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1 ก็ ตอ้ง ๆ ตอ้งแปลชือ่เรือ่งไหมคะ ［笑う。］ えー，タイトルも訳さないといけないですか。［笑う。］

2 ［笑う。］んー。

3 かいじん二十めんそう ผูบ้าดเจ็บทัง้ 22 คน เอย้ 20 คน หนูรูส้กึ［Google 
Translateで「かいじん二十めんそう」を検索する。タイ
語で「มารกบัยีส่บิใบหนา้」 
［「二十の顔を持つ怪人」のこと］と表示される。英語で
は「Twenty foreign injuries」と表示される。］

被害者22人，じゃなくて，20人，たぶん。［Google 
Translateで「かいじん二十めんそう」を検索する。　タイ
語で「มารกบัยีส่บิใบหนา้」 
［「二十の顔を持つ怪人」のこと］と表示される。英語で
は「Twenty foreign injuries」と表示される。］

4 どうして人だと思うんですか。

5 มคี าวา่ じん［日本語で発話する］ ยังไงก็น่าจะคนนะคะ 
［笑う。］ แลว้ก็ แลว้ก็ เอย้ 漢字［日本語で発話する］ก็
เห็นอยูแ่ลว้วา่เป็นยีส่บิ。
［「じん」を「二十」の後ろに移動させたうえで，Google 
Translateで「かい二十じんめんそう」を検索する。英語
で「Twentieth centuries old」と表示される。もう一度，
Google Translateで「かいじん二十めんそう」を検索す
る。英語で「Twenty foreign injuries」と表示される。］

じん［日本語で発話する］という言葉がありますから。い
ずれにしても，おそらく人のことですね。［笑う。］それか
ら，それから，えっ，漢字［日本語で発話する］を見ると，
二十ですよね。［「じん」を「二十」の後ろに移動させたう
えで，Google Translateで「かい二十じんめんそう」を検
索する。英語で「Twentieth centuries old」と表示され
る。もう一度，Google Translateで「かいじん二十めんそ
う」を検索する。英語で「Twenty foreign injuries」と表示
される。］

6 うん。

7 แตว่า่ ทีเ่พิง่เห็นเพิม่คอื เห็นค าวา่"ชาว" ไมเ่ขา้ใจ 
めんそう［日本語で発話する］ แตว่า่มนัแปลออกมาเป็น 
foreign［英語で発話する］ คอือะไร ［Google 
Translateで，「めんそう」を検索する。英語で「Fight」と
表示される。再びGoogle 
Translateで「かいじん二十めんそう」を検索する。英語
で「Twenty foreign 
injuries」と表示される。次に，タイ語翻訳ボタンをクリッ
クする。タイ語で「มารกบัยีส่บิใบหนา้」 
［「二十の顔を持つ怪人」のこと］と表示される。それか
ら，日本語翻訳ボタンをクリックする。「かいじん二十め
んそう」と表示される。言語変更ボタンをクリックして，「
めんそう」を検索する。タイ語で「สหีนา้
」［「表情」のこと］と表示される。］น่าน เอะ๊ ไม ่ๆ ไมช่ัวร์
 めんそう［日本語で発話する］คะ่ ［笑う。］

でも，さっき見たばかりで加わったのは，「ชาว
［～じん］」という語です。わかりません，めんそう［日本
語で発話する］が。でもそれは，foreign［英語で発話する
］と訳出されます。なんでしょう。［Google 
Translateで「めんそう」を検索する。英語で「Fight」と表
示される。再びGoogle 
Translateで「かいじん二十めんそう」を検索する。英語
で「Twenty foreign 
injuries」と表示される。次に，タイ語翻訳ボタンをクリック
する。タイ語で「มารกบัยีส่บิใบหนา้」 
［「二十の顔を持つ怪人」のこと］と表示される。それから
，日本語翻訳ボタンをクリックする。それから，日本語翻
訳ボタンをクリックする。「かいじん二十めんそう」と表示
される。言語変更ボタンをクリックして，「めんそう」を検
索する。タイ語で「สหีนา้
」［［表情］のこと］と表示される。やっぱり，えっ，いや，
うーん，自信がありません，めんそう［日本語で発話す
る］は。はい。［笑う。］

8 うん。

9 งัน้น่าจะ น่าจะคา้งไวก้อ่น ยังไมแ่น่ใจวา่เรือ่งเกีย่วกบัอะไร だったら，たぶん一旦ストップしたほうがいいですね。ど
んなことについての話なのかよくわかりません。

10 はい。
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11 ลองเริม่อา่นกอ่นเลยแลว้กนั まず，読み始めてみることにします。

12 あるおひるすぎのことです。 あるおひるすぎのことです［日本語で発話する］ ออ๋ 
เหมอืนเวลาเกริน่ เขา้ใจวา่เหมอืนเวลาเกริน่ในนทิานอะ
คะวา่แบบ อะไร  กาลครัง้หนึง่ เมือ่ตอนทีย่ัง ［笑う。］

あるおひるすぎのことです［日本語で発話する］。あー，
これが話の導入部分ですね。わかったのは，話を始め
る時の「むかしむかし，あるところに」の童話であるよう
な感じのですね。［笑う。］

13 うん。

14 แต ่แตท่ีย่ังเมือ่ไรก็ไมรู่ ้เพราะเขาใชค้ าวา่ 
ある［日本語で発話する］ เขา้ใจวา่อยา่งนี้

でも，でも，いつのことかわかりません。なぜなら，使わ
れている語は，ある［日本語で発話する］，そんな感じで
理解しています。

うん。

15 東京のまつなみ小学校のこうていで、みんながあそん
でいました。

ออ๋ ที ่東京［日本語で発話する］ มนั 
まつなみ［日本語で発話する］ ไม ่sure 
［タイ語において外来語に当たる］ แตว่า่มเีด็กประถม
ก าลังเลน่กนัอยู่

なるほど，東京［日本語で発話する］，そこは，まつなみ
［日本語で発話する］，sure ［タイ語において外来語に当
たる］ではないですが，でも小学生たちが遊んでいま
す。

16 うん。

17 まつなみ［日本語で発話する］ อะไร［Google 
Translateで  
「まつなみ」を検索する。英語で「Matsunami」と表示さ
れる。］แตน่่า น่าจะ เขา้ใจวา่น่าจะยังไมม่บีรบิทส าคัญ

まつなみ［日本語で発話する］って，何でしょう。［Google 
Translateで  「まつなみ」を検索する。英語で
「Matsunami」と表示される。］でも，おそ，おそらく，何か
そんなに大事な役割はないんじゃないかとわかります。

18 うーん。

19 อาจจะเป็น คดิวา่น่าจะเป็นชือ่อะคะเพราะมนัมคี าวา่ 
の［日本語で発話する］อยูอ่ะไรยังเงีย้

たぶん何か，名前でしょうか。の［日本語で発話する］が
ついていますので。

20 はい。名前，何の名前だと思いますか。

21 まつなみ［日本語で発話する］ เออ่ ชือ่โรงเรยีน
ประถมอะคะ อา่

まつなみ［日本語で発話する］，えーっと，小学校の名前
です。あー。

22 あー，はい。

23 นกึ นกึวา่ตอนแรกแบบเผือ่มนั［まつなみという言葉］จะ
เป็นค า adjective［英語で発話する］ แบบบรรยาย
ลักษณะโรงเรยีนอะไรอยา่งเงีย้อะคะ แตค่ดิวา่ไมน่่าจะใช่
ละ่

思い，思い出したんです，最初，これ［まつなみという言
葉］はadjective［英語で発話する］の言葉かと思いまし
た。学校の属性を表すものかと。でも，そういうことでも
なさそうです。

24 ふーん。

25 休み時間なので、一年生から六年生まで、かけまわっ
たり、キャッチボールをしたり、きかいたいそうをしたりし
て、あそんでいたのです。

อมื ชว่งพักเทีย่ง ชว่งพักเทีย่งละ เพราะเขาบอกวา่พัก
เทีย่งละตอนนี้ บอกวา่เป็นเวลาพัก ก็น่าจะเทีย่ง ก็ตัง้แต่
เด็กป.1 ถงึ ป.6 ท าอะไรกนัอยู［่Google Translateで  
「かけまわったり」を検索する。タイ語で「หรอืวิง่ไป
รอบ ๆ」 ［［走り回る］のこと］と表示される。］ วิง่ไปรอบ ๆ

うーん，昼休み間，昼休みの間です，昼休みだと言って
いますので，今が。休み時間だと言っていますので，昼
休みだと思います。1年生から6年生までの小学生たち
が何かをしています。［Google Translateで  
「かけまわったり」を検索する。タイ語で「หรอืวิง่ไป
รอบ ๆ」 
［「走り回る」のこと］と表示される。］走り回っています。

26 うん。



27 キャッチボール［日本語で発話する］ ออ๋ catch 
ball［英語で発話する］ มเีลน่ catch 
ball［英語で発話する］บา้ง［Google Translateで  
「きかいたいそうをしたりして」を検索する。タイ語で「
และหรอืยมินาสตกิ」［「体操」のこと］と表示される。「
ยมินาสตกิ」はタイ語における外来語であり，「 
gymnastics」 のタイ語表記］โอโ้ห ตอนเทีย่งมเีด็กเลน่ 
gymnastics ［タイ語において外来語に当たる］ดว้ย 
［笑う。］

キャッチボール［日本語で発話する］，あー，catch 
ball［英語で発話する］ですね，catch 
ball［英語で発話する］をして遊んだり。［Google 
Translateで  「きかいたいそうをしたりして」を検索する。
タイ語で「และหรอืยมินาสตกิ 」 
［「体操」のこと］と表示される。「ยมินาสตกิ
」はタイ語における外来語であり， 「gymnastics 」のタイ
語表記］おー，へー，昼休みに gymnastics ［タイ語にお
いて外来語に当たる］をやっている子もいるんですね。

28 ［笑う。］

29 「あっ、ヘリコプターだっ」 helicopter［英語で発話する］ ออ๋ ก็ ก็ม ีมเีด็กคนหนึง่ 
น่าจะมเีด็กคนหนึง่พดูขึน้มาวา่แบบ เฮย้ helicopter 
helicopter［英語で発話する］ละ่อะไรอยา่งเงีย้คะ่

helicopter［英語で発話する］，あー，えー，ある一人の
子がいます，おそらく一人の子が口にしたのは，あっ，
helicopter，helicopter［英語で発話する］だって感じのこ
とです。

30 うん。

31 だれかがさけびました。 がさけび［日本語で発話する］ น่าจะ น่าจะเป็น ตะโกน 
รูจั้กแตค่ าวา่อะไร さ さけべ［日本語で発話する］ น่า ไม่
 sure ［タイ語において外来語に当たる］วา่เป็นค า
เดยีวกนัหรอืเปลา่

がさけび［日本語で発話する］，うーん，たぶん，叫ぶこ
と，さ，さけべ［下線部を日本語で発話する］という言葉
しかわかりませんが，同じ言葉かどうか sure ［タイ語に
おいて外来語に当たる］ではないです。

32 うん。

33 「ほんとだ。ヘリコプターだ」 แลว้ก็แบบมเีด็กอกีคนหนึง่เห็นดว้ย ก็แบบ จรงิดว้ย น่ัน 
helicopter［英語で発話する］นีเ่องอะไรเงีย้

それから，もう一人の子も見ていて，ほんとだ。あれは，
helicopter［英語で発話する］に違いないとか何か言って
いました。

34 へー。

35 口々にさけびながら、みんな空を見上げました。 ［「口」を見て］เอะ๊ อนันีเ้หมอืนแปล จ าไดว้า่เป็น 
漢字［日本語で発話する］ทีแ่ปลวา่ ［笑う。］ ปาก หรอื
ทางเขา้

［「口」を見て］えっ，これは訳すならだいたい，覚えてい
るのは，漢字［日本語で発話する］は訳すと［笑う］口か
入り口です。

36 はい。

37 แตว่า่ม ี漢字［日本語で発話する］ทีแ่ปลวา่แบบ ซ า้ อกี
ตัวหนึง่ คอือะไรหวา่ いろいろ［日本語で発話する］ ออ๋
 いろいろ［日本語で発話する］ ประมาณนี้

でも，漢字［日本語で発話する］もありますね，訳すな
ら，繰り返し，というようなもう一つの漢字，何でしたっ
け，いろいろ［日本語で発話する］。あー，いろいろ［日本
語で発話する］ですかね。

38 うん。

39 หรอืเปลา่ หลาย ๆ อยา่งにさけびながら 
みんな空を見上げました［日本語で発話する］ ออ๋ ก็
ระหวา่งทีแ่บบ เขา้ใจวา่มหีลาย ๆ เสยีงแบบตะโกน
โหวกเหวกกนัไปกนัมา ก็ทกุคนก็มองแบบทอ้งฟ้ากนัอยู่
อะไรเงีย้ น่าจะมองเห็น helicopter［英語で発話する］ค า
นัน้แหละทีเ่ขา้ใจ

いろいろ，かな，にさけびながら，みんな空を見上げまし
た［下線部を日本語で発話する］というように。あー，ま
あ，みんなが空を見上げている間に，わかったのは叫
び声のような騒がしい声たくさんたくさんわきあがりまし
た。みんなが空を見上げていました，何でしょう。おそら
く，空を飛んでいるhelicopter［英語で発話する］でしょ
う，見ています，わかった限りでは。

40 うん。



41 よくはれたまっさおな空に、ヘリコプターが小さくうかん
でいました。高くとんでいるので、のっている人のすが
たは見えません。

อะไร はれた はれた［日本語で発話する］ ［Google 
Translateで  「よくはれたまっさおな空に」を検索する。
タイ語で「ในทีท่ีม่แีดดทอ้งฟ้าสฟ้ีาสดใส」 
［「晴れた青空」のこと］と表示される。］ออ๋  
［長いため息をつく］ แดดสดใส ใน 
class［英語で発話する］เคยเรยีนแลว้ ［笑う。］

何？はれた，はれた［下線部を日本語で発話する］。［G
oogle Translateで  
「よくはれたまっさおな空に」を検索する。
タイ語で「ในทีท่ีม่แีดดทอ้งฟ้าสฟ้ีาสดใส」 
［「晴れた青空」のこと］と表示される。］なるほど ［長い
ため息をつく］，晴れた澄んだ青空，class［英語で発話
する］で勉強したことがあります。［笑う。］

42 ［笑う。］

43 แต ่แตไ่มค่อ่ยไดเ้จอ 
helicop［helicopterの一部を英語で発音する］ สว่น 
สว่นใหญเ่มอืงไทยมแีตแ่บบ あつい［日本語で発話する］

でも，でも，helicop［helicopterの一部を発音する］はあ
まり見たことがありません。だいたい，タイにはあります
が，あつい［日本語で発話する］です。

うん。

44 ［笑う。］

45 ออ๋ ก็เมือ่ ในทา่มกลางแดดอนัสดใสก็จะม ี
helicopter［英語で発話する］แบบบนิอยูส่งู ๆ มนัมแีบบ
 とんで［日本語で発話する］ แลว้ก็แบบ เนือ่งจากมนัสงู
มาก ก็คดิวา่ เขาก็บอกวา่ก็ ก็ไม ่ไม ่ๆ ไมเ่ห็นคนทีข่บัอยู่
เลย หรอืไมเ่ห็นคนทีแ่บบ 
のっている［日本語で発話する］ น่ัง เออ่ โดยสาร 
copter［helicopterの一部を発音する］อะไรเงีย้คะ

あー，まあ，晴れた澄んだ青空に，helicopter［英語で発
話する］が高く高く飛んでいます。とんで［日本語で発話
する］，そしてえっと，とても高く飛んでいますから，思い
ます，言ってるのは，え，いや，ううん，運転している人
が見えない，あるいは，のっている［日本語で発話する］
人が見えません。座って，えーとcopter［helicopterの一
部を発音する］というのりものなんでしょうか。

46 はい。

47 「あっ、びらだよ。びらをまいたよ」また、さけび声がわき
あがりました。

びら［日本語で発話する］ น่าจะแปลวา่เปิด คอือะไร 
また さけび声がわきあがりました［日本語で発話する］
 ก็เสยีง เสยีงโหวกเหวกก็ดังขึน้มาอกีแลว้วา่แบบ เปิด
แลว้ เปิดแลว้เหรอ อะไรก็ไมรู่ ้

びら［日本語で発話する］，おそらく訳すなら開くでしょう
か，何でしょう。また，さけび声がわきあがりました［下線
部を日本語で発話する］。えっと声，騒がしい声がさらに
大きくなって，開いた，開いたよ，ですか？なんだかよく
わかりませんが。

48 ［笑う。］

49 おお、ごらんなさい。ヘリコプターから、さあっと、こなの
ようなものがふき出したかと思うと、それが、きらきらと
かがやきながら、ゆっくりおちてくるのです。

เป็น เขา้ใจวา่เป็นบรบิทบรรยายวา่ เอาละ ลอง ๆ ลอง ๆ 
มองด ูhelicop［helicopterの一部を発音する］ จาก 
helicopter［英語で発話する］ 
さあっと［日本語で発話する］ ก็หลังจากนัน้ก็จะ 
こなのようなものがふき出したかと思うと［日本語で発
話する］ ไมม่ัน่ใจประโยคเนีย่คะ่ แตว่า่ ［笑う］ 
そ　そ　それが［日本語で発話する］ แลว้ก็เขาก็บอก
บรรยายวา่สิง่นัน้เนีย่แบบ
きらきらかがやきながら［日本語で発話する］ แบบ
ระหวา่งทีแ่บบสดใสเปลง่ประกายระยบิระยับอะไร
ประมาณนี้

わたしの理解では，述べられていることの役目は，さ
あ，みようみようみよう，helicop［helicopter の一部を発
音する］を見てみよう，helicopter［英語で発話する］か
ら，さあっと［日本語で発話する］。そしてそのあとで，こ
なのようなものがふき出したかと思うと［下線部を日本
語で発話する］，この文に自信がありません。でも，［笑
う］そ，そ，それが［下線部を日本語で発話する］，それ
から述べられているのは，そのものが，きらきらかがや
きながら［日本語で発話する］，人目を引くほど輝きなが
ら，きらきらと，そういう感じでしょうか。

50 はい。



51 ゆっくりおちてくるので ゆっくり［日本語で発話する］ 
ชา้ ๆ おちて［日本語で発話する］ ไมรู่ค้อือะไร［Google 
Translateで「おちてくるのです」を検索する。タイ語で「
จะลดลง」 ［「下がる」のこと］と表示される。］ จะลดลง 
น่าจะแสง ระหวา่งทีร่อแสงก าลังจางลงหรอืเปลา่ น่าจะ
ประมาณนัน้ เพือ่แบบน่าจะมองไดเ้ห็นชัดขึน้นอ้ยสว่น 
อนันีค้อื ［Google 
Translateで「こなのようなものがふき出したかと思うと」
を検索する。タイ語で「เมือ่ฉันคดิวา่Konanoสิง่ดังกลา่ว
เริม่ทีจ่ะเช็ด 」 
［「Konanoだと思った時に，それが拭き始めた」のこと。
検索結果はタイ語として意味をなしていない］と表示さ
れる。それから，「がふき出したかと思うと」のみを選び
，再びGoogle Translateで検索する。タイ語で「เมือ่ฉัน
คดิวา่มหีรอืออกไปเช็ด」 
［「あるか，拭きに出ると思うとき」のこと。検索結果のタ
イ語は意味がはっきりしない］と表示される。次に，「ふ
き出したかと思うと」のみを選び，Google 
Translateで検索する。タイ語で「เมือ่ฉันคดิวา่เริม่ทีจ่ะ
เช็ด」 
［「拭き始めようと思う時」のこと］と表示される。さらに，
「ふき出したか」のみを選び，Google 
Translateで検索する。タイ語で「หรอืมนัเริม่ทีจ่ะเช็ด」 
［「ふき出したか」のこと］と表示される。］เช็ด ไม ่ๆ ไม ่ๆ
 ไมรู่ค้อือะไร

ゆっくりおちてくるので，ゆっくり［下線部を日本語で発話
する］，ゆっくり，おちて［日本語で発話する］，何のこと
かわかりません。［Google 
Translateで「おちてくるのです」を検索する。タイ語で「
จะลดลง」 ［「下がる」のこと］と表示される。］ 
下がる，おそらく光，待っている間，光が薄れていくとい
うことでしょうか。おそらくだいたいこんなところです。お
そらく少しの部分でもはっきり見えるように，これは，［G
oogle 
Translateで「こなのようなものがふき出したかと思うと」
を検索する。タイ語で「เมือ่ฉันคดิวา่ Konano สิง่ดังกลา่ว
เริม่ทีจ่ะเช็ด」 
［「Konanoだと思った時に，それが拭き始めた」のこと。
検索結果はタイ語として意味をなしていない］と表示され
る。それから，「がふき出したかと思うと」のみを選び，再
びGoogle Translateで検索する。タイ語で「เมือ่ฉันคดิวา่
มหีรอืออกไปเช็ด 
」［「あるか，拭きに出ると思うとき」のこと。検索結果のタ
イ語は意味がはっきりしない］と表示される。次に，「ふ
き出したかと思うと」のみを選び，Google 
Translateで検索する。タイ語で「เมือ่ฉันคดิวา่เริม่ทีจ่ะ
เช็ด」 
［「拭き始めようと思う時」のこと］と表示される。さらに，「
ふき出したか」のみを選び，Google 
Translateで検索する。タイ語で「หรอืมนัเริม่ทีจ่ะเช็ด」 
［「拭き出したか」のこと］と表示される。］拭く，違う，違
う，何のことかわかりません。

52  ［笑う。］

53 おちるにつれて、こなのようなものが、すこしずつ大きく
なり、それが、空いちめんにひろがってきました。

おちるにつれて［日本語で発話する］ สิง่ทีต่กลงมานัน้
 
こなのようなものがすこしずつ大きくなり［日本語で発話
する］ ออ๋ ก็ส ิง่ทีต่กลงมานีก็่คอ่ย ๆ ใหญข่ึน้เรือ่ย ๆ 
เหมอืนตกมาจากทอ้งฟ้า พอมนัใกลถ้งึพืน้มนัก็จะเห็น
ใหญข่ึน้ それが空いちめんにひろがってきました 
ひろがって［日本語で発話する］ น่าจะแปลวา่เก็บ แตว่า่
 いちめん［日本語で発話する］ ไม ่sure 
［タイ語において外来語に当たる］ ［黙り込む。］ ขี้
เกยีจแปล ［笑う。］ เอาตอ่ไปละกนั

おちるにつれて［日本語で発話する］，落ちたものは，こ
なのようなものがすこしずつ大きくなり［下線部を日本語
で発話する］，なるほど，うん，落ちてきたものが少しず
つ大きくなるのですね。空から落ちてきたようです。地面
に着くぐらい近くなると，大きく見えます。それが空いち
めんにひろがってきました，ひろがって［下線部を日本
語で発話する］というのは，拾うという意味だと思いま
す。でも，いちめん［日本語で発話する］は，sure ［タイ
語において外来語に当たる］ではありません。［黙り込
む。］訳すの面倒です。［笑う。］続きを読みましょう。

はい。

54 ［笑う。］

55 「きれいだねえ。金色に光っているよ」 สวยจังเลย แบบ มสีแีบบเป็นสทีอง ๆ เลยอะไรเงีย้คะ่ มี
แสง มแีสงเป็นสทีอง ๆ เป็นประกาย

きれいですね，何か，色，金色があって，なんでしょう
か。光っていて，金色に光っていて，輝いています。

56 おお。

57 ほんとうに、そのひとつびとつが、金色に光っていまし
た。

［Google 
Translateで「そのひとつびとつが」を検索する。タイ語で
「มนัเป็นหนึง่ในความงามนูน
」　［「立体美の一つ」のこと］と表示される。さらに，英語
翻訳ボタンをクリックする。「One by 
one」と英語で表示される。］ออ๋ one by 
one［英語で発話する］ ภาษาไทยเมือ่กีเ้หมอืนจะไมใ่ช่
เลยนะคะ ใชไ่หม  ［笑う。］ 
［再び，「そのひとつびとつが」をGoogle 
Translateで検索する。タイ語で「มนัเป็นหนึง่ในความ
งามนูน
」　［「立体美の一つ」のこと］と表示される。さらに，英語
翻訳ボタンをクリックする。英語で「One by one」と表示
される。］

［Google 
Translateで「そのひとつびとつが」を検索する。タイ語で
「มนัเป็นหนึง่ในความงามนูน
」　［「立体美の一つ」のこと］と表示される。さらに，英語
翻訳ボタンをクリックする。「One by 
one」と英語で表示される。］あー，one by 
one［英語で発話する］ですね。さっきのタイ語の訳文は
何か違います。ですよね？［笑う。］［再び，「そのひとつ
びとつが」をGoogle Translateで検索する。タイ語で「มนั
เป็นหนึง่ในความงามนูน
」　［「立体美の一つ］のこと］と表示される。さらに，英語
翻訳ボタンをクリックする。英語で「One by one」と表示さ
れる。］

58 ［笑う。］



59 มนัเป็นหนึง่ในความงาม ไมน่่าจะใช ่one by 
one［英語で発話する］ ออ๋ จรงิดว้ยแบบ แบบทลีะหนึง่ 
สทีอง แสงสทีองแบบ คอ่ย ๆ เปลง่ประกาย ไมรู่อ้ะ่ ก็ ก็
ถา้เกดิเป็นตอนนี ้ก็เริม่คดิละวา่ เอะ๊ หรอืมนัจะม ีหรอืมนั
จะมหีลายชิน้ หรอือาจจะเป็นชิน้เดยีว แตเ่ขาก าลัง
บรรยายวา่ชิน้หนึง่นัน้นะคะ มแีสงสทีองทีแ่บบ เปลง่ออก
จากหลาย ๆ จดุหรอืเปลา่ ยังไมรู่ ้

美の一つ，one by one［英語で発話する］とは関係なさ
そうですね，あー，そうか，一つ一つということですね。
金色，金色の光が，少しずつ光っています。わかりませ
ん。えっと，うんと，もしかして，今，考えはじめたのは，
えっ，ありますか，その数が多いか，あるいは一つしか
ありません。でも，ここで述べられているのは，その一つ
にですよ，金色の光，たくさんのところから輝き出てい
て，ですか？まだわかりません

