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ページ 文章 発話 日本語訳

1 金のくびかざり 金のくびかざり［日本語で発話する］เอะ๊ มันกอ๊ปไดม้ั๊ยนะ 
［パソコン上でコピーして意味を調べようとしたとき，コピーに失敗したため。］อยา่
บอกวา่กอ๊ปไมไ่ดน้ะ ［笑う。］อา เค［GoogleTranslateで「金のくびかざり 
」を検索する。「Kim's crackling」と表示される。続けて，「金の」を消し「くびかざり」を再
検索する。「cracked」と表示される。]

金のくびかざり［日本語で発話する］ええっ，これコピーできるのかな。［パソコン上で
コピーして意味を調べようとしたとき，コピーに失敗したため。］コピーできないなんて
言わないでね。［笑う。］あー，オッケーです。［GoogleTranslateで「金のくびかざり 」を
検索する。「Kim's crackling」と表示される。続けて，「金の」を消し「くびかざり」を再検
索する。「cracked」と表示される。］

2 ยังไมค่อ่ยเขา้ใจหัวขอ้ แตเ่ดีย๋ว　เดีย๋วลองอา่นไปสกัพักน่าจะเดาไดข้ ึน้ เป็นสทีอง
くびかざり［日本語で発話する］ cracked ［先ほどの検索結果を発音する。］อะไรว๊า

まだあまり題名が理解できません。でもそのうち，そのうちしばらく読んでいたら想像
しやすくなると思います。金色です。くびかざり［日本語で発話する］cracked［先ほど
の検索結果を発音する。］何だろう。

3
小野浩

［GoogleTranslateで「小野浩」を検索する。「Hiroshi Ono」と表示される。]ออ๋ Hiroshi 
Ono ผูแ้ตง่แน่เลย หรอืผูเ้ขยีนแน่เลยอะ่ ［笑う。］

［GoogleTranslateで「小野浩」を検索する。「Hiroshi Ono」と表示される。］おお，
Hiroshi　Onoは作者です。あるいは筆者です。［笑う。］

4 くびかざり［日本語で発話する］ ถา้ ถา้จะเปิดดกิเนีย่จะอา่นวา่ยังไงคะ くびかざり［日本語で発話する］ もし，もし辞書を開いたらなんと読みますか。

5 んー？

6 หมายถงึ ถา้ก าลังจะเปิดดกิ というのは，もし辞書を開いたら

7 どういうことですか？

8 จะลองเปิดค าวา่ くびかざり［日本語で発話する］  
［「くびかざり」の意味をパソコン上のGoogle 
Translateで検索しようとしたが，画面に暫く反応がなかったため，自分のスマートフォ
ンで検索する。］
ออ๋ necklace ก็พดูถงึสรอ้ยคอ สรอ้ยทองค า แน่เลย เมือ่กีท้ าไมอันนีม้ันแปลวา่ cracked 
［笑う。］ งง สรปุน่าจะเป็นสรอ้ยคอมากกวา่นะคะ ［笑う。］ ใชม่ั๊ย? เนอะ

くびかざり［日本語で発話する］ という言葉を調べてみます。［「くびかざり」の意味を
パソコン上のGoogle Translateで検索しようとしたが，画面に暫く反応がなかったた
め，自分のスマートフォンで検索する。］
なるほど，necklaceだからネックレスに違いないです。さっきはどうしてcrackedと訳し
たんでしょう。 ［笑う。］ よく分かりません。結局，ネックレスのことでしょうね 。［笑う。］ 
そうですよね。ね？

9
よし子さんのお家も、あすは、クリスマスです。

［暫く読む。］น่าจะแบบ ออ๋ น่าจะใกลถ้งึครสิมาสตเ์หรอ? ［暫く読む。］たぶんえーと，ああ，たぶんもうすぐクリスマスですか？

10
毛なみの、つやつやした、まっ黒いネコは、夜どおし、煙突のてっぺんに

すわって、サンタクローズのおじいさんが、このお家をまちがいなく見つ

けてくれればいいがと、黄色い目をひからせて、見つめていました。

［暫く読む。］毛なみの［日本語で発話する］  อันนีก็้ขนอะ่ น่าจะแปลวา่ ขน 
なみの，つやつやした［日本語で発話する］ 
［GoogleTranslateで「毛なみの，つやつやした」を検索する。「Hairy， glossy 
」と表示される。］［暫く読む。］สรปุก าลังกลา่วถงึแมว แมวทีรู่ส้กึมอีันนี ้อันนี้
［「毛並の，つやつやした」を指して］น่าจะเป็นสรรพนาม 2 อันนีน่้าจะเป็นสรรพนาม
ดว้ยกันทัง้คู ่เออ ไมใ่ชเ่รยีกสรรพนาม เขาเรยีกวา่อะไร ค าขยายลักษณะของแมวอะไร
ประมาณนี้อ้ะ่ เขา้ใจประมาณอยา่งนัน้อะ่คะ่ ซึง่ก็ดยูังไมค่อ่ยใหค้วามส าคัญเนอะ 
［笑う。］［GoogleTranslateで「煙突のてっぺんにすわって」を検索する。「Sit at the 
top of the chimney」と表示される。］ออ๋ นอ้งแมวก าลังน่ังอยูท่ีป่ลอ่งไฟ ［暫く読む。］
ท าไมถงึวางนอ้งแมวไว ้แลว้ใหซ้านตาคลอสรูส้กึ เออ่ แมง่ ［舌打ちする］　 เรยีกวา่
ยังไงวะ่ รูส้กึวา่อันนีใ้ชบ่า้นทีซ่านตาคลอสก าลังจะมาอะไรอยา่งนี ้ไมใ่หเ้ขาเขา้ใจผดิ ก็
จะสือ่ประมาณนีไ้หม

［暫く読む。］毛なみの［日本語で発話する］ これは毛だ，たぶん意味は毛なみの，つ
やつやした［下線部のみ日本語で発話する。］［GoogleTranslateで「毛なみの，つやつ
やした」を検索する。「Hairy， glossy 」と表示される。］［暫く読む。］まとめると今は猫
について言っています。猫はこれを持っているような，これ［「毛並の，つやつやした」
を指して］たぶん代名詞，この二つはたぶんどっちも代名詞，あー，代名詞と呼ぶの
ではなくて，なんて呼ぶんでしょうね，猫の特徴を修飾する言葉，のような感じです。
だいたいこう理解しました。つまりまだあまり重要ではないように見えますね。［笑う。］ 
［GoogleTranslateで「煙突のてっぺんにすわって」を検索する。「Sit at the top of the 
chimney」と表示される。］おぉー，猫ちゃんが煙突に座っています。［暫く読む。］なぜ
猫ちゃんを置いておいたのでしょう。そしてサンタクロースに感じさせる，あー，もう，
［舌打ちする］どう言ったらいいんだろう，この家はサンタクロースがやってくる家と感
じさせるというような，誤解させないように，という感じのことが書いてあるんですか。
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11
よし子さんは今夜は、きっと、おじいさんが、あたしのほしくてほしくてた

まらない、小さな金のくびかざりを持って来てくれるにちがいないと言っ

て、おねんねをしました。

［暫く読む。］เป็นสอีะไรสกัอยา่งหนึง่ ออ๋ น่าจะเป็นสตีาแมวหรอืเปลา่ หรอืไมใ่ช ่
［暫く読む。］อะไรนะ ［GoogleTranslateで「黄色い目をひからせて」を検索する。「put 
the yellow eyes on me」と表示される。］ออ๋ 
きいろい［日本語で発話する］［読み続ける。］［笑う。］ก็รูส้กึ รูส้กึเป็นของทีอ่ยาก
ไดม้าก อยากไดม้ากจรงิ ๆ แบบวา่ทนไมไ่หวอะไรอยา่งนี ้
［暫く読む。］おねんね［日本語で発話する］ค านีย้ังไมเ่คยเจอวา่ เป็นกรยิาอะไร แต่
เหมอืนตอนนีก้ าลังพดูเรือ่งความเชือ่ของ
［GoogleTranslateで「おねんねをしました」を検索する。「I'm sorry」と表示される。］
อะไรวะ่ I'm sorry［検索結果を読み上げる。］น่าจะความหมายเดยีวกับ ประมาณวา่ สวด
วงิวอนประมาณนีห้รอืเปลา่ แบบคาดหวังไว ้เหมอืน よし子さん［日本語で発話する］คน
นี ้ตอนนีเ้ขา้ใจวา่ แบบเป็นเด็ก แลว้เขา้ใจวา่ คนืนี ้ก็คาดหวังไวว้า่ ให ้
おじいさん［日本語で発話する］ก็คอื ในทีน่ีก็้คอื ซานตาคลอสนี ้แบบมา แลว้ใหข้องที่
เขาอยากได ้ก็คอืเป็นสรอ้ยคอของ เป็นสรอ้ยคอทองค า ตอนนีก้ าลังแบบ ประมาณวา่ รอ
 คาดหวังอยู่

［暫く読む。］何かの色です。んー，猫の目の色ですかね，それとも違うんでしょうか。
［暫く読む。］なんでしょう，［GoogleTranslateで「黄色い目をひからせて」を検索する。
「put the yellow eyes on me」と表示される。］ああ，きいろい［日本語で発話する］。
［読み続ける。］［笑う。］それから思うんですね，とても欲しいものだと思います。本当
にとても欲しいです。もう我慢できないというような感じです。［暫く読む。］おねんね
［日本語で発話する］この単語はまだ見たことがありません。何という動詞でしょう。で
もたぶん今はものの信仰の話をしているような感じです。
［GoogleTranslateで「おねんねをしました」を検索する。「I'm sorry」と表示される。］な
んだこりゃ。I'm sorry［検索結果を読み上げる。］おそらく意味は同じで，だいたいどう
いうことかというと，お祈りしている感じではないですかね，期待しているような感じ。
おそらく，よし子さん［日本語で発話する］，この人，今は子どもだと理解しています。
そして，今夜，期待しているのは，くれる，おじいさん［日本語で発話する］というの
は，ここでは，サンタクロース，が来て，それから彼女が欲しい物，というのはネックレ
ス，金のネックレスを。今は，だいたいの感じだと，待って，期待して待っています。

12 よし子さんは人の名前ですか，猫の名前ですか。

13 เอ［๋驚いた声］ เอ ๋น่ันส ิเออ แลว้เขา แลว้เขาจะกลายเป็นแมวท าไมเนีย่ ［笑う。］ 
よし子さん［日本語で発話する］

えー［驚いた声］，えー，そうですよね。えー，そしたら彼女，そしたら彼女は一体どうし
て猫に変わってしまったのでしょう。［笑う。］よし子さん［日本語で発話する］。

14 よし子さんは，サンタクロースですか。

15 ไมใ่ชซ่านตาคลอสแน่นอน คอื ตอน ตอนแรกทีอ่า่นเองอะ่คะ่ ตอนนีจ้ารยจ์ะทัก จะเขา้ใจ
วา่เป็นชือ่เด็กแลว้แบบ เขาเหมอืนม ีม ีねこ ねこ ［日本語で発話する］หรอืวา่มันก าลัง
กลา่วถงึ ถุงเทา้รปูนอ้งแมว อาจจะ อาจ ไม ่ไมช่วัรว์า่อาจจะ อาจจะเป็นการ ถุงเทา้ ถุง
เทา้นอ้งแมว［猫の模様の靴下のこと］หรอืเปลา่ เพราะเขาแบบ ไอคันจติัวนี้
［「毛」のこと］สว่นใหญ ่มันก็แบบเป็นเสือ้ผา้ไหมพรมอะไรประมาณนีเ้นอะ อาจจะเป็น 
よし子さん［日本語で発話する］คราวนีเ้ป็นเด็กเขาก็แขวนถุงเทา้ ［笑う。］ นอ้งแมวไว ้
ตรงแบบเหนอืปลอ่งไฟหรอืเปลา่อะไรอยา่งนี้ เขา้ใจวา่ประมาณอยา่งนัน้ ตอนแรกนกึวา่
เขาแบบเอาแมวตัวเป็น ๆ

いいえ，もちろんサンタクロースではありません。というのは，とき，最初に自分で読ん
だとき，今先生に言われて，子どもの名前だと思います。そして彼女は持っているみ
たい，持っている，ねこ，ねこ［下線部を日本語で発話する］，もしくは言っているんで
しょうか，猫ちゃんの模様の靴下。おそらく，おそらく，違います。確かではありませ
ん，おそらく，おそらくそれはなんか，靴下，猫ちゃんの靴下［猫の模様の靴下のこと］
でしょうか。なぜなら，えーと，この漢字［「毛」のこと］はだいたい，毛糸の服とかそう
いう意味ですよね。もしかしたら，よし子さん［日本語で発話する］，今回は子ども，彼
女が靴下を吊るした［笑う。］猫の，煙突の上の所にという感じです。そのように理解し
ています。最初は思ったんです実際の猫を

16 ［データ収集者と同時に笑う。］ ［データ収集者と同時に笑う。］ ［協力者と同時に笑う。］

17 ไปขงัเอาไว ้ไมน่่าจะใชน่ะ มันน่าจะเป็นถุงเทา้ แลว้เขาแบบ ก็น่าจะเขยีนหน่อยวา่ 
靴下［日本語で発話する］อะไรก็วา่ไป หรอืมันอาจจะมคีันจทิีแ่ปลวา่แบบ ถุงเทา้ ทีห่นู
ไมท่ราบ หรอือาจจะเป็นตัวนีเ้อง［物語最初の「毛なみの」の「毛」を指して］ก็อาจจะ
เป็นไปได ้

