］［スマートフォンのキーボード
で「こうけしき」を打ってみたが漢字が当てはまらない。］
ไมใ่ช ่こう けい［日本語で発話する］ น่าน 
こうけい［日本語で発話する］［スマートフォンのキーボ
ードで「こうけい」を打って携帯アプリJTDicを使って意味
を検索する。「ภาพทีเ่ห็น
［景色］」という意味の「こうけい」を選ぶ。］ ภาพทีเ่ห็น 
［「光景」の上に読み方と意味を書き加える。］Y［タイ語
的に発音する］เนี่ยมองวา่ภาพทีเ่ห็นตอนนัน้นะ คอื ภาพ 
เออ่ ตอนนี้ของ 5 ปีทีแ่ลว้ คอืภาพทีเ่ห็น ณ ตอนนัน้ แต ่
まざまざ［日本語で発話する］ 
［「まざまざ」に下線を引く］ 
まざまざ［日本語で発話し携帯アプリJTDicを使って「ま
ざまざ」の意味を検索する。"clearly"という意味の「まざ
まざ」を選ぶ。］clear［英語で発話する］ 
まざまざ［日本語で発話する］ 
［「まざまざ」の上に"clearly"を書き加える］ส าหรับ 
Y［タイ語的に発音する］เนี่ย

Y［タイ語的に発音する］は，こう，こうけしき，けしき［下
線部日本語で発話する］。［スマートフォンのキーボード
で「こうけしき」を打ってみたが，漢字が当てはまらない。
］，違う，こう，けい［下線部日本語で発話する］，あー，
こうけい［日本語で発話する］［スマートフォンのキーボ
ードで「こうけい」を打って，携帯アプリJTDicを使って意
味を検索する。「ภาพทีเ่ห็น
［景色］」という意味の「こうけい」を選ぶ。］，「景色」です
ね，［「光景」の上に読み方と意味を書き加える。］，Y［タ
イ語的に発音する］は，今見える景色は，そのー，5年前
の今頃，それはその頃見えた景色だ，でも，まざまざ
［日本語で発話する］，［「まざまざ」に下線を引く］まざま
ざ［日本語で発話し，携帯アプリJTDicを使って「まざま
ざ」の意味を検索する。"clearly"という意味の「まざま
ざ」を選ぶ。］clear［英語で発話する］，まざまざ［日本語
で発話する］，［「まざまざ」の上に"clearly"を書き加え
る］Y［タイ語的に発音する］にとって，

135 うん。

136 เออ่ ตอนนี้ของ 5 ปีทีแ่ลว้เนี่ย คอืภาพทีเ่ห็น อมื ในตอนนัน้ あのう，5年前の今頃って，見えた景色は，うーんと，そ
の時，

137 うん。

138 คอืภาพทีเ่ห็น เห็น 
ゆき［日本語だがタイ語的に発音する］น่ัง เห็นฝน แตว่า่
 かんでくる かんでくる［日本語で発話する］ 
［スマートフォンキーボードで「かんでくる」を打って候補
の中から「かんで来る」を選ぶ。次に携帯アプリJTDicを
使って意味を検索したが結果が見つからない。］อมื 
เหมอืนมันลอยมาอยา่งชัดเจน เห็นภาพอยา่งชัดเจน แตว่า่

なんか，見えた景色， ゆき［日本語だが，タイ語的に発
音する］が座っていて，雨が見えて，でも，かんでくる，か
んでくる［下線部日本語で発話する］。［スマートフォン
キーボードで「かんでくる」を打って，候補の中から「かん
で来る」を選ぶ。次に，携帯アプリJTDicを使って意味を
検索したが結果が見つからない。］うーん，浮かんでくる
ことがはっきり見えました，絵がはっきり見えました，で
すが，



139 うん。

140 หลงัความทรงจ า それから先の［日本語で発話する］ หอื
 แตค่วามทรงจ ากอ่นหนา้อนันัน้นะ กอ่นหนา้ทีเ่ห็นภาพ 
ゆき［日本語だがタイ語的に発音する］น่ัง อมื มันนกึไม่
คอ่ยออก

あとの記憶，それから先の［日本語で発話する］，ふー
ん，でも，その前の記憶は， ゆき［日本語だが，タイ語
的に発音する］が座っている姿が見える前の記憶は，
うーんと，なんかあまり思い出せませんでした。

141 うん。

142 つく［日本語で発話する］［スマートフォンキーボードで「
おぼえる」を打って候補の中から「覚える」を選んで「え
る」の部分のみを削除してその後ろに「つく」を付ける。
携帯アプリJTDicを使って言葉の意味を検索したが結果
が見つからない。］อมื ไมม่อีะ［「覚」に下線を引く。］
น่าจะเหมอืน นกึไมค่อ่ยออก

つく［日本語で発話する］。［スマートフォンキーボードで
「おぼえる」を打って，候補の中から「覚える」を選んで，
「える」の部分のみを削除して，その後ろに「つく」を付け
る。携帯アプリJTDicを使って，言葉の意味を検索したが
結果が見つからない。］うーん，ないです。［「覚」に下線
を引く。］あまり思い出せないのと同じ意味だろうと思い
ます。