60 うん。

61 紙のびらではありません。なんだかへんなものです。 อมื のびらで のびらで ［日本語で発話する］คอือะไร ก็
แต ่なんだかへんなもので［日本語で発話する］ ก็แบบ
มนัเป็นสิง่ทีแ่ปลกประหลาดด ีดนีะ［笑う］

うーんと，のびらで，のびらで［下線部を日本語で発話
する］，とは何ですか。えっとでも，なんだかへんなもの
で［下線部を日本語で発話する］，んーそれはなんだか
不思議なものですね。いいですね［笑う］。

62 うん。

63 ［Google 
Translateで「紙のびらではありません」を検索する。英
語で「It is not a paper door」と表示される。］ อมื not a 
paper door［英語で発話する］ อมื 
ひらび［日本語で発話する］［「紙のびら」のみを選び，G
oogle Translateで検索する。英語で「Paper 
door」と表示される。さらに，「びら」のみを選び，Google
 Translateで検索する。英語で「A 
door」と表示される。］ อมื อะไรเนีย่ ท าไมถงึมปีระตู
กระดาษ

［Google Translateで「紙のびらではありません」を検索
する。英語で「It is not a paper door」と表示される。］
うーん，not a paper door［英語で発話する］，うーん，ひ
らび［日本語で発話する］。［「紙のびら」のみを選び，
Google Translateで検索する。英語で「Paper door」と表
示される。さらに，「びら」のみを選び，Google Translate
で検索する。英語で「A door」と表示される。］うーん，な
んなんですか。なぜ紙のドアまであるのですか。

64 ［笑う。］

65 「あらっ、あれ、おめんだわ。金色のおめんよ」 ฮ ึก็น่าจะ น่าจะมเีด็กคนหนึง่แบบเริม่ เริม่รูเ้รือ่งแลว้วา่มนั
คอือะไร ก็เลยตะโกนออกมา สิง่ทีเ่ด็กเขาคดิ แตว่า่ หนู
［協力者自身のこと］ก็ไมท่ราบวา่ 
金色のおめんよ［日本語で発話する］ ของ ของเด็กคอื
อะไรอะคะ

ん，え，たぶん一人の子どもがわか，それが何かわけ
がわかりかけて，叫びだしました。その子が考えたの
は，でも，私［協力者自身のこと］もわからないのは，金
色のおめんよ［日本語で発話する］，もの，子どものもの
は何なのですか。

66 うーん。

67 おめん おめん［日本語で発話する］คอือะไร แลว้สรุป
มนัเกีย่วอะไรกนัดว้ยก็ไมรู่ ้［笑う］

おめん，おめん［下線部を日本語で発話する］とは何で
すか。何と関係があるのかもわかりません［笑う］。

68 うん。

69 ［Google 
Translateで［おめん］を検索する。英語で「Mask」と表示
される。次に，その下の「お面」という検索候補をクリッ
クする。それから，Google 
Translateで「お面」を検索する。英語で「Face」と表示さ
れる。］ออ๋ หนา้กากทองค า 
おめん［日本語で発話する］ใชไ้ปแลว้ หนา้กาก
［という意味の日本語］มนัไมใ่ชแ่บบ 
仮面［日本語で発話する］เหรอ

［Google Translateで［おめん］を検索する。英語で
「Mask」と表示される。次に，その下の「お面」という検索
候補をクリックする。それから，Google Translateで「お
面」を検索する。英語で「Face」と表示される。］なるほ
ど，金色の仮面ですね。おめん［日本語で発話する］。そ
うだとしたら，仮面［という意味の日本語］は，仮面［日本
語で発話する］ではなかったのですか。

70 うーん。



71 そうです。それは、おもちゃやでうっている、セルロイド
のおめんのようなかたちをしていました。

หมื そうですね それは［日本語で発話する］น่ันสนิะ น่ัน
คอื คลา้ย ๆ กบั おもちゃ［日本語で発話する］เป็นของ
เลน่ที ่セルロイド［日本語で発話する］คดิวา่น่าอาจจะ
เป็น อาจถา้ไมเ่ป็นชือ่ลกูคา้ ถา้ไมเ่ป็นชือ่รา้นคา้ ก็จะเป็น
แบบบรษัิทผลติของเลน่ หรอืเปลา่ หรอืไมก็่เป็นชือ่ของ
เลน่［舌打ちする。］ のおめん［日本語で発話する］ที ่ๆ
 ที ่ๆ ทีเ่มือ่กีห้นูเอาไปแปลแลว้มนั［おめんのこと］ 
ตอนนีม้นั ตอนนีม้นัไดค้วามหมายวา่เป็นหนา้กากอยูอ่ะคะ
 ก็เออ มนัด ูมนัด ูかたち［日本語で発話する］มนัมี
รูปร่างดเูหมอืนแบบไอข้องเลน่ทีเ่รารูจั้กกนั ไอ ้
セロリー　セルロリー［日本語で発話しようとする］ นี่
เลยนะ 
セルド［日本語で発話しようとする］セルロイド［日本語
で発話する］

ふーん，そうですね，それは［下線部を日本語で発話す
る］，そうですね，それは，おもちゃ［日本語で発話す
る］っぽいもので，セルロイド［日本語で発話する］のお
もちゃです。おそらく，もしお客様の名前でなければ，店
名でもなければ，おもちゃのメーカーだと思います。です
かね。または，おもちゃの名前かもしれません。［舌打ち
する。］のおめん［日本語で発話する］，先ほど，私が訳
した言葉［おめんのこと］ですが，今は，何か，今はそれ
は意味は仮面になっています。うんえっと，それが見え
る，その見える，かたち［日本語で発話する］，それは私
たちががよく知っているおもちゃと同じような形に見えま
す。あの，セロリー，セルロリー［下線部を日本語で発話
しようとする］，これです。セルド［日本語で発話しようと
する］，セルロイド［日本語で発話する］。

72 ほー。

73 何百という金色のおめんが、空からふってくるのです。 ฮ ึก็รูจั้ก 漢字［日本語で発話する］นีน่า้ ทีแ่ปลวา่แบบ 
อะไร กบัอนันี ้［笑う。］  สบัสน แปลวา่ แปลวา่ รอ้ยใช่
ไหม ไมใ่ชส่ขีาวใชไ่หม เอะ๊ รูส้กึ ［笑う。］ รอ้ยหรอืสขีาว
 ［Google 
Translateで「何百」を検索する。英語で「hundreds」と表
示される。］อ่อ๋［Google 
Translateで「何百という金色のおめんが」を検索する。
英語で「Hundreds of golden 
soup」と表示される。次に，Google 
Translateで「おめんが」のみを検索する。英語で「I am
 sorry」と表示される。それから「おめん」のみをGoogle
 Translateで検索する。英語で「Mask」と表示される。］
หนึง่รอ้ย แลว้สทีองมารวมกนัเป็นอะไร Hundreds of 
golden［英語で発話する］สรุป 
おめん［日本語で発話する］นี ่soup［英語で発話する］
 หรอคะ ［笑う。］

ん，この，漢字［日本語で発話する］はわかっているんで
すよ。何，と訳すものと，これ。［笑う。］混乱しています。
訳すなら，訳すなら，百，ですよね。白，ではないですよ
ね。ん，そう思います。［笑う。］百か白か。［Google 
Translateで「何百」を検索する。英語で「hundreds」と表
示される。］あー，［Google Translateで「何百という金色
のおめんが」を検索する。英語で「Hundreds of golden 
soup」と表示される。次に，Google Translateで「おめん
が」のみを検索する。英語で「I am sorry」と表示される。
それから，「おめん」のみをGoogle Translateで検索す
る。英語で「Mask」と表示される。］百，それから，金色が
一緒になったら何ですか，Hundreds of golden［英語で
発話する］，要するに，おめん［日本語で発話する］，こ
れはsoup［英語で発話する］なんですか。［笑う。］

74 ［笑う。］

75 เอ ๋เหมอืนมแีบบ ［笑う］ หนา้กากสทีองนับรอ้ยเหรอ 
［笑う。］ 空からふってくるのです［日本語で発話する］
ตกร่วงโรยลงมาจากทอ้งฟ้า ［笑う。］ เอะ๊

えー，何かまるで［笑う］，数百もの金色の仮面があると
いうことですか。［笑う。］空からふってくるのです［日本
語で発話する］，空から落ちてきます。［笑う。］えっ。

76 ［笑う。］

77 ちかちか、きらきらそのうつくしいこと。 ออ๋ うつくしこと［日本語で発話する］อมื จรงิ ๆ แลว้ถา้มี
 漢字［日本語で発話する］น่าจะงา่ยขึน้มาก

なるほど，うつくしこと［日本語で発話する］，うーん，も
し，漢字［日本語で発話する］があったらすごくわかりや
すくなるはずです。

78 ［笑う。］

79 เขา้ใจ เขา้ใจทีอ่าจารยส์ือ่แลว้คะ่ ［笑う。］ ไมงั่น้แบบมนั
เขยีนตัวเดยีวก็น่าจะเสร็จแลว้

わかりました，先生の言っていたことが今はわかりま
す。［笑う。］もしこんなことなら［漢字を］一つ書けば終わ
りですね。

80 ［笑う。］



81 子どもたちは、こんなうつくしいけしきを見たことがあり
ませんでした。

ออ๋ ก็เหมอืน อะไรก็ไมรู่ร้ะยบิระยับสทีองร่วงลงมาจาก
ทอ้งฟ้า แลว้ก็แบบ きらきら［日本語で発話する］เป็น
เปลง่ประกายไปหมด แบบสวยงามมากเลย ก็แบบ เด็ก ๆ
 นีย้ังไมเ่คยเห็นอะไรทีแ่บบมนั 
けしき［日本語で発話する］แบบ view 
［タイ語において外来語に当たる。景色のこと］ 
ทวิทัศนท์ีม่นัสวยงามขนาดนีม้ากอ่นเลยอะไรเงีย้

あー，まるで，何かわかりませんが，金色にきらきらして
いるものが空から落ちてきて，きらきら［日本語で発話
する］は，みんな光り輝いて，とても美しい様子です。そ
れで，子どもたちは，そんな，けしき［日本語で発話す
る］，これほど美しい view ［タイ語において外来語に当
たる。景色のこと］景色をこれまで見たことがありません
でした，というような。

82 うん。

83 しばらくすると、そのたくさんのおめんが、こうていのあ
ちこちにおちてきました。

หลังจากสกัครูแ่ลว้ ออ๋ อมื ก็ หนา้กากสทีองร ึหนา้กากสี
ทองมากมายก็ตกตรงนู่นที ตรงนัน้ทอีะไรเงีย้ เต็มไปหมด
เลย

しばらくすると，あー，うーんと，金色のお面でしょうか，
たくさんの金色の仮面があちこちに落ちてきました，な
んですか。いっぱいになりました。

84 みんなは、「わあっ」と、その方へかけ出し、あらそって、
金色のおめんをひろいました。

みんなは わあっと［日本語で発話する］［笑う。］ みんなは，わあっと［下線部を日本語で発話する］。［笑
う。］

85 ［笑う。］

86 その方へかけ出し あらそって 
金色のおめんをひろいました［日本語で発話する］ ก็
ทกุคนก็สง่เสยีงวา่ และก็ 
その方へかけ出［日本語で発話する］ ไม ่ๆ ไม ่ๆ  sure
 ［タイ語において外来語に当たる］ แตก็่คงน่าจะ วิง่ ๆ 
ไป วิง่ ๆ มา ตรงนูน้ท ีตรงนัน้ท ีเก็บ เก็บหนา้กากรเึปลา่ 
ไม ่［Google 
Translateで「その方へかけ出し，」を検索する。英語で「
Call out to that 
person」と表示される。さらに，「かけ出し」のみをGoogle
 Translateで検索する。英語で「To call 
out」と表示される。］ อมื ออ๋ 
その方［日本語で発話する］เป็นเรยีกคน 
へ［日本語で「え"e"」と発話する］ สง่เสยีงเรยีกใคร
［舌打ちする。］ อนันี ้その方へ 
その方［日本語で発話する］ ทา่นผูนั้น้

その方へかけ出し，あらそって，金色のおめんをひろい
ました［下線部を日本語で発話する］，みんなは声を出
して，それから，その方へかけ出［日本語で発話する］，
いや，いいえ，ううん， sure ［タイ語において外来語に
当たる］ではありません。でも，たぶん走って行ったり，
走ってきたり，あっちに，こっちに，拾います，お面を拾っ
たのではないでしょうか。違います。［Google Translate
で「その方へかけ出し，」を検索する。英語で「Call out 
to that person」と表示される。さらに，「かけ出し」のみを
Google Translateで検索する英語で。「To call out」と表
示される。］なるほど，へー，その方［日本語で発話す
る］は，人を指していて，へ［日本語で「え"e"」と発話す
る］声を出して誰を呼んだのですか。［舌打ちする。］こ
れは，その方へ，その方［下線部を日本語で発話す
る］，その方。

87 えっと，［その方とは］誰ですか。

88 ทา่นผูนั้น้ เด็ก ๆ จะสง่เสยีงเรยีกใครได ้เด็ก ๆ ควรจะ
เรยีกอาจารยห์รอืเปลา่ แตว่า่อาจารยก็์ยังไมม่บีทในเรือ่ง 
ใครนา้ ［笑う。］

その方は，子どもたちは，声を出して誰を呼べたので
しょう。子どもたちは先生を呼ぶべきなんでしょうか。で
も，先生はまだ話の中にやくわりがありません。誰でしょ
う。［笑う。］

89 うーん。

90 その方［日本語で発話する］ละไวก้อ่น ［笑う。］ その方［日本語で発話する］，飛ばしておきましょう。［笑
う。］

91 はい。



92 その日、学校がおわると、おなじほうがくへかえる子ど
も七人が、一かたまりになって歩いていました。

ก็ในวนันัน้เมือ่โรงเรยีนจบแลว้ ก็ ออ๋ หลังจากโรงเรยีน
เลกิแลว้ ก็แบบ เด็กทีแ่บบกลับทางเดยีวกนัอะคะมี
ทัง้หมด 7 คน อะไรก็ไมรู่ ้แตว่า่เดนิกนัอยู ่
［「が、一かたまり」をコピーしてから「一かたまり」を助
詞の「が」の後ろへ持っていく。次に，「が一かたまり」を
Google Translateで検索する。英語で「Or one 
piece」と表示される。それから「一かたまり」のみを検索
する。英語で「One piece」と表示される。］One 
piece［英語で発話する］［「まり」のみをGoogle 
Translateで検索する。英語で「ball」と表示される。］
อะไรเนีย่ ［笑う。］

で，その日，学校が終わると，えっと，あー，学校が終
わってから，えっと，帰り道が同じの子がいました，全部
で7人。何かわかりません。でも，一緒に歩いていまし
た。［「が、一かたまり」をコピーしてから「一かたまり」を
助詞の「が」の後ろへ持っていく。次に，「が一かたまり」
をGoogle Translateで検索する。英語で「Or one piece」
と表示される。それから，「一かたまり」のみを検索す
る。英語で「One piece」と表示される。］One piece［英語
で発話する］。［「まり」のみをGoogle Translateで検索す
る。英語で「ball」と表示される。］何なんでしょう。［笑
う。］

93 ［笑う。］うん。

94 一かたまりになって［日本語で発話する］แตม่นัมคี า แต่
เขา้ใจวา่มนัมคี าวา่ なって［日本語で発話する］แตว่า่
แบบเหมอืนสภาพ เหมอืนแสดงสภาพทีม่นัเปลีย่นไป ก็
อาจจะแบบ อาจไม ่ sure 
［タイ語において外来語に当たる］วา่บรรยายวา่เด็ก 7 
คนแบบเดนิรวมกนั แบบ いち［日本語で発話する］เป็น 
group［英語で発話する］เดยีวกนัไปหรอืเปลา่ อะไร
ประมาณนีค้ะ่ เพราะเมือ่กีค้วามหมายมนัแปลไมรู่เ้รือ่งอะ่ 
อาจจะเป็นอยา่งนัน้มัง่

一かたまりになって［日本語で発話する］，でも，言葉が
ありますから，でも，なって［日本語で発話する］という言
葉があるのがわかりますから。でもなにか，まるで状
態，状況が変わっていくことを示しているような，まあ，
おそらくうーん，たぶん， sure ［タイ語において外来語
に当たる］ではないですが述べているのは，一緒に歩い
ている７人の子どもです。なんか，いち［日本語で発話
する］というのは，同じ group［英語で発話する］でいくと
いうことでしょうか。何かこのような感じです。先ほどの
検索結果の意味が訳してもわけがわかりませんでした
から。たぶんこんな感じなんじゃないですか。

95 うん。

96 みんな、金色のおめんをかぶっています。 ［笑う。］ ก็ ก็น่าจะใชเ่ป็นหนา้กาก ตอนนีเ้ขา้ใจวา่ 
おめん［日本語で発話する］น่าจะเป็นหนา้กากจรงิ ๆ 
แลว้คะ่ เพราะวา่เขามคี าวา่ 
かぶって［日本語で発話する］แหละ ก็แสดงวา่สวมใส่
［仮面を］

［笑う。］ん，うーんと，仮面でいい思います。今はわかり
ます，おめん［日本語で発話する］というのは，もう本当
に仮面のことでしょう。ここに，かぶって［日本語で発話
する］という言葉がありますから，［仮面を］かぶるという
ことですね。

97 うん。

98 あのとき、おめんは、百いじょうもこうていへおちたので
す。みんなが、おめんをもっていても、ふしぎはありませ
ん。

ในตอนนัน้เอง あのときのことです。

99 はい。

100 ออ๋ เอ ๋หนา้กากพดู หรอืเด็ก เด็กมหีนา้กากพดู คอื ใน
ตอนนัน้น่ันเอง ［笑う。］ อยู ่ๆ หนา้กากก็พดูขึน้มาวา่ มนั
มแีบบ ก็ตกมาเป็นรอ้ยเลยนา้อะไรเงีย้ ถา้ทกุคนจะแบบ 
เออ่ もって［日本語で発話する］ มนัใชค้ าวา่ ถอื แต่
น่าจะหมายความวา่ เออ อาจจะสวมใส［่仮面を］ก็ไดอ้ะไร
เงีย้อะคะ ก็  ふしぎはありません［日本語で発話する］ก็
ไมใ่ชเ่รือ่งแปลกประหลาดนา้

あー，えー，おめんが話し出しました。それとも，子ども
ですか。仮面を持った子どもが話したのでしょう，それは
，あのときのことです。［笑う。］突然，仮面が話し出した
のは，それはまあ，数百も落ちてきたのですよ，なんな
んですか。もし，みんなが，あー，もって［日本語で発話
する］，それならここに「ถอื ［持つ］」 
という言葉を使っているのは， でもおそらく，意味するの
は，あー，［仮面を］かぶったかもしれませんね。そして，
ふしぎはありません［日本語で発話する］というのは，不
思議な話ではありませんよ。

101 はい。



102 それは、セルロイドを金色にぬったおめんでした。 ぬった［日本語で発話する］ถอดเหรอ ［Google 
Translateで「ぬったおめんでした」を検索する。英語で「
I was left blank」と表示される。］ ［黙り込む。］ หอื 
［長いため息をつく。］ไมเ่ขา้ใจอะ่ ［笑う。］

ぬった［日本語で発話する］，脱いだのですか。［Google 
Translateで「ぬったおめんでした」を検索する。英語で「I 
was left blank」と表示される。］［黙り込む。］ふー。［長い
ため息をつく。］わかりません。［笑う。］

103 うん。

104 みんなは［日本語で発話する］คอื คอือะไร ถา้ ถา้ไม ่ๆ 
แบบหนา้กากตัดพอ้อยู่ แลว้หนา้กากเป็นคนพดูประโยค
อนันี ้มนัจะแปลวา่ มนัก็ ก็ยังคดิความหมายอืน่ไมอ่อกวา่
มนัน่าจะเป็นแบบบรบิทไหนใหม้นัแบบ เด็กเป็นคนพดูอะ
คะ หรอื ๆ หรอื

みんなは［日本語で発話する］，つまり，つまり何です
か。もし，もし違うなら，仮面が責めたてたのでないな
ら，それでもこの文は仮面が話している人物です。これ
を訳すと，これは，まあ，まだほかの意味，子どもが話
す人だというのは浮かびませんが，おそらくこ文脈のと
ころでは，えーうーん，それは，

105 うん。

106 それは［日本語で発話する］ยังไง ก็ ก็อา่นละใหต้อนเนีย่
 ให ้ๆ ความรูส้กีแบบหนูเขา้ใจวา่หนา้กากพดู  มนัก็
แปลก ๆ อะ่ เออ ［笑う。］

それは［日本語で発話する］，いずれにしても，んー，
えっと読んで，気持ちが，私がわかったように仮面が
言ったと考えても，それもおかしいと思います。うーん。
［笑う。］

107 うん。

108 金色にぴかぴか光ったかおが、にやりとわらっているの
です。くちびるのりょうはしが、きゅっと上へ上がった、
三日月（みかづき）がたの口です。

［Google 
Translateで「金色にぴかぴか光ったかおが，にやりとわ
らっているのです。くちびるのりょうはしが，きゅっと上へ
上がった，三日月みかづきがたの口です」を検索する。
英語で「The glowing shiny golden color is grinning. 
The mouth of the crescent moon is the mouth of the
 crescent moon which the lion has risen tightly 
upward.」と表示される。］เป็น เป็นอะไรเนีย่ ［笑う。］ 
きゅっと上へ［日本語で発話する］［黙り込む。］ 
ぴかぴか［日本語で発話する］ สรุปหนา้กากมนัพดูจรงิ
เหรอคะ

［Google Translateで「金色にぴかぴか光ったかおが，に
やりとわらっているのです。くちびるのりょうはしが，
きゅっと上へ上がった，三日月みかづきがたの口です」
を検索する。英語で「The glowing shiny golden color is 
grinning. The mouth of the crescent moon is the mouth 
of the crescent moon which the lion has risen tightly 
upward.」と表示される。］な，何のことでしょう。［笑う。］
きゅっと上へ［日本語で発話する］，［黙り込む。］ぴかぴ
か［日本語で発話する］，結局のところ，仮面が本当に
言ったのですか。

109 んー。［笑う。］

110 หรอืยังไงอะ่ คอื คอืมหีนา้กากสทีอง มหีนา้ตา 
か［日本語で発話する］เอะ๊ หนา้ตา  かお 
かお［日本語で発話する］ หนา้ตา 
にやりとわらって［日本語で発話する］หัวเราะดว้ย 
［笑う。］ にやり［日本語で発話する］แสยะยิม้อะไรอยา่ง
เนีย่

あるいはどんなことなのですか。つまり，つまり金色の
仮面は，顔があって，か［日本語で発話する］，えっ，
顔，かお，かお［下線部を日本語で発話する］，顔，にや
りとわらって［日本語で発話する］，笑いもします。［笑
う。］にやり［日本語で発話する］，不気味な笑いとか何
かそんな。

111 うん。

112 หรอืเปลา่ くちびるのりょうはしがきゅっと上へ上がった
 くちびる［日本語で発話する］รมิฝีปากหรอืเปลา่ไมช่ัวร ์
ขึน้ไปเรือ่ย ๆ ฮอื［息を長く吐く］三日月が 
三日月［日本語で発話する］［Google 
Translateで「三日月みかづき」を検索する。英語で「Mik
azuki crescent 
moon」と表示される。］みかづき［Google 
Translateで「三日月」を検索する。英語で「Crescent 
moon」と表示される。］ดวงจันทรม์าเกีย่วอะไรดว้ยเนีย่ มี
ความงง ［笑う。］

そうなんでしょうか。くちびるのりょうはしがきゅっと上へ
上がった，くちびる［下線部を日本語で発話する］，唇の
ことなんですか。自信がないです。次第に上がっていく，
ふー［息を長く吐く］。三日月が，三日月［下線部を日本
語で発話する］。［Google Translateで「三日月みかづき」
を検索する。英語で「Mikazuki crescent moon」と表示さ
れる。］みかづき，［Google Translateで「三日月」を検索
する。英語で「Crescent moon」と表示される。］月と何の
関係があるんでしょう。意味がさっぱりです。［笑う。］

113 ［笑う。］



114 「きみたち、そのおめんは、なんだか知ってるかね」 きみたち［日本語で発話する］ ［笑う。］ ก็ ［笑う］ เอา
สรุป สรุปวา่หนา้กาก หนา้กากเหรอมนั หนูยังไมเ่ห็นมกุที่
มนัสามารถยกมาพดูไดเ้ลย

きみたち［日本語で発話する］。［笑う。］えっと［笑う］，ま
とめ，まとめると，その仮面は，仮面ですか，私はまだ
でっち上げのようではっきり言えないのですが。

115 うん。

116 แบบพวกเธอ แบบน่าจะเรยีกเด็กทัง้ 7 คนทีก่ลา่วขึน้กอ่น
หนา้คะ่

んーあなたたち，前に話した７人の子どもを呼んでいる
かもしれません。

117 うん。

118 แบบรูเ้รือ่งเกีย่วกบัไอห้นา้กากอนันัน้หรอืเปลา่อะไรเงีย้ 
ทีแ่ตล่ะคนถอือยู่

えっとあの仮面のことを知っているかと，聞いているん
でしょうか，それぞれが手に持っている。

119 うん。

120 とつぜん、うしろで、声がしました。 ออ๋   okay ［タイ語において外来語に当たる］  ก็ 
［笑う。］ โดยกระทันหัน ก็แบบมเีสยีงมาจากขา้งหลัง

あー， okay ［タイ語において外来語に当たる］，うん。
［笑う。］ 突然，後ろから声がしました。

121 ふりむくと、せびろをきたおとなの人が、やっぱり、金色
のおめんをかぶって立っているのでした。

ออ๋ เป็น น่าจะเป็นผูใ้หญ ่やっぱり［日本語で発話する］
ออ๋ ม ีตอนนีเ้ขา้ใจวา่มผีูใ้หญส่ง่เสยีงเรยีกมาจากขา้งหลัง
 แลว้ผูใ้หญค่นนัน้ก็แบบสวมหนา้ทองเชน่กนั ยนือยู่