押し込めておきました。おそらくそうじゃないですね。それはたぶん靴下です。そして，
うん，おそらく書いてあるのは，靴下［日本語で発話する］とかそんなようなことです。
もしくは靴下という意味の漢字があるのかもしれません，私の知らないもの，またはこ
の漢字，［物語最初の「毛なみの」の「毛」を指して］というのもありえます。

18
イヌは、家（うち）の中の煙突の下を、ふさふさしたしっぽで、きれいにお

掃除をしました。

イヌ［日本語で発話する］ อะ่ เอะ๊!! イヌ［日本語で発話する］ อกี イヌ［日本語で発話する］えっ，えー！！イヌ［下線部を日本語で発話する］もいる。

19 ［データ収集者と同時に笑う。］ ［データ収集者と同時に笑う。］ ［協力者と同時に笑う。］

20 เอ!๋ ［暫く読む。］［「煙突」を指して］ นีค่ านีเ้จอเป็นปลอ่งไฟเหมอืนค าเมือ่กี ้อา มันม ี
の下を  ［日本語で発話する］แสดงวา่［さっきの漢字は］น่าจะเป็นปลอ่งไฟแน่เลย 
［暫く読む。］ ふさふさ ［日本語で発話する］ไม ่ไมเ่คยไดย้นิ แตอ่าจจะเป็นกรยิาหรอื
เปลา่ ［笑う。］ เพราะสา่ยหางตอ่เนือ่งจาก イヌ 
［日本語で発話する］［笑う。］［暫く読む。］［GoogleTranslateで「お掃除」を検索する。
「cleaning」と表示される。］หมื หมื หมื เอะ๊ ท าไม ท าไมตอ้งมาท าความสะอาดหละ่? 
เอะ๊ ［笑う。］ お掃除 お掃除［日本語で発話する］ จรงิ ๆ ดว้ย［大声で笑う］คอือะไร

えー。［暫く読む。］［「煙突」を指して］この単語はさっき煙突って見つけたんですよ，
の下を［下線部を日本語で発話する］があります。ということは［さっきの漢字は］煙突
に違いないです。［暫く読む。］ふさふさ［日本語で発話する］，ない，聞いたことがない
です。でもおそらく動詞でしょうか。［笑う。］なぜなら，イヌ［日本語で発話する］につな
がっているしっぽを振ります。［笑う。］［暫く読む。］［GoogleTranslateで「お掃除」を検
索する。「cleaning」と表示される。］んー，んー，んー，えっ，どうして，どうして掃除を
しないといけないの。えっ［笑う。］お掃除，お掃除［下線部を日本語で発話する］，本
当に［大声で笑う］。なんだろう。

21
せっかくサンタおじいさんが、金のくびかざりをもって煙突から下りて来

ても、そこがあまりきれいでなくては、いやな気持になって帰ってしまう

かもしれないからです。

イヌは［日本語で発話する］ หมื ［暫く読む。］เอ 
［GoogleTranslateで「の煙突」を検索する。「Chimney」と表示される。］ก็ปลอ่งไฟ
จรงิ ๆ แก ［暫く読む。］ ออ๋ ［暫く読む。］ออ๋ ประมาณวา่ 
［GoogleTranslateで「イヌは，」を検索する。「the dog」と表示される。］เด็กเขาคงมโน
วา่ ถา้ซานตา้ ซานตา้จะมาทัง้ท ีถา้เจอแบบปลอ่งไฟทีแ่บบ ซานตา้ก็ตอ้งโรยตัวลงมาใช่
ไหมคะ มันสกปรกก็จะรูส้กึวา่แบบ เอย้ "แบบไมอ่ยากเขา้แลว้ อยากกลับบา้นดกีวา่" 
อะไรอยา่งนี้

イヌは［日本語で発話する］，んー，［暫く読む。］えー，［GoogleTranslateで「の煙突」
を検索する。「Chimney」と表示される。］本当に煙突ですよ。［暫く読む。］あー，［暫く
読む。］あー，だいたいで言うと，［GoogleTranslateで「イヌは，」を検索する。「the 
dog」と表示される。］子ども，彼女がおそらく考えたのは，もしサンタ，サンタが来た
ら，もしこのような煙突を見つけたら，サンタは煙突を下りてこないといけないですよ
ね，それが汚れていたら感じるのは，ほら，「えー，入りたくなくなった，家に帰ろう」と
いうような何か。

22 ［データ収集者と同時に笑う。］ ［データ収集者と同時に笑う。］ ［協力者と同時に笑う。］



23 ก็มโนประมาณนีเ้ลย แตว่า่ไมเ่ขา้ใจวา่ นอ้งหมาทีอ่ยูใ่นบา้น แลว้ก็อยูข่า้งลา่งของปลอ่ง
ไฟเนีย่ เกีย่วอะไรดว้ย อะไรอะ่
［GoogleTranslateで「ふさふさ」を検索する。「Bushy」と表示される。］［暫く読む。］
หมาอะไรอะ่

まあ，そのように想像しています。しかし，理解できないのは，家の中にいる犬です。
そして煙突の下にいるというのは何が関係しているのでしょう，何だろう，
［GoogleTranslateで「ふさふさ」を検索する。「Bushy」と表示される。］［暫く読む。］犬
が何なんだろう。

24 ［笑う。］

25
「オウムさん、あなたはこのクリスマスに、よし子さんには何をして上げ

るの。」

と、イヌは、籠（かご）の中のオウムに声をかけました。

［暫く読む。］オウムさんはだれ？［日本語で発話する］［笑う。］［暫く読む。］［GoogleT
ranslateで「籠の中のオウムに声をかけました」を検索する。「I called a parrot in the 
basket」と表示される。］［暫く読む。］［GoogleTranslateで「籠の中」を検索する。
「in the basket」と表示される。］คอือะไร ［GoogleTranslateで「オウム」を検索する。
「parrot」と表示される。］ออ๋ นกแกว้［暫く読む。］แสดงวา่นอ้ง นอ้ง นอ้งหมาในทีน่ี ้
เหมอืนเป็นเรือ่งราวสมมตวิา่นอ้งหมาในทีน่ีน้ี ่นีน้ี ่［舌打ちする］ มยีังไง มสี านกึทีค่ลา้ย ๆ
 มนุษยท์ีแ่บบคดิไดอ้ยา่งนีอ้ะ่คะ่ เป็นนอ้งหมาสง่สารจรงิ ๆ เหรอ

［暫く読む。］オウムさんはだれ？［日本語で発話する］［笑う。］［暫く読む。］
［GoogleTranslateで「籠の中のオウムに声をかけました」を検索する。「I called a 
parrot in the basket」と表示される。］［暫く読む。］［GoogleTranslateで「籠の中」を検
索する。「in the basket」と表示される。］これは何なんだろう。［GoogleTranslateで「オ
ウム」を検索する。「parrot」と表示される。］ああ，オウム。［暫く読む。］ということは
犬，犬，ここの中の犬は，まるでこのつくり話のこの中の犬は，この，これ，［舌打ちす
る］なにかがある，意識がある，人間のように考えるというような感じです。本当に自
分からお話しする犬なんですかね。

26 ［データ収集者と同時に笑う。］ ［データ収集者と同時に笑う。］ ［協力者と同時に笑う。］

27 แลว้ แลว้ แลว้ก็ แลว้ก็ไมรู่ ้นกแกว้พดูดว้ยเหรอ เอ ๋ก็คอืแบบ นอ้ง นอ้ง นอ้งหมาถาม 
ถามนกแกว้นีย่ังไง ［笑う。］ สง่เสยีงเรยีกรอ้งแบบ จะให ้จะใหอ้ะไรอยา่งนีใ้ชไ่หมคะ 
［笑う。］

そして，そして，そして，そして分かりません。オウムも話すのですか。えー。だって何
というか，犬，犬，犬が聞いています。オウムにどうやって聞いているのでしょう。［笑
う。］声を出してえーと，してあげる，何かしてあげるというようなことを，そうですよね。
［笑う。］

28
「私は、お目ざめのうたをうたって上げるわ。」と、オウムは言いました。

แลว้ก็แบบนกแกว้ก็ตอบมาอกี วา่แบบ จะ จะรอ้งเพลงแบบ จะรอ้งเพลงสง่เสยีงแบบ
อะไรชว่ยให ้目ざめの［日本語で発話する］ เอ เหมอืน ［舌打ちする］ลมืตาตืน่ขึน้มา
ในทีน่ี ้ในทีน่ีเ้ป็นความหมายในเชงิไหนเนีย่

そして，えー，オウムはまた答えました。言ってるのは，する，歌を歌う，歌を歌う，声
を出してなんかしてあげる，目ざめの［日本語で発話する］えー，おそらく［舌打ちす
る］この中では目を覚ます，ここではどういう意味なんでしょう。

29
「それは毎朝のことで、別にめずらしくもないじゃないの。」

［暫く読む。］ออ๋ นอ้งหมา นอ้งหมาก็จะตอบกลับมาวา่ ［笑う］ มันก็เป็นเรือ่งทีเ่กดิขึน้ทกุ
เชา้อยูแ่ลว้ มันก็ไมน่่าจะเป็นเรือ่งทีแ่บบ ยังไง พเิศษอะไรอยา่งนี ้เขา［犬のこと］ก็ 
อารมณ์เหมอืนกับประมาณวา่ เหมอืนอยากใหแ้บบ ม ีมอีะไรพเิศษใหก้ับนอ้ง 
よし子ちゃん ［日本語で発話する］［笑う。］

［暫く読む。］あー，犬，犬が答えを返したのは，［笑う］それは，なんか，すでに毎朝起
こっていること，それはおそらく，なんというか，特別な何かというような。彼［犬のこ
と］も，だいたいこんな感じの気持ちがあって，してあげたい，する，何か特別なこと
を，よし子ちゃん［日本語で発話する］に。［笑う。］

30
「でも、いつものうたとはちがうのよ。あたしが、さっき、つくったばかり

の、それはいいうたなんですの。」と、オウムは言いました。

［暫く読む。］ออ๋ ［暫く読む。］นกแกว้ก็ตอบวา่ แตแ่บบ มันก็ไมใช ่ไมใ่ชอ่ันทีเ่คยรอ้ง
เป็นประจ าอะไรอยา่งนี ้เมือ่กีเ้พิง่แตง่ใหข้ ึน้มาใหมใ่หเ้ลย อะไรอยา่งนีอ้ะ่คะ่

［暫く読む。］ああー［暫く読む。］オウムは答えました。でもー，それは違うのよ，いつ
も歌っていた歌とは違うのよ。なんかこんな感じです。さっき新しく作ってあげたばかり
なの。という感じです。

31
「ふふん、うたなんか、うたったって、クリスマスの役には立たないや。ご

らんよ、ぼくたちのやってることを。ネコがこの上にいて目を光らせてい

なかったらこの家（うち）は空から見えないし、僕がここをきれいにしてお

かなければ、おじいさんははいって来（き）やしないよ。僕たちのすること

は、こんなものだ。」

［暫く読む。］ห ึอันนี［้「役」という漢字を指す］เหมอืนเคยเจอ ［舌打ちする。］ ออ๋ 
役に立っ［日本語で発話する］［GoogleTranslateで「役」を検索する。「Role」と表示さ
れる。］［暫く読む。］นอ้งหมาท าอะไรเนีย่ สรปุนอ้งแมวไมใ่ชถุ่งเทา้แลว้เหรอ? เอ ๋สบัสน
 ［暫く読む。］นอ้งหมาตอ้งการประมาณวา่ ก าลัง ［笑う。］ ก าลังอวดตัวเองเล็ก ๆ เนอะ 
วา่แบบ ที ่ทีน่กแกว้ ทีแ่มวท าอะไรอยา่งนี ้มันก็ประมาณวา่ ไม ่ไมค่อ่ยไดช้ว่ยเทา่ไร 
ตอ้งดสู ิง่ทีห่มาท าไวว้า่ แบบ เออนีม่ันน่าจะเป็นประโยชนท์ีส่ดุอะไรประมาณนีอ้ะ่คะ่ แบบ 
เพลงก็ไมไ่ดส้นใจทีน่อ้งแมวท าแบบ ถา้มองออกมาจากขา้งนอกก็แบบ ไมไ่ดเ้ห็นอะไร
ขนาดนัน้หรอก อะไรอยา่งนี ้แบบวา่เหมิเกรมิ ［笑う。］

［暫く読む。］んー？これ［「役」という漢字を指す］は見たことがあるような気がします。
［舌打ちする。］ああ，役に立っ［日本語で発話する］［GoogleTranslateで「役」を検索
する。「Role」と表示される。］［暫く読む。］犬は何をしているのだろう。結局，猫は靴下
ではなかったの？えー，ややこしい。［暫く読む。］犬が伝えたいことは，今［笑う。］，
今少し自慢していますよね，というのは，オウムが，猫がしているようなことは，それ
は，ない，あまり役に立たない，犬がしていることを見習わなければいけない，なんと
いうか，これはおそらく一番役に立つといった感じです。というのは，歌も興味なし，猫
がしていることも，もし出て外から見たらなんというか，そんなの何も見えないよ，とい
うような感じ，大げさに言っています。［笑う。］