143 ふーん。

144 次の瞬間には、Ｙは雪ちゃんを後から、しっかり抱えてい
た。

ในเวลาตอ่มา Yは雪ちゃんを後ろ［日本語で発話する］ 
［「抱え」に下線を引く］ ในเวลาตอ่มา 
［スマートフォンを使って手書きで「抱」と入力する］  เอ ๋
ใชไ่หมอะ 
［携帯アプリJTDicを使って「抱」の意味を検索する。候
補の中から「หนบี［挟んでしめつける］อุม้
［抱きかかえる］」という意味の「抱える」を選ぶ。］ 
かかえ［日本語で発話する］ หนบี อุม้ ในเวลาตอ่มา Y 
［タイ語的に発音する］ก็อุม้หลงั อุม้ 
ゆき［日本語だがタイ語的に発音する］ จากขา้งหลงั
เหรอ อมื ออ๋

次の瞬間に，Yは雪ちゃんを後ろ［日本語で発話する］，
［「抱え」に下線を引く］次の瞬間に，［スマートフォンを使
って，手書きで「抱」と入力する］えー，合っていますかね
。
［携帯アプリJTDicを使って，「抱」の意味を検索する。候
補の中から「หนบี［挟んでしめつける］，อุม้
［抱きかかえる］」という意味の「抱える」を選ぶ。］かかえ
［日本語で発話する］，挟んでしめつける，抱きかかえ
る，次の瞬間に，Y［タイ語的に発音する］は後から， ゆ
き［日本語だが，タイ語的に発音する］を後ろから抱きか
かえて，という意味ですかね，うーん，あー，

145 Ｎは雪ちゃんの小さな白足袋を手に持っていた。 อมื N［タイ語的に発音する］ก็ถอื 
手に持［日本語で発話する］ ถอืรองเทา้กนัฝนเล็ก ๆ ของ
 ゆき［日本語だがタイ語的に発音する］

うーん，N ［タイ語的に発音する］は持つ，手に持［日本
語で発話する］， ゆき［日本語だが，タイ語的に発音す
る］ の小さな雨靴を持って，

146 足袋を無理に脱がされた雪ちゃんの左の足の小指が二
股に岐れて、桃色の爪が二つ列んでいた。

รองเทา้กนัฝน 
脱がされた雪ちゃん［日本語で発話する］［「二股」と「岐
」に下線を引く］อมื 
［スマートフォンキーボードを使って手書きで「股」と入力
する。携帯アプリJTDicを使って言葉の意味を検索する
。候補の中から「ตน้ขา
［足のひざから上・もも］」という意味の「また」を選ぶ。］
 また ふたまた ふたまた 
［日本語で発話してスマートフォンキーボードで「ふたま
た」と入力し「二股」を選ぶ。携帯アプリJTDicを使って意
味を検索する。候補の中から「สองทาง
［2つに分かれる］」という意味を持つ「ふたまた」を選ぶ
。］ อมื ふたまた［日本語で発話する］ สองทาง 
［スマートフォンキーボードを使って手書きで「岐」と入力
する。］ อมื นิว้กอ้ยเหรอ 
［「小指」に下線を引く。スマートフォンキーボードを使っ
て手書きで「小」と「指」と入力する。次に携帯アプリJTDi
cを使って「小指」の意味を検索する。「こゆび」の読みと
「นิว้กอ้ย［小指］」という意味が表示される。］ ออื นิว้กอ้ย
 นิว้กอ้ยสอง ［黙り込む］ อมื เหมอืนเห็นนิว้กอ้ยของ 
นิว้กอ้ยของ ゆき［日本語だがタイ語的に発音する］ที่
ไมไ่ดส้วม ทีไ่มไ่ดส้วมรองเทา้กนัฝนเนี่ยแยกออกมาเป็น
สองทาง

雨靴，脱がされた雪ちゃん［日本語で発話する］，［「二
股」と「岐」に下線を引く］うーん。［スマートフォンキーボ
ードを使って手書きで「股」と入力する。携帯アプリJTDic
を使って，言葉の意味を検索する。候補の中から「ตน้
ขา
［足のひざから上・もも］」という意味の「また」を選ぶ。］
また，ふたまた，ふたまた［下線部を日本語で発話して，
スマートフォンキーボードで「ふたまた」と入力し，「二股」
を選ぶ。携帯アプリJTDicを使って意味を検索する。候
補の中から「สองทาง
［2つに分かれる］」という意味を持つ「ふたまた」を選ぶ。
］うーん，ふたまた［日本語で発話する］，2つに分かれる
。
［スマートフォンキーボードを使って手書きで「岐」と入力
する。］うーん，小指ですか。［「小指」に下線を引く。スマ
ートフォンキーボードを使って，手書きで「小」と「指」と入
力する。次に携帯アプリJTDicを使って「小指」の意味を
検索する。「こゆび」の読みと，「นิว้กอ้ย
［小指］」という意味が表示される。］うーん，小指，小指2
本，［黙り込む］うーん，なんか，小指，はいていない ゆ
き［日本語だが，タイ語的に発音する］の，雨靴をはいて
いない足の小指が2つに分かれているのを見たのです
ね，