あー，大人が，やっぱり［日本語で発話する］，あー，今
はわかりました，大人が後ろから声をかけて読んでき
て，それから，その大人も同じように金色のお面をか
ぶっています。立っています。

122 「あっ、すぎ山（やま）先生だよ」 ［笑う。］ เจอแลว้ เป็นอาจารย์ ［笑う。］見つかりました。先生でした。

123 おー。

124 อาจารยช์ือ่ すぎ山先生［日本語で発話する］ すぎ山先生［日本語で発話する］という名前の先生でし
た。

125 はい。

126 だれかがいいました。 ใครสกัคน เด็กในนัน้อะ่เธอสกัคนขึน้มา だれか，その子たちのだれかが，言いました。

127 うけもちの先生ではないので、よくわかりませんが、な
んとなく、すぎ山先生ににています。

うけもち［日本語で発話する］［Google 
Translateで「うけもち」を検索する。英語で「Inadvertent
」と表示される。］ฮอื うけもち［日本語で発話する］ไม ่ๆ
 ไม ่ๆ ไมเ่ขา้ใจ うけもち先生［日本語で発話する］ก็
ไม ่ๆ ไม ่ไมใ่ช ่うけもち先生［日本語で発話する］ไมรู่ ้
ชือ่คนไหม แตว่า่ก็ไมค่อ่ย เออ่ ก็ไมค่อ่ย ก็ไมค่อ่ยทราบ
เหมอืนกนั

うけもち［日本語で発話する］。［Google Translateで「う
けもち」を検索する。英語で「Inadvertent」と表示され
る。］うーん，うけもち［日本語で発話する］，や，ううん，
んー，いや，わかりません。うけもち先生［日本語で発話
する］。うん，ちがう，ちがう，ちがう。うけもち先生［日本
語で発話する］じゃありません。人名かどうかわかりませ
ん。でも，あまり，えー，うんあまり，あまりよくわかりま
せん。

128 はい。

129 「このおめんは、なんだか知っているかね」すぎ山先生
らしい人は、またたずねました。

อยา่งไรก็ตาม すぎ山先生［日本語で発話する］ก็รูส้กึ
ไดว้า่คอ่นขา้งจะเหมอืน 
すぎ山先生［日本語で発話する］อะไรเงีย้อะคะ 
すぎ山先生らしい［日本語で発話する］

いずれにしても，すぎ山先生［日本語で発話する］，う
ん，かなり似ているように感じます，すぎ山先生［日本語
で発話する］と。なんなんですか。すぎ山先生らしい［日
本語で発話する］

130 すぎ山先生ではないということですか。

131 เด็กอาจจะ คดิวา่ไมใ่ชห่รอืเปลา่ 子どもたちはもしかしたら，違うんじゃないかと思ってい
たかもしれません。



132 なるほど。

133 แตเ่หมอืนจังเลยนะ อาจ เหมอืน เหมอืน   cartoon 
［タイ語において外来語に当たる］ เด็กหรอืเปลา่คะ

でも，すごく先生っぽいなあ，まるでおなじ，子どもの  
cartoon ［タイ語において外来語に当たる］に出てくる感
じじゃないでしょうか。

134 ん？

135 แบบตัว  cartoon ［タイ語において外来語に当たる］ตัว
เดยีวใสห่นา้กากไป ก็แบบ อุย้ ดไูมอ่อกเหรอวา่แบบ 
［笑う。］

ある  cartoon ［タイ語において外来語に当たる］の人物
は仮面をつけたら，うんと，えー！見分けられないんで
すか，というような。［笑う。］

136 ［笑う。］

137 ดไูมอ่อกเหรอวา่เป็นคนนัน้ไรงีป่้าวไม ่ไมรู่ ้มกุทีเ่วลาชอบ
เลน่ วา่แบบสมมตุเิอาหนวดมาตดิ ก็แบบ อุย้ ดไูมอ่อก
เลยใคร

あの人が何なのか見分けられないない，知らない，あと
あれもですね，仮のひげをつけたら，こう，えー！見分
けられない，誰ですか。

138 ［笑う。］

139 ไม ่ๆ ไมรู่ป้ระมาณอยา่งนัน้หรอืเปลา่ んー，えー，そういう感じなのかどうかわかりません。

140 あー。

141 「このおめんは、なんだか知っているかね」すぎ山先生
らしい人は、またたずねました

ก็ พดูประโยค พดูประโยคเดมิเลยวา่แบบรูจั้ก รู ้รูเ้รือ่ง
หนา้กากนีห้รอืเปลา่

それで，文を言います，元の文を言います，知っている
ような，知る，仮面のことがわかるかということでしょう
か。

142 「知りません。どうして、こんなものをまいたのでしょう」 ก็ ก็ไมท่ราบ まいたの 
まいた［日本語で発話する］［Google 
Translateで「まいた」を検索する。英語で「I 
ordered」と表示される。］まいた［日本語で発話する］ 
ไมน่่าจะเป็น I ordered［英語で発話する］ ท าไมถงึ 
ท าไมถงึสัง่ส ิง่นีม้าเหรอ ไม ่ๆ ไมน่่าจะใช่

ん，いや知りません。まいたの，まいた［下線部を日本
語で発話する］。［Google Translateで「まいた」を検索す
る。英語で「I ordered」と表示される。］まいた［日本語で
発話する］，I ordered［英語で発話する］ではなさそうで
す。どうして，どうしてこんなものを注文したのですか，い
や，いや，そうではないでしょう。

143 ［笑う。］

144 五年生の石村（いしむら）たかしくんがいいました。 ออ๋ ก็เด็กชัน้ปีที ่5 ชือ่ 石村くん［日本語で発話する］ก็
แบบพดูขึน้มา

あー，5年生の子で石村くん［日本語で発話する］という
名前の子が，えっと，言いました。

145 「おうごんかめんだよ」 อมื น่าจะพดูเรือ่งหนา้กาก เพราะเมือ่กีเ้ขามคีนแบบถาม
วา่แบบรูเ้รือ่งหนา้กากนีร้เึปลา่［Google 
Translateで「おうごんかめんだよ」を検索する。英語で「
I'm tired of sleeping」と表示される。］ ฮ ึ［笑う。］ 
おう　おうご　おうごんかめん　おうごんかめんだよ［日
本語で発話する］［Google 
Translateで「おうごんかめん」を検索する。英語で「Con
gratulations」と表示される。］หอื 
［「おうごん」のみをGoogle 
Translateで検索する。英語で「Senior 
citizen」と表示される。］ หอื ไมน่่าจะใช ่ดังนัน้น่าจะ
บรรยายหนา้กากอยูแ่น่นอน

うーんと，仮面のことについて言っているのでしょう。先
ほど，仮面のこと知っているかと聞かれたばかりですか
ら。［Google Translateで「おうごんかめんだよ」を検索す
る。英語で「I'm tired of sleeping」と表示される。］へ。
［笑う。］おう，おうご，おうごんかめん，おうごんかめん
だよ［下線部を日本語で発話する］。［Google Translate
で「おうごんかめん」を検索する。英語で
「Congratulations」と表示される。］んー。［「おうごん」の
みをGoogle Translateで検索する。英語で「Senior 
citizen」と表示される。］んー，それらしくありません。し
たがって，きっと仮面のことを述べているはずです。

146 ［笑う。］

147 「えっ、おうごんかめんって……」 อา่ มคีนสงสยัเหมอืนกนั［私と］คอือะไรเนีย่ ［笑う。］ あー，［私と］同じで疑問に思っている人もいました，な
んなのでしょう。ね［笑う。］



148 「きみたちは知らないかね。金色のかおをしたおうごん
かめんという大どろぼうだよ」

［黙り込む。］ ก็ พวกเธอไมรู่ห้รอกเหรอวา่ หนา้กากสี
ทอง ยังไงม ีม ีๆ ชือ่เสยีงเรือ่งเป็นจอมโจรเยอะยังเงีย้อะ
คะ น่า น่าจะประมาณนัน้หรอืเปลา่ 
どろぼう［日本語で発話する］ มชีือ่เสยีงดา้นเป็นจอม
โจรเหรอ

［黙り込む。］えー，君たちは知らないかな，金色のおめ
んのこと，なんです，しら，しら，どろぼうの話としてたくさ
ん知られているよ，そういう感じですかね，おそらく，お
そらくだいたいそうでしょうか。どろぼう［日本語で発話す
る］，どろぼうの側面で知られているのでしょうか。

149 うん。

150 「あっ、あのおうごんかめん。でも、なぜ、こんなおめん
をばらまくのでしょう」

ออ๋ ก็เหมอืนน่าจะมแีบบ เด็กนกึถงึ นกึขึน้ไดเ้รือ่งที่
อาจารยพ์ดูวา่แบบ ออ๋หนา้กาก ไอ ้ไออ้นัเนีย่นีเ่อง แตว่า่
ท าไมแบบ หนา้ หนา้กากอยา่งนีม้นัถงึแบบ ばら 
ばらまくのでしょう［日本語で発話する］ น่า ๆ น่าจะ
อารมณ์แบบกระจายไปอะไรอยา่งงีห้รอืเปลา่ กระจายไป
ท่ัวอะไร

あー，うん，およそ，おそらく，こう，子どもは思い出しま
した，先生が話したことを思い出せました，えっと，
あー，仮面，あれだ，でも，どうして，えー，か，そんな仮
面を，ばら，ばらまくのでしょう［下線部を日本語で発話
する］，たぶんたぶん，たぶん気持ち的に，散らばってい
て，というかんじでしょうか。何か一面に散らばっていま
す。

151 うん。

152 「それは、おうごんかめんが、このへんにあらわれるぞ
という前ぶれだよ。あいつは、そんなことをするのが大
すきだからね」

คอ่นขา้งจะไมรู่เ้รือ่งนะ ［笑う。］ どちらかというと，意味がわかりません。［笑う。］

153 ［笑う。］

154 あいつ［日本語で発話する］นีใ่ครอกีอะ 
あいつ［日本語で発話する］น่าจะ 
refer［英語で発話する］ถงึใครสกัคน ใครวะ ［笑う］

あいつ［日本語で発話する］ってまた誰のことですか。あ
いつ［日本語で発話する］，誰かのことを refer［英語で
発話する］しているのでしょう。誰ですか［笑う］。

155 んー。

156 おうごんかめん［日本語で発話する］［舌打ちする］ 
เพราะวา่ไมรู่ศ้ัพทค์ านีน้ีแ่หละ ยากเลย วา่ไมรู่ว้า่
［この話が］ก าลังสือ่ไปในทศิไหนอยา่งเงีย้อะคะ ก็เลย 
ก็ท าใหแ้บบไอฉ้ากหลัง ๆ ตอ่มาเนีย่เดาคอ่นขา้ง 
คอ่นขา้งจะเดาทศิทางเรือ่งยากนดิหนึง่

おうごんかめん［日本語で発話する］［舌打ちする］，こ
の言葉の意味がわからないから，難しいんです。だって
［この話が］どの方向へ行くのかとかが，わからないんで
す。ですから，後ろの場面を読んで，続けても，イメージ
してもかなり，想像してもかなり話の方向がちょっと難し
いです。

157 はい。

158 このへんにあらわれるぞという［日本語で発話する］［舌
打ちする］ ก็ ใน แถว ๆ เนีย่ทีแ่บบมโีผลข่ ึน้มากอ่นหนา้นี้
 ふれたよ［日本語で発話する］แบบ ออ๋ ตกมา 
あいつは［日本語で発話する］ หมอน่ัน ［笑う。］ 
そんなことをする［日本語で発話する］ ท าเรือ่งแบบนี้
กนั 大すきだからね［日本語で発話する］

このへんにあらわれるぞという［下線部を日本語で発話
する］，［舌打ちする］えー，その辺りに，以前現れた，ふ
れたよ［日本語で発話する］，えっと，あー，落ちてくる，
あいつは［日本語で発話する］，あいつは，［笑う］そんな
ことをする［日本語で発話する］，そんなことをする，大
すきだからね［日本語で発話する］。

159 ［笑う。］

160 すぎ山先生らしい人は、そういって、おかしそうにわらい
ました。

すぎ山先生らしい人は［日本語で発話する］［笑う］ คน
 คนทีด่เูหมอืนจะเป็น すぎ山先生 
そういっておかしそうにわらいました［日本語で発話す
る］ออ๋ ก็หัวเราะอยา่งแปลกประหลาดเลย

すぎ山先生らしい人は［日本語で発話する］，［笑う］そ
の，その，見るところではすぎ山先生，そういっておかし
そうにわらいました［下線部を日本語で発話する］，なる
ほど，そしたら，おかしそうに笑ったのですね。

161 「この中に、石村たかしくんはいるかね」 ออ๋ ก็ถามวา่แบบ ใน ใน ในเด็ก ๆ เหลา่นีเ้นีย่มคีนทีช่ ือ่ 
石村くん［日本語で発話する］ไหม

あー，そして聞きました，そのその，その子どもの中に，
石村くん［日本語で発話する］という名前の人はいます
か。

162 「はい、います。ぼくです」 แลว้ก็ はい いますぼくです［日本語で発話する］อา่ ผม
เอง

すると，はい，いますぼくです［下線部を日本語で発話
する］，あー，僕です。

163 「それから、きみのいもうとのミチ子（こ）ちゃんは」 ออ๋ ก็ในนีม้นีอ้งสาวทีช่ ือ่ 
ミチ子ちゃん［日本語で発話する］ไหม

おーお，それから，ミチ子ちゃん［日本語で発話する］と
いう名前の妹はいますか。



164 「ええ、いるわ。あたし、ミチ子よ」 ก็ม ีหนูเอง อะไรเงีย้ いました。わたしです，みたいな。

165 ［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。］

166 ミチ子ちゃんは、二年生のかわいい子でした。 จ๊ะ ก็เป็น เป็นนอ้ง データ収集者とเนีย่ก็เป็นแบบเด็กปี
สอง คอ่นขา้งน่ารัก ［笑う。］

はい，そのミチ子ちゃんはですね，二年生の子でけっこ
う可愛い子です。［笑う。］

167 はい。

168 เป็นแบบเด็กทีน่่ารักอะไรอยา่งเงีย้ なんというか可愛い子，というような。

169 ええ。

170 「そのふたりに、ちょっとようじがあるんだよ。さあ、こっ
ちへおいで」

ออ๋ ก็ มธีรุะกบัเด็ก ก็มธีรุะกบัสองคนนีน่้ะ แบบอะไรอะ่ 
มาทางนีห้น่อยซีอ่ะไรเงีย้

あー，えー，子どもと用があって，この，2人の子と用が
あります，なんとかかんとか，だからこっちおいで，みた
いな。

171 うん。

172 すぎ山先生らしい人は、ふたりの手をとって、よこ町
（ちょう）にまがりました。

すぎ山先生らしい人［日本語で発話する］［笑う。］ 
すぎ山先生［日本語で発話する］ ก็แบบคนทีเ่หมอืน
すぎ山先生［日本語で発話する］ก็แบบ จับมอืของนอ้ง
สองคนไว ้よこ町にまがりました［日本語で発話する］ 
เหมอืน 漢字［日本語で発話する］อนันี［้「町」のこと］ที่
แบบแปลวา่ ชาว แตว่า่ 
よこ町にまがりました［日本語で発話する］ฮอื 
よこ町［日本語で発話する］ ไหน หรอืวา่แบบพา พาไป
 ณ จดุ ๆ นัน้ まがりました［日本語で発話する］เหมอืน
เห็นศัพทค์ านี［้「まがりました」のこと］ตอนทีเ่วลาบอก
ทางแลว้แบบใช ้まがってください［日本語で発話する］
อะไรเงีย้ よこ町［日本語で発話する］แต ่
よこ町［日本語で発話する］คอือะไร ［笑う］

すぎ山先生らしい人［日本語で発話する］。［笑う。］すぎ
山先生［日本語で発話する］，そのすぎ山先生［日本語
で発話する］らしい人は，2人の子の手をとって，よこ町
にまがりました［日本語で発話する］，この漢字［日本語
で発話する］［「町」のこと］は，「ชาว
［～人］」と訳すのに似ています。でも，よこ町にまがりま
した［日本語で発話する］，うーんと，よこ町［日本語で発
話する］，どこ，あるいはえっと，連れて，その場所へ連
れて行く，まがりました［日本語で発話する］，この言葉
［「まがりました」のこと］は道を教える場面で使うような
気がします。まがってください［日本語で発話する］，み
たいな。よこ町［日本語で発話する］，でも，よこ町［日本
語で発話する］って何ですか［笑う］。

173 ［笑う。］

174 อาจ อาจเป็นชอืซอยแลว้แบบเลีย้วเขา้เหรอ ［Google 
Translateで「よこ町ちょうにみがりました」を検索する。
英語で「It went to Yokocho cho」と表示される。］ It 
went［英語で発話する］ ก็น่าจะพาไปอะไร ทีแ่ถว ๆ นี้
มัง่คะ

もしかしたら，もしかしたら細い道の名前で，曲がって
入っていくのでしょうか。［Google Translate「よこ町ちょう
にみがりました」を検索する。英語で「It went to 
Yokocho cho」と表示される。］It went［英語で発話す
る］，おそらく何かを連れて行くのですね，その辺りへ。

175 はい。



176 そこは、むかしからあるおみやで、ふかい森にかこまれ
た、ひるでも、うすぐらいところです。たかしくんとミチ子
ちゃんは、なんだか、きみがわるくなってきました。

［Google 
Translateで「そこは，むかしからあるおみやでふかい森
にかこまれた，ひるでも，うすぐらいところです。たかしく
んとミチ子ちゃんは，なんだか，きみがわるくなってきま
した。」を検索する。「There was a souvenir from a long
 time ago, it was surrounded by a deep forest, even a 
lure is a toilet. Takashi-kun and Michiko-chan are 
getting used to it somehow.」と表示される。］หมื 
おみやげ［日本語で発話する］［黙り込む。］ ออื 
［長く息を吐く。］ ก็ บรรยายวา่อนัเนีย่น่าจะเป็นของฝาก
จากไอท้ีเ่มือ่กีท้ีเ่ขาบอกวา่แบบป่า ป่าลกึทีแ่บบ อา่ อนันี้
ก็เห็น 漢字［日本語で発話する］ ป่าเยอะ และก็ ถงึแมจ้ะ
 ถงึแมจ้ะเป็นกลางวนัอะไรเงีย้ ก็ยัง ยังจะ จะมดือยู ่ก็
น่าจะเป็นป่าแบบทบึเลย แสงเขา้ไมถ่งึไรงี ้แลว้ก็ 
たかし［日本語で発話する］ ก็ 
たかしくん［日本語で発話する］ กบั ミチ子ちゃん 
ミチ子ちゃん［日本語で発話する］ เนีย่แบบ
［舌打ちする］ ยังไงก็จะ きみがわるくなってきました 
きみがわるくて［日本語で発話する］ ไม ่ไมเ่ขา้ใจวา่
ท าไมถงึ ถา้ ถา้แปลความหมายตรงตัวทีห่นูเขา้ใจนะคะ 

［Google Translateで「そこは，むかしからあるおみやで
ふかい森にかこまれた，ひるでも，うすぐらいところで
す。たかしくんとミチ子ちゃんは，なんだか，きみがわる
くなってきました。」を検索する。「There was a souvenir 
from a long time ago, it was surrounded by a deep 
forest, even a lure is a toilet. Takashi-kun and Michiko-
chan are getting used to it somehow.」と表示される。］
ふーん，おみやげ［日本語で発話する］。［黙り込む。］
うーん。 ［長く息を吐く。］まあ，これはおそらくお土産，
そのー，森，深い森のお土産だと述べています。あー，
これも漢字［日本語で発話する］を見てわかりました。森
がたくさん。そして，たとえ，たとえ昼でも，ですね，ま
だ，まだ暗いです。うんおそらく光が通らない森ですね。
光が届かないとかです。それから，たかし［日本語で発
話する］，つまり，たかしくん［日本語で発話する］とミチ
子ちゃん，ミチ子ちゃん［下線部を日本語で発話する］
は，［舌打ちする］どうしても，きみがわるくなってきまし
た，きみがわるくて［下線部を日本語で発話する］，うう
ん，よくわからないです。もし，もしそのまま意味を訳す
と，わたしのわかったようにですね，えっと，［笑う］うー

177 うーん。

178 เพราะมนัแบบมอีะไรคะ わるい［日本語で発話する］ที่
แปลวา่ แย ่ใชไ่หมคะ

だってここに，何ですか，わるい［日本語で発話する］，
悪いと訳せる言葉がありますから，そうですよね。

179 うん。

180 くなって［日本語で発話する］ ก็แบบ กรยิาทีแ่บบแปล
สภาพไปกลายเป็นอยา่งนัน้อะ่ คอือะไรหวา่［Google 
Translateで「きみがわるくなってきました」をを検索する
。「You are getting worse.」と表示される。］getting 
worse［英語で発話する］ จรงิ ๆ ดว้ย อะไร ［笑う］

くなって［日本語で発話する］，えっと，状態の変化を表
す動詞に近いものですね。何だろう，［Google Translate
で「きみがわるくなってきました」を検索する。「You are 
getting worse.」と表示される。］getting worse［英語で発
話する］，本当だ，何ですか［笑う］。

181 ［笑う。］

182 ออื
［深いため息をつく。］おみやで［日本語で発話する］
หรอื おみやで［日本語で発話する］จะไมใ่ชข่องฝาก
［舌打ちする。］ หรอืวา่จะก าลังจะพาแบบเด็กสองคนนัน้
เขา้ป่าไป ก็เลย getting worse［英語で発話する］ หรอื
เปลา่［Google 
Translateで「おみやで」を検索する。英語で「With 
souvenirs」と表示される。］ 
おみやで［日本語で発話する］ ก็มนั ก็ยังแปลวา่ 
souvenirs［英語で発話する］［笑う。］

うーん［深いため息をつく。］，おみやで［日本語で発話
する］ですか，おみやで［日本語で発話する］ってお土産
のことではないでしょう。［舌打ちする。］あるいは，森へ
二人の子どもを連れて行っているところなのでしょうか，
それで，getting worse［英語で発話する］なのでしょう
か。［Google Translateで「おみやで」を検索する。英語
で「With souvenirs」と表示される。］ おみやで［日本語で
発話する］は，これまだこう訳すの，souvenirs［英語で発
話する］。［笑う。］

183 うん。

184 อาจ อาจจะเป็นเอา［お土産を］เขา้ป่าหรอืเปลา่อะ่ เขา 
เขาก าลังพา［子どもたちを］ไปที ่
よこ町［日本語で発話する］เหรอ ออ๋ หรอืเลา่ เลา่วา่
แบบเมือ่กอ่นมนัเคยเป็นป่าแถวนี้ เอะ๊ ท าไมละนี่

もしかしたら，もしかしたら森へ［お土産を］持って入って
行ったんですか。彼は，彼はそのよこ町［日本語で発話
する］へ［子どもたちを］連れて行ったのでしょうか。
あー，あるいは語っている，ただ昔のこの辺りの森のこ
とをかたっているのでしょうか。えっ，どうしてですか。

185 うん。



186 大きな木の立ちならんだうすぐらいところへ来ると、とつ
ぜん、すぎ山先生のすがたが見えなくなってしまいまし
た。

ออ๋ ก็เมือ่ไปถงึแบบตน้ไม ้ตน้ไมใ้หญท่ีแ่บบ แบบตัง้เรยีง
รายอยูบ่รเิวณนัน้ ก็แบบ ทันใดนัน้ 
とつぜん［日本語で発話する］ นัน้ก็แบบ 
すぎ山先生［日本語で発話する］ก็ ［笑う］ ก็มองไม่
เห็นคนทีด่เูหมอืน すぎ山先生［日本語で発話する］ 
ขึน้มาอะไรเงีย้

あー，木に行き着いたら，大きな木が辺りに立ち並んだ
ところに着いたら，こう，突然，とつぜん［日本語で発話
する］，すぎ山先生［日本語で発話する］は，［笑う］すぎ
山先生［日本語で発話する］らしい人の姿が見えなく
なってしまいました。どうなったんですか。

187 ふたりの手をはなして、大きな木のむこうがわへ行った
かと思うと、そのまま、きえてしまったのです。

หอื ฮ ึふたりの手をはなして［日本語で発話する］ คอื
อะไร ท าไมมอื ［笑う。］ ท าไมมอืถงึพดูกนัไมน่่าจะใช่
［Google 
Translateで「ふたりの手をはなして」を検索する。 
「Release two hands」 
と表示される。次に，「はなして」のみを検索する。「let
 me go」と表示される。］ ออ๋ 
はなして［日本語で発話する］ ทีแ่ปลวา่ ปลอ่ย ออ๋

んー，ん，ふたりの手をはなして［日本語で発話する］，
なんですか。どうして「手」ですか。［笑う。］どうして手が
話しているのだろう。そうだとは思えません。［Google 
Translateで「ふたりの手をはなして」を検索する。
「Release two hands」と表示される。次に，「はなして」の
みを検索する。「let me go」と表示される。］あー，はなし
て［日本語で発話する］，訳すと，離す，なるほど。

188 ああ。［笑う。］

189 ออ๋ はなしてください［日本語で発話する］［黙り込む。］
 ก็ ［黙り込む。］ โอ ้หลังจากปลอ่ยมอืก็พยามจะแบบ
อะไรอะ่ ไป ไปอกีฝ่ังหนึง่ของตน้ไมต้น้นัน้ แลว้ そのまま
 きえてしまったのです［日本語で発話する］ ［笑う。］ 
แลว้ก็หายไปทัง้อยา่งนัน้เลย ใครหาย ถา้ ถา้ไมอ่าจารยก็์
เด็กสองคนนี ้［笑う。］ ออ๋ อาจารย ์น่าจะยังพดูถงึอาจารย์
 คอือาจารยพ์อปลอ่ยมอื