32
イヌは、しっぽを振って、大いばりにいばりました。

［暫く読む。］ก็คงประมาณบรรยายใหเ้ห็นภาพวา่ตอนนีน้อ้งหมา แบบ 
［GoogleTranslateで「，しっぽを振って」を検索する。「Shake your 
tale」と表示される。］ก็สัน่หาง
［暫く読む。］［GoogleTranslateで「いばりました」を検索する。「I 
cried」と表示される。］น่าจะเหา่มากกวา่มัง้ ［笑う。］

［暫く読む。］まあ，だいたい全体が見える感じに言うと，今，犬は［GoogleTranslateで
「，しっぽを振って」を検索する。「Shake your tale」と表示される。］しっぽを振りまし
た。［暫く読む。］［GoogleTranslateで「いばりました」を検索する。「I cried」と表示され
る。］おそらく吠えるという意味の方が近いですね。［笑う。］

33
「あたしだって、何かしたいのだけれど、でも、籠の中にいるんですも

の。あたしにはうたをうたうことしか、出来ないわ……。今に、いい節が

つくんだけれど。」

［暫く読む。］นกแกว้น่าจะพดู ก็อยากจะท าอะไรใหอ้ยูห่รอกนะ แตว่า่ ออ๋ เขา้ใจละ 
bucket ［「籠」のこと］) ทีน่ีแ่ปลวา่กรง ออ่ แตว่า่อยูใ่นกรง ［暫く読む。］ น่าสงสาร ก็ยัง
ท าอะไรใหอ้ยูน่ะ แตก็่หลังจากรอ้งเพลงก็ท าใหไ้มไ่ด ้［笑う。］ 
［GoogleTranslateで「いい節がつくんだけれど」を検索する。「A good section is 
attached though」と表示される。意味が理解できなかったので読み飛ばす。］

［暫く読む。］オウムはおそらく話しました。「まあ何かしてあげたいのよ。でも。」あー，
分かった，bucketここでは籠という意味，なるほど，でも籠の中にいる。［暫く読む。］
かわいそうに。それでも何かしてあげようとしている。でも歌を歌ったらあとは何もでき
ません。［笑う。］ ［GoogleTranslateで「いい節がつくんだけれど」を検索する。「A good 
section is attached though」と表示される。意味が理解できなかったので読み飛ば
す。］

34
オウムは、さびしそうに、小さな声でこう言いました。

［暫く読む。］ออ๋ นกแกว้เหมอืนจะดเูหงา ［暫く読む。］なるほど，オウムは寂しそうな感じです。



35
イヌは、それには、ヘんじもしないで、

「では、僕は、おじいさんが来るまで、一寝入りするんだ。」

［暫く読む。］เอะ๊ อันนีเ้หมอืน จรงิ ๆ คันจอิันนี［้「寝」のこと］หนูเคยทอ่งแลว้นะ แตว่า่ลมื
 ［笑う。］ ชว่งนีไ้มไ่ดก้ลับไปแบบ ทวนท ี
［GoogleTranslateで「寝」を検索する。「Sleeping」と表示される。］［暫く読む。］［Google
Translateで「一寝入りするんだ」を検索する。「I will fall asleep all the 
time」と表示される。］ จะลองงบีสกั ออ๋ กอ่นทีค่ณุซานตา้จะมา จะของบีสกัแบบ แปบนงึ
 ก็ ก็น่าจะใช ่นอ้งนก อันนีน่้าจะเป็นนอ้งหมาพดูแหละวา่ ก็คอืไมไ่ดต้อบนกแกว้ไปที่
นกแกว้ตัดทอนนอ้ยใจวา่นอ้งหมาจะนอน

［暫く読む。］えっ，これはまるで，ほんとはこの漢字［「寝」のこと］，覚えたことがあっ
たのに。でも忘れました。［笑う。］　最近，なんというかあまり復習してないんです。
［GoogleTranslateで「寝」を検索する。「Sleeping」と表示される。］［暫く読む。］
［GoogleTranslateで「一寝入りするんだ」を検索する。「I will fall asleep all the time」と
表示される。］少しうたた寝ねする。なるほど，サンタさんが来る前に，少し寝させて，
うん，おそらくそうです，鳥，これはたぶん犬ですが話しているのは，，ということは犬
はオウムに答えていません，そしてオウムは犬が先に寝るということに拗ねてしまい
ました。

36
こう言って、ごろりと、横になってしまいました。

［GoogleTranslateで「こう言って，ごろりと，横になってしまいました」を検索する。「As 
I said， I fell downside down」と表示される。］［暫く読む。］หลังจากทีห่มา อา๋ ก็หมา
พดูเสร็จก็นอน ［笑う。］ เรยีบรอ้ย

［GoogleTranslateで「こう言って，ごろりと，横になってしまいました」を検索する。「As I 
said， I fell downside down」と表示される。］［暫く読む。］その後犬は，ああ，まあ犬は
話し終えると寝ました。［笑う。］終了。

37
お部屋（へや）の中はしいんとして、夜（よる）が、だんだんふけていきま

した。

［暫く読む。］［GoogleTranslateで「ふけていきました」を検索する。「I 
indulged」と表示される。さらに「ふけていきました」をタイ語で調べる。「ผมไปรังแค
［僕は頭垢（ふけ）に行きました］」と表示されて驚く。］หึ
[「ふけていきました」をもう一度英語で検索する。先ほどと同じく，「I 
indulged」と表示される。「いきました」を消し，「ふけて-」を英語で検索する。「Indulge」
と表示される。「ふけて-」をタイ語で検索する。「รังแคและ-
［頭垢（ふけ）と］」と表示される。英語翻訳に戻す。「Indulge」と表示される。］

［暫く読む。］［GoogleTranslateで「ふけていきました」を検索する。
「I indulged」と表示される。さらに　「ふけていきました」をタイ語で調べる。「ผมไป
รังแค
［僕は頭垢（ふけ）に行きました］」と表示されて驚く。］えぇー！［「ふけていきました」を
もう一度英語で検索する。先ほどと同じく，「I 
indulged」と表示される。「いきました」を消し，「ふけて-」を英語で検索する。「Indulge」
と表示される。「ふけて-」をタイ語で検索する。「รังแคและ-
［頭垢（ふけ）と］」と表示される。英語翻訳に戻す。「Indulge」と表示される。］

38 どうしてあまりタイ語を使わないのですか。

39 อะไรนะคะ? 何ですか。

40 どうしてタイ語を使わない［タイ語で意味を調べないと
いう意味］んですか？英語の方がいいんですか？［笑
う。］

41 ไม ่ไมท่ราบศัพทอ์ันนี［้Indulgeのこと］ทีเ่ป็นภาษาอังกฤษ ［笑う。］ แตว่า่ถา้เกดิปรกต ิ
จะท าอะไรก็ตอ้งเปิด google tran อกีหนา้จอนงึ
［パソコン上で日本語を読むときの説明］ อังกฤษกลับเป็นไทย ［笑う。］ เพราะวา่คลิ๊ก
ไทย［タイ語に訳出すること］รูส้กึไมโ่อเคจรงิ ๆ รังแคอะไรเนีย่
［タイ語で調べたときに出てきた訳が「ふけ」だったため。］

いえ，この単語［Indulgeのこと］が分からなかったんです，この英語の。［笑う。］ でも，
普段は，何をするときでももう一つGoogle Translateの画面を開いて［パソコン上で日
本語を読むときの説明］，英語をタイ語に訳します。 ［笑う。］どうしてかというと，タイ
のクリック［タイ語に訳出すること］は本当にオッケーではないと感じます。ふけってな
んなんだ。［タイ語で調べたときに出てきた訳が「ふけ」だったため。］

42 ［ブラウザの新しいタブを開き，「Indulge」をタイ語で検索する。「หลงระเรงิ
［のめりこむ］」と表示される。］หลงระเรงิ 
［「Indulge」をタイ語で検索した結果を読み上げる］ ดืม่ด า่ อา๋ แลว้ แลว้รังแคเมือ่กีค้อื 
［笑う。］ ก็ประมาณ ［舌打ちする］พอเริม่ เริม่ยา่งเขา้แบบความมดืก็เริม่คกึครืน้อะไร
แบบนี ้ไมช่วัรเ์หมอืนกัน ไมเ่คยไดย้นิ

［ブラウザの新しいタブを開き，「Indulge」をタイ語で検索する。「หลงระเรงิ
［のめりこむ］」と表示される。］のめりこむ［「Indulge」をタイ語で検索した結果を読み
上げる］，深く心に入る，なのか，それなら，それならさっきの「ふけ」は何なのでしょ
う。 ［笑う。］まあなんというか［舌打ちする］し始める，暗くなり始めるとにぎやかに
なってきたという感じ，定かではありません，聞いたことがありません。

43 しばらくすると、屋根の上に、みしみしという足音が聞えました。イヌは、
はっと目をさまして聞耳を立てました。

［暫く読む。］［「しばらくすると、屋根の上に、みしみしという足音が聞えました。イヌは
、はっと目をさまして」までを声に出して読む。］ห!ึ? ［「聞耳を」をさして］ไดย้นิกับหหูรอ
 ออ๋น่าจะ ห ูหตูัง้ดว้ย ［笑う。］

［暫く読む。］［「しばらくすると、屋根の上に、みしみしという足音が聞えました。イヌ
は、はっと目をさまして」までを声に出して読む。］えー？［「聞耳を」をさして］聞こえる
と耳？あぁーおそらく，耳，耳も立つんですね。 ［笑う。］

44 イヌは、はっと目をさまして聞耳を立てました。  นอ้งหมาสภุาพ ［笑う。］ ไมท่ราบวา่［「聞耳」の漢字を］อา่นยังไงอะ่คะ่ แตค่ันจิ
［「聞耳」を指している］มันความหมายอยา่งนัน้ ก็เขา้ใจภาพวา่น่าจะเป็นประมาณนี้

犬は礼儀正しいですね。［笑う。］［「聞耳」の漢字を］どのように読むのか分かりませ
ん。でも，漢字［「聞耳」を指している］はそういう意味です。だいたいこんなように情景
を理解しています。

45 オウムは、ずっと、ねないで、まっていたのです。 ［暫く読む。］ออ๋ ก็อยา่งนกแกว้เนีย่ แบบ ไม ่ไมไ่ดน้อนเลย รอมาโดยตลอด ［暫く読む。］なるほど，オウムに至っては，なんというか，していない，まったく寝てい
ません，ずっと待っていました。

46 しばらくすると ［日本語で発話する］ก็พักนงึอะไรอยา่งนี ้สว่นประโยคตรงนี้
［「屋根の上に，みしみしという足音が聞えました。」という文章を指して言っている］
ไมค่อ่ย ไมค่อ่ยแน่ใจวา่ตอ้งการสือ่อะไร แตก็่คดิวา่ไมน่่าจะส าคัญ น่าจะเป็นแบบบรรยาย
ใหเ้ห็นภาพอะไรอยา่งนี ้
［GoogleTranslateで「屋根の上に，みしみしという足音が聞えました。」を検索する。「o
n the roof， I heard footsteps called Mishimi Shimizu」と表示される。］［暫く考える。］
 ออ๋ ก็ ก็พอเริม่ไดย้นิ ไดย้นิเสยีงฝีเทา้บนหลังคาก็เหมอืนวา่ ซานตา้น่าจะมาแลว้มัง้ 
แบบอนึ หตูัง้ นกแกว้ก็แบบไมไ่ดน้อนอยูแ่ลว้ ［笑う。］ มัน มัน มันคอืนยิายแฟนตาซี
เหรอคะ

しばらくすると［日本語で発話する］は，少し経ってというような意味です。一方この文
章［「屋根の上に，みしみしという足音が聞えました。」という文章を指して言っている］
はあまり，あまり何を伝えたいのか分かりません。しかし，そんなに重要ではないと思
います，おそらく，んー，情景などを描写している部分だと思います。
［GoogleTranslateで「屋根の上に，みしみしという足音が聞えました。」を検索する。
「on the roof， I heard footsteps called Mishimi Shimizu」と表示される。］［暫く考え
る。］なるほど，まあ，んー，聞こえ始める，屋根の上に足音が聞こえる，ということは
おそらく，サンタが来たということかな，なんというかうーん，耳を立てて，オウムは眠
らずに。［笑う。］これは，これは，これはファンタジーの物語なのですか。

47 ［データ収集者と同時に笑う。］ ［データ収集者と同時に笑う。］ ［協力者と同時に笑う。］

48 เอ ๋สนุกนะ อะไรเนีย่ へぇー，面白いですね，一体何なんでしょう。

49 ［データ収集者と同時に笑う。］ ［データ収集者と同時に笑う。］ ［協力者と同時に笑う。］

50 อาจารยเ์คยอา่นหรอืยังอะคะ? 先生は読んだことがありますか。

51 読みましたよ。［笑う。］



52
「掃除はきれいに出来たかな。」

［GoogleTranslateで「掃除はきれいに出来たかな。」を検索する。「I wonder if 
cleaning could be doun clean」と表示される。］ออ๋ นอ้งหมาตอ้งคดิอยูแ่น่เลย

［GoogleTranslateで「掃除はきれいに出来たかな。」を検索する。「I wonder if cleaning 
could be doun clean」と表示される。］あー，犬は考えているに違いない。