147 へー。

148 มนีิว้กอ้ยสองนิว้หรอืเปลา่ 雪ちゃんは2本の小指を持っているのでしょうか。

149 ふーん。



150 ［手書きで「桃」と入力する。］ もも［日本語で発話する］
 เหรอ 
［手書きで「色」と入力して携帯アプリJTDicを使って「桃
色」の意味を検索する。「สชีมพู
［ピンク色］」という意味の「ももいろ」を選ぶ。］ ออ๋ สี
ชมพ ู
［「桃色」に下線を引いてその上に「ピンク」という言葉を
書き加える。］ピンクの［日本語で発話する］ เล็บ เล็บสี
ชมพ ูก็มสีอง สองอะไร สอง สอง 
［手書きで「列」と入力して携帯アプリJTDicを使って言
葉を検索する。「เรยีง
［並ぶ］」という意味の「列」を選ぶ］ ออ๋ เล็บสชีมพก็ู
เรยีงกนัสองอนั

［手書きで「桃」と入力する。］もも［日本語で発話する］，
ですか。［手書きで「色」と入力して，携帯アプリJTDicを
使って「桃色」の意味を検索する。「สชีมพู
［ピンク色］」という意味の「ももいろ」を選ぶ。］なるほど，
ピンク色。［「桃色」に下線を引いて，その上に「ピンク」と
いう言葉を書き加える。］ピンクの［日本語で発話する］，
爪，ピンク色の爪が，2つ，何が2つですかね，2つ，2つ，
［手書きで「列」と入力して，携帯アプリJTDicを使って，
言葉を検索する。「เรยีง
［並ぶ］」という意味の「列」を選ぶ］なるほど，2つのピン
ク色の爪が並んでいました。

151 ふーん。

152 雪ちゃんはしくしく泣いていた。泣きやまなかった。 雪ちゃんはしくしく［日本語で発話する］  
ゆき［日本語だがタイ語的に発音する］รอ้งไห ้泣き 
泣きやまなかった［日本語で発話する］ ไมห่ยดุรอ้งไห ้

雪ちゃんはしくしく［日本語で発話する］， ゆき［日本語だ
が，タイ語的に発音する］は泣いているのですね，泣き，
泣きやまなかった［下線部日本語で発話する］，泣くのを
やめません。

153 うん。

154 目の前の水溜りの中には、雪ちゃんの草履の赤い鼻緒
が濡れて、赤い色が水ににじんでいた。

目の前の［日本語で発話する］ อมื ระหวา่งทีร่อ้งไห ้
ตลอด 雪ちゃんの［日本語で発話する］ 
［「草履」に下線を引いて携帯アプリJTDicを使って手書
きで「草」と「履」と入力し意味を検索する。「รองเทา้แตะ
［サンダル］」という意味の「草履」を選ぶ］ออ๋ 
ぞうり［日本語で発話する］ รองเทา้แตะ 
［「草履」の上に読み方と意味を書き加える。］ จมกู 
เกีย่วอะไรกบัจมกู หมื เขยีนยาก 
はな［日本語で発話する］ เออ่ しょ 
いっしょに［日本語で発話する］ หรอืเปลา่
［「一緒」の「緒」と同じ漢字かという意味］ 
［「はな」と入力し「鼻」を選ぶ。手書きで「緒」と書くが文
字が認識されない。］ไมม่เีหรอ หมื เอ ๋ไมม่ ี
［「一緒」と入力し「一」のみを削除し改めてJTDicを使っ
て「鼻緒」の意味を検索する。「สายคบีรองเทา้
［ぞうりなどの緒］」という意味の「はなお」を選ぶ。］  
สายคบีรองเทา้ はなお［日本語で発話する］ 
［「鼻緒」の上に読み方を書き加える］ อา่ สายคบี
รองเทา้ของ ゆき［日本語だがタイ語的に発音する］ ก็
เปียก

目の前の［日本語で発話する］，うーん，ずっと泣きつづ
けている時，雪ちゃんの［日本語で発話する］，［「草履」
に下線を引いて，携帯アプリJTDicを使って，手書きで「
草」と「履」と入力し，意味を検索する。「รองเทา้แตะ
［サンダル］」という意味の「草履」を選ぶ］なるほど，ぞう
り［日本語で発話する］，サンダル，［「草履」の上に読み
方と意味を書き加える。］サンダル，［「鼻緒」に下線を引
く。］鼻，鼻と何の関係があるのでしょう。んー，書きにく
いですね，はな［日本語で発話する］，あー，しょ，いっし
ょに［下線部を日本語で発話する］，なのかな［「一緒」の
「緒」と同じ漢字かという意味］。［「はな」と入力し，「鼻」
を選ぶ。手書きで「緒」と書くが，文字が認識されない。］
ないんですか。ふーん，えー，ありません。［「一緒」と入
力し，「一」のみを削除し，改めてJTDicを使って，「鼻緒
」の意味を検索する。「สายคบีรองเทา้
［ぞうりなどの緒］」という意味の「はなお」を選ぶ。］ぞう
りなどの緒の，はなお［日本語で発話する］，［「鼻緒」の
上に読み方を書き加える］あー， ゆき［日本語だが，タイ
語的に発音する］の鼻緒が濡れたのですね。

155 へー。

156 赤い色が水に［日本語で発話する］ สแีดงเนี่ย にじん 
にじんも 
にじん［日本語で発話する］［携帯を使って「にじ」と入力
し途中でやめる。］ にじん［日本語で発話する］ อะไรด ี
น่าจะเหมอืนสลีะลายเป้ือนออกมา เพราะวา่โดนน ้า

赤い色が水に［下線部日本語で発話する］，赤とは，に
じん，にじんも，にじん［下線部日本語で発話する］。［携
帯を使って，「にじ」と入力し，途中でやめる。］にじん［日
本語で発話する］，何がいいでしょうね。水に濡れると，
色がにじむということですかね。