あー，はなしてください［日本語で発話する］。［黙り込
む。］うーん。［黙り込む。］おー，手をはなしたらどうなる
のですか，その木の向こう側へ行こうとして，そのまま，
きえてしまったのです［下線部を日本語で発話する］。
［笑う。］そして，そのまま消えてしまったんです。誰が消
えたのだろう。もし，もし，先生じゃなかったら，2人の子
どものことですよ。［笑う。］あー，先生です。先生のこと
を話しているようです。先生が手をはなしたら，

190 うん。

191 แบบปลอ่ยมอืจากเด็กทัง้สองแลว้ก็แบบไปซกีหนึง่ของ
ตน้ไมแ้ลว้อยู ่ๆ ก็หายไปเลยอยา่งงีใ้ชไ่หมคะ

2人の子どもから手をはなして，木の向こう側へ入って
いったら，そしたら，姿が消えてしまったということで合っ
てますか。

192 ［笑う。］

193 น่ากลัวเนอะ 怖いですね。 ［笑う。］

194 きょうだいは、あちこちと、さがしまわりましたが、どこに
も、先生のすがたはありません。

きょうだいは［日本語で発話する］ ก็พีน่อ้งทัง้คูน่ี้ 
あちこちとさがしまわりましたが 
どこにも　先生のすがたはありません［日本語で発話す
る］ ทัง้สองคนก็ชว่ยกนัหาแตว่า่ก็ไมม่อีาจารยอ์ยูท่ีไ่หน
เลย

きょうだいは［日本語で発話する］，兄妹［たかしくんとミ
チ子ちゃんのこと］は2人とも，あちこちとさがしまわりま
したが，どこにも，先生のすがたはありません［下線部を
日本語で発話する］。2人は協力して先生を探していた
のですが，先生はどこにもいませんでした。

195 しかたがないから、かえろうとすると、「えへへへへ…
…」という、きみのわるいわらい声がして、大きな木の
みきのうしろから、からだじゅう金色にかがやくかいぶ
つが、すがたをあらわしました。

ก็ ชว่ยไมไ่ดก้ าลัง ก าลังจะคดิวา่แบบจะกลับละนะก็ ก็
แบบ เอ ๋という［日本語で発話する］

それで，しかたなくて，今にも，今にも帰ろうと思って，
えー，という［日本語で発話する］

196 うん。



197 ［黙り込む。］ มใีครโผลอ่อกมาจากดา้นหลังตน้ไมเ้นีย่ 
แลว้ก็ 
金色にかがやくかいぶつが［日本語で発話する］ ไม ่
ไม ่ไมรู่ว้า่อะไร อะไรทีเ่ป็นสทีอง ในสกัสว่นหนึง่ของเขา 
ไมรู่ว้า่อนันีค้อือะไร คอืแบบใครสง่เสยีงเรยีกออกมา 
［Google 
Translateで「からだじゅう金色にかがやくかいぶつが」
を検索する。英語で「A gloomy golden appearance 
from the 
body」と表示される。］からだじゅう［日本語で発話する］
 ออ๋ からだじゅう［日本語で発話する］ ทัง้ ทัง้ ทัง้เนือ้
ทัง้ตัวแน่เลยอะ่ ใชไ่หมคะ

［黙り込む。］木の後ろから誰かが出てきたんです。そし
て，金色にかがやくかいぶつが［下線部を日本語で発話
する］，いや，いや，何かわかりません，何が金色なの
か。彼の何か一部です。これがどういうことなのかわか
りません。誰が声を出して読んだのですか。［Google 
Translateで「からだじゅう金色にかがやくかいぶつが」を
検索する。英語で「A gloomy golden appearance from 
the body」と表示される。］からだじゅう［日本語で発話す
る］，なるほど，からだじゅう［日本語で発話する］，ぜ
ん，ぜん，きっと全身のことですね。そうですよね。

198 うん。

199 เหมอืนแบบ เขา้ใจวา่อะไรทีแ่บบ 
一日中［日本語で発話する］ทัง้วนั 
からだじゅう［日本語で発話する］ก็ทัง้ตัวดว้ยหรอืเปลา่
 ทัง้ตัวเป็นสทีองหรอืเปลา่คะ ［笑う。］

おおよそ，わかったのはこんなところです。一日中［日本
語で発話する］は一日中で，からだじゅう［日本語で発話
する］は，全身のことじゃないですか。全身金色になった
のでしょうか。［笑う。］

 

200 ［笑う。］

201 かがやくかいぶつが［日本語で発話する］ก็ ［笑う］ สี
ทองเปลง่ระยบิระยับ かいぶつが［日本語で発話する］
แบบตัวอะไรสกัตัวเหรอ

かがやくかいぶつが［日本語で発話する］，っていうの
は，［笑う］金色に輝いて，かいぶつが［日本語で発話す
る］えっと，物，何物かでしょうか。

202 うーん。

203 ［Google 
Translateで「かいぶつが」を検索する。「Animal」と表示
される。］animal［英語で発話する］ ออ๋ อะ ตัวอะไรก็ไมรู่ ้
 ［笑う。］

［Google Translateで「かいぶつが」を検索する。
「Animal」と表示される。］animal［英語で発話する］，なる
ほどね，はい，何物かわかりません。［笑う。］

204 あっ、おうごんかめんです。 ［黙り込む。］ อศีัพทค์ านีท้ีย่ังไมรู่ว้า่แปลวา่อะไรเดีย๋ว 
おうご おうごんかめんです［日本語で発話する］ก็ 
おうごんかめん［日本語で発話する］ทีเ่ขาพดูถงึกอ่น
หนา้นีก็้น่าจะ น่าจะหมายถงึตัวนีม้าตลอดเลยมัง่ ตัวอะไร
ก็ไมรู่ท้ีส่ทีองทัง้ตัว

［黙り込む。］ん，この言葉をどうやくすのか今はわかり
ません。おうご，おうごんかめんです［下線部を日本語
で発話する］，んー，おうごんかめん［日本語で発話す
る］，彼がここまでに話したことからすると，おそらく，こ
れはずっといます，何かわからない物，全身金色の。

205 んー。

206 แลว้เขาก็ ทีเ่ขาคยุมากอ่นหนา้นี้ ทีบ่อกวา่อะไรแบบไอ ้
หนา้กากทีต่กมานีก็้แบบใหฟี้ลเหมอืนอนันัน้
［仮面のこと］เลยหนอะอะไรอยา่งงี้

それから彼は，彼はここまでに話した，何か言ってい
た，［空から］落ちてきた仮面ですけど，これもそれ［仮
面のこと］みたいですねという感じでしょうか。

207 すぎ山先生が、いつの間（ま）にか、おうごんかめんの
すがたにかわって、ふたりの前にあらわれたのです。

ออ๋ ตัง้แตเ่มือ่ไหร่ก็ไมรู่ ้
すぎ山先生［日本語で発話する］ เนีย่ก็แบบกลายร่าง 
กลายเป็นไอต้ัวนี ้แลว้ก็แบบยนื เผยตัวอยูห่นา้สองคนซะ
แลว้ เอะ๊ ［笑う。］

あー，いつからかわかりませんが，すぎ山先生［日本語
で発話する］が姿を変えて，その生き物に変わって，
立っています。二人の目の前に姿を現しました。ええ。
［笑う。］

208 ［笑う。］

209 ออ๋ chapter　chapter［英語で発話する］2 อกีสัน้ ๆ 3 ก็
สัน้ มอีนั 1 แบบบรรยายอะไรก็ ก็ไมรู่ ้ทีไ่มรู่เ้รือ่งเลย 
［笑う。］ Oh my God［英語で発話する］［笑う。］ นีม่นั
เรือ่งอะไร

あー，chapter　chapter［英語で発話する］2は残り短い
ですね。3も。1は何かを述べて，わからなくて，結局何
話しているかわかりませんでした。［笑う。］ Oh my God
［英語で発話する］。［笑う。］それは何の話ですか。

210 ［笑う。］



211 Oh my God［英語で発話する］ ［笑う。］ อนันีเ้ป็น อนันีก็้
เป็น  cartoon ［タイ語において外来語に当たる］เด็ก
เหมอืนเมือ่วาน［実際は一昨日］เหรอคะ ท าไมมนัถงึมี
อะไรแบบ ［笑う。］

Oh my God［英語で発話する］。［笑う。］これも，昨日［実
際は一昨日］のものと同じような子どもの  cartoon ［タイ
語において外来語に当たる］ですか。どうしてこんなよう
な。［笑う。］

2日前に，小野浩「金のくびかざり」を読んで
いる。

212 ［笑う。］

213 เหมอืนจะน่ากลัวเลยตอนแรก 最初は怖い話かなと思ったのですが， うん。

214 うん。

215 อยู ่ๆ ก็［子どもが］หายไปเลย จะแบบเป็นป่าลักพาตัว
เด็กแบบ  Hansel［英語で発話する］กบั 
Gretel［英語で発話する］อะไรงีห้รอืเปลา่ อยู ่ๆ ก็มตีัว
อะไรก็ไมรู่โ้ผลข่ ึน้มา

突然，［子どもが］消えてしまいました。  Hansel［英語で
発話する］と Gretel［英語で発話する］の話みたいな，子
どもが誘拐されたお話かと思いました。突然，わけのわ
からない変な生き物が現れますし。

216 ［笑う。］

217 小休憩をはさみ，再開。

218 เคร ［笑う。］ ด าน ้าตอ่ ตอ่ ตอ่ อนันีก้ดตอ่ไดเ้ลยใชไ่หม
คะ หรอืวา่ตอ้งบันทกึอะไร

わかりました，［笑う。］先へ進みましょう。続き，続き。続
きのボタン［録画再開のボタンのこと］をクリックしてもい
いんですよね［録画再開のボタンのこと］。または，何か
を記録しなければなりませんか。

219 続きを読んでください。

220 เคร わかりました。

221 石村たかしくんと、いもうとで二年生のミチ子ちゃんは、
すぎ山先生だと思っていた人に、古いおみやの森の中
につれこまれました。

石村たかしくん［日本語で発話する］แลว้ก็นอ้งสาวที่
อยูปี่สอง すぎ山先生だと思っていた人に 
古いおみやの森の中につれこまれました［日本語で発
話する］ออ๋ ก็ อนันีเ้หมอืนยอ้นความวา่ก็ นอ้ง 
たかしくん［日本語で発話する］กบันอ้งสาวเนีย่ทีแ่บบ
ตามคนทีด่เูหมอืน すぎ山先生［日本語で発話する］ 
เขา้ไปในป่า ป่าเกา่แกอ่ะไรอยา่งเนีย่คะ่ แลว้ก็แบบตอนนี้
ก าลัง  こまれました［日本語で発話する］น่า น่า น่าจะ
คลา้ย ๆ こまります［日本語で発話する］น่าจะค า
เดยีวกนัวา่แบบก็ทัง้ ล าบากอยูอ่ะไรเงีย้คะ่

石村たかしくん［日本語で発話する］と2年生の妹さん，
すぎ山先生だと思っていた人に，古いおみやの森の中
につれこまれました［下線部を日本語で発話する］，
あー，えー，これは前話したことですね。たかしくん［日
本語で発話する］と妹さんは，すぎ山先生［日本語で発
話する］らしい人について行って，森へ入っていきまし
た，古い森へ，というようなものです。それから，えっと，
今はまさに，こまれました［日本語で発話する］，たぶ
ん，たぶん，似ていると思います，こまります［日本語で
発話する］と。たぶん同じ言葉で両方とも困っています，
のようなことでしょうか。

222 うん。

223 ところがそのひとは、おそろしいおうごんかめんだった
のです。

ออ๋ แลว้ก็ยังบรรยายวา่ เอย้ แลว้ก็สรุปคน ๆ นัน้เนีย่ 
おそろ おそろしい［日本語で発話する］แบบน่า น่า
หวาดหวัน่ กลายเป็นไอต้ัว 
おうごんかめん［日本語で発話する］ทีน่่าหวาดหวัน่ตัว
นีไ้ปแลว้อะไรงี ้［笑う。］

あー，そして語られているのは，えっ，要するにその人
が，おそろ，おそろしい［下線部を日本語で発話する］，
何か，恐ろしい，恐ろしい，おうごんかめん［日本語で発
話する］に変わってしまいました，のような。［笑う。］

224 おお。うん。



225 おうごんかめんこそ、人々からこわがられていたかいじ
ん二十めんそうなのです。

ไมเ่ขา้ใจประโยคนีเ้กอืบทัง้ประโยค คอื คอื คอือา่นออก
ทัง้ประโยค แตว่า่ดันไมเ่ขา้ใจเลย ［Google 
Translateで「人々からこわがられていたかいじん二十
めんそうなのです」を検索する。「It is almost twent 
people who were scared from people」と表示される。］
ก็ อะไรเนีย่ ［黙り込む。］ ไม ่ไมรู่อ้ะไรถา้ ถา้เดาก็ ไอต้ัว
สตัว ์สตัวป์ระหลาดสทีองนีก็่น่า น่าจะกลัวคนเหมอืนกนั
แตก็่ ไมค่อ่ยเขา้ใจวา่แบบอยา่ง 
二十めん［日本語で発話する］ แบบยี ่อหีนา้กากยีส่บิ
อนัมนัเกีย่วอะไรเหรอ หรอืเปลา่

この文がほとんど文全体わかりません。要するに，要す
るに，要するに，文は全体読めますが，まったくわかりま
せん。［Google Translateで「人々からこわがられていた
かいじん二十めんそうなのです」を検索する。「It is 
almost twent people who were scared from people」と
表示される。］えー，どういうことだろう［黙り込む］。うー
ん，わかりません。推測すると，その生き物，金色の不
思議な生き物は人間を恐れる，でも，まだよくわかりま
せん。二十めん［日本語で発話する］は，20の仮面と何
か関係があるんですか，なのでしょうか。

226 「わっははは。どうだ、おれがなにものかわかっただろう
な。

わっはははどうだ［日本語で発話する］ ［笑う。］ わっはははどうだ［日本語で発話する］。［笑う。］

227 ［笑う。］

228 おれがなにものかわかっただろうな いやなにも 
こわがることはない［日本語で発話する］ น่าจะเป็น
สตัวพ์ดูขึน้มา ไมน่่าจะเด็กเปลา่ บรบิทนีก็้ อยู ่ๆ ก็
［その生き物が］หัวเราะแลว้ก็แบบ เป็นไงละ 
おれがなにものかわかっただろうな［日本語で発話する
］ ฉันไมไ่ดม้อีะไรเปลีย่นไปใชไ่หม เหรอ ［笑う。］

おれがなにものかわかっただろうな，いやなにも，こわ
がることはない［下線部を日本語で発話する］。おそらく
生き物が話しました，子どもではなくて，この文脈では。
［その生き物が］突然笑って，どうだ，おれがなにものか
わかっただろうな［下線部を日本語で発話する］。おれ
は何も変わっていない，違いますか。ですか。［笑う。］

229 ［笑う。］

230 いや、なにも、こわがることはない。きみたちにらんぼう
なことはしない。ただ、きみたちのおとうさんのもってい
る、りっぱなえがほしいのだ。

いや なにもこわがることはない［日本語で発話する］ 
ก็แบบไมม่อีะไรทีต่อ้งกลัวหรอกออ๋ ก็จรงิ ๆ ก็ไมไ่ดม้ธีรุะ
อะไรกบัเด็กทัง้สองคนนีอ้ะคะ แตว่าแบบอยากไดส้ ิง่ที่
แบบพอ่เขามอียู่ りっぱなえが［日本語で発話する］ 
เป็นภาพวาด ภาพวาดอะไรสกัอยา่ง

いや，なにもこわがることはない［下線部を日本語で発
話する］，えっと，恐れる必要は何もない，あー，本当は
この2人の子どもは何の用もないですけど，子どもたち
のお父さんの持っているものがほしいです。りっぱなえ
が［日本語で発話する］，絵画です。何かの絵画。

231 あしたの夜、ちょうだいに上がると、おとうさんによくいっ
ておくのだよ。わかったね」

あしたの夜［日本語で発話する］ ออ๋ ก็พรุง่นี ้พรุง่นีค้ า่
เนีย่ ちょうだいに上がると 
おとうさんによくいっておくのだよ 
わかったね［日本語で発話する］ออ๋ ก็คดิวา่ภายใน
พรุง่นีค้ า่อะไรเงีย้คะ่ ก็ไปบอกใหค้ณุพอ่เนีย่ไปเอามาให ้
เขาซะ อะไรเงีย้หรอืเปลา่

あしたの夜［日本語で発話する］，あー，明日，明日，
ちょうだいに上がると，おとうさんによくいっておくのだ
よ，わかったね［下線部を日本語で発話する］。あー，お
父さんに明日までに，なんの言葉なのでしょう。お父さん
に言いに行かせて，わたしに［絵画を］持ってきてくれ
と。そんなところですか。

232 おー。

233 มกีารแบบขูเ่รยีกคา่ไถห่รอืเปลา่ หรอืเปลา่ ［笑う。］ なんというか脅迫行為と呼んでいいものなんですかね。
［笑う。］

234 ［笑う。］

235 おとうさんによく［日本語で発話する］ก็ไปบอกคณุพอ่
มาด ีๆ นะ เขา้ใจไหม ［笑う。］

おとうさんによく［日本語で発話する］，うん，お父さんに
よく言うんだよ，わかる？［笑う。］

236 ［笑う。］うん。

237 そういったかと思うと、二十めんそうは、ぱっと森の中か
らかけ出していきました。

ก็ คดิวา่ พอแบบบอกเสร็จไอ ้ไอ ้ไอต้ัว ไอต้ัว 
二十めん［日本語で発話する］ ก็น่า น่า น่าจะอนั
เดยีวกบัสตัวป์ระหลาดทีพ่ดูถงึเมือ่กี้ ซึง่จรงิ ๆ อาจจะ
ไมใ่ชส่ดัวป่์า อาจ อาจจะเป็นโจรธรรมดาหรอืเปลา่ไมรู่ ้
แคแ่ตง่ตัวแบบประหลาดอะไรเงีย้

うん，そう言い終えて，そのー，そのー，その，二十めん
［日本語で発話する］は，うーん，おそらく，前の変な生
き物と同じだと思います，本当は野生動物じゃないかも
しれません，もしかしたら普通の泥棒かもしれません。
わかりません。ただ，変な恰好をしていただけかもしれ
ません。



238 うん。

239 แลว้ก็หายไป พอพดูจบ คดิวา่งัน้ そして消えていきました，言い終わったら，そうだと思い
ます。

240 そして、すこしたつと、とおくから、じどうしゃの走り出す
音がきこえました。きっと、おみやの外にじどうしゃをま
たせておいたのでしょう。

ออ๋ ก็ ［黙り込む。］ ก็เหมอืนไดย้นิเสยีงรถจากแบบ เสยีง
รถวิง่อะคะ จาก ของรถจากขา้งนอก เขาก็คดิวา่แบบ ก็
น่าจะเป็นเสยีงจากขา้งนอกป่าเนีย่และอะไรเงีย้ 
またせておいたの またせて［日本語で発話する］
ไมใ่ชแ่บบประมาณ ฝากดว้ยนา้อะไรเงีย้ ［笑う。］ อะไร

あー，えー，［黙り込む。］自動車のような音，自動車の
走り出す音が聞こえました。外から自動車の音が聞こえ
て，多分，森の外からの音だろうと彼は思って，またせ
ておいたの，またせて［下線部を日本語で発話する］，
おおよそこうではありません，任せて，とか［笑う。］何で
すか。

241 たかしくんとミチ子ちゃんは、いそいで家にかえり、おと
うさんにこのことを話しました。

ไมรู่เ้หมอืนกนัวา่กลับไดย้ังไง แตน่่าจะกลับดว้ยรถอะไรก็
ไมรู่ท้ีม่เีสยีงอยู่ ［笑う。］ ก็พอกลับบา้นเสร็จแลว้ก็แบบ
รบีคยุกบัคณุพอ่ทันที

［子どもたちが］どうやって家に帰ったかわかりません。
でもたぶん音がしている車で帰ったのか何かかと思い
ます。［笑う。］家に着いたら，急いですぐ父親に話をした
のです。

242 はい。うん。

243 石村くんのおとうさんは、えがすきで、りっぱなえをたく
さんあつめていました。

西村くん［日本語で発話する。石村くんのこと］คนเดมิ
 のおとうさんはえがすきで 
りっぱなえをたくさんあつめていました［下線部を日本
語で発話する］ ออ๋ ก็คณุพอ่ของนอ้ง 
たかしくん［日本語で発話する］เนีย่ เขาคอ่นขา้งชอบ
แบบน่าจะเป็นพวกภาพวาดสวย ๆ อะไรเงีย้คะ่ ก็เลยเก็บ
สะสมแบบภาพทีแ่บบ น่าจะมมีลูคา่เยอะแยะแบบ
มากมายอะไรงี้

前から出ている，西村くん［日本語で発話する。石村くん
のこと］のおとうさんはえがすきで，りっぱなえをたくさん
あつめていました［下線部を日本語で発話する］，なる
ほど，そのー，たかしくん［日本語で発話する］のお父さ
んはおそらく，きれいな絵画が好きです。それで高価な
絵をたくさん集めています。

244 二十めんそうは、それをぬすみに来るというのです。 ぬす ぬすみ［日本語で発話する］ คุน้ ๆ เป็น
ความหมายใน ถา้จ าไมผ่ดิเป็นความหมายในทางทีไ่มด่ี
［Google 
Translateで「ぬすみ」を検索する。英語で「Nuisance」と
表示される。］อมื อาจจะแบบ 
それをぬすみ［日本語で発話する］ เล็งไวห้รอืเปลา่ 
แอบ แอบมาสอ่งโดยพลการไรงีร้เึปลา่ ก็เอาเป็นวา่ไอ ้
หนา้กากตัวนีม้นัน่าจะทราบแลว้มนัก็เลยแบบขูว่า่จะเอา

ぬす，ぬすみ［日本語で発話する］，何か見たことがある
ような気がします。意味は，覚え間違えてなければマイ
ナスの側です。［Google Translateで「ぬすみ」を検索す
る。英語で「Nuisance」と表示される。］うーん，おそらく，
それをぬすみ［日本語で発話する］，前からその絵を
狙っていたのかな，隠れて，こっそり見たんでしょうか，
それで仮面のやつは絵画のことを知っていて脅かして
絵をとろうとしました。

245 うん。

246 石村さんは、すぐ、名（めい）たんていのあけち先生に
でんわをかけました。

［黙り込む。］ 名たんてい 
名たんてい［日本語で発話する］  นีนั้กสบืหรอืเปลา่อะ
คะ เอะ๊ 名たんてい たんてい 
たんてい［日本語で発話する］ คุน้ ๆ วา่มนัน่าจะ น่าจะ
นักสบืหรอืเปลา่ ［Google 
Translateで「名たんてい」を検索する。「Name」と表示さ
れる。］ゆうめいたんてい［日本語で発話する］ หรอื
เปลา่  มนั มนัควรจะเป็นแบบ 
ゆうめいたんてい［日本語で発話する］ ทีแ่บบนักสบืที่
มชี ือ่เสยีงหรอืเปลา่ ท าไมมนัเหลอืแค ่
めいたんてい［日本語で発話する］ออ๋ อาจจะแบบเป็น
ปกตเิขายอ่เป็นอยา่งนีไ้ดด้ว้ย

［黙り込む。］名たんてい，名たんてい［下線部を日本語
で発話する］，って探偵のことですか，えっ，名たんて
い，たんてい，たんてい［下線部を日本語で発話する］，
聞いたことがあると思います，おそらくそれは，探偵のこ
とでしょうか。［Google Translateで「名たんてい」を検索
する。「Name」と表示される。］ゆうめいたんてい［日本語
で発話する］でしょうか。形は，ゆうめいたんてい［日本
語で発話する］，有名な探偵でよくないですか，どうし
て，めいたんてい［日本語で発話する］しか残さないんで
すか。あー，もしかしたら普段からこのように略している
のかもしれません。

247 うん。



248 ก็อาจจะเขา้ใจไดว้า่เป็นอยา่งนัน้ 
のあけち先生［日本語で発話する］［「あけち先生」を検
索する。「名めいたんてい」を見て，「たんてい」のみをG
oogle Translateで検索する。 
「Age」と表示される。］めいたんてい［日本語で発話す
る］ เอะ๊ たんてい［日本語で発話する］ ในทีน่ีไ้มใ่ช่
นักสบืเหรอ
［さらに，参考リンクをクリックして，”探偵”をクリックす
る。再び，Google Translateで  
「探偵」を検索する。英語で「Detective」と表示される。］
อะ๊ ก็ ก็น่าจะนักสบืและเนอะ ［Google 
Translateで「あけち先生」を検索する。英語で「Akechi 
teacher」と表示される。］ 
あけち先生［日本語で発話する］ ชือ่อาจารยเ์หรอ ออ๋ 
นับสบืชือ่ดังทีส่ดุทา้ยแลว้เป็นอาจารยเ์องเนีย่นะ ［笑う。］

そう考えられますね。のあけち先生［日本語で発話す
る］，［「あけち先生」を検索する。「名めいたんてい」を見
て，「たんてい」のみをGoogle Translateで検索する。
「Age」と表示される。］めいたんてい［日本語で発話す
る］，えっ，たんてい［日本語で発話する］，ってここでは
探偵のことではないんですか。［さらに，参考リンクをク
リックして，”探偵”をクリックする。再び，Google 
Translateで「探偵」を検索する。英語で「Detective」と表
示される。］あっ，はい，やはり探偵のことですね。
［Google Translateで「あけち先生」を検索する。［Google 
Translateで「あけち先生」を検索する。英語で「Akechi 
teacher」と表示される。］ あけち先生［日本語で発話す
る］，先生の名前ですか，あー，有名な探偵は最終的
に，先生だったのですね。［笑う。］