53
サンタクローズのおじいさんは、こう言いながら、えんとつの上にいたネ

コを背中にしょって、すらりと、お部屋へ下りて来ました。

サンタクロースのおじいさんは こう言いながら 
えんとつの上にいたネコを［日本語で発話する］นอ้งแมว 背中 背中にしょって 
［日本語で発話する］［GoogleTranslateで「背中にしょって」を検索する。「Talk to the 
back」と表示される］ すらりと さがりて 来ました［日本語で発話する］

サンタクロースのおじいさんは，こう言いながら，えんとつの上にいたネコを［下線部
を日本語で発話する］，ねこちゃん，背中，背中にしょって［下線部を日本語で発話す
る］［GoogleTranslateで「背中にしょって」を検索する。「Talk to the back」と表示され
る］ すらりと さがりて 来ました［下線部を日本語で発話する］

54 そして、ポケットから、かきつけを出して、「ええッと、よし子さんは何が
ほしいのだったかな。」と、言い言い読みかえしました。

そして ホン ポッケット から かきつ［日本語を発話する］ ห ึ
ポケット［日本語で発話する］ อะไร 
［GoogleTranslateで「ポケットから，かきつけを出して 」を検索する。「From the 
pocket， give out the crush」と表示される。］From the pocket give out the 
crush［検索結果を読み上げる］ポケット から かきつけを出して［日本語で発話する］
 ห ึ ［GoogleTranslateで「ポケットから，かきつけを出して 」を検索する。「From the 
pocket， give out the crush」と表示される。］
［GoogleTranslateで「かきつけを出して」を検索する。「take out his face」
と表示される。］ห ีไม ่ไม ่ไมค่อ่ยเขา้ใจอะ่คะ่ ポケット［日本語で発話する］ ก็เขา้ใจวา่
กระเป๋านะ ออกมาจาก ออกมาจากกระเป๋า backpack ［笑う］ อะไรเนีย่

そして，ホン，ポッケット，から，かきつ［下線部を日本語を発話する］ へ？ 
ポケット［日本語で発話する］ อะไร 
［GoogleTranslateで「ポケットから，かきつけを出して 」を検索する。「From the 
pocket， give out the crush」と表示される。］From the pocket give out the crush［検
索結果を読み上げる］，ポケット，から，かきつけを出して［下線部を日本語で発話す
る］ へ？  ［GoogleTranslateで「ポケットから，かきつけを出して 」を検索する。「From 
the pocket， give out the crush」と表示される。］［GoogleTranslateで「かきつけを出し
て」を検索する。「take out his face」と表示される。］ん？あまり，あまり，あまり理解で
きません。ポケット［日本語で発話する］はカバンだと分かります。出して，Backpackの
カバンから出して，［笑う］なんでしょう。55 サンタクロースのおじいさんは［日本語で発話する］＊＊＊［日本語を発話しているが

、不明瞭］たネコ［日本語で発話する］［舌打ちする。］แตก็่ ประมาณวา่ ก็เขา้ใจแกน
หลักของ ของทัง้ประโยคนี ้ ก็แคน่่าจะบรรยายประมาณวา่แบบ ซานตาคลอส แบบลง
มาแลว้

サンタクロースのおじいさんは［下線部を日本語で発話する］＊＊＊［日本語を発話し
ているが、不明瞭］たネコ［日本語で発話する］［舌打ちする。］でも，だいたいでいう
と，なんとなくこの，この文が言いたいことは分かります，おそらくサンタクロースが降
りてきたということを表現しているだけです。

56 ［暫く読む。］ซานตา้เป็นคนถาม หรอื วา่แบบ นอ้ง よし子さん［日本語で発話する］ เนีย่
 อยากไดอ้ะไร 
［暫く読む。］［次の「」［かぎかっこ］部分に目を通す［カーソルの動きから判断］。］เอะ๊
 เป็นกลอนอะไร

［暫く読む。］サンタが尋ねた人です，それとも，なんというか，よし子さん［日本語で発
話する］は，何が欲しいのですか。［暫く読む。］［次の「」［かぎかっこ］部分に目を通す
［カーソルの動きから判断］。］えっ，何の詩でしょう。

57
「私（あたし）の歩き人形にはお靴（くつ）を二つ。

　白い熊（くま）ちゃんには毛皮の帽子を。

　ネコにはちりちりと鳴る鈴を。

　イヌにはぴかぴか光る首輪を一つ。

　オウムにはあたらしいうたのふしを

　それから、私（あたし）には……」

［暫く読む。］［GoogleTranslateで「私の歩き人形にはお靴を二つ。
　白い熊ちゃんには毛皮の帽子を。ネコにはちりちりと鳴る鈴を。イヌにはぴかぴか光
る首輪を一つ。オウムにはあたらしいうたのふしを　それから，私には……
」を検索する。「I have two shoes in my walking doll. For a white bear, a fur cup. The
 bell has a bell ringing. One dog has a shiny collar. A parrot is a fist of a new song. 
Then to me......」と表示される。］อันนีเ้ป็นกลอนอะไรเนีย่ ออ๋ เหมอืนแตง่ เหมอืนแตง่
เป็นกลอนอะไรอยา่งนี ้ใหเ้ป็นเพลง หรอืวา่เขาแบบ บรรยายวา่ตรงนัน้มอีะไรบา้ง เกดิ
อะไรขึน้ เมือ่ยาม ยามเมือ่อะไรนะ ［笑う。］ กระดิง่นัน้ ก็มแีบบนอ้งหมาตัวนงึอะไรอยา่งนี้
 ［笑う。］ ก็น่าจะเป็นประมาณแบบ อันนีเ้ขา้ใจแบบวา่เป็นกลอน ถา้ไมเ่ป็นกลอนก็แตง่
เป็นคลอ้งจองอะไรภาษาญีปุ่่ นอะไรอยา่งนี ้ใหเ้ด็กอา่นอะไรประมาณนัน้

［暫く読む。］［GoogleTranslateで「私の歩き人形にはお靴を二つ。白い熊ちゃんには
毛皮の帽子を。ネコにはちりちりと鳴る鈴を。イヌにはぴかぴか光る首輪を一つ。オウ
ムにはあたらしいうたのふしを　それから，私には……」を検索する。「I have two 
shoes in my walking doll. For a white bear, a fur cup. The bell has a bell ringing. One 
dog has a shiny collar. A parrot is a fist of a new song. Then to me......」と表示され
る。］これは何の詩なんでしょう。ああ，おそらく作った，おそらく詩のようなものを作っ
た，歌になるように，もしくは，筆者はそこに何があるのか，何が起こったのか，などを
表現しています。夕暮れには，日が暮れるときには何でしょう。［笑う。］その鈴，犬が
一匹います，こんなような。［笑う。］　おそらく，これはどういうものかと言うと，詩だと
思います。もし詩じゃなくても日本語の韻のようなものが使われていて，子どもに何か
読ませる，だいたいこんなような。

58
サンタおじいさんは、そこでつまってしまいました。暗くて字がよく見えな

いので、かきつけを眼のそばによせて、

［暫く読む。］รออยูต่รงนัน้แลว้ไงตอ่ 
［暫く読む。］［GoogleTranslateで「暗くて字がよく見えないので，かきつけを眼のそば
によせて」を検索する。「Because it is dark and we can not see the letter wel， Over
 therel」と表示される。］
［GoogleTranslateで「眼のそばによせて」を検索する。「By the eyes」と表示される。］
เนือ่งจากมดืก็เลยอันนีไ้มค่อ่ยชดั［「はっきりとは見えない」という意味］

［暫く読む。］そこで待っていて，そしてどうなったんでしょう。［暫く読む。］
［GoogleTranslateで「暗くて字がよく見えないので，かきつけを眼のそばによせて」を
検索する。「Because it is dark and we can not see the letter wel， Over therel」と表
示される。］
［GoogleTranslateで「眼のそばによせて」を検索する。「By the eyes」と表示される。］
暗いのであまりはっきりしません［「はっきりとは見えない」という意味］。

59
「はてな、よし子さんのほしいものは何だったっけな。」と、おじいさんは

考えこみました。

［暫く読む。］［笑う。］ ออ๋ ก็ตอนนีค้ณุซานตา้ก็ก าลังคดิอยู ่เอ นอ้ง 
よし子さん［日本語で発話する］ นีอ้ยากไดอ้ะไรนะ ［笑う。］ เหมอืนก าลังนกึอยูอ่ะไร
ประมาณนีค้ะ่

［暫く読む。］［笑う。］なるほど，サンタさんは今考えています，えー，よし子さん［日本
語で発話する］は何が欲しいだっけな。［笑う。］欲しいものを今考えているところのよ
うです。

60
「小さな金のくびかざりです。」と、イヌとネコとオウムとが、一どに言いま

した。

［暫く読む。］ออ๋ ก็ทัง้หมาแมวแลว้ก็นกแกว้ ประสานเสยีงเลยวา่อยากไดส้รอ้ยคอทองค า ［暫く読む。］あー，犬も猫もそれからオウムも声を合わせて金のくびかざりが欲しいと
言いました。

61 「小さな金のくびかざり？　おお、そうだった。昨夜（ゆうべ）ちゃんと、つ
くって……それから、どうしたっけな。」

สรอ้ยคอทองค าหรอื
［暫く読む。］ออ๋ อยา่งนัน้นีเ่อง ［笑う。］［「昨夜」の「昨」を指して］อันนี ้เหมอืนเคยเห็น
คูก่ับคันจทิี ่ทีเ่ป็น 日［「ニチ」と日本語で発話する］ แตม่ันจะแปลวา่แบบ 
きのう［日本語で発話する］แปลวา่เมือ่วาน ประมาณนี ้ก็น่าจะแปลวา่ เมือ่คนืแน่เลย เอะ๊
 แตว่า่ม ีちゃんと ちゃんと，つくって［日本語で発話する］ ออ๋ เมือ่คนืก็แบบ 
ちゃんと，つくって［日本語で発話する］ ก็อารมณ์เหมอืนท ามาแลว้ เตรยีมมาแลว้

金のくびかざりなの？［暫く読む。］おお，それはそうでしたね［笑う。］　［「昨夜」の
「昨」を指して］この文字は日［「ニチ」と日本語で発話する］という漢字と一緒に見たこ
とがあります。でもそれはきのう［日本語で発話する］という意味で，昨日という意味で
した。ということは，これはおそらく昨晩という意味に違いありません。えっ，でもちゃん
とちゃんと，つくって［下線部を日本語で発話する］があります。あー，昨晩，んーと，，
ちゃんと，つくって［下線部を日本語で発話する］は，作ってきた，準備してきたという
ような気持ちです。

62 おじいさんは、少しあわてて、ポケットというポケット……円（まる）いポ
ケット、四角なポケット、上のポケット、下のポケットを……さがしまわし
ました。

 ［暫く読む。］ ออ๋ ［暫く読む。］ ออ๋ ก็ ควานหาแบบ กระเป๋าท่ัวไปหมดเลยอะไรอยา่งนี้ ［暫く読む。］なるほど。［暫く読む。］ああ，なんというか探しています，カバンの中をす
べてという感じ。

63 でも、くびかざりはどこにも見つかりません。 แตก็่เหมอืนหาไมเ่จอ でも見つからないようです。

64 ［行番号61の文に戻る。］เขาบอกวา่คอ่นขา้งมั่นใจวา่เมือ่คนืท ามาแลว้นะ แตแ่บบ เอ ๊
どうしたっけな［日本語で発話する］ อยูไ่หนหวา่ อะไรอยา่งนี ้［笑う。］

［行番号61の文に戻る。］彼は言いました。昨日作ってきたはずなのにな。でも，なん
というか，えっ，どうしたっけな［日本語で発話する］，どこにあるのかな，という感じで
す。［笑う。］



65
「おやおや、どうしたんだろう。もって来ないはずはないのだが…...はて

なはてな。」

［暫く読む。］เอ ๋ไงดหีละ่ ท าไงดหีละ่ ［笑う。］ ไม ่ไมแ่น่ใจ ไมไ่ดพ้กมานะ แต ่อะไรเนีย่
 ［笑う。］

［暫く読む。］えー，どうしたらいいかな，どうしたらいいかな。［笑う。］あまり，あまり自
信ないな，持ってきてないかな，でも，なんだろう。［笑う。］

66 おじいさんは、しきりに首をひねりました。 ［GoogleTranslateで「おじいさんは，しきりに首をひねりました」を検索する。
「Grandfather twisted his neck」と表示される。］

［GoogleTranslateで「おじいさんは，しきりに首をひねりました」を検索する。
「Grandfather twisted his neck」と表示される。］

67
イヌとネコは心配して顔を見合せました。

［暫く読む。］［「心配」という語を指した後で］ตัวนี［้「心」を指す］กับ 
おく［日本語で発話する］［「配」の字を何かと勘違いする］รวมกันเป็นอะไรเนีย่ เคยเจอ
คันจ ิ2 ตัวนี ้ออ๋ ふあん［日本語で発話する］แน่เลย 
［GoogleTranslateで「心配」を検索する。「worry」と表示される。］しんぱい［検索結果
の読みを読み上げる］อา๋ หัวใจกับ 
［GoogleTranslateで「配」を検索する。「distribution」と表示される。］。［暫く読む。］［G
oogleTranslateで「て顔を見合わせました」を検索する。「I looked up at the 
face」と表示される。］ก็เหมอืน イヌ ［日本語で発話する］นอ้งแมวกับนอ้งหมาก็ 
［笑う。］ รูส้กึเป็นกังวล มองสหีนา้ ［笑う。］