157 ふーん。

158 その時、見上げたＮと見おろしたＹの視線がはたと合っ
た。

ในตอนนัน้ N［タイ語的に発音する］ทีเ่ป็นคนเห็นเนี่ย 
見下ろした［日本語で発話する］ 
［携帯アプリJTDicを使って「みおろす」と入力し意味を
検索する。「มองลงมา
［下のほうを見る］」という意味の「見下ろす」を選ぶ］そ
れを見たNは見下ろしたえっあーNが［草履を］持ってい
ます［日本語で発話する］ N［タイ語的に発音する］ที่
เป็นคนเห็นก็มองลงมา เอะ๊ ออ๋  N［タイ語的に発音する］
มองขึน้ไปเพราะวา่ N［タイ語的に発音する］เป็นคนถอื

その時，それを見たN［タイ語的に発音する］は，見下ろ
した［日本語で発話する］，［携帯アプリJTDicを使って，
「みおろす」と入力し，意味を検索する。「มองลงมา
［下のほうを見る］」という意味の「見下ろす」を選ぶ］そ
れを見たNは見下ろした，えっ，あー，Nが［草履を］持っ
ています［下線部を日本語で発話する］ N［タイ語的に発
音する］が見下ろした人なので，え，ああ， N［タイ語的
に発音する］は見上げたのですね，だって N［タイ語的に
発音する］は［草履を］持っている人ですから。

うん。

159 うん。



160 ［Nは］ถอืรองเทา้ สว่น Y［タイ語的に発音する］ก็มองลง
มา สายตาก็ たとやまなかった 
たとやむ［日本語で発話する］ เหรอ 
［携帯を使って「たとやむ」と入力する。］ฮอื ออ๋ はた 
はたと［日本語で発話する］ 
［携帯アプリJTDicを使って「はたと」と入力する。「
ทันใดนัน้［その一瞬に］」という意味が表示される］ ออ๋
 はた［日本語で発話する］ ［「はたと」に下線を引く］ 
はたと［日本語で発話する］ คอื ทันใดนัน้ 
［「はたと」の上に意味を書き加える。］ ก็เลกิ 
やまなかった やむ［日本語で発話する］ หยดุ ออ๋ ไมใ่ช่
 อา่นผดิบรรทัด ทันใดนัน้ก็ สายตาก็ประสานกนั

［Nは］草履を持っていました。一方で，Y 
［タイ語的に発音する］は見下ろしました。視線が，たと
やまなかった，たとやむ［下線部日本語で発話する］で
すか？［携帯を使って，「たとやむ」と入力する。］ふーん
，あー，はた，はたと［下線部日本語で発話する］，［携
帯アプリJTDicを使って，「はたと」と入力する。「ทันใด
นัน้
［その一瞬に］」という意味が表示される］あー，はた［日
本語で発話する］，［「はたと」に下線を引く］「はたと」［日
本語で発話する］とは，その一瞬に，ということですね。
［「はたと」の上に意味を書き加える。］それで，やまな
かった，やむ［下線部日本語で発話する］，待って，
あー，違う，違う行を読んでしまった，その一瞬，視線が
合いました。

161 うん。

162 当時十二歳の二人のいたずら小僧の顔には、驚愕とも
当惑とも慙愧ともつかぬ異常な表情が現われていたに
相違ない。

ในตอนนัน้ 12 ในตอนนัน้ใบหนา้ของเด็กซน ๆ อาย ุสอง
คนอาย ุ12 ปีเนี่ยก็ 
［「驚愕」と「当惑」に下線を引く。］とうかん［日本語で発
話する］ เหมอืนทัง้หมดน่าจะแบบตกใจกลวั

その時，12，その時いたずらっ子たちの顔は，二人とも
12歳児，［「驚愕」と「当惑」に下線を引く］とうかん［日本
語で発話する］，［「驚愕」「当惑」「慙愧」の3つの言葉の
上で指で円を描きながら］すべて，だいたい，驚くとか，
恐れるとか，

163 ほー。

164 ช็อก ［「つかぬ」に下線を引く。］ 
つかぬ［日本語で発話する］ เหมอืนจะเป็นไวยากรณ์
หนึง่ ก็เป็น แสดงหนา้ แสดงหนา้ทา่ทางแบบ ไมป่กตลิะ 
เหมอืนกนัเป๊ะ อมื

ショックとか。［「つかぬ」に下線を引く。］つかぬ［日本語
で発話する］，は確か，文法項目の一つだと思います。
何か，顔色に出る，異常を感じた時の表情を浮かべるで
しょうね，二人とも同じように，うーん。

165 うーん。

166 หลงัจากทีเ่ห็นภาพนัน้ ทัง้คูก็่เลยมองหนา้กนั แลว้ก็แสดง
อาการกลวั ตกใจ เหมอืนกนัเป๊ะ

それ［雪ちゃんのこと］を見た二人は顔を見合わせて，そ
して，同じように恐れと驚きの表情を見せました。

167 ふーん。

168 そこで又記憶が中断されて、次の瞬間には、なお泣きや
まぬ雪ちゃんが受持の女の先生に慰められながら去っ
ていった後姿だけが、何時までも忘れられぬ印象として
残った。

ดงันัน้ ในตอนนัน้ ออ๋ また［日本語で発話する］ เออ่ 
ความทรงจ า ちゅだん［日本語で発話する］ 
［「中断」に下線を引く］ น่าจะเหมอืนขาดหายไป