249 ［笑う。］

250 あけち先生にでんわをかけて［日本語で発話する］ ก็
โทรหาอาจารยค์นนี้

あけち先生にでんわをかけて［下線部を日本語で発話
する］，この先生に電話をかけて，

251 うん。

252 けれども、あけちたんていはるすで、少年名たんていの
小林（こばやし）くんがやって来ることになりました。

［黙り込む。］るすで［日本語で発話する］ 
［この言葉は］คุน้ ๆ จังเลย 
るすで［日本語で発話する］อยูห่รอืเปลา่ หรอืไมอ่ยูอ่ะ่
［Google Translateで  「るすで」を検索する。「By 
the」と表示される。次に，Google Translateで  
「あけちたんていはるすで」を検索する。英語で「Akechi
 lashes are 
lined」と表示される。それから，「るすで」を検索する。英
語で「By the」 
と表示される。さらに，「るす」を検索する。英語で「Touc
hed」と表示される。］るす るす［日本語で発話する］ 
［黙り込む。］ るす［日本語で発話する］ คุน้ ๆ จังเลย 
มนัตดิอยู ่เหมอืนเคย เหมอืนเคย เหมอืนเคยไดย้นิ เคยรู ้
ความหมาย อาจ るす［日本語で発話する］ มนัแปลวา่
แบบไมว่า่ง ไมอ่ยู ่ไมอ่ะไรอยา่งงีห้รอืเปลา่

［黙り込む。］るすで［日本語で発話する］，［この言葉
は］何か見たことがあるような気がします。るすで［日本
語で発話する］，いるのでしょうか。［Google Translateで
「るすで」を検索する。英語で「By the」と表示される。次
に，Google Translateで「あけちたんていはるすで」を検
索する。英語で「Akechi lashes are lined」と表示される。
それから，「るすで」を検索する。英語で「By the」と表示
される。さらに，「るす」を検索する。英語で「Touched」と
表示される。］るす，るす［下線部を日本語で発話す
る］，［黙り込む。］るす［日本語で発話する］，聞いたこと
があるような気がします。耳慣れています，きっと，きっ
と，きっと聞いたことがあります。意味がわかっていたこ
ともありました。もしかしたら，るす［日本語で発話す
る］，暇ではない，いない，なになにではないというように
訳すのだったでしょうか。

253 うーん。

254 ก็เลย ก็เลยใหแ้บบนักสบืหนุ่มอกีคนหนึง่อะคะชือ่  
林くん［日本語で発話する。「小林くん」のこと］ แบบมา
แทน

それで，それで，林くん［日本語で発話する。「小林くん」
のこと］という名前のもう一人の若い探偵に代わってき
てもらって，

255 うん。

256 หรอืเปลา่ ［笑う。］ でしょうか。［笑う。］



257 小林くんは、少年たんていだんのだんちょうです。 小林　小林くんは　少年たんていだんのだんちょうです
［日本語で発話する］ก็คงใหค้นนี［้「小林くん」のこと］
มาแทนแหละ ซึง่คนนีม้ยีศเป็นถงึอะไรเอย่ ［Google 
Translateで「だんのだんちょう」を検索する。英語で
「Dan name」と表示される。］ ［笑う。］

小林，小林くんは，少年たんていだんのだんちょうです
［下線部を日本語で発話する］。まあ，おそらくこの人
［「小林くん」のこと］に代わってきてもらったのですね。こ
の人はどんな地位にあるのでしょう。［Google Translate
で「だんのだんちょう」を検索する。英語で「Dan name」と
表示される。］［笑う。］

うん。

258 ［笑う。］

259 Google［Google Translateのこと］ขา ไมช่ว่ยเลย 
［笑う。］ ยศอะไรสกัอยา่ง ［Google Translateで  
「だんちょう」を検索する。英語で「Number 
rectangle」と表示される。］だんちょう［日本語で発話す
る］ หัวหนา้แกง๊คอ์ะไรเงีย้เหรอ 
［参考リンクをクリックして，「団長」を選ぶ。再び，Googl
e 
Translateで「団長」を検索する。英語で「Head」と表示さ
れる。］ น่ันละ น่ันน่าจะเป็นลดีเดอรอ์ะไรสกั สกัอนัหนึง่ 
だんちょう［日本語で発話する］

Google［Google Translateのこと］さん，全然助けてくれ
ないのですね。［笑う。］何かの地位ですね。［Google 
Translateで「だんちょう」を検索する。英語で「Number 
rectangle」と表示される。］だんちょう［日本語で発話す
る］，団長のことかな，［参考リンクをクリックして，「団
長」を選ぶ。再び，Google Translateで「団長」を検索す
る。英語で「Head」と表示される。］ほら，リーダーのこと
ですね，だんちょう［日本語で発話する］って。

260 ［笑う。］

261 だんいん六人と、それからけいしちょうの中村（なかむ
ら）けいぶに話をして、けいじ六人をつれ、あくる日のひ
るごろ、石村さんの家にやって来ました。

ใครทัง้ 6 คน［Google Translateで  
「だいいん」を検索する。英語で「An 
obligation」と表示される。次に，参考リンクをクリックし
て，「団員」を選ぶ。それから，再度Google 
Translateで「団員」を検索する。英語で「A 
member」と表示される。］ หมื 
いん［日本語で発話する］ ทีแ่ปลวา่ 
member［英語で発話する］ก็ 
member［英語で発話する］ทัง้ 6 คน กลา่วถงึ 
member［英語で発話する］อนัไหนอกีเนีย่ それから 
けいしちょうの［日本語で発話する］ ตึ๊ด ตึ๊ด ตึ๊ด 
中村なかむらけいしちょう 
けいしちょう［日本語で発話する］［Google 
Translateで「けいしちょう」を検索する。英語で「Embass
y」と表示される。］ ก็ ตัวแทน ［笑う。］

6人の誰か，［Google Translateで「だいいん」を検索する
英語で「An obligation」と表示される。次に，参考リンクを
クリックして，「団員」を選ぶ。それから，再度Google 
Translateで「団員」を検索する。英語で「A member」と表
示される。］ふーん，いん［日本語で発話する］は，
member［英語で発話する］と訳すのでしょうか。みんな
で6人のmember［英語で発話する］というのおは，またど
のmember［英語で発話する］なのでしょうか。それから，
けいしちょうの［下線部を日本語で発話する］，知って，
知って，知ってるはず，中村なかむらけいしちょう，けい
しちょう［下線部を日本語で発話する］。［Google 
Translateで「けいしちょう」を検索する。英語で
「Embassy」と表示される。］えー，代わりの人。［笑う。］

262 ［笑う。］

263 จากนัน้ตัวแทน なか［日本語で発話する］ ทีช่ ือ่ 
中村［日本語で発話する］นี ่［黙り込む］ เออ่ แปล แปล
 แปลแตล่ะความหมาย แตล่ะประโยคมาเรยีบเรยีงไมไ่ด ้
แตก็่เขา้ใจแลว้คะ่วา่เด็กกลุม่เนีย่มนัสมุ ตอ้งไป ตอ้งไป
สมุหัวกนัอะไรสกัอยา่งทีบ่า้น 石村［日本語で発話する］
กนัแน่เลย

それから，代理人の，なか［日本語で発話する］，中村
［日本語で発話する］という名前の人が，［黙り込む］
えー，訳し，訳し，それぞれの意味を訳して，それぞれ
の文を編集できません。でも，わかるんです，この子た
ちグループは集まって，行かなければなりません，そ
のー，きっと，石村［日本語で発話する］の家で何かをし
に行かなければなりません。

264 うん。

265 เขา้ใจ เขา้ใจวา่อาจจะเป็นกลุม่เดมิที ่ทีต่อนแรกเขา
บรรยายกนัมาวา่ม ี7 คนอยา่งเงีย้อะคะ

わかる，わかるのは，おそらく最初に出てきた7人の子
どものことだと思います。



266 うん。

267 แลว้ก็มเีรือ่ง embassy［英語で発話する］ แบบ 
representative［英語で発話する］ ของเด็กในนัน้คน
หนึง่ทีช่ ือ่ 中村［日本語で発話する］เนีย่ไมรู่ก้ าลังท า
อะไรอยู ่中村　話して　します［日本語で発話する］คยุ
กบัใครเนีย่ ［黙り込む。］ ไมรู่ใ้คร

そして，embassy［英語で発話する］のこと，何か，子ども
たちの中の，中村［日本語で発話する］という
representative［英語で発話する］は何かをしています。
中村，話して，します［下線部を日本語で発話する］，誰
と話しているのでしょう。［笑う。］誰かわかりません。

268 六人のけいじと、六人の少年たちは、手分けをして、へ
やの入口や、まわりのにわで見はりばんをしました。

六人のけいじと［日本語で発話する］เอะ๊ 
けいじ［日本語で発話する］นีค่นไหนอกีอะ ［笑う。］  
けいじ けいじ けいじ［日本語で発話する］ อะไร
［Google 
Translateで「けいじ」を検索する。英語で「Keiji」と表示
される。さらに，参考リンクをクリックして，「刑事」を選
ぶ。再び，「刑事」を検索する。英語で「A 
detective」と表示される。］ ออ๋ 
けいじ［日本語で発話する］ แปลวา่อนัเดยีวกบั 
たんてい［日本語で発話する］นักสบืเหมอืนกนั ออ๋ 
［ため息をつく。］ออ๋ เด็กมนัสถาปนาตัวเองเป็นแกง๊ค์
นักสบืแลว้ตอนนี้

六人のけいじと［日本語で発話する］，えっ，けいじ［日
本語で発話する］，またどの人ですか。［笑う。］けいじ，
けいじ，けいじ［下線部を日本語で発話する］。何？
［Google Translateで「けいじ」を検索する。英語で「Keiji」
と表示される。さらに，参考リンクをクリックして，「刑事」
を選ぶ。再び，「刑事」を検索する英語で。「A detective」
と表示される。］なるほど，けいじ［日本語で発話する］，
訳したら，たんてい［日本語で発話する］と同じですね。
あー。［ため息をつく。］あー，子どもは自分たちの探偵
団を結成したのですね，今は。

269 へー。

270 ออ๋ เขาอาจจะตัง้ ตอนเนีย่ที ่ที ่ทีน่่าจะปะตดิปะตอ่เรือ่ง
ไดค้อื เด็กมนัเริม่จะตัง้ 
gang［タイ語において外来語に当たる］นักสบืดแูลว้ละ
วา่ สรุปวา่ไอห้นา้กากตัวทีขู่จ่ะเอาภาพเนีย่เป็นใครอะไร
เงีย้ อาจจะแบบพยามหาใหไ้ดก้อ่นเย็นนีห้รอืเปลา่จะได ้
ไมต่อ้งเสยีภาพอะไรงี้

あー，彼らはおそらく作った，この話，ここ，ここに作った
のでしょう。話をつなげるとつまり，子どもは探偵gang［タ
イ語において外来語に当たる］を作って，要するに絵画
を狙っている二十めんのやつが誰か，おそらく見つけ出
さなければならない，この，でしょうか。絵画を失わなく
てもよいように。

271 ほお。

272 หรอืเปลา่นา้ でいいのかなあ。

273 ［笑う。］

274 六人の少年たちは［日本語で発話する］เหลา่เด็ก ๆ ทัง้
 6 คนนี ้［笑う］ 手分けをして 
へやの入口やまわりのにわで見はりばんをしました［日
本語で発話する］อะไรก็ไมรู่ ้น่าจะบรรยายสภาพ 
［笑う。］ ขา้ม ขีเ้กยีจ ［笑う］

六人の少年たちは［日本語で発話する］，全部で6人の
子どもたちは［笑う］，手分けをして，へやの入り口やま
わりのにわで見はりばんをしました［下線部を日本語で
発話する］。何かわかりません。何か状況を述べている
のかもしれません。［笑う。］飛ばします。面倒です［笑
う］。

275 うん。

276 ひる間はなにごともなく、夜になりました。 อา้ว สรุป ตอนเทีย่งไมไ่ดท้ าอะไรกนัเลย ［笑う。］ แตไ่ป
กองกนัอยูท่ีบ่า้น แลว้ก็กลายเป็น ตอนนีเ้ป็นกลางคนืไป
ซะละ

あれ？結局，昼に何もしなかったということ？［笑う。］で
も家に集団で行って，それからなりました，今は，夜に
なったということですね。

277 うん。

278 小林くんは、へやの入口のろうかのいすにかけて、が
んばっています。

小林くんは［日本語で発話する］หมื นักสบืหนุ่ม 
こ［日本語で発話する。「小林くん」を言いかける］ ก็ ก็
เริม่สงสยัคะ่วา่ สรุป สรุปนักสบืหนุ่ม 
小林くんは［日本語で発話する］นีเ่ป็นนักสบืแบบจรงิ ๆ 
หรอืนักสบืจ าลองเลน่ ๆ แลว้เนีย่

小林くんは［日本語で発話する］，ふーん，若い探偵の， 
こ［日本語で発話する。「小林くん」を言いかける］，
えー，はい，疑わしいのは，結局，結局のところ若い探
偵の，小林くんは［日本語で発話する］，本物の探偵な
のか，遊びの探偵なのか。



279 ［笑う。］うん。

280 หรอืวา่จรงิ ๆ แลว้จะแบบเป็น อาจ ถา้ ถา้ ถา้ไมเ่ป็น
นักสบืจรงิอะไรงีม้าชว่ยเด็กก็ ก็เป็นหนึง่ในเด็ก เด็ก ๆ ที ่ๆ
 คดิวา่แบบอาจจะคดิวา่ฉลาด ดรููเ้ป็นนักสบืเอาดงึมาชว่ย
ป่าวก็ไมรู่ ้

または，本当に，そうえっと，おそらく，もし，もし，子ども
たちを助けに来た本物の探偵ではないとしたら，子ど
も，子どもたちの中の一人で，おそらくなんか頭がよく
て，探偵になれそうにみえる探偵を助けとして引っ張っ
てきたかもしれませんが，わかりません。

281 うん。

282 へやの入口［日本語で発話する］ก็ทางเขา้บา้น 
のろうか［日本語で発話する］โถงทางเขา้ 
いすにかけて［日本語で発話する］ออ๋ เอา เอาเกา้อีม้า
ตัง้กัน้เอาไว ้
がんばっています［日本語で発話する］［笑う。］ พยาม
อยู ่ออ๋ สรุปทีโ่จร โจรหนุ่มฝากเด็กสง่สารมา คอืไม ่ไมไ่ด ้
 ไมไ่ดจ้ะใหเ้ด็กเอารูปไปใหเ้ขาหรอืเปลา่ แตว่า่หมายถงึ
แบบเหมอืนอารมณ์แบบสง่สารเตอืนเอาไวว้า่อะ คนืนีจ้ะ
มาเอารูปนะอะไรงี ้เด็กทกุคนก็เลยแบบชว่ยกนัปกป้อง
บา้นอะไรงีห้รอืเปลา่

へやの入り口［日本語で発話する］，家の入り口，のろう
か［日本語で発話する］，入り口のひらいているところ，
いすにかけて［日本語で発話する］，あー，持ってきて，
椅子を持ってきておいて，がんばっています［日本語で
発話する］。［笑う。］頑張っている，あー，結局，若い泥
棒がかわいそうな子どもに託したのは，そのー，違う，
そうじゃない，子どもに絵画を彼に取ってきてもらうため
じゃないんですかね。でも，意味しているのは，まるで気
分はなんか警告をしておくんです。今夜絵画をとりにく
る，みたいな。子どもはみんな，それで助け合って家を
守ろうとしているのですね。

283 うん。

284 へやの外のくらいにわには、けいじたちがまどとへいの
間を行ったり来たりしていました。

へやの外のくらいにわには［日本語で発話する］ก็ 
ทา่มกลางสวนทีม่ดืมดิขา้งนอก けいじたちがまどと 
へいの間を行ったり来たりしていました［日本語で発話
する］ออ๋ ก็โดย โดยขา้งนอกเองนัน้แบบพวก เขา้ใจวา่
แบบเด็ก เด็กนักสบืพวกเนีย่คะ่ ก็แบบ ก็เดนิ ก็เดนิ
วนเวยีน ป้วนเป้ียนอยูแ่ถว ๆ หนา้ตา่งอะไรงีเ้หมอืนกนั 
［黙り込む。］ ออ๋ ไมใ่ช ่ๆ หนา้ตา่ง จะเป็นแบบตามสวน 
ตามสวน ตามสวนนอกบา้นทีม่ดื ๆ นีก็่มเีด็กป้วนเป้ียน

へやの外のくらいにわには［下線部を日本語で発話す
る］，えー，外の暗い庭の中では，けいじたちがまどと，
へいの間を行ったり来たりしていました［下線部を日本
語で発話する］。あー，うん，よって，外はみんな，わか
るのは子ども，探偵の子どもたちによってですね，えっ
と，んー歩きます。歩き回ります。行ったり来たりぐるぐ
るしています。窓のあたりをという感じです。［黙り込
む。］あー，違います，窓ではなくて，庭，庭，家の外の
暗い暗い庭です。子どもたちが行ったり来たりぐるぐるし
ているのは。

285 はい。

286 みんな、手にまるいぼうのようなものをもって、いそぎ足
で歩いています。

いそぎ足［日本語で発話する］ก็เดนิอยา่งรวดเร็ว เดนิ
ไปไหน［Google Translateで  
「みんな，手にまるいぼうのようなものをもって，いそぎ
足で歩いています。」を検索する。英語で「I am walking
 on a busy foot with something like a round bull in my
 hand.」と表示される。］ อมื  ［長いため息をつく。］ หมื 
ก็ ก็น่าจะก าอาวธุอะไรสกัอยา่งไวใ้นมอื ［笑う］ ถา้ ๆ ถา้ 
Google［Google Translateのこと］ไม ่ไมม่ัว่อยา่งงีน้ะ 
เพราะวา่แบบ

いそぎ足［日本語で発話する］，急いで歩いて，歩いてど
こへ行きますか。［Google Translateで「みんな，手にま
るいぼうのようなものをもって，いそぎ足で歩いていま
す。」を検索する。英語で「I am walking on a busy foot 
with something like a round bull in my hand.」と表示され
る。］うーん。 ［長いため息をつく。］ふーむ，えっと，ん，
おそらく手の中に何かの武器を握っています［笑う］。も
し，もし，もしGoogle［Google Translateのこと］がしてな
い，ぼーっとしていないようなら，だってほら，

287 ［笑う。］

288 เพราะวา่มอีะไรสกัอยา่งในมอื ［笑う。］ だって手に何かを持っていますから。［笑う。］

289 はい。

290 まるい［日本語で発話する］ ก็กลม ๆ อะไรสกัอยา่ง 
まるい ぼう ぼう［日本語で発話する］ เป็น 
ball［タイ語において外来語に当たる］เป็น 
ball［タイ語において外来語に当たる］กลม ๆ หรอืเปลา่

まるい［日本語で発話する］，んー丸い丸い，何かが，ま
るい，ぼう，ぼう［下線部を日本語で発話する］，ball［タ
イ語において外来語に当たる］ですか，丸い丸いball［タ
イ語において外来語に当たる］なんですか。

んー。



291 うん。

292 ออ๋ あー，

293 うん。

294 อะไรสกั まるいぼうのよう［日本語で発話する］อะไรสกั
อยา่งเนีย่และ กลม ๆ อยูใ่นมอื แลว้ก็แบบเดนิวนเวยีน 
ป้วนเป้ียนไป ป้วนเป้ียนมา

何か，まるいぼうのよう［下線部を日本語で発話する］。
何かです，丸い丸いものを手の中に。それを持って，
行ったり来たりしていました。

295 つぎの日の朝になると、石村さんが、小林くんのところ
へやって来ました。

つぎの日の朝になると［日本語で発話する］ก็พอถงึเชา้
วนัใหมข่ ึน้มา ปปุ 
石村さんが小林くんのところへやって来ました［日本語
で発話する］

つぎの日の朝になると［下線部を日本語で発話する］，
新しい日の朝がやってくると，ぱっ，石村さんが小林くん
のところへやって来ました［下線部を日本語で発話す
る］。

296 「あっ、石村さん、なにごともありませんでした。へやをし
らべてください。二十めんそうは、ぼくたちをおそれて、
とうとうぬすみ出せなかったのです」

あっ石村さんなにごともありませんでした［日本語で発
話する］［黙り込む。］ท าไมถงึ ท าไมถงึวนัตอ่มา เขาถงึ
บอกวา่ ใหล้องตรวจสอบวา่แบบ

あっ石村さんなにごともありませんでした［下線部を日本
語で発話する］。［黙り込む。］どうして，どうして，翌日に
［部屋を］調べてみてくださいと言っているのだろう。

297 うーん。

298 へやをしらべてください［日本語で発話する］ลอง
ตรวจสอบบา้น［舌打ちする。］  
ぼくたちをおそれてとうとうぬすみ出せなかったのです［
日本語で発話する］ก็ เขาบอกวา่ เออ ก็ลองตรวจสอบด ู
วา่แบบไอห้นา้กาก ไอห้นา้กากคนเนีย่คะ่ ทีค่าดวา่เป็น
หัวขโมยเนีย่และ ก็แบบกลัวพวกเราหรอืเปลา่［Google 
Translateで「ぼくたちをおそれて」を検索する。英語で
「Afraid of us」と表示される。］ ［笑う。］

へやをしらべてください［日本語で発話する］，家を調べ
てください。［舌打ちする。］ぼくたちをおそれてとうとうぬ
すみ出せなかったのです［下線部を日本語で発話す
る］。えーと，彼が言っているのは，えー，そのー，調べ
てみてください，仮面のやつは，仮面のやつ，人です
ね，泥棒だと思われていますが，うんまあわたしたちを
恐れてたのでしょうか。［Google Translateで「ぼくたちを
おそれて」を検索する。英語で「Afraid of us」と表示され
る。］［笑う。］

299 うん。

300 เขา้ เขา้ใจวา่อยา่งเงีย้คะ่ ไม ่ๆ ไม ่
sure［タイ語において外来語に当たる］ 
おそれて［日本語で発話する］ออื ก็น่าจะกลัวพวกเรา 
แลว้ก็แบบไม ่ไมส่ามารถแบบเขา้มาขโมยไปไดห้รอื
เปลา่อะไรเงีย้

わか，わかったのはこんな感じです。いえいえ，sure［タ
イ語において外来語に当たる］ではないですが，おそれ
て［日本語で発話する］，うーんと，ん，おそらくわたした
ちを恐れて，それでまあ，できない，盗みに入っていくこ
とができなかったんでしょうか。

301 小林くんがそういったので、石村さんはへやの中をしら
べましたが、えは一つもなくなっていません。

小林くんがそういったので石村さんはへやの中をしらべ
ましたが［日本語で発話する］ เอะ๊ 
えは　えは　えは　えは［日本語で「えは“eha”」と発話
する］ ［黙り込む］ え［日本語で発話する］ ออ๋ 
えは［日本語で「えは“ewa”」と発音する］ 
一つもなくなっていません［日本語で発話する］ก็ ก็ไม่
มอีะไรหายไปนะอะไรเงีย้ ภาพไมไ่ดม้อีะไรหายไป

小林くんがそういったので石村さんはへやの中をしらべ
ましたが［下線部を日本語で発話する］，えっ，えは，え
は，えは，えは［下線部を日本語で「えは“eha”」と発話
する］，［黙り込む］え［日本語で発話する］，あー，えは
［日本語で「えは“ewa”」と発音する］。一つもなくなって
いません［日本語で発話する］。えー，うん，何も，絵画
も何も盗まれていませんね，絵には何も起きていません
なくなっていません。

302 そこで小林くんたちはかえっていきました。 หลังจาก ออ๋ก็หลังจาก หลังจากตรวจสอบวา่ไมม่อีะไร
หายไป 小林くん［日本語で発話する］เนีย่ก็เลยแบบ 
พวก 小林くん［日本語で発話する］ทัง้กลุม่เนีย่ก็เลย
กลับไป

その後で，えー，はい，何もなくなっていないことを調べ
てから，小林くん［日本語で発話する］ですね，それで
えっと，小林くん［日本語で発話する］たちはそれで帰っ
ていきました。

303 おー。

304 みんなのかえってしまったあとで、石村さんのところへ
おかしなでんわがかかってきました。

อมื ［笑う。］ うーん。［笑う。］



305 ん。

306 น่ากลัวเนอะ หลังจากที ่หลังจากทีเ่พือ่น ๆ กลับไปก็ม ี
อยู ่ๆ ก็มแีบบโทรศัพทส์ายแปลก ๆ เขา้ขึน้มาหรอืเปลา่

怖いですね。後になって，友だちが帰っていった後で，
急におかしな電話がかかってきたのでしょうか。

307 「きみは石村さんかね。ははは、とうとうだまされたね」 きみは［日本語で発話する］ ออ๋ พวกเธอถกูหลอกเขา้
แลว้ละ

きみは［日本語で発話する］，あー，君たちは騙されまし
たね。

308 「えっ、なんだって。きみはいったいだれだ」 เอะ๊ なんだって［日本語で発話する］วา่ไงนะ 
きみはいったいだれだ［日本語で発話する］แกเป็นใคร
นะ ［笑う。］

えっ，なんだって［日本語で発話する］，何だと，きみは
いったいだれだ［下線部を日本語で発話する］，お前は
誰だ。［笑う。］

309 石村さんは、びっくりしてききかえしました。 ききかえ ききかえ［日本語で発話する］คอือะไร ก็
ตกใจแตเ่กดิอะไรขึน้ตอ่ไมรู่ ้ไมน่่าจะส าคัญเทา่ไหร่

ききかえ，ききかえ［下線部を日本語で発話する］，って
何でしょう。驚きましたが，続いて何が起こったのかわか
りません。おそらく多分大した事ではないと思います。

310 「はっははは、わかりませんか。こんなでんわをかける
のは、あいつにきまっているじゃありませんか」

ท าไม あいつにきまっている［日本語で発話する］
ท าไมในสายมนัพดู มนัพดูแปลก ๆ ก็แบบในสาย ใน ๆ 
ตอนนีเ้ขา้ใจวา่ในสายอนัเนีย่เป็นคนปลายสายเขาบอกวา่
 ฮา่ ฮา่ ฮา่ ไมเ่ขา้ใจอกีเหรอ เออ่ 
こんなでんわをかけるのは［日本語で発話する］อมื 
［ため息をつく］ก็ คนทีจ่ะโทรมาอยา่งเนีย่ก็ ก็ตอ้ง ก็ตอ้ง
เป็นหมอน่ันเทา่นัน้ไมใ่ชเ่หรออะไรเงีย้