［暫く読む。］［「心配」という語を指した後で］この字［「心」を指す］と，おく［日本語で発
話する］［「配」の字を何かと勘違いする］が合わさるとなんなのでしょう。この2字は見
たことがあります。ああ，ふあん［日本語で発話する］に違いない。［GoogleTranslate
で「心配」を検索する。「worry」と表示される。］しんぱい［検索結果の読みを読み上げ
る］あー，心と。［GoogleTranslateで「配」を検索する。「distribution」と表示される。］
［暫く読む。］［GoogleTranslateで「て顔を見合わせました」を検索する。「I looked up at 
the face」と表示される。］んーまあ，イヌ［下線部を日本語で発話する］，ネコと犬は，
［笑う。］心配しています。顔色をうかがっています。［笑う。］

68 自分たちのもらうものはどうでもいいけれど、だいじなお嬢さまが、あれ
ほどほしがっていらっしゃる、くびかざりですから、どうしてもさがし出し
てもらわなければなりません。

［暫く読む。］ お嬢さま［日本語で発話する］แน่เลย เหมอืนแบบเจา้ของ
［犬や猫の飼い主のこと］［暫く読む。］ ออ๋แสดงวา่ อยา่งเพลง อยา่งเพลงเมือ่กีท้ีเ่คย
ผา่นมาแลว้ เขา้ใจวา่อาจจะแบบ ［舌打ちする。］ใหข้องขวัญสตัวท์ีอ่ยูร่อบ ๆ ดว้ยหรอื
เปลา่ ไมช่วัรห์รอืไมก็่อาจจะเป็นวา่แบบ เจา้ของเนีย่ ใหข้องขวัญ แบบ ทัง้หมาทัง้แมว
อะไรพวกนีไ้ป แลว้ก็เหมอืนหมาแมวก็เป็นกังวล ทัง้ ๆ ที［่もらえた］ของทีต่ัวเอง แบบ 
อะไร อยากไดอ้ะไรอยา่งนีป้ระมาณนีห้รอืเปลา่ แตว่า่ แบบ เจา้ของกลับยังไมไ่ดข้องสิง่
ทีอ่ยากได ้เขา้ใจประมาณนีอ้ะ่คะ่ ตอนนี้

［暫く読む。］お嬢さま［日本語で発話する］に違いない，おそらく持ち主［犬や猫の飼
い主のこと］です。［暫く読む。］なるほど，おそらく詩のように，さっきあった詩のよう
に，このようだろうと理解しました。［舌打ちする。］周りにいる動物にも贈り物をあげた
ということ，ですかね，あまりはっきりしないし，あるいは，こんな感じかもしれません。
飼い主は，贈り物をあげました。なんというか，犬にも猫にもみんなに。そして犬や猫
は心配しているようです。自分の贈り物を［もらえた］，にもかかわらず，んー，なん
だ，何がほしいというようなことですかね。しかし，飼い主のほうは彼女がまだ欲しい
ものをもらえていません。だいたいこのように理解しています，今のところ。

69 疲れました？

70 ［データ収集者と同時に笑い，そのまま読み進める。］ ［データ収集者と同時に笑い，そのまま読み進める。］ ［協力者と同時に笑う。］

71
おじいさんは帽子もとって見ました。靴もぬいで見ました。しかし、どこに

もありません。ネコやイヌやオウムは、それこそ、がっかりしてしまいまし

た。

ปรกตเิวลา[笑う。]［GoogleTranslateで「おじいさんは帽子をとって見ました。
靴もぬいで見ました。しかし，どこにもありません。ネコやイヌやオウムは，それこそ，
がっかりしてしまいました。」を検索する。「My grandfather took a cap and saw it. I 
also saw my shoes stuffer . But there is not anywhere Cat， dogs and parrots are 
disappointed that is」と表示される。］

普段，［笑う。］［GoogleTranslateで「おじいさんは帽子をとって見ました。靴もぬいで見
ました。しかし，どこにもありません。ネコやイヌやオウムは，それこそ，がっかりしてし
まいました。」を検索する。「My grandfather took a cap and saw it. I also saw my 
shoes stuffer . But there is not anywhere Cat， dogs and parrots are disappointed 
that is」と表示される。］

72 เวลาเขา้เว็บไซตม์าซือ้ของก็ท าอยา่งนีบ้อ่ย ［商品の画面を］เปิดเปิด รูต้ัวอกีทก็ีเวลา
ผา่นไปเยอะแลว้เหมอืนกัน

ウェブサイトに入って買い物に来るときもこんなです。［商品の画面を］開いて開いて，
気がつくと，時間がたくさん経ってしまっていて，同じように［データ収集者の質問「疲
れました？」に対する回答］。

73 ［暫く読む。］เพราะวา่ถา้เกดิไม ่ไมเ่อาแบบความหมายละเอยีดมาก ก็พอจะเขา้ใจ
สถานการณ์แหละ วา่แบบ อมื ก็ ก็หาทกุทีแ่ลว้นะ  ［「靴もぬいで見ました」を指して］ 
อันนีไ้มรู่แ้ปลถูกไหม ถา้ใหเ้ดาก็แบบ หาแมก้ระท่ังแบบถุงเทา้ขนทองอะไรของเขาก็วา่
ไป แตก็่แบบ ออ้ ไมม่ทีีไ่หนจรงิ ๆ นะ ก็แบบ นอ้งหมานอ้งแมวก็แบบ 
がっかりしました［日本語で発話する］ ก็รูส้กึผดิหวัง แตเ่ป็นผดิหวังในเชงิทีแ่บบ อมื

［暫く読む。］もししないなら，もし詳細な意味まで要らないなら，なんとなく状態が分か
るからです。というのはうーん，まあ，すべての場所をさがしました。［「靴もぬいで見
ました」を指して］これは正しく訳しているか分かりませんが，もし推測するなら，えっ
と，えー，彼が言っている金の毛の靴下か何かまで探しても，それでも，うーん，本当
にどこにもありませんね。なので，んー犬や猫は，まあ，がっかりしました［下線部を日
本語で発話する］というのは，期待外れに感じました，でも期待外れの意味合いは
うーん。

74 えっと，つまり，犬や猫も一緒に探したのですか。

75 หะ๊ えっ？

76 探す，というのは，誰が探したのですか。
猫と犬は心配していますよね？気にかけていますよ
ね？

77 เขา้ เขา้ใจวา่ ネコやイヌや［日本語で発話する］นกแกว้
は，それこそ，がっかりしてしまいました ［日本語で発話する］ก็เขา้ใจวา่ทัง้ 3 ตัวนีก็้
คอ่นขา้งจะแบบ がっかり ［日本語で発話する］ก็แบบผดิหวังกันทัง้ 3 คน ［笑う。］

理解，理解しているのは，ネコやイヌや［下線部を日本語で発話する］オウムは，それ
こそ，がっかりしてしまいました［下線部を日本語で発話する］，んー理解したのはこ
の3匹ともかなりなんというか，がっかり［日本語で発話する］，まあ，3人ともがっかり
しあっています。［笑う。］

78 となると，おじいさんが一人で探しているんですね？

79 อมื［舌打ちする。］ うーん。［舌打ちする。］



80 それとも助け合って［探して］いますか。

81 ตอนนีย้ังไมอ่า่นละเอยีด เดีย๋วลองดก็ูได ้
［物語の中のことではなく，協力者がどこかに書いてあるかを探すという意味］ ยังไม่
ทราบอะ่

今はまだ詳細を読んでいません。それでは見てみてもいいです［物語の中のことでは
なく，協力者がどこかに書いてあるかを探すという意味］。まだ分からないんです。

82 あー，いいですよ。［笑う。］もし分からないのならその
ままで。構いません。

83 ยังไมท่ราบอะ่คะ่ ［暫く読む。］ออ๋ ［笑う。］ ถอดถุงเทา้มาหาดว้ยเหรอ ［笑う。］ 
見ました [日本語で発話する。]［笑う。］ ถอดถุงเทา้ search［英語で発話する］ หาดว้ย
 ［暫く読む。］ออ๋ เหมอืนนอ้งแมว ตอนนนีเ้ขา้ใจนอ้งแมวนอ้งหมาไมไ่ด ้
search［英語で発話する］ หานะคะ ถงึ ถา้มบีรบิท search［英語で発話する］ หาจะ
เป็นหนา้ทีอ่า่นขา้มมาแลว้ แตใ่นบรบิทนีไ้มเ่ขยีนวา่ชว่ย search［英語で発話する］ หา

まだ分かりません。［暫く読む。］あー［笑う。］靴下も脱いで探したのですか。［笑う。］
見ました。［日本語で発話する。］［笑う。］靴下も脱いで，search［英語で発話する］，
探しています。［暫く読む。］なるほどー，おそらく猫は，今猫も犬もsearch［英語で発
話する］して探していないことが分かりました。よって，もしsearch［英語で発話する］し
て探している文脈があればもっと上に書いてあったはずです，しかしこの文脈には
search［英語で発話する］を探すのを手伝っているようなことは書いてありません。

84
と、ふいに、「おお、そうだ。」と、おじいさんは、むねをたたきました。「思

い出したよ。あれはわしの家（うち）のコウノトリのくびにかけてある。か

けたまま忘れて出て来たんだよ。」

［GoogleTranslateで「と，ふいに，「おお，そうだ。」と，おじいさんは，むねをたたきまし
た。「思い出したよ。あれはわしの家（うち）のコウノトリのくびにかけてある。かけたま
ま忘れて出て来たんだよ。」」を検索する。「And, apparently, "Oh, that's right," said 
the grandfather, knocking on the beast. "I remembered that, that's my eagle It is on
 the neck of the stork of the house. I forgot to give it out and it came 
out."」と表示される。］［暫く読む。］［笑う。］ น่าจะแบบ นกึออกแลว้วา่ลมืไวท้ีบ่า้น ให ้
ใหต้ัวอะไรใสส่กั สกั สกัอยา่งทิง้ไว ้แลว้ก็แบบ ปลอ่ยให ้ทิง้ไวอ้ยา่งนัน้ลมืเอามาดว้ย 
แตน่กึออกแลว้อยูไ่หน อา่ แตไ่มรู่ต้อนนีแ้บบ コウノトリ［日本語で発話する］ อันนีไ้มรู่ ้
แปลวา่อะไร［GoogleTranslateで「コウノトリ」を検索する。「Stork」と表示される。］ 
Stork［コウノトリの検索結果を読み上げる］ อันนีไ้มท่ราบเหมอืนกันวา่แปลวา่อะไร 
［続けて，Google Translateでタイ語訳を選び，「นกกระสา
［コウノトリ］」と表示される。］ออ๋ ปลอ่ยใหน้กกระสาทีบ่า้นใสแ่ลว้ก็ ก็ใสค่า้งไวอ้ยา่งนัน้
แลว้ลมืเอามาดว้ย โถ ซานตา้
さん［下線部「サンタさん」をタイ語的な発音で発話する］［笑う。］

［GoogleTranslateで「と，ふいに，「おお，そうだ。」と，おじいさんは，むねをたたきまし
た。「思い出したよ。あれはわしの家（うち）のコウノトリのくびにかけてある。かけたま
ま忘れて出て来たんだよ。」」を検索する。「And, apparently, "Oh, that's right," said 
the grandfather, knocking on the beast. "I remembered that, that's my eagle It is on
 the neck of the stork of the house. I forgot to give it out and it came 
out."」と表示される。］［暫く読む。］［笑う。］おそらく，あー，家に置き忘れたことを思い
出しました。あげ，何かの動物にちょっと付けてあげて，ちょっと，ちょっとなんか捨て
置いて，それでまあ，放っておいて，放置した状態で，持ってくるのを忘れてしましまし
た。しかし，どこにあるのかは思い出しました。あー，しかし，今分からないのはコウノ
トリ
［日本語で発話する］。これはどういう意味か分かりません。［GoogleTranslateで「コウ
ノトリ」を検索する。「Stork」と表示される。］Stork［コウノトリの検索結果を読み上げる
］これもどういう意味か知りません。［続けて，Googl Translateでタイ語訳を選び，「
นกกระสา
［コウノトリ］」と表示される。］なるほど，家のコウノトリに付けてあげたままにして，そ
れで，付けっぱなしで，持ってくるのを忘れました。もー，サンタさん［「サンタさん」をタ
イ語的な発音で発話する］。［笑う。］

85
イヌとネコは、ためいきをついて、おじいさんの顔を見つめました。

［暫く読む。］［笑う。］ เป็นความรูส้กึอยา่งไรหรอวะ่ 
［笑う。］［GoogleTranslateで「イヌとネコは，ためいきをついて，おじいさんの顔を見つ
めました」を検索する。「Dogs and cats sneaked and started at the grandfather's 
face」と表示される。］ ออ๋ ถอนหายใจ ［笑う。］ 
ためいきをついて［日本語で発話する］ถอนหายใจมองหนา้ซานตา้ ［笑う。］ ตลกอะ่