それで，その時，あー，また［日本語で発話する］，うー
んと，記憶が，ちゅだん［日本語で発話する］，［「中断」
に下線を引く］切れてなくなってしまったのでしょう。

169 うん。

170 ก็ถกู ถกูหยดุกลางคนั หายไปกลางคนั 中断されました，途中で途切れました。

171 うん。

172 次の瞬間［日本語で発話する］ ในเวลาตอ่มา 
泣きやまぬ 泣きやまない［日本語で発話する］ ออ๋  
ゆきちゃん［日本語だがタイ語的に発音する］ทีร่อ้งไห ้
ไมห่ยดุ ［「受持」に下線を引く。］ เหมอืนเคยเห็น
［「受持」の漢字を］ อมื 
［携帯アプリJTDicを使って「受持」と入力し意味を検索
する。"the teaching of 
Buddha"という意味を持つ「じゅじゅ」が表示される。］ 
じゅじ［日本語で発話する］ 
［「受持」の上に読み方を書き加える］ผูห้ญงิที ่เกีย่วกบั
ศาสนาพทุธนะคะ

次の瞬間［日本語で発話する］，次の瞬間，泣きやま
ぬ，泣きやまない［下線部日本語で発話する］，あー，泣
きやまない ゆきちゃん［日本語だが，タイ語的に発音す
る］のことですね，［「受持」に下線を引く。］［「受持」の漢
字を］見たことがあるような気がします。うーん。［携帯ア
プリJTDicを使って，「受持」と入力し，意味を検索する。
"the teaching of Buddha"という意味を持つ「じゅじゅ」が
表示される。］じゅじ［日本語で発話する］，［「受持」の上
に読み方を書き加える］仏教と関係のある女の人です。

うん。

173 へー。



174 ［「慰められ」に下線を引く。］ อนันี้
［「慰められ」という言葉］แปลงร่างหรอืเปลา่ หมื 
［携帯アプリJTDicを使って手書きで「慰」と入力し意味
を検索する。候補の中から「ปลอบใจ
［心をなごやかに静める］」という意味の「慰める」を選ぶ
。］ なぐさめ 　なぐさめる［日本語で発話する］
ปลอบใจ ［「慰められ」の上に意味を書き加える。］ ใน
เวลาตอ่มา ゆき［日本語だがタイ語的に発音する］ทีย่ัง
รอ้งไหไ้มห่ยดุ ก็ถกู คนเนี่ย ถกูครูผูห้ญงิคนนี้ปลอบใจ

［「慰められ」に下線を引く。］これ［「慰められ」という言
葉］は，変身ですかね。うーん。［携帯アプリJTDicを使っ
て，手書きで「慰」と入力し，意味を検索する。候補の中
から「ปลอบใจ
［心をなごやかに静める］」という意味の「慰める」を選
ぶ。］なぐさめ，なぐさめる［下線部日本語で発話する］，
心を和やかに静める，［「慰められ」の上に意味を書き加
える。］次の瞬間，泣きやまない ゆき［日本語だが，タイ
語的に発音する］は，そのー，女の先生に慰められまし
た。

175 ふーん。

176 何時［日本語で「なんじ」と発音する］までも忘れられぬ
印象として［日本語で発話する］ ปลอบใจไปพลาง แลว้ก็
 เหมอืนภาพที ่ออ๋ เหมอืนแคภ่าพทีป่รากฎออกมาวา่ 
ออกมาปลอบใจ ออกมาปลอบใจ 
ゆき［日本語だがタイ語的に発音する］เนี่ย ไมว่า่
เมือ่ไหร่ก็เป็นความทรงจ า เป็นความประทับใจทีล่มืไมไ่ด ้
เลย

何時［日本語で「なんじ」と発音する］までも忘れられぬ
印象として［日本語で発話する］，慰めながら，そして，
絵は，あー，出てくる絵はただ，思い出せるのは慰め
る，ゆき［日本語だが，タイ語的に発音する］が慰められ
たことで，その記憶はいつまでも忘れられない記憶にで
す。

177 ふーん。

178 「俺はあの日のことを想い出すと、悪い事をしてしまっ
た、とつくづく思う。後年、幾度か医者に訊ねて、ああいう
足の指は簡単な手術で治し得ると知って安心したが、そ
れでも何処かに悔恨に似た気持が滓のように残ってい
た。」

俺はあの日のことを想い出すと悪い事をしてしまった［
日本語で発話する］ พอคดิถงึ พอฉันคดิถงึวนันัน้ พอฉัน
คดิถงึเรือ่งวนันัน้ ก็รูส้กึวา่ไดท้ าเรือ่งไมด่ลีงไปแลว้ 
つくづく思う［日本語で発話する］ เหมอืนคดิมาตลอด
หรอืเปลา่

俺はあの日のことを想い出すと悪い事をしてしまった
［下線部を日本語で発話する］，あの日のことを思い出
すと，俺はあの日のことを思い出すと，何か，自分は悪
いことをしてしまったなと思いました。つくづく思う［日本
語で発話する］，ずっと思っていた，ということではないで
すかね。