どうして，あいつにきまっている［日本語で発話する］，ど
うしてその電話では話しているのでしょう，おかしなこと
を話して，えっと，電話で，今はわかったのはこの電話
の相手が，ハハハ，まだわからないのか，えっと，こんな
でんわをかけるのは［日本語で発話する］，うーん［ため
息をつく］，こんな電話をかけてくるのは，きっと，きっと
あいつしかいないじゃないか，のような。

311 うん。

312 ก็ ก็ ก็ฟังดแูปลก ๆ นะ เพราะคนทีโ่ทรจรงิ ๆ แลว้มนัก็
ควรจะเป็นตัวหนา้กาก แลว้ท าไมมนัถงึเป็นหมอน่ันอยู่
แลว้ แลว้ท าไม ท าไมถงึกลา่วถงึตัวเองราวกบัแบบเป็น
บคุคลทีส่ามอะไรประมาณเนีย่คะ่

えー，んー，なんか変ですね。だって，本当に電話をか
けたのは仮面であるべきですから。それでどうしてあい
つが，どうして，どうして，自分のことを第三者であるか
のように話しているのですか。

313 ええ。うん。

314 「えっ、あいつだって。それじゃ、きみは二十めんそうだ
な」

ฮ ึえっあいつだって それじゃ 
きみは二十めんそうだな［日本語で発話する］ ออ๋ 
［笑う。］ ก็ ๆ ก็น่า น่าจะกลา่วถงึตัวเองละคะ แตว่า่ใช ้
ค าพดูแลว้งงนดิหนึง่ ออ๋ ใชค้ าพดูเหมอืนเป็นค าถามให ้
เด็กอะไรอยา่งงีห้รอืเปลา่ เด็กก็แบบ ออ๋ หมอน่ันนะเหรอ 
ออ๋ งัน้ งัน้ งัน้ งัน้ก็น่าจะเป็นแบบหนา้กากอนันีน้ะ อะไร
สกัอยา่งเนีย่และ 二十めん［日本語で発話する］
หนา้กากยีส่บิ ［笑う。］

ん，えっあいつだって，それじゃ，きみは二十めんそうだ
な［下線部を日本語で発話する］。あー。［笑う。］えー，
まあ，おそらく，たぶん自分のことを話していますね。で
も，使っている話す言葉が少し変ですね。あー，子ども
に質問しているような話し言葉を使っているのでしょう
か。子どもは，そしたら，あー，本当にあいつなの，
あー，じゃ，じゃ，じゃあ，この仮面ですね，そういう感じ
ですかね，二十めん［日本語で発話する］，仮面が20。
［笑う。］

315 ［笑う。］うん。

316 「そうだよ、おきのどくさま。きみのたいせつにしている
えは、みんなちょうだいしたよ」

หะ๊ มนั［二十めんそうのこと］ก็บอกวา่แบบ เนีย่ อ ีอี
รูปภาพอนัส าคัญเนีย่ทัง้ ทัง้หมดมนัรับมาแลว้นะ ไม ่ไม ่
ไมรู่ว้า่ก็เป็นแบบみんな みんなちょう 
ちょうだいしたよ［日本語で発話する］มนัก็เหมอืน
อารมณ์รับมาแลว้ した［日本語で発話する］ก็แลว้อะ่

えっ，そいつ［二十めんそうのこと］こんなことを言うんで
すよ，んー，んー，あの大切な絵を含めて，ぜん，全部
受け取ってきましたよ。え，ん？よくわからないですが，
その，みんな，みんなちょう，ちょうだいしたよ［下線部を
日本語で発話する］，これはおよそすでに受け取ってき
ましたという感覚，した［日本語で発話する］，もうすで
に。

317 ん？

318 ตัง้แตเ่มือ่ไหร่อะไรเนีย่ いつからなんですか。



319 ［笑う。］

320 「えっ、ちょうだいしたって。わたしのへやのえは、一つ
もなくなっていないよ。ははは」

ก็เด็กก็ตอบกลับมา เอ ๋ไมใ่ชน่ะแบบ ก็ไมเ่ห็นมอีะไร
หายไปเลย ฮา่ ฮา่ ฮา่

そしたら，子どもたちが返事をして，えー，違うよ，うん，
そう，何もなくなっていたようには見えません，ハハハ。

321 うん。［笑う。］

322 「ははは、きみの目もあてにならないね。あれは、みん
なにせものだよ。小林もにせもの。少年だんいんやけい
じもにせもの。みんな、おれの子分（こぶん）だったの
だ。夜中に、本もののえをはずして、にせものとはめか
えて、本もののほうをもち出してしまったのさ」

ก็แบบ ออ๋ เธอนะมตีาหามแีววไม่ ［笑う。］ ทัง้หมด 
ทัง้หมดมนัเป็นภาพปลอมนะอะไรเงีย้คะ่ ที ่ทีแ่บบมอียู่
ตอนนี ้ฮ ึ小林もにせもの にせもの 
少年だんいんやけいじもにせもの［日本語で発話する］
［黙り込む。］ 子分だったのだ 子分 子分 
子分［日本語で発話する］เด็ก แบง่สว่น
［「子分」の漢字を1字ずつ訳している］［笑う。］

うん，あー，あなたはね，輝きを持った目を持っているか
い。［笑う。］みんな，みんな，あれは偽物の絵だよと言う
ようなことです。えっと，今あるものは，ふ，小林もにせも
の，にせもの，少年だんいんやけいじもにせもの［下線
部を日本語で発話する］。［黙り込む。］子分だったの
だ，子分，子分，子分［下線部を日本語で発話する］，子
ども，分ける［「子分」の漢字を1字ずつ訳している］。［笑
う。］

323 ［笑う。］うん。

324 แต ่แตว่า่ถา้ใหเ้ดาตามบรบิทก็เขา้ใจวา่ ไมว่า่จะเป็น อี
小林［日本語で発話する］ อนัีกสบืหนุ่ม และก็ สรุปก็คอื
 อ ีๆ 6 คนทัง้เหลอืทีแ่บบ 
gang［タイ語において外来語に当たる］ เขาอาจ อาจจะ
ไมใ่ช ่7 คนทีก่ลา่วถงึวา่เป็นเพือ่นหรอืเปลา่ เอะ๊ หรอืวา่
อาจจะเป็นเพือ่นแหละ แตว่า่ไอต้ัวนีม้นัก าลังแบบหลอก
อยูว่า่ เนีย่ ทกุคนทีม่าชว่ยนายเมือ่วานนะ เหมอืนเป็น 
เหมอืนเป็นลกูนอ้ง เป็น［舌打ちする］ เป็นพวกมนัเองนะ
อะไรเงีย้รเึปลา่ อะไรเงีย้ ก็ตอ้งดกูนัตอ่ไปวา่ ［笑う。］ 
เป็นเรือ่งจรงิหรอืวา่นีม่นัก าลังแบบแอบหลอกซอ้นหลอก
อยูอ่ะไรอยา่งเงีย้คะ่ อตุสา่หช์ว่ยบรรยายแลว้วา่ตอน
กลางคนืก็ ของจรงิเนีย่ก็เอาออกมาแลว้ แลว้ของปลอม
แปะทับมมุเดมิอะไรเงีย้ ตอนนีข้องจรงิไมอ่ยูแ่ลว้นะ 
［笑う。］

でも，でも，文脈に沿って理解すると，んー，小林［日本
語で発話する］であっても，その若い探偵であっても，そ
れから，結局，その残り6人の，んー，gang［タイ語にお
いて外来語に当たる］は，彼らはおそらく，おそらく前出
てきた7人の友だちと違うグループなんじゃないですか。
えっ，あるいは友だちでしょうか。でも，こいつ，その騙さ
れているのでしょう，か？みんな昨日，お前を助けてくれ
た人はね，まあ，おおよそ子分だ，［舌打ちする］やつら
はわたしの子分だみたいな。そういう感じですかね。う
ん，続きを見なければなりませんね。［笑う。］本当の話
なのか，これは何か嘘をついている，ということなので
しょうか。わざわざ語ってくれています，夜に，本物をで
すね，取り出してきて，それから偽物をもとの場所に
貼って，なんですか。今は，本物はもうありませんよ。
［笑う。］

325 ［笑う。］

326 「えっ、あれがみんなにせものだって」 ทกุคนเป็นของปลอม ทกุคนแบบเป็นตัวปลอมหมดหรอื 全員偽だっていうのは，全員みんな偽者だということで
すか。

327 石村さんは、びっくりして、へやへとんでいって、ひとつ
びとつよくしらべました。

石村さんはびっくりして［日本語で発話する］［笑う］ 
へやへとんでいって 
ひとつびとつよくしらべました［日本語で発話する］ออ๋ 
ก็ดว้ยความตกใจก็ออกไปขา้งนอกแลว้คอ่ย ๆ แบบ
ตรวจสอบทลีะอยา่ง

石村さんはびっくりして［日本語で発話する］，［笑う］へ
やへとんでいって，ひとつびとつよくしらべました［下線
部を日本語で発話する］。おー，驚きのあまりに外へ出
て，少しずつ一つ一つ調べました。

328 「あっ、やっぱりそうだ。本ものとそっくりにかいてある
が、みんなにせものだ」

ออ๋ จรงิดว้ยแบบ เหมอืน เหมอืนของ ของจรงินีแ่ละ แต่
วา่แบบทกุอยา่งเป็นของปลอมเหรอ อะ๊ เอ๋

あー，本当だ。まるで，まるでほん，本物です。でも，す
べて偽物だということですか。えっ，えー。

329 石村さんは、まっさおになっていいました。 まっさお［日本語で発話する］คอือะไร กลายเป็นอะไร 
กลายเป็นหนา้ซดีอะไรอยา่งนีร้เึปลา่［Google 
Translateで「まっさお」を検索する。英語で「Masao」と表
示される。それから，参考リンクをクリックして，「真っ青
」を選ぶ。再び，「真っ青」をGoogle 
Translateで検索する。英語で「deep 
blue」と表示される。］ออ๋ ก็น่า น่าจะความหมายเดยีวกบั
หนา้ซดีเลยอะไรเงีย้

まっさお［日本語で発話する］は何ですか。何になるので
すか。顔が真っ青とか何かになるのでしょうか。［Google 
Translateで「まっさお」を検索する。英語で「Masao」と表
示される。それから，参考リンクをクリックして，「真っ青」
を選ぶ。再び，「真っ青」をGoogle Translateで検索す
る。英語で「deep blue」と表示される。］なるほど，うん，
おそらく顔が真っ青になると同じ意味なんでしょうね。



330 うん。

331 それにしても、小林くんまでにせものとは、いったいどん
なやり方（かた）をしたのでしょうね。

อยา่งไรก็ตาม แมแ้ตไ่อ ้小林くん［日本語で発話する］ 
ก็ยังกลายเป็นแบบของปลอมไปดว้ยนีแ่บบมวีธิี มวีธิอีะไร
เบือ้งหลัง อะไรทีแ่บบท าอยา่งนีน้ีเ่อง โอโ้ห ［笑う。］

いずれにしても，小林くん［日本語で発話する］まで偽の
ようだなんてどんなやり方，裏側でどんなやり方，何，ど
んなやり方をしたのだろう。うわーお。［笑う。］

332 ［笑う。］

333 二十めんそうは、石村さんのえを、ぜんぶにせものとと
りかえて、ぬすんでいってしまいました。

สรุป ぬすん［日本語で発話する］ นีแ่บบ แปลวา่อะไรนา้
 หลบหนอียูอ่อ่ 
ぬすん［日本語で発話する］［舌打ちする］ อะไรก็ไมรู่ ้
แตป่ระโยคนีก็้ ก็ ก็จะเหมอืนเดมิ คอืยอ้น ยอ้นความให ้
ฟังวา่เกดิอะไรขึน้อยา่งเงีย้คะ่

まとめると，ぬすん［日本語で発話する］というのは，な
んと訳すんでしょう。逃げています，おお，ぬすん［日本
語で発話する］，［舌打ちする］何かわかりません。でも
この文も，うん，なんか，元と同じ，つまり戻って，何か起
きたのか戻って聞かせています。

334 うん。

335 ก็แบบ ก็เขาบอกวา่ลกู ลกูของบา้น 
小林くん［日本語で発話する］ตอนเนีย่กลายเป็น 
にせもの［日本語で発話する］ไปหมดแลว้

うんと，彼が言っているのは子ども，小林くん［日本語で
発話する］の家の子どもは今，にせもの［日本語で発話
する］にみんな変わってしまいました。

336 うん。

337 そこにいた六人のけいじと、小林くんと少年たんていだ
んいん六人がまもっていたのですが、それが、みんな、
二十めんそうの子分のへんそうしたにせものだったの
です。

［黙り込む。］ อมื แลว้ก็บรรยายตอ่วา่ สว่น 
小林［日本語で発話する］ นักสบื 
小林［日本語で発話する］กบัอกี 6 คนทีม่าชว่ยเนีย่แบบ
 ทกุคนจรงิ ๆ แลว้ก็สรุปเป็นลกูนอ้งของ ［笑う］ 
二十めんそう［日本語で発話する］

［黙り込む。］うーん，そして続けて述べているのは，一
方，小林［日本語で発話する］，小林［日本語で発話す
る］探偵と手伝いに来たほか6人はですね，えっと，全員
本当に，えっと，結局，子分です［笑う］，二十めんそう
［日本語で発話する］の。

338 おー。

339 กลายเป็นแบบทกุคนเป็นของปลอมไปหมดเลย 全員んー偽物にみんな変わってしまいました。

340 ほんとうにおどろきました。 ［笑う。］ 
ほんとうにおどろきました［日本語で発話する］［笑う。］
 ตกใจจรงิ ๆ น่าตกใจจรงิ ๆ

［笑う。］ほんとうにおどろきました［日本語で発話する］。
［笑う。］本当に驚きました，本当に驚くべきことです。

341 どろぼうたちにばんをさせたのですから、ぬすまれるの
はあたりまえです。

［黙り込む。］にばんをさせた［日本語で発話する］［Goo
gle 
Translateで「どろぼうたちにばんをさせてのですから」
を検索する。英語で「Because the thieves made 
themselves」と表示される。次に，Google 
Translateで，「ぬすまれるのはあたりまえです」を検索
する。英語で「It is natural to get 
stuck」と表示される。］อมื ก็น่าจะหลบซอ่นและมัง่คะ่ ก็
แบบ ก็เป็นเรือ่งปกต ิถา้แบบเป็นหัวขโมยอยา่งงี ้ก็ตอ้ง 
ตอนนีก็้ตอ้งหลบซอ่นอยูแ่ลว้

［黙り込む。］にばんをさせた［日本語で発話する］。
［Google Translateで「どろぼうたちにばんをさせてので
すから」を検索する。英語で「Because the thieves made 
themselves」と表示される。次に，Google Translateで
「ぬすまれるのはあたりまえです」を検索する。英語で
「It is natural to get stuck」と表示される。］うーん，えっ
と，おそらく隠れているんでしょう，そいつは。だって，
えっと，通常のことです。もし泥棒の頭ならこのように，
ええ，しなければ，今は，もう隠れていなければなりませ
ん。

342 うん。

343 小林くんまでにせものだったのです。 แมแ้ต ่小林［日本語で発話する］ยังเป็นของปลอม 小林［日本語で発話する］まで偽物でした。

344 ［笑う。］

345 では、本ものの小林くんは、どうしたのでしょうか。 แลว้ แลว้งัน้ 小林［日本語で発話する］ของจรงิเนีย่ไป
อยูไ่หนอะไรเงีย้

じゃあ，それなら，小林［日本語で発話する］の本物は，
どこにいっているんでしょうか。

346 うん。



347 小林くんは、二十めんそうのために、ひどいめにあって
いたのです。

［黙り込む。］ ก็ ก็ตอนนีเ้ขาก าลังเดาวา่แบบ เรือ่ง 
小林くん［日本語で発話する］ตัวจรงิเนีย่มา เหต ุเหต ุ 
เหตจุากพอเออ่ ตัวนี ้二十めんそう［日本語で発話する］
เนีย่ก็ ตอนนีก็้น่าจะก าลังพบเจอความล าบากอยูแ่น่เลย

［黙り込む。］えー，今，彼は推測しています，えっと，小
林くん［日本語で発話する］の本物のです，原，原，えー
この，二十めんそう［日本語で発話する］が原因でです，
今はおそらく大変なことに遭っているに違いありません。

348 うん。

349 ひどいめにあっていたのです［日本語で発話する］
น่าจะเจออะไรอยู่

ひどいめにあっていたのです［日本語で発話する］，何
かに遭っていると思います。

350 石村さんは、この話のはじめに、小林くんにでんわをか
けましたね。

ออ๋ 
いしかわ［日本語で発話する。「いしかわ」にも「いちか
わ」にも聞こえる］แบบ 
この話のはじめに［日本語で発話する］ก็แบบ ตอน
แรก ๆ เลย

あー，いしかわ［日本語で発話する。「いしかわ」にも「い
ちかわ」にも聞こえる］は，この話のはじめに［日本語で
発話する］，えー，はじめのところでですね。

351 うん。

352 เหมอืนตดิตอ่กบัคณุ小林かん［日本語で発話する］ เอย้
 小林さん［日本語で発話する］เนีย่ผา่นทางโทรศัพทใ์ช่
ไหม อะไรเงีย้

まるで最初から，小林かん［日本語で発話する］，さん，
じゃない，小林さん［日本語で発話する］と連絡をとっ
て，電話を通じていた，んですね。なんでしょう。

353 うー。

354 そのでんわを、石村さんの家にしのびこんでいた、二十
めんそうの子分がきいてしまったのです。

［黙り込む。］ หมื เหมอืนน่าจะถกูดักฟังอะคะ จากแบบ 
ไอแ้กง๊คข์อง 二十めん［日本語で発話する］เนีย่อะไร
เงีย้ ดักฟังโทรศัพทส์ายนัน้

［黙り込む。］ふーん，なんか盗聴されているみたいで
す。から，えっと，二十めん［日本語で発話する］の野郎
がですなんなんです，その電話を盗聴していました。

355 うん。

356 หมื ふーん

357 うん。

358 小林くんは、石村さんからでんわがあると、くわしい話を
きくために、じどうしゃをよびました。

ก็ คณุนักสบืตัวจรงิอะคะ หลังจากทีไ่ดแ้บบฟังเรือ่งจาก 
石村さん［日本語で発話する］เนีย่ก็เพือ่ เพือ่ เพือ่ 
เพือ่ทีจ่ะไปฟังเรือ่งราวทีแ่บบยังไงชัดเจนขึน้อะไรเงีย้ ก็
เลยเรยีก เรยีก じどうしゃ［日本語で発話する］เรยีกรถ
อยูอ่ะไรเงีย้

えー，本物の探偵さんは，石村さん［日本語で発話す
る］から話を聞いた後，ために，ために，もっとどんなに
かよりはっきりした話を聞きに行くためにかなんか，それ
で呼びました，じどうしゃ［日本語で発話する］，自動車
を呼びました，なんですか。

359 うん。

360 小林くんが、じどうしゃにのろうとしたとき、うしろから、
ひとりの男がのってきました。

แลว้ก็ 
小林くんがじどうしゃにのろうとしたとき［日本語で発話
する］ก็ระหวา่งทีแ่บบ ระหวา่งโดยสารรถอยู่ 
うしろからひとりの男がのってきました［日本語で発話
する］หะ๊ หะ๊ หะ๊ หะ๊
うしろから［日本語で発話する］［黙り込む。］ ท าไมมนั
ฟังดนู่ากลัวอยา่งงี้ ไม ่ไม ่ไม ่
sure［タイ語において外来語に当たる］ではวา่เขา้ใจถกู
เปลา่คะ

それから，小林くんがじどうしゃにのろうとしたとき［下線
部を日本語で発話する］。まあ，うんと間，自動車に乗っ
ている間，うしろからひとりの男がのってきました［下線
部を日本語で発話する］えっ，えっ，えっ，えっ，うしろか
ら［日本語で発話する］。［黙り込む。］どうしてこれは聞
いてみるとこのように怖いのですか。ううん，いえ，わた
しの理解は正しいか sure［タイ語において外来語に当た
る］ではないですが。

361 うん。



362 คอืแบบ ระหวา่งที ่小林くん［日本語で発話する］ทีเ่ป็น
นักสบืตัวจรงิอะคะ ก าลังแบบโดยสารรถอยูเ่นีย่ ในตอน
นัน้เอง จากขา้งหลัง ก็มแีบบผูช้ายคนหนึง่โดยสารอยู่
เชน่กนั

なんか，間に，本物の探偵の小林くん［日本語で発話す
る］がですよ。車に乗っているときにですね，まさにその
ときに，後ろから，んーと，男の人が一人えっと同じよう
に乗車している人がいました。

363 うん。

364 คอื คอือะไร อนั อนันีท้ีห่นูเขา้ใจ แตว่า่ แตว่า่มนัไมน่่าใช่
 มนัฟังดนู่ากลัว มนัไมใ่ชร่ถเมลอ์ะไรเงีย้

要するに，つまり何ですか。こ，これはわたしはわかりま
す。でも，でもそうではなさそうです。聞いてみると恐ろし
いです。これはこれはバスとかじゃないですよね。

365 うん。

366 แต ่じどうしゃ［日本語で発話する］ในทีน่ีม่นัเขา้ใจวา่พอ
เป็น じどうしゃ［日本語で発話する］มนัก็น่าจะเป็นแบบ 
แบบรถ รถยนตไ์ซส ์4 ลอ้อะไรเงีย้คะ่

でも，じどうしゃ［日本語で発話する］，ここの中，これは
わかります，じどうしゃ［日本語で発話する］で，これはお
そらく，えーと，タイプ，車種，タイヤが4つの自動車，な
んなんですか。

367 うん。

368 คอือะไร ［笑う。］ อาจารยอ์ยา่ท าหนา้งงใสห่นู ［笑う。］ つまり何ですか。［笑う。］先生，わたしに向けてさっぱり
だというような顔をしないでください。［笑う。］

369 ［笑う。］

370 その男は、小林くんをたおして、さるぐつわをはめ、手
足をしばってしまいました。

เฮอืก ก็ผลัก 小林くん［日本語で発話する］ตัวจรงิ はーあ，本物の小林くん［日本語で発話する］の背中を
押しました。

371 うん。

372 ก็ ก็ それから，それから，

373 うん。

374 手足 手 
手足をしばってしまいました［日本語で発話する］ไม่
เคยเจอค านาม ไม ่ไมเ่คยเจอกรยิาค านี้
［「しばって」のこと］ แตถ่า้ใหเ้ดาก็น่าจะเป็นแบบมดัมอื
มดัขาตาม style［英語で発話する］เรือ่งหรอืเปลา่

手足，手，手足をしばってしまいました［下線部を日本語
で発話する］。この名詞，いや，この動詞［「しばって」の
こと］にあったことがないです。でももし話の流れから考
えるなら，おそらく，手を縛り足を縛る話のstyle［英語で
発話する］に沿っているのでしょうか。

375 うん。

376 โห  แต ่ๆ ยังงงวา่ผูช้ายโผลม่าจากขา้งหลังมนัรถอะไรอะ่
 ［笑う。］

へー，でもでも，まだ混乱しているのは男の人が後ろか
ら現れてきました，どんな車なんですか。［笑う。］

377 ［笑う。］

378 น่ากลัวจังเลย ถา้อารมณ์แบบสมมตุเิหมอืนเวลาวา่มน่ัีง 
taxi［英語で発話する］ แลว้แบบมอีะไรจะโผลม่าจาก
ขา้งหลัง ไมน่่าจะใชค่นไงคะ่ แต ่แตใ่นเรือ่งนีไ้มน่่าจะไป 
ไปใน scope［英語で発話する］นัน้［幽霊の話のこと］

本当に怖いですね。もし仮にtaxi［英語で発話する］に
乗っているときの感じで，それで，後ろから何か現れてく
るとしたら，絶対人ではありえません。でも，でもこの話
の中で，たぶんいってない，そちらのscope［英語で発話
する］の中［幽霊の話のこと］にはいっていないと思いま
す。



379 うん。

380 แตอ่า่นละฟังดนู่ากลัว でも読んで怖く聞こえます。

381 うん。

382 この男とうんてん手は、二十めんそうの子分だったので
す。

ออ๋ あー，

383 ん？

384 ก็สรุปแบบคนทีเ่ป็นคนขบั ผูช้ายทีเ่ป็นคนขบัรถ 
taxi［英語で発話する］คันเนีย่ เขาก็ไมไ่ดบ้อกวา่ 
taxi［英語で発話する］ แตก็่น่าจะใชแ่ละคะ่ ก็สรุป ก็
จรงิ ๆ ก็เป็น ก็เป็นคนของไอ ้
二十めんそう［日本語で発話する］ตัวนีด้ว้ย

うん，結局，まあ運転手の人です。このtaxi［英語で発話
する］の運転手の男の人。彼も，taxi［英語で発話する］
とはいっていませんが，たぶんそうでしょう。それで結
局，えっと，本当は，えっと，二十めんそう［日本語で発
話する］のやつの人も一緒です。

385 一緒の人，とは誰のことですか。

386 เออ่ คนขบัรถอะคะ うんてんさん［日本語で発話する］อา่ えー，運転手さんです。うんてんさん［日本語で発話す
る］。あー，

387 なるほど。

388 ก็คนขบั taxi［英語で発話する］ทีข่บัไปรับนักสบืคนนัน้ それでその探偵乗せて運転していたtaxi［英語で発話す
る］の運転手は，

389 うん。

390 ก็ ก็น่าจะเตรยีมแผนไวอ้ยา่งดเีลย ［笑う。］ なんか，なんかおそらくうまい仕掛けを調えたのです
ね。［笑う。］

391 ［笑う。］うん。

392 หรอื หรอืไมก็่ทัง้หมดเนีย่แอบหลอก ภาพตัวจรงิยังอยู่
แตท่ าใหเ้ด็กหลบ หลอกใหเ้ด็กคดิวา่ เอะ๊ ภาพทีแ่ขวน
อยูม่นัไมใ่ชข่องจรงิรเึปลา่อะไรเงีย้