［暫く読む。］［笑う。］どんな気持ちなんでしょうね。［笑う。］［GoogleTranslateで「イヌと
ネコは，ためいきをついて，おじいさんの顔を見つめました」を検索する。「Dogs and 
cats sneaked and started at the grandfather's face」と表示される。］なるほどー，た
めいきをついた。［笑う。］ためいきをついて［日本語で発話する］，ため息をついてサ
ンタの顔を見ました。［笑う。］面白いですね。

86
「これから取りに帰っては、ほかの子どものところへまわれないし、さて、

どうしたらいいだろうな。」

［暫く読む。］ออ๋ ถา้เกดิตอนนีก้ลับไปเอาเนีย่ ก็จะแบบ เดีย๋ว เดีย๋ว เดีย๋วไปใหข้องขวัญ
เด็ก ๆ คนอืน่ไมทั่น ท าไงดนีะ

［暫く読む。］なるほどー，もし今帰って持ってきたら，なんというか，そしたら，そした
ら，そしたら他の子どもたちにプレゼントをあげるのが間に合わない，どうしたらよい
かな。

87 「僕がとりにいきましょうか。」と、イヌが言いました。「僕もネコも早い四
本足がありますよ。」

［暫く読む。］ หอื ［暫く読む。］ ออ๋ 4 ขา ออ๋ ก็บอกวา่ ใครเป็นคนพดู ออ๋ นอ้งหมาพดู ก็
นอ้งหมาบอกวา่ ทัง้ ทัง้ตัวผมและทัง้นอ้งแมวเนีย่ ม ี4 ขาก็เลยแบบ น่าจะวิง่เร็วอะไรเนีย่
 ไปเอามาใหเ้อาไหม

［暫く読む。］へー。［暫く読む。］なるほど，4本足，ああ，んー言ったのは，話したのは
誰だろう，ああ，犬が話したんですね。犬が言ったのは，両方，僕も猫も両方足が4本
あります，だからまあ，なんか走るのが速いんじゃないかな。取りに行って来てあげら
れますが，どうしますか。

88 「だめだだめだ。わしのうちはとおいとおい空の上なんだから、四本足だ
ろうが六本足だろうが、これから行って、あけがたまでに帰って来ること
はとても出来ない。」

［暫く読む。］ น่าจะแบบ อมื ［舌打ちする。］ เห ๊อยู ่บา้นของซานตา้นีอ่ยูไ่กลออกไป
บนทอ้งฟ้าเหรอ ทอ้งฟ้า เห ๊ถงึจะม ี4 ขา 6 ขา ［暫く読む。］ ออ๋ ไมว่า่จะม ี4 ขา 6 ขา
ยังไง ไปแลว้กลับมาเนีย่ ก็ไมน่่าจะไหวแหละ อมื

［暫く読む。］おそらく，うーん，［舌打ちする。］へっ，サンタの家って，遠い空の上にあ
るんですか？空，へー，もし4本足があっても6本足があっても，［暫く読む］ああ，もし4
本足があっても6本足があっても，行って帰ってくるのは，おそらく無理でしょう。うー
ん。

89
「では、私（あたし）がとんでまいりましては？」と、オウムが籠（かご）の

中から、羽ばたきをして言いました。

［暫く読む。］ ออ๋ นกแกว้ก็พดูขึน้มาวา่ ถา้เป็นนกแกว้เนีย่บนิไปบา้งหละ่อะไรอยา่งนี ้
［暫く読む。］ ถา้ม ี［暫く読む］［「羽ばたき」という語を指して］ ไม ่ไม ่ไมช่วัรค์ ากรยิา
ค านีเ้หมอืนกัน แต ่แตเ่ขา้ใจวา่มันเกีย่วกับ กระพอืปีกดว้ยความแบบ ดใีจอยากมสีว่นรว่ม
 ［笑う。］ เขา้ เขา้ใจวา่น่าจะประมาณนัน้

［暫く読む。］なるほど。オウムはが発言したのは，オウムだったらね，飛んでいくよ，
そんな感じです。［暫く読む。］もしあれば，［暫く読む］［「羽ばたき」という語を指して］
いや，んー，この動詞はよくわかりません。でも，でもわかったのは関係があって，こ
んなふうに羽をばたばたさせて，喜んで自分も仲間になりたい。［笑う。］わか，わかっ
たのはだいたいこんなだと思います

90
「なるほど。」おじいさんは、にこにこうなずきました。

なるほど ［日本語で発話する］อยา่งนีน้ีเ่อง ซานตา้ก็พดูขึน้มา ［暫く読む。］ 
にこにこうなずきました［日本語で発話する］ ออ๋ ในทีส่ดุก็ยิม้ออกมาได ้

なるほど［日本語で発話する］。こういうことだったんですね。サンタも発言します。［暫
く読む。］にこにこうなずきました［日本語で発話する］。なるほど，ついに笑顔になりま
した。

91
「おまえなら間に合うかもしれないね。」

［暫く読む。］時間に合う［日本語で発話する］ ออ๋ ก็น่าจะทัน ถา้เกดิเป็น เป็นตัวนกแกว้
เนีย่ ก็คอืแบบน่าจะทันเวลานะ

［暫く読む。］時間に合う［日本語で発話する］。なるほど，間に合うでしょう。もし，オウ
ムだったらね，んーつまり，まあ，時間に間に合うでしょうね。



92
おじいさんは、さっそく、オウムを籠の中から出しました。そして、みんな

と一しょに門口（かどぐち）に出てオウムにおしえました。

［暫く読む。］［「門口」を指して］อันนีน่้าจะทางเขา้หรอืเปลา่
［GoogleTranslateで「門口」を検索する。「At the door」と表示される。］［暫く読む。］ 
ก็เหมอืนซานตา้ ก็ปลอ่ยนกออกมาจากกรงแลว้ จากนัน้ก็ ก็ รว่มกับทกุคน น่าจะสง่ 
［暫く読む。］ สอน คอือะไรวะ ตอนแรกเขา้ใจวา่ทกุคน ครัง้แรกอะ่ ทีเ่ห็น 
一しょに［日本語で発話する］ แลว้ก็แบบ อันนีท้ีแ่ปลวา่ entrance［英語で発話する］ ก็
เลย ตอนแรกเขา้ใจวา่ ทกุคนเนีย่แบบ รว่ม รว่มใจกันสง่นกแกว้ เป็นทางออกอะไรอยา่งนี้
 แตว่า่พอม ีおしえて［日本語で発話する］ ก็อาจจะแบบ ไมช่วัรว์า่เป็นซานตา้อะ่คะ่ เป็น
ตัวบอกนกแลว้วา่ทางเขา้ของสถานทีบ่า้นตัวเองทีจ่ะไปใหเ้อาของเนีย่อยูท่ีไ่หนมากกวา่ 
อะไรอยา่งนีอ้ะ่คะ่ ไม ่ไมช่วัรเ์หมอืนกัน วา่แบบ เป็นความหมายใน ใน แตก็่รูส้กึ ก็ไมค่อ่ย
ส าคัญกับบรบิทบรรยายอยา่งนี ้［笑う。］

［暫く読む。］［「門口」を指して］これはたぶん入り口でしょうか。［GoogleTranslateで
「門口」を検索する。「At the door」と表示される。］［暫く読む。］サンタは鳥を籠から出
したようです。それから，んー，んー，みんな集まりました。見送ったようです。［暫く読
む。］教える，というのは何だろう。はじめに分かったのはみんな，はじめに，ですね，
これを見て，一しょに［日本語で発話する］があったので。それから，んー，これの意
味は，entrance［英語で発話する］，なので，最初にわかったのはみんなが，こう，集
まる，心を合わせてオウムを見送りました，解決はなにかこんなような。しかし，おしえ
て［日本語で発話する］があるので，もしかしたら，正しいか分かりませんがサンタで
す，鳥に言ったのは，ものを取りに行ってもらう自分の家の場所の入り口がですね，
どこにあるのかといったほうが，何かこのようなことです。うーん，よくわかりません，
というのは，その中の意味，中，しかし思うんですね，ま，このような文脈であまり重要
ではありません。［笑う。］

93
「ほら、ごらん、ずうッと向うに、大きな星が三つ光ってるだろう。わしの

家（うち）は、その一ばん左の星のすぐうしろにあたるんだよ。」

［暫く読む。］ออ๋ เขา้ใจวา่น่าจะเป็น ชีท้างไปบา้นแลว้ละคะ่ ก็แบบ นีด่นูะ อะไรอยา่งนี ้ก็ 
หันไปทางนัน้ แลว้ก็จะมแีบบ ดาวดวงใหญ่ ๆ 3 ดวง ทีแ่บบเปลง่แสงอยู ่［暫く読む。］ 
［笑う。］ ออ๋ ก็ประมาณบอกทางวา่ ก็ บา้นของซานตา้เนีย่ มดีาว 3 ดวงสวา่ง สวา่งไสว 
ก็อยูท่างซา้ยสดุ ขีเ้กยีจแปลอันนี ้［笑う。］

［暫く読む。］なるほど，わかりました，たぶんこう，家の方向を示したんです。というの
は，ほら見て，という感じ，あちらの方向を向くと，そしたらこう，大きな星が3つある，
光かがやいている。［暫く読む。］［笑う。］あー，まあだいたいの道を言いました，ま
あ，サンタの家は，明るい星が3つあって，こうこうと輝いていて，その一番左側です。
これを［この部分をさらに詳しく］訳すのが面倒くさいです。［笑う。］

94
三

บทที ่อันนี ้อันนีค้อืบทที ่3 ใชไ่หม ［笑う。］ 章，これは，これは第3章ですよね？［笑う。］

95 平気ですか。［笑う。］休む，休んでからでもいいです
よ。［笑う。］

96 แตรู่ส้กึเรือ่งมันสนุกด ีก็อา่นไดเ้รือ่ย ๆ อะ่ ［笑う。］ แตไ่มเ่คยอา่นทีม่ันเป็น เป็นเรือ่งเป็น
ราวอะไรขนาดนีอ้ะ่คะ่ อยา่งถา้เกดิเป็นอา่นการต์นู ทีห่นูอา่นแลว้มันงา่ย ๆ มันจะเป็น 
การต์นูแบบ しょう［日本語で発話する］ ก็เป็น 少女［日本語で発話する］ ก็จะเป็น
เรือ่งราวในโรงเรยีน ซึง่ศัพทม์ันก็จะวนซ า้ ๆ อยา่งนีอ้ะ่คะ่ มันก็จะแบบมองแลว้ เดา เดา 
เดา แตอ่ันนีแ้บบ จะไมเ่คยอา่น แบบจรงิจัง ［笑う。］ ถา้ชอบแลว้สนุกดนีทิานเด็ก จรงิ ๆ
 ถา้เกดิแบบ มหีนังสอืภาพดว้ยก็น่าจะแบบ เดางา่ยขึน้อกีเยอะ อะไรอยา่งนี้

でも，この話は面白いですね，ずっと読んでいられます。［笑う。］でも，読んだことが
ないですね，話が，なにかストーリーが，こういう規模でということですが。例えばマン
ガを読むときは，私が読んでも簡単な，それはこういった種類のマンガ，しょう［日本
語で発話する］，えっと，少女［日本語で発話する］学校の中の話で，単語も同じもの
が何度も出てくるようなものです。そのようなものはながめて，予想して，予想して，予
想して，でもこれのようなの，こんな真面目に読んだことはありません。［笑う。］もし童
話が好きで面白い，本当に，もしなんというか，挿絵のある本だとおそらくもっと予想し
やすい，とかいうような。

97
オウムは、さっと飛び立ちました。こんなにして力一ぱい、つばさをのば

して飛ぶのは何年ぶりでしょう。オウムは、一気に高くとび上って、矢の

ようにかけ出しました。

［暫く読む。］นกแกว้ไดเ้ป็นพระเอกแลว้ 
［笑う。］［GoogleTranslateで「オウムは，さっと飛び立ちました。こんなにして力一ぱい
，つばさをのばして飛ぶのは何年ぶりでしょう。オウムは，一気に高くとび上って，矢
のようにかけ出しました」を検索する。「The parrot flew away quickly. It's been like 
this for so many years, for the first time in a while it's time to fly by extending the 
Tsubasa. The parrot jumped up at a stretch and put out like an 
arrow」と表示される。］ ［暫く読む。］ ออ๋ For the first time in 
forever［英語で発話する。］ ［笑う。］ ออ๋ ［暫く読む。］ ออ๋ ก็ นกแกว้ก็บนิออกไปอยา่ง
รวดเร็ว แลว้แบบ ［笑う］ สยายปีกโบยบนิออกไป ［笑う。］ แลว้ก็ ก็พุง่ออกไปอยา่ง
รวดเร็ว ราวกับลกูศร จ าคันจดิตัวนีไ้ด［้「矢」という漢字を指す。］แปลวา่แบบ ลกูศร 
น่าจะใช่

［暫く読む。］オウムは主人公になれました。［笑う。］［GoogleTranslateで「オウムは，
さっと飛び立ちました。こんなにして力一ぱい，つばさをのばして飛ぶのは何年ぶりで
しょう。オウムは，一気に高くとび上って，矢のようにかけ出しました」を検索する。
「The parrot flew away quickly. It's been like this for so many years, for the first time 
in a while it's time to fly by extending the Tsubasa. The parrot jumped up at a 
stretch and put out like an arrow」と表示される。］［暫く読む。］ああ，For the first 
time in forever［英語で発話する。］［笑う。］おー。［暫く読む。］なるほど，オウムは素
早く飛び出ていきました，そしてまあ［笑う］羽を伸ばして飛び出ていきました。［笑
う。］そして，まあすぐさま出ていきました，矢のように。この漢字を覚えています。
［「矢」という漢字を指す。］訳すと，んー，矢，おそらくそうです。