179 うん。ふーん。

180 ［携帯アプリJTDicを使って「つくづく」と入力し意味を検
索する。「อยา่งลกึซึง้
［非常に深く］」という意味が表示される。］ คดิมาอยา่ง
มาก อยา่งลกึซึง้เลย 
［「つくづく」の上に意味を書き加える。］ หลงัจากนัน้ เอ 
อนันี［้「訊」のこと］หาเจอหรอื［すでに調べた言葉］เปลา่
 
［前のページの語彙を見る。前のページでは「訊いた」を
調べ「き」と読みをメモしていたがそれは目に入らなかっ
た。］ ออ๋ อนันี้น่าจะ たずね［日本語で発話する］ 
［漢字の上に「たず」を書き加える］ พอไปถามหมอ 
ああいう足の指は簡単な手術で治し得ると知って安心し
たが［日本語で発話する］ พอไปถามหมอวา่ นิว้เทา้ 
นิว้เทา้แบบนัน้ แบบที ่
ゆき［日本語だがタイ語的に発音する］เป็นเนี่ย มัน
สามารถผา่ตดัใหห้ายไดไ้หม ก็รูม้าวา่มันผา่ตดัไดง้า่ย ก็
เลยสบายใจ แตถ่งึอยา่งนัน้ 
［「悔恨」に下線を引く。携帯アプリJTDicを使って手書き
で「悔」と「恨」と入力し「悔恨」の意味を検索する。"regr
et"という意味が表示される］ ก็ยังรูส้กึเสยีใจในสิง่ที่
ตดัสนิใจไปแลว้ 
［「悔恨」の上に読み方と意味を書き加える。それから「
滓」に下線を引き携帯アプリJTDicを使って手書きで「滓
」と入力し意味を検索する。検索結果の画面をじっと見
つめるが思うようなものが出ていない様子］ออ๋ แตถ่งึ
อยา่งนัน้ก็ยังหลงเหลอืความรูส้กึเสยีใจ อมื น่าจะเสยีใจที่
ไมไ่ดช้ว่ย หรอืเปลา่ อกีคนก็บอกวา่

［携帯アプリJTDicを使って，「つくづく」と入力し，意味を
検索する。「อยา่งลกึซึง้
［非常に深く］」という意味が表示される。］深く考えた，
じっくり考えた。［「つくづく」の上に意味を書き加える。］
その後，えー，これ［「訊」のこと］は探した［すでに調べ
た］でしょうか。［前のページの語彙を見る。前のページ
では「訊いた」を調べ，「き」と読みをメモしていたが，そ
れは目に入らなかった。］あー，これはたぶん，たずね
［日本語で発話する］，［漢字の上に「たず」を書き加え
る］。医者に聞いてみたら，ああいう足の指は簡単な手
術で治し得ると知って安心したが［下線部日本語で発話
する］，足の指，ああいう足の指， ゆき［日本語だが，タ
イ語的に発音する］みたいな指って，手術して治せます
かと，先生［医者］に聞いてみました。手術で簡単に治
せると知って，安心しました。それでも，［「悔恨」に下線
を引く。携帯アプリJTDicを使って，手書きで「悔」と「恨」
と入力し，「悔恨」の意味を検索する。"regret"という意
味が表示される］決めたことを後悔して，［「悔恨」の上に
読み方と意味を書き加える。それから，「滓」に下線を引
き，携帯アプリJTDicを使って，手書きで「滓」と入力し，
意味を検索する。検索結果の画面をじっと見つめるが，
思うようなものが出ていない様子］あー，それでも，後悔
が残りました，うーん，助けてあげなくて後悔したのか
な，もう一人も言ってるのは，

181 「いや、それは少し覚えちがいじゃないか」とＮが訂正し
た。

ไม ่少し覚えちがいじゃないか 
ちがい［日本語で発話する］ N［タイ語的に発音する］ก็
ตอบกลบัมาวา่ ไม ่มันเป็นแค ่
ちがい［日本語で発話する］ 
［JTDicを使って「ちがい」と入力し意味を検索する。検
索結果の画面をスクロールさせてしばらく見るが思うよ
うなものが見つからない様子。］ อมื ความ ความทรงจ า
ทีผ่ดิเหรอ

いや，少し覚えちがいじゃないか，ちがい［下線部日本
語で発話する］，そしたら，N［タイ語的に発音する］が言
い返して，いや，それはただの，ちがい［日本語で発話
する］。［JTDicを使って，「ちがい」と入力し，意味を検索
する。検索結果の画面をスクロールさせてしばらく見る
が，思うようなものが見つからない様子。］うーん，間違
えた記憶なのかな。

182 ほー。

183 อมื น่าจะความทรงจ าทีผ่ดิ น่าจะเป็นการจ าผดิ うーん，たぶん間違えた記憶，覚えちがいです。 ふーん。

184 うん。



185 มันก็แคจ่ าผดิไมใ่ชเ่หรอ ただの覚えちがいではないですか。

186 「雪ちゃんを抱いていたのは仲間のＳで、足袋を脱がせ
たのはＯだぜ。

ตอนทีก่อด ตอนทีอุ่ม้ 
ゆき［日本語だがタイ語的に発音する］เนี่ย 
S［タイ語的に発音する］ทีไ่ปดว้ยกนั 
Oだぜ［日本語で発話する］ ออ๋ คนทีใ่หถ้อดรองเทา้กนั
ฝนก็คอื O［タイ語的に発音する］

抱いていた時， ゆき［日本語だが，タイ語的に発音す
る］を抱いていた時，S［タイ語的に発音する］が一緒に
行ったのは，Oだぜ［日本語で発話する］，あー，雨靴を
脱がしたのはO［タイ語的に発音する］でした。