あるいは，あるいはそうじゃないなら，これは全部嘘で
す。本物の絵はまだありますが，子どもから逃れます，
子どもをだまして，えっ，掛けられている絵はあれは本
物ではないんですか，のように。

393 うん。

394 こうして、小林くんは、つれていかれたのでした。 ［無意識に読み飛ばす。］ ［無意識に読み飛ばす。］

395 そして、じどうしゃがとまったところは、はらっぱの中の、
おかしな家の前でした。

［無意識に読み飛ばす。］ ［無意識に読み飛ばす。］

396 そこは、おばけやしきの見せもの小（ご）やです。 เหะ๊ 
おばやけ［日本語で発話する］おばけやしき［日本語で
発話する］แบบผสีงิ

えっ，おばやけ，おばけやしき［下線部を日本語で発話
する］，んーお化け。

397 ［笑う。］

398 の見せもの小やです［日本語で発話する の見せもの小やです［下線部を日本語で発話する］。



399 ออ๋ ๆ ลมือา่นตรงนี้ 
［行番号394，395のこと］［笑う。］［上の行に戻って，内
容を確認しようとする。］

おお，おお，ここのところ［行番号394，395のこと］を読み
忘れていました。［笑う。］［上の行に戻って，内容を確認
しようとする。］

400 ［行番号394と同じ］ ออ๋ หลังจากนัน้ก็ลักพาตัวคณุนักสบืตัวจรงิไป なるほど，本物の探偵さんを誘拐した後で， 読み忘れた一文［行番号394］へ戻って読
む。

401 うん。

402 ［行番号395と同じ］ ［黙り込む。］ ก็ รถก็ไปจอดอยูท่ีแ่บบ［舌打ちする］ บา้น
 บา้น ไปจอดอยูห่นา้บา้นหลังแปลก ๆ อนัหนึง่อะไรเงีย้

［黙り込む。］えーと，自動車が止まったところは，［舌打
ちする］家，家，ある一軒のおかしな家の前に行って止
まりました。

読み忘れた一文［行番号395］へ戻って読
む。

403 うん。

404 らっぱの中［日本語で発話する］らっぱ［日本語で発話
する］คอือะไร［Google 
Translateで「らっぱ」を検索する。英語で「Rope」と表示
される。］ไมรู่อ้ะไร ทา่มกลางอะไรสกัอยา่ง
［舌打ちする。］

らっぱの中，らっぱ［下線部を日本語で発話する］って何
ですか。［Google Translateで「らっぱ」を検索する。英語
で「Rope」と表示される。］何かわかりません。何かの中
ですね。［舌打ちする。］

405 ［行番号396と同じ］ ออ๋ ก็บา้นหลังนัน้จรงิ ๆ แลว้ก็เป็นบา้นผสีงิ 
見せもの［日本語で発話する］อมื บา้นผสีงิ บา้นผสีงิ
ของปลอมเหรอ の小やです［日本語で発話する］ออ๋ ๆ 
ก็น่าเป็น เป็นบา้นผสีงิทีส่รา้งไวเ้ป็นเครือ่งเลน่อะไรงีร้ป่ึาว
 หรอืในสวนสนุกอะไรเงีย้เหรอ

おお，うん，本当にあの家です。お化け屋敷です。見せ
もの［日本語で発話する］，うーん，お化け屋敷，偽物の
お化け屋敷なんですか。の小やです［日本語で発話す
る］，あーあー，おそらく遊び場としてつくられたお化け
屋敷のようなものでしょうか。あるいは遊園地の中のよ
うなものでしょうか。

読み忘れた一文［行番号396］へ戻って読
む。

406 うん。

407 เพราะมนัมคี าวา่ 見　見せ［日本語で発話する］ この言葉があるからです，見，見せ［下線部を日本語で
発話する］。

408 うん。

409 หรอืมนัจะเป็นบา้นผสีงิของจรงิ ไม ่ๆ ［Google 
Translateで「おばけやしきの見せものの小やです」を検
索する。英語で「It is a small gyo for ghosts and 
cocks」と表示される。］ ฮอื ไมรู่ห้รอือาจจะเป็นบา้น 
บา้นทีด่เูหมอืนมผีสีงิอยูอ่ะไรงีร้ป่ึาว เอาเป็นวา่ เป็นสกั
บา้นแปลก ๆ สกัหลังหนึง่ทีเ่ขาจอดขา้งหนา้

もしくは，本物のお化け屋敷ではないですよね。違う違
う。［Google Translateで「おばけやしきの見せものの小
やです」を検索する。英語で「It is a small gyo for ghosts 
and cocks」と表示される。］ふーん，よくわかりません。
それとももしかしたら，家，幽霊の出るような家なので
しょうか。何かおかしい家ということは間違いないです
ね。彼が止めたのはそんな建物です，その前に。

410 その中には、きみのわるいゆうれいや、おもしろいおば
けや、いろいろなものばかりがならんでいるのです。

［笑う。］ ก็น่า น่าจะเป็นบา้นผสีงิหลอก ๆ มากกวา่และคะ่ ［笑う。］えっと，たぶん，たぶん偽物のお化け屋敷のほ
うがありえそうです。

411 うん。

412 แลว้เขาก็แบบ เตรยีมแบบ お 
おもしろいおばけ［日本語で発話する］เหรอ

それから，彼は準備，お，おもしろいおばけ［下線部を日
本語で発話する］ですか。

413 ［笑う。］

414 ผ ี［笑う。］ ผน่ีาจะหลอกสกัตัวงี ้มาแกลง้อะไรงีแ้น่เลย お化け，［笑う。］お化けはおそらく何者かをだますでしょ
う。何かきっとしでかしに来るでしょう。



415 うん。

416 いろいろなものばかりがならんでいるのです［日本語で
発話する］อา่ ก็มหีลาย ๆ อยา่งจัดเตรยีมไวใ้ห ้［笑う］

いろいろなものばかりがならんでいるのです［下線部を
日本語で発話する］，あー，いろいろなものを用意してお
いてくれたのですね［笑う］。

417 うん。

418 手足をしばられた小林くんは、ふたりのわるものにだき
かかえられて、おばけやしきのおくの方へつれこまれま
した。

［黙り込む。］［この部分を読んでも並んでいるものが］
อะไรก็ไมรู่ ้แตว่า่เอาเป็นก็คดิวา่แบบคณุนักสบืทีโ่ดนมดั
มอืมดัเทา้ไวไ้รเงีย้ก็ ふたりのわるもの 
ふたり［日本語で発話する］ไมรู่ใ้ครอกี 
だきかかえ［日本語で発話する］ฮอื 
おばけ［日本語で発話する］［Google Translateで  
「ふたりのわるものにだけかかえられて」を検索する。
英語で「I was swept away by the two girls」 
と表示される。次に，「にだきかかえられて」を検索する
。英語で「I was taught」と表示される。］ คอือะไรหวา่ 
［黙り込む。］ แตว่า่ตรงอนัเนีย่ไมเ่ขา้ใจ แตว่า่ตรงนีเ้ขา
แบบ เป็นแบบวธิทีีแ่บบไปสง่ เขา้ใจวา่เป็นวธิทีีไ่ปสง่ที่
บา้น お お［日本語で発話する］ทีบ่า้นผสีงิอนัเนีย่อะคะ 
เพราะมนัมคี า おく［日本語で発話する］ทีน่่าจะแปลวา่ 
สง่ แลว้ก็ 方［日本語で発話する］ทีแ่ปลวา่ วธิี

［黙り込む。］［この部分を読んでも並んでいるものが］何
かわかりません。でもえっと手足を縛られた探偵さんは
，ふたりのわるも，ふたり［下線部を日本語で発話する］
またも誰かわかりません。だきかかえ［日本語で発話す
る］，ふーん，おばけ［日本語で発話する］，［Google 
Translateで  
「ふたりのわるものにだけかかえられて」を検索する。英
語で「I was swept away by the two girls」 
と表示される。次に，「にだきかかえられて」を検索する
。英語で「I was taught」 
と表示される。］つまり何ですかー。［黙り込む。］でもこ
れの辺りの意味がよく分かりませんが，この辺りでは，
まあ送っていく方法ですね。家への送っていく方法だと
わかります。お，お［下線部を日本語で発話する］，この
お化け屋敷です。なぜなら，ここに，สง่
［送る］と訳すだろう，おく［日本語で発話する］という言
葉があるからです。それに，วธิี
［方法］と訳すの，方［日本語で発話する］もありますか
ら。

419 うん。

420 แลว้ก็ つれ つれこまれました［日本語で発話する］ที่
แปลวา่แบบ เดอืดรอ้นอะไรเงีย้

それに，เดอืดรอ้น
［苦しむ］か何かとえっと訳す，つれ，つれこまれました
［下線部を日本語で発話する］。

421 うん。

422 ［笑う。］ รวม ๆ ก็คอื ก็น่ันแหละ ลักพาตัวไปปลอ่ยไว ้
อยา่งไมเ่ต็มใจละมัง่คะ แต ่แตว่า่ไมรู่เ้นีย่ เขาตอ้งการจะ
สือ่อะไรทีแ่บบมคี าวา่ ふたり［日本語で発話する］อะไร
อยา่งเงีย้

［笑う。］合わせると，つまりまあ，強引に連れて行って気
が進まないまま放っておきました。でも，でもわかりませ
ん。んー，ふたり［日本語で発話する］という言葉は何を
伝えたいのでしょう。

423 うん。

424 竹やぶの中のほそい道をすすんでいきました。 ก็ ไมรู่ว้า่ 竹［日本語で「たけ」と発音する］เขา้ใจวา่
แปลวา่ ไมไ้ผ ่ผา่นทุง่ ผา่น ผา่น ผา่นทา่มกลางแบบทุง่
ไมไ้ผอ่ะไรอยา่งงีห้รอืเปลา่

えー，わからないのは，竹［日本語で「たけ」と発音す
る］。わかるのは，訳すと竹。竹，広野を通って，通って，
竹の広野の中を通る，そういう感じなんでしょうか。

425 うん。

426 ほそい［日本語で発話する］ที ่
ほそい［日本語で発話する］ที ่ที ่ทีเ่รยีนใน 
class［英語で発話する］ ทีม่นัแปลวา่แบบ แคบ ๆ ใช่
ไหมคะ

ほそい［日本語で発話する］，んー，ほそい［日本語で発
話する］，んーんーclass［英語で発話する］で勉強したの
は狭いと訳しました。そうでしたよね。

427 うん。



428 ก็ ถนนแคบ ๆ ก็แบบอยา่ง 
すすんで［日本語で発話する］ก็แบบด าเนนิตอ่ไป

んーと，細い道を，すすんで［日本語で発話する］，えっ
とまあ，続けていく。

429 うん。うん。

430 ก็น่าจะกลา่วถงึแบบ process［英語で発話する］ใน
ระหวา่งการขนสง่แบบ นักสบืคนนีไ้ปบา้นหลังนัน้หรอื
เปลา่ ไปบา้นแบบผสีงิเงีย้คะ่

まあおそらく，語っているのはprocess［英語で発話す
る］，送り届ける間の，この探偵をその家まででしょう
か。お化けの家なんかに行きます。

431 すると、とつぜん、すごいかいぶつがあらわれました。 すると［日本語で発話する］หลังจากนัน้ 
とつぜん［日本語で発話する］ทันใดนัน้ 
すごいかいぶつがあらわれました［日本語で発話する］
ออื ไมเ่คยเจอศัพทค์ านี［้Google 
Translateで「すごいかいぶつがあらわれました」を検索
する。英語で「An awesome raccoon 
appeared」と表示される。］ ออ๋ ม ี
たぬき［日本語で発話する］เหรอ ไหน 
ぶつが［日本語で発話する］สตัวส์กัตัว 
すごいかい［日本語で発話する］แตว่า่ในนีเ้ขาแปลมาวา่
 raccoon［英語で発話する。タイ語の中でも raccoon 
が使われ，たぬきを指すことが多い］ ตอนแรกก็เลยนกึ
วา่ たぬき［日本語で発話する ］ แตว่า่น่าจะเป็นสตัวส์กั
ตัว ยังไมรู่ว้า่ตัวอะไร อะ่

すると［日本語で発話する］，そのあとで，とつぜん［日
本語で発話する］，突然，すごいかいぶつがあらわれま
した［下線部を日本語で発話する］。うーん，この言葉は
見たことないです。［Google Translateで「すごいかいぶ
つがあらわれました」を検索する。英語で「An awesome 
raccoon appeared」と表示される。］おお，たぬき［日本
語で発話する］がいるのですか。どこ？ぶつが［日本語
で発話する］，何かの動物。すごいかい［日本語で発話
する］。でもここでは，raccoon［英語で発話する。タイ語
の中でも raccoon が使われ，たぬきを指すことが多い］ 
と訳されていますので，はじめは，たぬき［日本語で発
話する］のことを思ったのですが，たぶん何かの動物で
すね。どんな物なのかまだわからないんです，よ。

432 うん。

433 大きさは、二メートルもあり、くびが、じめんからにゅうと
出ているのです。

大きさは2メート［日本語で発話する］โฮะ ก็ความสงูถงึ 
2 
meter［タイ語において外来語に当たる。2はタイ語で発
話した］เลย

大きさは二2メート［日本語で発話する］，おお，2 meter
［タイ語において外来語に当たる。2はタイ語で発話し
た］もの高さなのですね。

434 うん。

435 じめんからに［日本語で発話する］ปากเป็นอะไร
［Google 
Translateで「じめんからにゅうと出ているのです」を検
索する。英語で「It is coming out from the 
beginning」と表示される。］ฮี
［「にゅうと出ているのです」を検索する。英語で「It is 
coming 
out」と表示される。次に，「くびが」を検索する。英語で「
My neck is」と表示される。］くび［日本語で発話する］
คอนีห่วา่ ม ีมคีอออกมาจากอะไรก็ไมรู่ ้
じめん［日本語で発話する］［Google 
Translateで「じめん」を検索する。英語で「Beginning」と
表示される。］じめん［日本語で発話する］คดิ คดิวา่มนั
ไมน่่าจะ ในทีน่ีไ่มน่่าจะแปลวา่ 
Beginner［英語で発話する］ อะคะ คดิวา่มนัน่าจะเป็น
แบบอะไรสกัสว่นหนึง่ เขาก าลังอาจจะบรรยายวา่แบบมี
คอโผลอ่อกมาจากอะไรสกัอยา่งอะไรเงีย้

じめんからに［日本語で発話する］，口がどうしたのです
か。［Google Translateで「じめんからにゅうと出ているの
です」を検索する。英語で「It is coming out from the 
beginning」と表示される。］え，［「にゅうと出ているので
す」を検索する。英語で「It is coming out」と表示される。
次に，「くびが」を検索する。英語で「My neck is」と表示
される。］くび［日本語で発話する］，首のことですね。あ
る，首が何かから生えてきたのかわかりません。じめん
［日本語で発話する］，［Google Translateで「じめん」を
検索する。英語で「Beginning」と表示される。］じめん［日
本語で発話する］，おも，思うに，それは，ここではそうで
はなさそです，Beginner［英語で発話する］と訳しそうに
はありません。たぶん，何かの一部のことだと思いま
す。かれはおそらく語っているのは，その何かに首が現
れ出てきました。

436 うん。

437 ไมรู่ค้อือะไร 何なのかわかりません。

438 ［笑う。］



439 それは、ゴリラのようでもあり、ライオンのようでもあり、
人間のわるもののようでもありました。

それは［日本語で発話する］ออ๋ ［笑う］ 
それはゴリラのようでもあり［日本語で発話する］ออ๋ 
ก็ ๆ ก็เหมอืนจะเป็น 
gorilla［タイ語において外来語に当たる］นะ 
ライオンのようでもあり［日本語で発話する］หรอื ๆ แต่
ก็มสีว่นทีค่ลา้ยสงิโตนะ 
人［日本語で「ひと」と発音する］間［日本語で「かん」と
発音する］のわるもののようでもありました［日本語で発
話する］ อนันีค้อือะไร 
漢字［日本語で発話する］［Google 
Translateで「人間」を検索する。「A 
human」と表示される。］ออ๋ 
にんげん［日本語で発話する］หอื เหมอืนทัง้ 
gorilla［タイ語において外来語に当たる］ ทัง้เสอื ทัง้
มนุษย์

それは［日本語で発話する］，あー，［笑う］それはゴリラ
のようでもあり［下線部を日本語で発話する］，ふーん，
んーんー gorilla［タイ語において外来語に当たる］っぽ
いですね。ライオンのようでもあり［日本語で発話する］，
またはまたは，でもライオンに見える部分もあります。人
［日本語で「ひと」と発音する］，間［日本語で「かん」と発
音する］のわるもののようでもありました［下線部を日本
語で発話する］。これはなんでしょう，漢字［日本語で発
話する。［Google Translateで「人間」を検索する。「A 
human」と表示される。］なるほど，にんげん［日本語で
発話する］ですね。ふーん， gorilla［タイ語において外来
語に当たる］のようでも，とらのようでも，人間のようでも
ありますね。

440 ［笑う。］

441 それは、大きな、おそろしいかおでした。 โห เป็นอะไรทีแ่บบ หนา้ หนา้ตาใหญแ่ลว้ก็น่า น่ากลัว
ดว้ยเงีย้

へー，なにかこう，顔が，顔が大きくてそれにおそらく，
おそらく恐ろしくもありますね。

442 うん。

443 ふたりのわるものは、ぼうぼうと、草のはえたじめんに、
小林くんをほうり出しました。

สรุปตานีใ้ครอะ่［Google 
Translateで「ふたりのわるものは，ぼうぼうと，草のは
えたじめんに，小林くんをほうり出しました。」を検索す
る。英語で「Their two girls, Kobayashi-kun, was picked
 up by the boat and the beginning of the 
grass.」と表示される。それから，「ぼうぼうと，草のはえ
たじめんに，小林くんをほうりだしました。」を検索する。
英語で「Bokuto, we grabbed Kobayashi-kun from the 
grassy 
beginning.」と表示される。さらに，「草のはえたじめんに
，小林くんをほうり出しました。」を検索する。英語で「I 
threw out Kobayashi-kun on the grassy 
ground,」と表示される。］［enterボタンを押して，「小林く
んをほうり出しました。」を改行させる。それから，Googl
e 
Translateで言葉を検索する。1行目「草のはえたじめん
に，」は「On the grassy 
ground」，２行目「小林くんをほうり出しました」は「I 
threw out Kobayashi-kun.」と英語で表示される。］ อมื 
เขา้ใจแลว้วา่พอเป็นศัพทท์ีเ่ป็นนยิายเด็กอะไรเงีย้ กเูกลิ
［Google Translateのこと］น่าจะแปลผดิ เยอะคะ่

結局，このおじさんは誰ですか。［Google Translateで
「ふたりのわるものは，ぼうぼうと，草のはえたじめん
に，小林くんをほうり出しました。」を検索する。英語で
「Their two girls, Kobayashi-kun, was picked up by the 
boat and the beginning of the grass.」と表示される。そ
れから，「ぼうぼうと，草のはえたじめんに，小林くんを
ほうりだしました。」を検索する。英語で「Bokuto, we 
grabbed Kobayashi-kun from the grassy beginning.」と表
示される。さらに，「草のはえたじめんに，小林くんをほう
り出しました。」を検索する。英語で「I threw out 
Kobayashi-kun on the grassy ground,」と表示される。］
［enterボタンを押して，「小林くんをほうり出しました。」を
改行させる。それから，Google Translateで言葉を検索
する。1行目「草のはえたじめんに，」は「On the grassy 
ground」，2行目「小林くんをほうり出しました」は「I threw 
out Kobayashi-kun.」と英語で表示される。］うーん，もう
わかってるんです，子どもの絵本にある言葉なんかを
Google［Google Translateのこと］はおそらく訳し間違え
ます，たくさんです。

444  ［笑う。］

445 เพราะ เพราะวา่ปกต ิถา้ ถา้มนัจะเป็น 
web［英語で発話する］ทางการ แลว้จะเป็นศัพทแ์บบ 
describe［英語で発話する］ แบบรายละเอยีดอยา่งเงีย้
เวลาเราแปลสว่นใหญ่ Google［Google 
Translateのこと］จะ คอ่นขา้งแปลไดน้ะ แตพ่อเป็นศัพท์
ทีแ่บบเหมอืน มกีารเปลีย่นเสยีง เปลีย่นอะไรเพือ่แบบให ้
การอา่นมนัราบรืน่ สือ่ถงึอารมณ์ไดเ้งีย้  Google［Google 
Translateのこと］รูส้กึ รูส้กึจะแปลไมไ่ดเ้ลยนะคะ ใชไ่หม
 ［笑う。］

だって，普段なら，もし，もしそれがオフィシャルのweb
［英語で発話する］それはだと，詳細をdescribe［英語で
発話する］するような言葉だと，わたしが訳すのは
Google［Google Translateのこと］はだいたい，かなり訳
せます。でもこんな，音を変えたり何を変えたり，それ
を，んー，すらすら読ませるためにとなると，その性質を
伝えられるんですか。Google［Google Translateのこと］
はどうも，どうも訳せないようですね。音の変化がある言
葉とか感情的な言葉だと，Googleは訳せないですね，そ
うですよね。［笑う。］

［笑う。］

446 ［笑う。］使えないんですね。

447 ใชไ้มไ่ดเ้ลย ［笑う。］ oh my god［英語で発話する］ 使えませんね。［笑う。］ oh my god［英語で発話する］。

448 ［笑う。］



449 ［笑う。］ รูส้กึไดว้า่ปกตถิา้เป็นแปล แปล 
web［英語で発話する］web［英語で発話する］ทางการ
อยา่งทีห่นูแบบวา่จองโรงแรม หาทีเ่รยีนอะไรเงีย้ รูส้กึจะ 
จะรูเ้รือ่งหมดเลยนะ วธิจีา่ยเงนิ แตว่า่เจออนัเนีย่
［今読んでいるもの］แบบเละเทะตุม้เป๊ะเลย ［笑う。］

［笑う。］いつも認識できるのはもし訳すなら，web［英語
で発話する］，オフィシャルのweb［英語で発話する］を訳
すなら，わたしがホテルを予約したり，何かを勉強するこ
とろを探したり，思うんですね，全部話がわかります。お
金の払い方も。でもこれ［今読んでいるもの］に出合った
ら，めちゃくちゃですね。［笑う。］

450 ［笑う。］

451 อะไรก็ไมรู่ ้［笑う。］ 
ふたりのわるものはぼうぼうと［日本語で発話する］［先
ほどの検索画面に戻り，もう一度Enterを押して，「のは
えたじめんに」を2行目に，「小林くんをほうり出しまし
た。」を3行目に改行させる。それから，Google 
Translateで言葉を検索する。1行目「草」は「grass」，2
行目「のはえたじめんに」は「On the ground on which it 
grew」，3行目「小林くんをほうり出しました。」は「I threw 
out Kobayashi-kun」と英語で表示される。］

何かわかりません。［笑う。］ふたりのわるものはぼうぼ
うと［下線部を日本語で発話する］。［先ほどの検索画面
に戻り，もう一度Enterを押して，「のはえたじめんに」を2
行目に，「小林くんをほうり出しました。」を3行目に改行
させる。それから，Google Translateで言葉を検索する。
1行目「草」は「grass」，2行目「のはえたじめんに」は「On 
the ground on which it grew」，3行目「小林くんをほうり
出しました。」は「I threw out Kobayashi-kun」と英語で表
示される。］

452 ［笑う。］

453 ไม ่ๆ ไมรู่เ้รือ่งและ んー，んー，話がつかめません。

454 ［笑う。］

455 すると［日本語で発話する］［舌打ちする］ 
ふたり［日本語で発話する］ในทีน่ีห่รอืจะหมายถงึแบบ
เด็ก のわるいもの［日本語で発話する］แบบสิง่ทีแ่ย่
ของเด็กทัง้สองคนทีเ่ขากลา่วถงึตอนตน้คอื 
たかしくん［日本語で発話する］กบันอ้งสาวหรอืเปลา่

すると［日本語で発話する］，［舌打ちする］ふたり［日本
語で発話する］。ここの中では，または子どものことです
か，のわるいもの［日本語で発話する］，話のはじめに
話した子どもたちの悪いことって，たかしくん［日本語で
発話する］と妹ですか？

456 なるほど。

457 ก็ ก็ ก็จะมมีาโผลต่รงนีก็้แปลก ๆ เขาก าลังแบบบรรยาย
วธิกีารลักพาตัวอยู่

だって，だって，だってこの辺りは現れてきているのにお
かしいです，彼は，んー，誘拐する方法を説明している
ところなのに。

458 うん。

459 ลองดู 見てみます。

460 すると、竹やぶの中から、おうごんかめんをつけた二十
めんそうが、ぬうっとあらわれました。

ออ๋แลว้ แลว้ แลว้ทีท่า่มกลางไอ ้ไอป่้า ป่าไผน่ีน่ั้นเองก็ 
ไอต้ัวพวกสวมหนา้กากทัง้ยีส่บิ 
めんそう［日本語で発話する］ไอต้ัวเนีย่อยู ่ๆ ก็แบบจาก
 จาก จากทีห่ลบซอ่นก็แบบ เผยตัวออกมา 
あらわれました［日本語で発話する］

あー，それから，それから林，この竹林の中からです，
仮面をかぶった20の，めんそう［日本語で発話する］，こ
いつが突然，から，から隠れているところから，姿を現し
出てきました。あらわれました［日本語で発話する］。

461 うん。

462 「わっはははは……、小林か、しばらくだったなあ。きみ
をこうしておいて、石村のえを、ぜんぶちょうだいするこ
とにしたよ」

［黙り込む。］เริม่ เริม่ ๆ งงเนือ้เรือ่ง หรอื หรอืวา่ตอนนีค้อื 
เออ่คอื คอืทกุคนโดนจับมาอยูร่วมกนัแลว้เหรอ