98
はてしもなく遠い、長い長いつめたい道でしたけれど、オウムは、とうと

う、まよいもしないで、サンタクローズのお家につきました。

［暫く読む。］แตว่า่มันก็ ไกลนะ ［暫く読む。］ แมจ้ะเป็นแบบ หนทางอันยาวไกล 
［暫く読む。］ ออ๋ แตน่กแกว้ก็ ประมาณวา่ ไม ่ไมม่คีวามลังเล ตัดสนิใจความลังเลหรอื
เปลา่ ［暫く読む。］ ก็น่าจะประมาณวา่ ตรงไปทีบ่า้นซานตาคลอสเลย ไม ่ไมแ่บบ
วอกแวก ［暫く読む。］ หนา้แรกจ าไดอ้ันนี［้「煙突」を指して］รูส้กึจะแปลวา่ ปลอ่งไฟ

［暫く読む。］でもそれは遠いですね。［暫く読む。］たとえそうだとしても，道は長くて遠
い。［暫く読む。］あー，しかしオウムは，だいたいですが，ない，迷いはない，躊躇し
て決めたのでしょうか。［暫く読む。］んーおそらく，おおよそで，まっすぐサンタクロー
スの家へ行きます。しない，心がぐらついたりしません。［暫く読む。］最初のページを
覚えています，これは［「煙突」を指して］煙突，と訳すと思います。

99 そのおうちの、ふわふわした白い毛皮の屋根の上に、赤い、きれいな煙
突が、にょきりと立っていました。

 ［暫く読む。］ ตัวอะไรรออยูท่ีป่ลอ่งไฟก็ไมรู่ ้
［GoogleTranslateで「白い毛皮の屋根の上に，」を検索する。「On the roof of white 
fur.」と表示される。］ออ๋ เป็นหลังคาสขีาวทีม่ปีลอ่งไฟสแีดง สวยงาม หรอืไมก็่สะอาด 
にょきり立って にょきり［日本語で発話する］คอือะไร อืม้ 
［GoogleTranslateで「，にょきりと立っていました」を検索する。「I was standing 
clearly」と表示される。］にょきり standing cleary［検索結果を読み上げる］ออ๋ ก็น่าจะ
หมายถงึ เห็น เห็นแลว้ละ่คะ่วา่ มหีลังคาสขีาวอยู ่ค าวา่ ขาว นีก็้ไมรู่เ้หมอืนกันวา่ปกคลมุ
ดว้ยหมิะไหม แตม่ันก็ไมม่คีันจทิีเ่ป็นหมิะ ［笑う。］ แตว่า่ก็มแีบบ ปลอ่งไฟสแีดง สะอาด
 ตัง้ ตัง้โดดเดน่ไวอ้ยา่งนี้

［暫く読む。］何者が煙突で待っているのかわかりません。［GoogleTranslateで「白い
毛皮の屋根の上に，」を検索する。「On the roof of white fur.」と表示される。］あー，
白い屋根に赤い煙突，美しい，もしくはじゃないとしたら，清潔。にょきり立って，にょき
り［下線部を日本語で発話する］とは何だろう，うーん。［GoogleTranslateで「，にょきり
と立っていました」を検索する。「I was standing clearly」と表示される。］にょきり 
standing cleary［検索結果を読み上げる］あー。おそらく見えたということです，見たと
いうのは，白い屋根があります。この白いという言葉も，雪で覆われているのか分か
りません。しかし，雪という漢字がありません。［笑う。］でもあって，赤い煙突が，きれ
いにしている，立っていて，目立って立っているような感じです。

100
「おはいんなさい。」と、窓にまたたいている灯（あかり）が言いました。

おはいんなさい［日本語で発話する］น่าจะแปลวา่เขา้มาได ้と［日本語で発話する］ 
ตัวไรพดูอกี ［笑う。］ ตัวอะไรพดูอกีเนีย่ ［笑う。］ อะ๊ อันนีต้ัวอะไร ［「灯」を指す］
［GoogleTranslateで「灯」を検索する。「light」と表示される。］ ห ึแสงพดูไดเ้หรอคะ 
［笑う。］

おはいんなさい［日本語で発話する］おそらく訳すと意味は入ってもいいですよ。と［日
本語で発話する］，また何が話したのでしょう。［笑う。］［GoogleTranslateで「窓にまた
たいている」を検索する。「Hit the window」と表示される。］えっ，これはなんの字です
か［「灯」を指す］。［GoogleTranslateで「灯」を検索する。「light」と表示される。］えっ？
灯が話せるのですか。［笑う。］

101 どうでしょう。［笑う。］



102
「おへやの中はあったかよ。」

ทา่มกลางแสงทีส่อ่งออกมาจากหนา้ตา่ง ก็อารมณ์แบบ มอีะไรบางอยา่งพดูมาแบบ เขา้
มาขา้งไหน แบบ ขา้งในอุน่นะ อะไรอยา่งนี ้แบบ ［笑う。］ เอะ๊ เอะ๊ ［笑う。］ เราตอ้ง
จนิตนาการมากพดูเลย ［笑う。］

窓から照らして出る光が，なんというか，何かが話しました，んー。中に入りますか，こ
う，中は暖かいですよ，何かこんな感じで，まあ。［笑う。］えっ，えっ［笑う。］たくさん想
像して話さなければなりません。［笑う。］

103
オウムはへとへとにつかれきっていました。でも、夜（よ）があけないうち

に……よし子さんが目をさまさないうちに、帰らなければならないので、

ちっとでもぐずぐずしてはいられません。

［暫く読む。］ออ๋ เป็นแสง เป็นแสงลอ่ลวงนีเ่อง วา่แบบใหน้กแกว้เขา้ไปพักขา้งในกอ่น
ไหม อะไรประมาณนี ้หรอืวา่อันนีจ้ะยังไมใ่ชบ่า้นซานตา้ อา เริม่ เริม่เขา้ใจเป็นประมาณนี้
ละคะ่ ［笑う。］ ก็แบบนกแกว้ก็เหนือ่ยนะ แตว่า่ถา้เกดิพักตอนนีเ้นีย่ เดีย๋วจะกลับไปไม่
ทันทีแ่บบ よし子さん ［日本語で発話する］เนีย่ มันจะ จะตืน่นอนขึน้มาอยา่งนีอ้ะ่คะ่ ก็ 
อมืจะมัวแบบ ぐずぐず ［日本語で発話する］แบบชกัชา้ ลังเลอะไรอยูต่รงนี ้ไมน่่าจะได ้
นะ อะไรอยา่งนี้

［暫く読む。］なるほど，灯りです。光っている灯りです，が言ったのは，んーオウムに
まずは中に入って休みますか，だいたいこのようなことです。もしくはこれはまだサン
タの家ではありません。あー，なんとなくこのようにわかってきて，きました。［笑う。］う
ん，まあ，オウムも疲れています。でももし今休んでしまったら，それから帰っていくの
では間に合いません，なんというか，よし子さん［日本語で発話する］がですね，彼女
が眠りから起きてしまうようなことになります。なので，うーん，ぼんやり，こう，ぐずぐ
ず［日本語で発話する］まあ，ゆっくり，ここで何か迷っていることは，できそうにありま
せんよ，というような感じです。

104
「おうちのコウノトリさんは、どこにおいでです。おじいさんのお使いで、く

びかざりをいただきにまいりました。」と言いました。

［暫く読む。］ออ๋ ก็ความเขา้ใจอันนีน่้าจะถูกแลว้แหละ วา่อันนีบ้า้นซานตา้เนอะ แตว่า่ 
เหมอืนเสยีงขา้งในก็แบบ เหย้พักกอ่นไหมอะไรอยา่งนี ้［笑う。］ ขา้งในอุน่นะ มันก็ 
นกแกว้ก็เลยถามไปเลยวา่ สิง่ทีอ่ยากไดก็้คอื ไอสรอ้ยคอทองค าเนีย่มันอยูต่รงไหนนะ 
ประมาณนีอ้ะ่คะ่

［暫く読む。］おー，うん，この理解はおそらく合っていました。というのはこれはサンタ
の家ですね。でも，家の中の声はまるで，おーい，とりあえず休んでいく？といった感
じです。［笑う。］中は暖かいですよ。それは，オウムがそのため聞いたことは，欲しい
ものは，金のくびかざりなんだけど，どの辺りですか。だいたいこうです。

105
「ああ、くびかざりッて、これでしょう。」と、屋根のてっぺんから声がし

て、おじいさんに可愛（かわい）がられている、コウノトリが、くびにきらき

らした、金のくさりをさげて、出て来ました。

［暫く読む。］ออ๋ มเีสยีงออกมาจากในบา้น 
［暫く読む。］［GoogleTranslateで「屋根」を検索する。「roof」と表示される。］ เสยีง
ออกมาจากหลังคา ［笑う。］ เอ［๋暫く読む。］  แต ่［舌打ちする。］เคยเห็นค านีคู้ก่ัน
［「可愛」のこと］ ในประมาณวา่แบบ かわいい［日本語で発話する］ อะไรประมาณนี ้
แตว่า่อันนีม้ันคอือะไร ［GoogleTranslateで「可愛」を検索する。
「cute」と表示される。］ก็ かわいい［日本語で発話する］นีน่า
［「可愛がられている」という後ろに続く文字を見て］เอะ๊ อมื นอกจาก 
かわいい［日本語で発話する］ถา้เกดิในค าศัพทอ์ันนีเ้ขา้ไปมันแปลวา่อะไรเนีย่ มันดไูม่
เขา้กับบรบิทเนอะ ［笑う。］［GoogleTranslateで「可愛がられている」を検索する。
「Being loved to have」と表示される。］ ออ๋ เป็นทีรั่ก ［暫く読む。］ ออ๋ นัง นังนกกระสา
 ผูเ้ป็นทีรั่กของซาตาคลอส ［笑う。］ ก็ ก็น่าจะ ก็น่าจะโผลม่าพรอ้มกับสรอ้ยคออยูท่ีค่อ
อะไรอยา่งนี้

［暫く読む。］あー，家の中から声がします。［暫く読む。］［GoogleTranslateで「屋根」を
検索する。「roof」と表示される。］声が屋根からします。［笑う。］えー。［暫く読む。］で
も［舌打ちする。］この語のペア［「可愛」のこと］は見たことがあります。おおよそで言
うと，うん，かわいい［日本語で発話する］何かだいたいこのような。でもこれは何で
しょう。［GoogleTranslateで「可愛」を検索する。「cute」と表示される。］あ，かわいい
［日本語で発話する］なんですね。［「可愛がられている」という後ろに続く文字を見て］
えっ？うーん，ほかに，かわいい［日本語で発話する］，もしこの言葉が中に入ったら
どう訳されるんでしょうね。このペアは文脈と合わなさそうですよ。［笑う。］
［GoogleTranslateで「可愛がられている」を検索する。「Being loved to have」と表示さ
れる。］あー，可愛がっているもの。［暫く読む。］あー，彼女，コウノトリさん，サンタク
ロースのお気に入りの［笑う。］は，うん，おそらく，おそらく首飾りを首につけて現れま
した，というような。

106
さあ、もっていらッしゃい。おじいさんがわすれていったのですよ。」と、コ

ウノトリはにこにこして、くさりをはずして、オウムの、くびにかけてくれま

した。

［暫く読む。］［笑う。］ ก็ ออกมาพรอ้มรอยยิม้วา่ เออ เอาไปเลยอันนี ้สิง่ทีแ่บบ 
おじいさん［日本語で発話する］ ลมื ลมืเอาไว ้แลว้ก็นก［コウノトリのこと］เอามา ก็เอา
มาคลอ้งคอตัวเอง［オウムのこと］แทน

［暫く読む。］［笑う。］で，笑みを浮かべて出てきて，えー，持っていきなさい，これをま
あ，おじいさん［日本語で発話する］が忘れた，持っていくのを忘れました。そして鳥
［コウノトリのこと］が持ってきて，まあ，持ってきてかけました，自分［オウムのこと］の
首に，代わりに。

107
オウムは、大よろこびで、おじぎをして、「さようなら。灯（あかり）さんにも

さようなら。」と言って、どんどんかけてかえりました。

［暫く読む。］ก็ดใีจอยา่งมากมายเนอะ 
［GoogleTranslateで「，おじぎをして」を検索する。「Bow to me」と表示される。］ออ๋ 
ขอบคณุ ก็ นอ้ง นอ้งนกแกว้อะ่คะ่ก็ดใีจ แลว้ก็แบบ เหมอืนโคง้ขอบคณุให ้น่าจะอยา่งนี ้
ออ๋ สรปุไอตรงนี［้「灯」を指す］ ทีม่ันแปลวา่แสง เป็น มันเป็นชือ่หรอืไมก็่คงเป็น
ภาษาอังกฤษแปลผดิ จรงิ ๆ น่าจะเป็นนกทีบ่า้นซานตา้ ทีม่ชี ือ่วา่ 
コウノトリ［日本語で発話する］ อะไรประมาณนีอ้ะ่คะ่ แตม่ันเอามาแปล［検索した］แลว้
มันแปลวา่ แสง ก็ไมค่อ่ยเขา้ใจ ［暫く読む。］ ก็หลังจากพดูไปก็รบีกลับเลย