187 俺たち二人は、傍で、不思議な足を見せられたので、只
ぼんやり眺めていたんだ。

俺たち二人は 不思議な足［日本語で発話する］ พวก
คณุสองคนเนี่ย อมื 
［「傍」に下線を引く。JTDicを使って手書きで「傍」と入力
し意味を検索する。「ขา้ง
［横］」という意味が表示される。］ขา้ง พวกเราสองคน
เนี่ยถกู ถกูใหเ้ห็นเทา้แปลก ๆ น่ันดา้นขา้ง ก็เลย 
［JTDicを使って手書きで「只」と入力し意味を検索する。
「แค［่だけ］」を見つけテキストに戻る］ ก็เลยแคเ่หมอ่ลอย

俺たち二人は，不思議な足［下線部日本語で発話する］
，あなたたち二人は，うーん。［「傍」に下線を引く。JTDic
を使って，手書きで「傍」と入力し，意味を検索する。「
ขา้ง
［横］」という意味が表示される。］横，私たち二人は，あ
の変な足を横から見せられたので，［JTDicを使って，手
書きで「只」と入力し，意味を検索する。「แค่
［だけ］」を見つけ，テキストに戻る］それでただぼんやり
していました。

188 ふーん。

189 その時『そんなものを見るもんじゃありませんッ！』とか
ん高い声で、女の先生から叱られた。

その時［日本語で発話する］ ในตอนนัน้ 
そんなものを見るもんじゃありません［日本語で発話す
る］ ตอนนัน้พดูวา่ ไมใ่ชว่า่จะมาเห็น ไมใ่ชเ่รือ่งทีจ่ะมา
เห็นของแบบนัน้เลย พดูออกมาเสยีงดงั ก็เลยถกูครูด ุก็
เลยถกูครูผูห้ญงิดุ

その時［日本語で発話する］，その時，そんなものを見る
もんじゃありません［下線部を日本語で発話する］，その
時言ったのは，見に来るのではありません，そんなもの
を見に来るものじゃないと大声で言ってしまいましたの
で，先生に叱られました。それで女の先生に叱られまし
た。

うん。

190 へー。

191 その声の鋭さと厳しさだけを俺は身に沁みて覚えている
のだがね。

その声［日本語で発話する］ ［「厳しさ」に下線を引く］
เสยีงนัน้มันก็เหมอืน เสยีงนัน้ทีม่ัน ดดูุๆ  มันก็แคเ่ป็นเสยีง
ด ุๆ ทีเ่ขา้มา เขา้มาซมึในจติใจเรา ท าใหเ้ราจ าไดแ้ค่
นัน้เอง

その声［日本語で発話する］，［「厳しさ」に下線を引く］そ
の声は，その声は厳しそうな，ただの厳しい声が入って
きて，私たちの心に沁みて，私たちに覚えさせてくれた
だけです。

192 君は、その時の見てはいけないものを見たという強い自
責の念が、何時の間にか、自分が下手人だったという想
像に変り、それが癖になって、ついに自分が手を下した
と思い込み、俺まで仲間に引き入れてしまったのだ。

君は［日本語で発話する］ เธอนะ 
その時の見てはいけないものを見たという強いじ［日本
語で発話する］ 
［「自責」に下線を引く。JTDicを使って手書きで「自」と「
責」と入力し意味を検索する。 "การตอ่วา่ตวัเอง"
「自分を責めること」という意味が表示される］じせき［日
本語で発話する］ การตอ่วา่ตวัเอง 
［「自責」の上に読み方とタイ語で意味を書き加える。］
เธอนะ ตอ่วา่ตวัเอง หนักมาก ทีไ่ปเห็นสิง่ทีไ่ม่ สิง่ทีห่า้ม
เห็นในตอนนัน้ ［「下手人」に下線を引く。］ 
へた［日本語で発話する］ ใชห่รอืเปลา่ 
［JTDicを使って手書きで「下」と「手」と「人」入力し言葉
の意味を検索する。"criminal"という意味を持つ「げしゅ
にん」が表示される。］ ออ๋ 
げしゅにん［日本語で発話する］ 
［「下手人」の上に読み方と意味を書き加える。］
อาชญากะ อาชญากร criminal［英語で発話する］ออ๋ งัน้ 
ตอนนัน้ไดไ้ปคดิวา่ ไดก้อ่อาชญากรรมขึน้มา ก็เลย
กลายเป็นก าแพง ท าใหค้ดิมาก

君は［日本語で発話する］，君は，その時の見てはいけ
ないものを見たという強い，じ［下線部日本語で発話す
る］，［「自責」に下線を引く。JTDicを使って，手書きで「
自」と「責」と入力し，意味を検索する。 "การตอ่วา่
ตวัเอง"
「自分を責めること」という意味が表示される］じせき［日
本語で発話する］，自分を責めること。［「自責」の上に読
み方とタイ語で意味を書き加える。］君は，自分を責め
た，とても強く，よくないものを見てしまったと，そのとき
見てはいけないものを。［「下手人」に下線を引く。］へた
［日本語で発話する］，なのかな，［JTDicを使って，手書
きで「下」と「手」と「人」入力し，言葉の意味を検索する。
"criminal"という意味を持つ「げしゅにん」が表示され
る。］あー，げしゅにん［日本語で発話する］，［「下手人」
の上に読み方と意味を書き加える。］犯ざ，犯人，
criminal［英語で発話する］，ああ，それなら，その時思っ
てしまいました，犯罪を起こしてしまったと。それで障壁
のようになってしまいました，思い込みすぎてしまったの
で。

193 อมื 手を［日本語で発話する］ 
［手書きで「手」と入力しキーボードで「を」と打つ。］くろ
す［日本語で発話する］ 
［携帯アプリJTDicを使って「くろす」と入力し「手をくろす
」の意味を検索したが結果が見つからない。］ อมื ท า
ใหค้ดิมากไปเอง วา่ไดท้ าผดิลงไป คดิวา่น่าจะแปล
ความหมายไมด่เีทา่ไหร ่อนันี ้
［「手を下した」に下線を引く。］

うーん，手を［日本語で発話する］，［手書きで「手」と入
力し，キーボードで「を」と打つ］くろす［日本語で発話す
る］。［携帯アプリJTDicを使って，「くろす」と入力し，「手
をくろす」の意味を検索したが，結果が見つからない。］
うーん，自分で考えすぎにさせてしまった，自分が悪い
ことをしたと。おそらくあまりいい意味ではないと思いま
す，これは。［「手を下した」に下線を引く。］

194 ふーん。うん。

195 ฉันก็เลยกลายเป็นผูร้่วมรับผดิชอบ わたしも一緒に責任をとる人のようになってしまいまし
た。

196 うん。



197 「とにかく、記憶ってものは変なものだな。」とＮは、また
呑気に笑って、盃を重ねた。

ยังไงก็ตาม ความทรงจ าอะ สิง่ทีเ่รยีกวา่ความทรงจ าเนี่ย 
มันเป็นสิง่ประหลาดนะ

それでも，記憶って，記憶というものって，不思議なもの
ですね。

198 うん。

199 แลว้ N［タイ語的に発音する］ก็หวัเราะ แลว้ก็ชนจอก
เหลา้กนัอกีรอบ จบ

そしてN［タイ語的に発音する］が笑って，もう一回さかず
きを交わして，おしまいです。

200 おしまいですか。［笑い。］

201 ［笑い。］ ［笑い。］

202 罪を犯したって何のことですか。

203 อนัไหนคะ どれですか。

204 ここ［「下手人」を指して］に犯罪って。

205 เออ่ คนทีท่ าผดิรเึปลา่คะ えー，よくないことをした人のことですか。

206 それが意味しているところは何でしょう。

207 อมื คดิวา่ เออ่ N ［タイ語的に発音する］กบั Y 
［タイ語的に発音する］ไปชว่ย 
ゆき［日本語だがタイ語的に発音する］ไว ้น่าจะชว่ย
หรอือะไรสกัอยา่ง แลว้ก็เลยเห็นเทา้แปลก ๆ ของ 
ゆき［日本語だがタイ語的に発音する］ แลว้เทา้ก็ เทา้ 
เทา้แปลก ๆ ก็เลยคดิวา่ตวัเองมสีว่นท าใหเ้ทา้เป็นอยา่ง
นัน้ หรอืเปลา่

うーん，何か，N ［タイ語的に発音する］とY ［タイ語的に
発音する］はゆき［日本語だが，タイ語的に発音する］を
助けてあげましたので，何かを助けてあげましたので，
ゆき［日本語だが，タイ語的に発音する］の変な足を見
てしまって，足，足，変な足，その，足がああなのは自分
たちのせいでもあるのではないかと思い込んでいたの
でしょうか。

208 ふーん。

209 แลว้ก็ถกูครูดทุีท่ าอยา่งนัน้ดว้ย ก็เลยกลายเป็นความรูส้กึ 
เออ่ Y ［タイ語的に発音する］ก็เลยรูส้กึผดิ คดิวา่ตวัเอง
ท าอะไรผดิอะไรแบบนี ้ก็เลยคดิเรือ่งนี้มาตลอด

それから，先生に叱られましたし，何か，気持ちが，
あー，Y ［タイ語的に発音する］はよくないと感じて，自分
が悪いことをしたというような感じで。それでずっとこのこ
とを思ってきたのですね。

210 ふーん。なるほど。

211 ใชค่ะ่ ［笑い。］ そうです。［笑い。］

212 ところで，女の先生と「仏教」ですか，その関係というのは
何ですか。

213 อมื ［「受持」という言葉］ ค านี้เหมอืนแปลวา่ การจดจ าอะ
คะ แตเ่ขาบอกวา่เกีย่วกบัศาสนาพทุธ เกีย่วกบัค าสอนใน
ศาสนาพทุธ น่าจะเป็นผูห้ญงิคนหนึง่ในศาสนาพทุธ 
หนา้ทีห่นึง่ในศาสนาพทุธ แตไ่มรู่ว้า่อะไร

うーん，この言葉［「受持」という言葉］は，覚えることとい
う意味があります。でも，仏教に関係があると言ってい
ます。仏教の教えに関係があるということは，おそらく仏
教の中の女性の一人，仏教の最初のページに出てきま
す。でも，よくわかりません。

214 ［笑い。］

215 ยากมากเลยคะ่ ［笑い。］ 難しかったです。［笑い。］

216 ［笑い。］はい。ありがとうございました。

217 ประมาณนี้ถกูไหมคะ こんな感じでいいですか。

218 ［笑い。］はい。



219 คะ่ はい。