［暫く読む。］まあ，とてもとても喜んだのですね。［GoogleTranslateで「，おじぎをして」
を検索する。「Bow to me」と表示される。］あー，感謝している，まあ，この，オウムさ
んがですよ，喜びました。そしてなんというか，おそらくおじぎをしてお礼を言いまし
た，おそらくこんな感じです。あー，結局これ［「灯」を指す］，明かりと訳すもの，は，そ
れは名前かそうでなければおそらく英語で訳し間違えました。本当は，おそらくサンタ
の家にいる鳥です，コウノトリ［日本語で発話する］という名前を持った，だいたいこん
なところです。でも，それを持ってきて訳した［検索した］ら，それは訳されたのは，明
かり，なので，よく理解ができなかったんです。［暫く読む。］で，話し終わったあとは，
急いで帰りました。

108
「よし子さんは、まだお目ざめじゃアないでしょうね。」と、オウムは、おう

ちへかえるなり、いきをはずませてききました。

［暫く読む。］ออ๋ ก็นกึไปวา่แบบ นอ้ง よし子さん［日本語で発話する］น่าจะยังไมต่ืน่นะ 
อะไรอยา่งนี ้จะยังไมต่ืน่ใชไ่หมนะ ［笑う。］ กังวล ［暫く読む。］ ท าไมถงึมคี าวา่ 
ききました ［日本語で発話する］มันเป็นเสยีงในใจตัวเองก็เลยเรยีกวา่ไดย้นิอยา่งนีอ้ะ่
เหรอ อมื ［GoogleTranslateで「いきをはずませてききました」を検索する。「I was 
excited」と表示される。］อือ้ เวลาตกใจ はずませてききました［日本語で発話する］
แปลวา่ไรวะ่ exciting［英語で発話する］［舌打ちする。］ท าไมถงึมคี าวา่ 
ききました［日本語で発話する］ แบบ แบบเวลาตืน่เตน้หัวใจจะดัง ก็เลยใชค้ าวา่ 
ききました［日本語で発話する］อะไรอยา่งนีอ้ะ่เหรอ ไม ่ไม ่ไมรู่เ้หมอืนกัน

［暫く読む。］あー，思い出した，というのは，よし子さん［日本語で発話する］はまだお
そらく起きてないですね，そんなでしたよね。［笑う。］心配しています。［暫く読む。］ど
うしてこの語があるの，ききました［下線部を日本語で発話する］。これは自分の心の
中の声だから，聞こえたと呼ぶようなものですか，うーん。［GoogleTranslateで「いきを
はずませてききました」を検索する。「I was excited」と表示される。］うーん，驚いたと
き，はずませてききました［日本語で発話する］，どう訳すのでしょう。exciting［英語で
発話する］。［舌打ちする。］どうしてこの語があるの，ききました［下線部を日本語で
発話する］。こう，なんというか，心が興奮して強く打っているとき，それでこの語を使
う，ききました［下線部を日本語で発話する］，何かこんなんですか。うーん，いや，よ
く分かりません。

109
「ああまだだよ。もらって来た？」と、イヌとネコが、目をひからせてききま

した。

［暫く読む。］อือ้ ［暫く読む。］ ออ๋ เมือ่กีน่้าจะเป็น ออ๋ ถา้เกดิมนีอ้งหมาออกมาตรงนี ้
เมือ่กีน่้าจะเป็นแบบ นกบนิกลับมาบา้นแลว้ก็ถามกอ่นเลยวา่แบบ ตืน่หรอืยัง อะไรอยา่งนี ้
ใชไ่หมคะ แลว้ก็ หมากับแมวก็ฟัง แลว้ก็ เสร็จแลว้หมาแมวก็ตอบวา่ ยังเลย อยา่งนี ้
ไดรั้บ เอย้ แมวกลับมา ไปเอาสรอ้ยกลับมาใหแ้ลว้ ไดแ้ลว้ใชไ่หม อะไรอยา่งนี้

［暫く読む。］あー［暫く読む。］あー，さっきのはおそらく，あー，犬がここに出えてきて
いるので，さっきのはおそらく，えっと，鳥が飛んで家に帰って来てまず聞いたもので，
えーと，もう起きましたか，そんな感じです，あっていますか。そして，犬と猫は聞いて
います。それから，終わってから犬，猫が答えたのは，まだですよ，という感じ。受け
とった，あー，ネコが戻ってきた，くびかざりを持って行って，もらって帰ってきて，あげ
た，もらったんですよね，そんな感じです。



110
「ごらんなさいよ。」と、オウムは、くびのくさりを見せました。

ごらんなさいよ ［日本語で発話する］［笑う。］ก็โชวส์รอ้ยทีค่อใหดู้ ごらんなさいよ［日本語で発話する］。［笑う。］まあ，首のくびかざりを見せつけまし
た。

111
「ほう、えらいえらい。」

เกง่นะเนีย่ ［笑う。］ えらいね。［笑う。］

112
「ああ、よかった。」と、イヌとネコは、かわりがわり言いました。

ออ้ โลง่อกไปที あー，胸のつかえがとれた。

113
「僕なんか、もうオウムさんのまえではいばれないよ。」と、イヌは、さっ

き、オウムをばかにしたのを、あやまるように言いました。

［暫く読む。］［「のまえではいばれないよ」を指す。］อันนีแ้ปลวา่ไรเนีย่ ห ึห ึ
［GoogleTranslateで「まえではいばれないよ」を検索する。「i can find it in front of 
you」と表示される。］ เอ ๊นอ้งแมวบอกวา่ ［笑う］ มองไมเ่ห็นนะ ［笑う。］ แสดงวา่ไอนี่
［オウムのこと］มันท าแบบ ตกหายไวท้ีไ่หนเหรอ เอ ๊［暫く読む。］ ไมเ่จอ ［暫く読む。］ 
เอะ๊ ออ๋

［暫く読む。］［「のまえではいばれないよ」を指す。］これはどう訳すのでしょう。えー？
えー？［GoogleTranslateで「まえではいばれないよ」を検索する。「i can find it in front 
of you」と表示される。］えー，猫が言っているのは，［笑う］見えないですよ。［笑う。］
ということはそれ［オウムのこと］は，どこかに落としてなくしてきたのですか。えー。
［暫く読む。］見つからない［暫く読む。］えっ，ああ。

114 オウムは、にこにこ笑うながら、よし子さんの枕（まくら）もとへ、くびかざ
りを、そっと、おいときました。

［暫く読む。］ เอ ๊สรปุยังไงเนีย่ ［暫く読む。］ ถา้หาไมเ่จอ ไปไหนเนีย่ 
［GoogleTranslateで「よし子さんの枕もとへ」を検索する。「To Yoshiko's 
pillow」と表示される。］［暫く読む。］ ออ๋ ออ๋ ［笑う。］ อมื ไมช่วัรค์ะ่วา่ เป็นแบบพดูวา่ 
มอง มอง เหย้ไหนอะ่ทีแ่บบจะโชว ์ไมไ่มไ่มเ่ห็นเลย อยา่งนีอ้ะ่เหรอ แตว่า่นกแกว้ ก็
เหมอืนแบบ พดูดว้ยรอยยิม้ประมาณวา่ ［笑う。］ ออ๋ ลมืไปวา่ อ ีเอาไปวางไวข้า้ง ๆ แบบ
 หมอนของ よし子［日本語で発話する］ แลว้อะไรประมาณนีห้รอืเปลา่

［暫く読む。］えー，結局どうなんでしょう。［暫く読む。］もし見つからないのなら，どこ
へいったのでしょう。［GoogleTranslateで「よし子さんの枕もとへ」を検索する。「To 
Yoshiko's pillow」と表示される。］［暫く読む。］えー，えー［笑う。］うーん，自信はない
ですけど，こうまあ言ったのは，見て，見て，ねえ，どこなの，見せるってさ。ないない
全然見えない，こんな感じなんですかね。でも，オウムは，おそらく，笑みを浮かべて
言ったのはおおよそ，［笑う］あー，忘れちゃってた，えー，持って行って置いておいた
んだ，横に，なんというか，枕，よし子［日本語で発話する］の，で，なんかだいたいこ
んなですかね。

115
イヌや、ネコや、あるき人形や白熊へのおくりものは、おじいさんがちゃ

んとそろえて、よし子さんのおねだいの下へおいていったのです。

［暫く読む。］ไมค่อ่ยเขา้ใจ［ため息をつく。］ไมค่อ่ยเขา้ใจตรงนีว้า่ สรปุ สรอ้ยคอน่าจะ
ไมไ่ดห้ายระหวา่งทางแลว้นะ ตอนแรกก็ตกใจนกึวา่แบบ เอย้ ถา้มันมอง ถา้หมาบอกวา่
มัน ไม ่ไมเ่จอ มันน่าจะหายไประหวา่งทางหรอืเปลา่ แตค่ดิวา่ไมน่่าจะใช ่น่า น่าจะไป
วางไวแ้ลว้อะไรอยา่งนี้
［GoogleTranslateで「イヌや，ネコや，あるき人形や白熊へのおくりものは，おじいさん
がちゃんとそろえて，よし子さんのおねだいの下へおいていったのです」を検索する。
「Dogs, cats, gifts for some dolls and white bears, grandfathers are properly 
arranged, Yoshiko's I dropped under the 
saddle.」と表示される。］［検索画面下に表示されているローマ字読みの「aruki 
ningyō」「shirokuma e no okuri」を順にカーソルでなぞる。］ ［暫く読む。］ ตุก๊ตาเดนิ
ไดท้ีม่รีปูรา่งคลา้ย ๆ คน ［暫く読む。］ หมขีาว ［暫く読む。］ ออ๋ ก็อาจจะบรรยายวา่แบบ
 ทา่มกลางกองของขวัญทีแ่บบม ีมซีานตา้มาทิง้ไวก้อ่นหนา้อยา่งนี ้คดิวา่น่าจะ น่าจะทิง้
สรอ้ยไวแ้ถว ๆ นัน้ใหแ้ลว้อะไรอยา่งนี้

［暫く読む。］あまりよく分かりません。［ため息をつく。］あまりこの辺りがよく分からな
いのは，結局，くびかざりはおそらく道の途中ではなくなっていません。最初は驚きま
した，思ったからです，なんというか，えーと，もし見る，もし犬が，ない，見つけられな
い，それは道の途中でなくなったんではないかと。でもおそらく違うと思います。おそら
く，おそらくもう置いておきました，というような何かです。［GoogleTranslateで「イヌや，
ネコや，あるき人形や白熊へのおくりものは，おじいさんがちゃんとそろえて，よし子さ
んのおねだいの下へおいていったのです」を検索する。「Dogs, cats, gifts for some 
dolls and white bears, grandfathers are properly arranged, Yoshiko's I dropped under 
the saddle.」と表示される。］［検索画面下に表示されているローマ字読みの「aruki 
ningyō」「shirokuma e no okuri」を順にカーソルでなぞる。］ ［暫く読む。］人間のような
形をしたぬいぐるみは歩くことができます。［暫く読む。］白い熊，［暫く読む］あー，う
ん，おそらく語られているのはえーと，プレゼントの塊の中ほどに，えー，あります，サ
ンタが来てそのように置いておいてあります，たぶんそうだと思います。おそらく首か
ざりをそのあたりにですね，置いてあげた，という感じです。

116
「さあ、もう、お目ざのおうたをうたってもいい時間ね。」と、オウムは、そ

う言って、うつくしい声で、夜中につくったあたらしい、朝のおうたをうた

いました。

［暫く読む。］ก็นกแกว้ก็น่าจะพดูประมาณวา่ เออ ก็ น่า น่าจะไดเ้วลาทีแ่บบควรตืน่แลว้
แหละอะไรอยา่งนี ้ก็คดิวา่ น่าจะเริม่แบบพดู พดู น่าจะเริม่แบบสง่เสยีงรอ้งเพลงตอ่จากนี้
แลว้หรอืเปลา่ ［暫く読む。］ อา๋ มันก าลังจะรอ้งเพลง ［笑う。］ ที ่ทีค่ดิไวเ้มือ่คนืแลว้อะ่
คะ่ あたらしい หรอืเปลา่ เพลงใหม่

［暫く読む。］おそらくオウムは言いました，えー，まあ，たぶん，たぶん起きるべき時
間ですねと。ということなので，話して，話して，今から歌を歌うなどの音を立てるとい
うことでしょうか。［暫く読む。］あぁー，オウムは今歌をうたっています［笑う。］昨晩考
えた，あたらしい［日本語で発話する］ですかね，新しい曲。

117 ［暫く読む。］อาจารยเ์ป็นอะไรคะ? ［笑う。］ หนูก็ไมช่วัรว์า่หนูพดูรูเ้รือ่งไหม ［笑う。］ 
［暫く読む。］ ขีเ้กยีจอา่นแลว้ ［笑う。］ เอาเป็นวา่ เป็น

［暫く読む。］なんですか先生？［笑う。］私は自分の話がきちんと分かるものになって
いるか自信がありません。［笑う。］［暫く読む。］読むのが面倒くさくなりました。［笑
う。］最後。

118 ［笑う。］
休んでからにします？［笑う。］