［黙り込む。］はじ，はじめ，ストーリーがわからなくなり
はじめました。あるいは，あるいは，今はつまり，えーっ
とつまり，つまりみんながもう逮捕されてきて一緒にいる
のですか。

463 うん。



464 しばらく［日本語で発話する］［舌打ちする］ เหมอืน
กรุณารอสกัครู่ 
きみをこうしておいて［日本語で発話する］ก็แบบ เธอ 
ในทีส่ดุเธอก็ตามมาแลว้ ［笑う。］ คอือะไร 石村のえを
 
ぜんぶちょうだいすることにしたよ［日本語で発話する］
ออ๋ ก็พอ พอกลับมาที ่ทีใ่นตัวบา้นอะคะ ไอ ้ไอต้ัว
หนา้กากตัวเนีย่กลับมาปัป ก็แบบ 
show［タイ語において外来語に当たる］ใหอ้ตีัวนักสบืที่
ตอนแรกเขาลักพาตัวมาดวูา่เนีย่ ภาพทัง้หมดเนีย่อยูน่ี่
แลว้นะ ［笑う。］

しばらく［日本語で発話する］，［舌打ちする］ちょっと待っ
てくださいみたいな，きみをこうしておいて［日本語で発
話する］，えとー，あなた，ついにあなたはついてきたの
ですね。［笑う。］つまり何ですか。石村のえを，ぜんぶ
ちょうだいすることにしたよ［下線部を日本語で発話す
る］，あー，たら，その，家に戻ったら，その，仮面がぱっ
と帰ってきたら，その，うーん，はじめに無理やり連れて
こられた探偵に show［タイ語において外来語に当たる］
たものは，すべての絵です，ここにあったのです。［笑
う。］

465 うん。

466 小林くんは、くやしいけれども、しばられているので、な
にもできません。

ก็ ก็ 小林くん［日本語で発話する］ก็แบบ 
くやしい［日本語で発話する］ ก็เจ็บใจอยูน่ะ แตว่า่แบบ
ก็ท าอะไรไมไ่ด ้ก็ ๆ ก็ท าอะไรไมไ่ดน่ั้นแหละ เออ ［笑う。］

それで，それで，小林くん［日本語で発話する］は，
んー，くやしい［日本語で発話する］。心を痛めています
ね。でも，んー，何もすることもできません。だってだっ
て，だってそう，それに何をすることもできません，ええ。
［笑う。］

467 「今ごろは、きみとそっくりな少年と、少年たんていだん
いんが六人、けいじが六人、石村の家をまもっているわ
けだ。それがみんなにせもので、おれの子分というわけ
だ。わっはははは。二十めんそうのちえは、こんなもん
だ。あけちが東京にいないのが、ざんねんだよ」といい
ました。

ออ๋ ［黙り込む。］ สรุป สรุปคอืมนันอก ๆ นอกจากจะม ี
小林［日本語で発話する］ที ่ที ่ๆ เป็นนักสบืหนุ่มคนหนึง่
 แลว้ก็มกีลุม่หนุ่ม ๆ อะไรก็ไมรู่อ้กี 6 คนแลว้ก็จะมแีบบ
ผูช้ว่ย 
けいじ［日本語で発話する］member［英語で発話する］
อะคะ けいじ［日本語で発話する］หรอืเปลา่ เออ น่าจะ
ใช ่นักสบือืน่ ๆ อกี 6 คน ก็มคีนตัง้ 13 เลยเหรอคะ

ああ。［黙り込む。］結局，結局，それはほか，ほか，1人
の若い探偵である，小林［日本語で発話する］のほか
に，それに何かわからないほか6人の若者集団があっ
て，それに，えっと，けいじ［日本語で発話する］の助手
もいましたmember［英語で発話する］です。けいじ［日本
語で発話する］なんでしょうか。えー，おそらくそうです。
ほかのもう6人の探偵がいました。ですから全部で人が
13もいたのですか。

468 うん。

469 ตอนแรกเขา้ใจวา่จะมแีค่ ตอนแรกทีเ่ขา้ใจก็คอืมแีค่
นักสบืคนหนึง่ แลว้ก็คนชว่ยอยา่งอืน่อกี 6 คนอะไรเงีย้ ก็
พอมาถงึตรงนี้ ก็เออมนั มนั 13 คนเลยเหรอ

最初にわかったのはたった，最初にわかったのは要す
るに探偵が1人に，ほかに助ける人が6人というようなこ
とだけです。でもここまで来てみると，うん，えー，それ
は，13人ですか。

470 何人もいるんですね。

471 ［舌打ちする。］ หรอื 6 อนั
［「少年たんていだんいんが六人」の「六」のこと］ กบั 6
 อนันีจ้ะเป็นอนัเดยีวกนั［「けいじが六人」の「六」のこと］
 แตว่า่มนัใช ้com［computerのこと］มาคัน้ ก็น่าจะ คนละ 
6 อะไรเงีย้

［舌打ちする。］あるいは6［「少年たんていだんいんが六
人」の「六」のこと］と，6［「けいじが六人」の「六」のこと］
は同じものです。でも，com［computerのこと］で使って
いるから，おそらく別の，何か，6なのでしょうか。

472 なるほど。

473 เอ ๋ก็ เขาก็บอกวา่ตอนนีก็้น่าจะถงึบา้นของน่า น่า น่าจะ
เป็นยอ้นกลับไปเหตกุารณ์เมือ่คนืตอนทีล่ักพาตัว
อะไรเงีย้คะ่ทีเ่กดิขึน้ เป็น ๆ เป็น 
chapter［英語で発話する］ทีจ่รงิ ๆ แลว้ เรือ่งราวเนีย่เกดิ
เวลาทับกบัไอ ้chapter［英語で発話する］กอ่นหนา้นี้

えー，だって，かれは今おそらく家に着いたと言っていた
のに。おそらく，おそらく，夕べの出来事に戻ったので
しょうか，誘拐したときに，えっとえっとえっと何かが起き
たchapter［英語で発話する］に。このお話はここの前の
chapter［英語で発話する］と時間が重なって起こったの
でしょうか。

474 うん。

475 แลว้ แลว้ก็เหมอืนยอ้นกลับมาใหผู้อ้า่นไดเ้ห็นวา่เกดิ
อะไรขึน้เมือ่คนืกบันักสบืของจรงิอะไรเงีย้

それから，それからおおよそ読者が昨日の晩に本物の
探偵に何が起きたかわかるように戻ってきた，のでしょ
うか。

476 うん。



477 ก็ทกุคนเนีย่เป็นของปลอม เป็นลกูนอ้งของฉันเอง んー，みんな偽者で，わたしの子分だったのです。

478 ก็เหมอืน แอบอวดตัวเองวา่แบบอะไร หัวขโมยระดับนีก็้
ตอ้ง ก็ตอ้งแบบของประมาณนีแ้ละอะไรเงีย้ ［笑う。］ 
เขา้ใจวา่ประมาณเนีย่ ［笑う。］

なんかまるで，自分がどんなかこっそり自慢げに話して
いるのですね。このレベルの泥棒の頭ですから，なけれ
ば，まあこれぐらいはできなければなりませんとかなん
とか。［笑う。］こんな感じで理解しました。［笑う。］

479 ［笑う。］

480 ก็ตอ้งท ากนัระดับนีเ้ลยเหรอ ออ๋ ก็แบบ 
あけち［日本語で発話する］นีไ่มอ่ยูท่ี่
東京［日本語で発話する］เหรอเนีย่แบบ น่าเสยีดายจัง
เลยนะ

まあ，このレベルまでしなければならなかったのです
か。ああ，んーと，あけち［日本語で発話する］が東京
［日本語で発話する］にいないのー？それは，とっても
残念だね。

481 あけちって誰ですか。

482 あけち［日本語で発話する］คอื ถา้จ าไมผ่ดิรูส้กึจะเป็น
ชือ่นักสบืทีต่อนแรกเขาบอกวา่ ชือ่ดังหรอืเปลา่คะ ทีเ่ป็น
 ゆうめいたんてい［日本語で発話する］

あけち［日本語で発話する］は，覚え違いでなければ，
探偵の名前だったと思います。最初に言っていたのは，
有名なんじゃなかったですか，ゆうめいたんてい［日本
語で発話する］です。

483 うん。

484 「おれは、あけちのにせものだって、ちゃんと作るから
ね。

ฉัน［登場人物を指す］คอื 
あけちのにせものだって［日本語で発話する］ถงึแมจ้ะ
เป็นของปลอมของ あけち［日本語で発話する］ แตว่า่ก็
อตุสา่หส์รา้งขึน้มาอยา่งดเีลยนะ คอือะไร

わたし［登場人物を指す］はつまり，あけちのにせもの
だって［下線部を日本語で発話する］，あけち［日本語で
発話する］の偽者であったとしても，でも，うん，手間ひ
まかけて上手に創造するからね。つまり何ですか。

485 ところで、きみは、すこし、このかいぶつの中で、おとな
しくしているんだ。

かいぶつ［日本語で発話する］［Google 
Translateで「かいぶつ」を検索する。英語で「Animal」と
表示される。］ถกูเก็บไว ้ถกูเก็บไวร้วม ๆ กบัสตัวอ์ะไรสกั
อยา่ง ［笑う。］ หรอื

かいぶつ［日本語で発話する］。［Google Translateで
「かいぶつ」を検索する。英語で「Animal」と表示され
る。］捕らえられます。何かの動物とまとめて捕らえられ
ます。［笑う。］なの？

486 へー。

487 ออ๋ ออ๋ที ่ทีต่อนแรกเขาบรรยายมาวา่มสีตัวต์ัวหนึง่ทีแ่บบ
เหมอืนทัง้ gorilla［タイ語において外来語に当たる］ ทัง้
เสอื ทัง้อะไรเงีย้ ตอนนี ้ตอนนีอ้ยูด่ว้ยกนัแลว้ oh my 
god［英語で発話する］［笑う。］

ああ，ああ，話のはじめに述べていたのは，1匹の動
物， gorilla［タイ語において外来語に当たる］ のようで
も，とらのようでもあります。今，今は一緒にいます。oh 
my god［英語で発話する］。［笑う。］

488 ［笑う。］

489 ก็ おとなしくしているんだ［日本語で発話する］ก็แบบ
ท าตัวด ีๆ อยูต่รงนีเ้อาไวก้อ่นนะ

まあ，おとなしくしているんだ［日本語で発話する］，まあ
まずはここに，よいふるまいでいます。

490 ［笑う。］うん。

491 このおばけやしきは、じつはおれのものなのでね。 このおばけ［日本語で発話する］ ออ๋  
［長いため息をつく。］ มนัเป็น มนัเป็น น่าจะ น่าจะไมใ่ช่
สตัวท์ีม่ชีวีติจรงิ ๆ ใชไ่หมคะ น่าจะเป็นแบบเขาท าจ าลอง
ขึน้มาแลว้ก็บรรยายวา่แบบมรีูปร่างอะไรอยา่งเงีย้ ทีเ่ป็น
ผที ามาหลอก อยูด่ว้ยกนัไปกอ่นละกนักบัไอหุ้น่ตัวนี้

このおばけ［日本語で発話する］，おお。［長いため息を
つく。］それは，それは，おそらく，おそらく，本当に命あ
る動物ではありません。そうですよね。おそらく，んーと，
似せて作って，それで，このような形をしていると述べて
います。お化けを作ったんですか。まずはこいつと一緒
にいます。

492 ［笑う。］



493 じつはおれのものなのでね［日本語で発話する］ เอะ๊ 
ออ๋ จรงิ ๆ แลว้บา้นผสีงิอนัเนีย่เป็นของ เป็นของ เป็นของ 
เป็นของไอต้ัวโจรคนนีเ้อง

じつはおれのものなのでね［日本語で発話する］，えっ，
おお，本当だ，このお化け屋敷って，って，その泥棒の
ものなのです。

494 めずらしいものがたくさんあるよ。 ก็เลยแบบมขีองแปลก ๆ เยอะเลยอะไรเงีย้ だから，変なものがいっぱい並んでるというわけです
ね。

495 きみにも、あとで見せてやるよ。はっははは」 เดีย๋วสกัพักหนึง่จะ 
show［タイ語において外来語に当たる］ โอะ๊ มคีวามขี้
อวดนะเนีย่ ［笑う］

少ししてからshow［タイ語において外来語に当たる］。あ
ら，自慢げな人ですね［笑う］。

496 うん。

497 ああ、大どろぼうが、おばけやしきをもっているなんて。
かいぶつのうしろにまわると、ちょっと見たのではわか
らない入口がついていました。

ก็ かいぶつ［日本語で発話する］ก็ขา้ง ขา้ง ขา้งหลัง
สตัวไ์รเงีย้คะ่ 
ちょっと見たのではわからない入口がついていました［
日本語で発話する］ก็ ม ีมบีางสิง่ทีแ่บบ 
入口［日本語で発話する］ทางเขา้ทีม่องแลว้ก็ไมค่อ่ย
เขา้ใจ がついていました［日本語で発話する］น่าจะ
แบบม ีมทีางเขา้ทีม่องแลว้ไมเ่ขา้ใจวา่คอือะไรแบบ ตดิ 
ตดิอยูก่บั ตดิไวอ้ยูอ่ะไรเงีย้สกัอยา่ง

えー，かいぶつ［日本語で発話する］，まあ，側，側，な
んかの動物の後ろ側です。ちょっと見たのではわからな
い入り口がついていました［下線部を日本語で発話す
る］。なんか，あります，あるものが，入り口［日本語で発
話する］のような，見てもよく理解できない入り口，がつ
いていました［日本語で発話する］，たぶんえーありま
す，見ても何か理解できない入口があります，なんか見
てわからない入り口があります。んーつく，何について
いたんですか，何かに。

498 うん。

499 ふたりの子分は、それをあけ、中に小林くんをほうりこ
んでしまいました。

เอ ๋ふたり［日本語で発話する］ใครคอื 
ふたり［日本語で発話する］ยังไม ่ยังไมเ่ขา้ใจวา่ใครคอื
 ふたり［日本語で発話する］［Google 
Translateで「ふたりの子分は，それをあけ，中に小林く
んをほうりこんでしまいました。」を検索する。英語で「T
he two sons gave it away and inside Kobayashi-kun 
inhamed.」と表示される。］ ออ๋ 
ふたり［日本語で発話する］ลกูนอ้ง ลกูนอ้ง ลกูนอ้ง 2 
คนหรอืเปลา่ 
それをあけ［日本語で発話する］［舌打ちする］ ไมรู่ใ้คร
 หรอื หรอืจะบรรยายวา่มนัมอีตีัวดา้นหลังของไอหุ้น่ หุน่
น่ากลัวเมือ่กีค้ะ่［Google 
Translateで「ほうりこんでしまいました。」を検索する。
英語で「I have broken up.」と表示される。］อาจจะ
หมายถงึวา่แบบ มลีกูนอ้ง 2 คนแบบ ใสเ่ขา้ไปในตัวหุน่
แลว้แบบมาหลอกตัวนักสบื小林［日本語で発話する］
อนันีห้รอืเปลา่ ไมรู่เ้หมอืนกนั

えー，ふたり［日本語で発話する］，誰ですか。要する
に，ふたり［日本語で発話する］は。まだ，まだだれかわ
かりません，つまり，ふたり［日本語で発話する］が。
［Google Translateで「ふたりの子分は，それをあけ，中
に小林くんをほうりこんでしまいました。」を検索する。英
語で「The two sons gave it away and inside Kobayashi-
kun inhamed.」と表示される。］あー，ふたり［日本語で発
話する］。子分，子分，子分，二人の子分のことですか
ね。それをあけ［日本語で発話する］，［舌打ちする］，誰
かわかりません，あるいは，あるいは作り物の後ろに，
さっきの恐ろしい作り物の，いると述べているのですか。
［Google Translateで「ほうりこんでしまいました。」を検
索する。英語で「I have broken up.」と表示される。］おそ
らく，意味しているのはえっと，2人の子分がいて，えー，
作り物の中に探偵の小林［日本語で発話する］を騙して
入れたのです，そういうことでしょうか。よくわかりませ
ん。

500 うん。

501 これから、ポケット小（こ）ぞうが小林くんを見つけるの
です。
　そして、二十めんそうとのおそろしいたたかいがはじ
まるのです。

ポケット［日本語で発話する］ของ
小林［日本語で発話する］［笑う。］ ［Google Translateで
「これから，ポケット小こぞうが小林くんを見つけるので
す。そして，二十めんそうとのおそろしいたたかいがは
じまるのです。」を検索する。英語で「From now on, a 
pocket small piece will find Kobayashi-kun. And a 
terrible struggle with twenty men starts.」と表示され
る。］

小林［日本語で発話する］の，ポケット［日本語で発話す
る］。［笑う。］［Google Translateで「これから，ポケット小
こぞうが小林くんを見つけるのです。そして，二十めんそ
うとのおそろしいたたかいがはじまるのです。」を検索す
る。英語で「From now on, a pocket small piece will find 
Kobayashi-kun. And a terrible struggle with twenty men 
starts.」と表示される。］

502 ［笑う。］



503 おそろ［日本語で発話する］อุย้ 
［「二十めんそうとのおそろ」を3行目に改行させて，Goo
gle 
Translateで言葉を検索する。1行目「これから，ポケット
小こぞうが小林くんを見つけるのです。」は「From now
 on, a pocket small piece will find 
Kobayashi-kun.」，2行目「そして，しいたたかいがはじま
るのです。」は「And the fight against war 
begins.」，3行目「二十めんそうとのおそろ」は「Losing 
with twenty 
men」と英語で表示される。前の英語の訳文と見比べる
。］ก็ ๆ ก็ไมรู่ว้า่คง ๆ หลังจากเนีย่คงจะประมาณวา่ 
小林くん［日本語で発話する］ คงจะพยามหากระเป๋า
ポケット［日本語で発話する。タイ語では下線部の「
กระเป๋าポケット」で「ポケット」を指す］ของตัวเองกอ่นไรงี้
 อะไรงีห้รอืเปลา่ หลังจากนัน้ก็แบบการตอ่สูก้บัไอ ้
หนา้กากตัวเนีย่ก าลังจะเริม่ข ึน้แลว้นะ 
たたかい［日本語で発話する］［笑う。］

おそろ［日本語で発話する］，あっ，［「二十めんそうとの
おそろ」を3行目に改行させて，Google 
Translateで言葉を検索する。1行目「これから，ポケット
小こぞうが小林くんを見つけるのです。」は「From now 
on, a pocket small piece will find 
Kobayashi-kun.」，2行目「そして，しいたたかいがはじま
るのです。」は「And the fight against war 
begins.」，3行目「二十めんそうとのおそろ」は「Losing 
with twenty 
men」と英語で表示される。前の英語の訳文と見比べる
。
］それでそれで，んーとわかりません，たぶんたぶんあと
で，たぶんだいたいだと，小林くん［日本語で発話する］
はまず自分のกระเป๋า
ポケット［日本語で発話する。タイ語では下線部の「
กระเป๋า
ポケット」で「ポケット」を指す］を探しに行くのでしょう。な
んですか。なんなんですか，そうなんですか。その後で，
まあ，うーん，この仮面と続けて闘います，もう戦いが始
まるところですよ。たたかい［日本語で発話する］。［笑
う。］

504 ポケットとはどう関係しているのですか。［笑う。］

505 ขา はい？

506 ポケットですよね。関係がありますか。

507 poc［pocketの一部を英語で発話する］ ไมรู่ ้
pocket［英語で発話する］อะไร ［笑う。］ 
ポケット［日本語で発話する］

poc［pocketの一部を英語で発話する］，何のpocket［英
語で発話する］なのかわかりません［笑う。］ポケット［日
本語で発話する］，

508 うーん。まだわからないんですね。

509 小こぞう［日本語で発話する］อะไร ［笑う。］ ［Google 
Translateで「ポケット小こぞうが小林くんを見つけるの
です。」そして，二十めんそうとのおそろしいたたかいが
はじまるのです。」を検索する。英語で「A small pocket 
fish finds Kobayashi-kun. And a terrible struggle with 
twenty men starts.」と表示される。それから，「ポケット
小こぞう」のみを検索する。英語で「Pocket small 
piece.」と表示される。］

小こぞう［日本語で発話する］。何ですか。［笑う。］
［Google Translateで「ポケット小こぞうが小林くんを見つ
けるのです。」そして，二十めんそうとのおそろしいたた
かいがはじまるのです。」を検索する。英語で「A small 
pocket fish finds Kobayashi-kun. And a terrible struggle 
with twenty men starts.」と表示される。それから，「ポ
ケット小こぞう」のみを検索する。英語で「Pocket small 
piece.」と表示される。］

510 うん。

511 อมื ไมรู่ ้［笑う。］ งงเลยอะไร ［黙り込む。］ เด็ก ๆ เด็ก
ญีปุ่่ นนีเ่ขาอา่นกนันทิานน่าสนใจนะคะ ［笑う。］

うーん。わかりません。［笑う。］何かさっぱりです。［黙り
込む。］子どもたち，日本の子どもって，彼らは面白いお
話を読んでいますね。［笑う。］

512 ［笑う。］

513 มนึเลย［そのくらい意味がわからないということ］ 
［笑う。］

めまいがします［そのくらい意味がわからないというこ
と］。［笑う。］

514 ［笑う。］疲れてきましたか。

515 คะ はい？

516 疲れましたか。



517 อนันีน่้าจะแบบหนู เพราะหนูงงวา่เกดิอะไรขึน้ มนัเดายาก
กวา่เมือ่

これはおそらくわたしにとって，わたしは何が起きている
のかさっぱりです，推測しにくいです，その，

518 ［笑う。］

519 เดายากกวา่เมือ่วนักอ่นนดิหนึง่ เมือ่วนักอ่นก็ 
shock［タイ語において外来語に当たる］ตัง้แตแ่สงพดู
ไดล้ะ ［笑う。］

先日よりも少し推測しにくいです。先日も，光が話せるこ
とにshock［タイ語において外来語に当たる］でしたが。
［笑う。］

2日前に，小野浩「金のくびかざり」を読んで
いる。

520 ［笑う。］

521 oh my god［英語で発話する］ oh my god［英語で発話する］。

522 อาจารยเ์หนือ่ยไหม ข าตลอด ［笑う］ 先生は疲れましたか。ずっと笑ってて［笑う］。

523 ［笑う。］楽しいです。

524 ［笑う。］จะแบบถกูเรือ่งถกูทางบา้งไหม ไมรู่ ้
Googleさーん［Google 
Translateのこと。一部日本語で呼びかけている］ก็ไม่
ชว่ยเลยวนันี้

［笑う。］うん話の方向が少しは合っていますか。わかり
ません。だって，Googleさーん［Google Translateのこと。
一部日本語で呼びかけている］も全然助けてくれないん
です，今日は。

525 ［笑う。］

526 เหนือ่ยใจเลย 気持ちが疲れてしまって，

527 ［笑う。］

528 แปลแตล่ะอยา่ง good by［英語で発話する］บางท ี［笑う］ 少しずつ訳していくと，good by［英語で発話する］です，
ときどき［笑う］。

529 小ばやしくんが、おばけやしきのかいぶつのくびの中に
とじこめられたのと、おなじ日のことです。

ฮ ึ［黙り込む。］ ฮ ึท าไมมนั ท าไมคอือา่นประโยคนีแ้ลว้
ท าไมถงึฟังเหมอืนแบบ 
のくびの中に［日本語で発話する］ท าไมถงึฟังดเูหมอืน
แบบ 小林［日本語で発話する］ ตดิอยูใ่นไอ ้ๆ ไอหุ้น่
สตัวป์ระหลาดนีเ้ลย แปลก ๆ

ん。［黙り込む。］ん，どうしてこれは，どうしてこの文を読
むと，どうして，なんか，のくびの中に［日本語で発話す
る］と聞こえるのですか。どうして小林［日本語で発話す
る］がまるであのおかしな動物の作り物の中にいるよう
に聞こえるのですか。不思議です。

530 うん。

531 おばけやしきのかいぶつのくびの中にとじこめられたの
と［日本語で発話する］คอื คอืพอเป็นประโยคนีแ้ลว้แบบ
 ฟังแลว้เหมอืนแบบตดิอยูใ่นบา้นผสีงิอนันี้ แลว้ก็ 
かいぶつの中［日本語で発話する］ตดิอยูแ่บบ ［笑う。］
 ในหุน่นีอ้กีทหีนึง่ดว้ย ก็ในวนัเดยีวกนัน่ันเอง

おばけやしきのかいぶつのくびの中にとじこめられたの
と［下線部を日本語で発話する］，つまり，つまりこの文
があると，あってこのお化け屋敷に閉じ込められたので
はないかと聞こえます。それから，かいぶつの中［日本
語で発話する］，閉じ込められ，［笑う］この作り物の中
にもう一度，同じ日にです。

532 うん。



533 しょうねんたんていだんいんのポケット小ぞうは、なん
にもしらないで、おばけやしきのちかくをあるいていまし
た。

ไมเ่ขา้ใจอยูด่ ีในขณะเดยีวกนันัน้เอง ［笑う。］ ［Google 
Translateで「しょうねんたんていだんいんのポケット小
ぞうは」を検索する。英語で「The pocket earthquake of 
the hospital.」と表示される。次に，「だんいんのポケット
小ぞうは」のみを検索する。英語で「Easy pocket tiny 
elephant」と表示される。それから，Enterを押して，「の
ポケット小ぞうは」を改行させる。さらに，検索する。1行
目「だんいん」は「An obligation」，2行目「のポケット小
ぞうは」は「Pocket tiny elephants」と英語で表示され
る。「だんいん」の参考リンクをクリックして，「団員」を選
んで検索する。英語で「A member」と表示される。］

やはりわかりません。そのときのことです。［笑う。］
［Google Translateで「しょうねんたんていだんいんのポ
ケット小ぞうは」を検索する。英語で「The pocket 
earthquake of the hospital.」と表示される。次に，「だん
いんのポケット小ぞうは」のみを検索する。英語で「Easy 
pocket tiny elephant」と表示される。それから，Enterを
押して，「のポケット小ぞうは」を改行させる。さらに，検
索する。1行目「だんいん」は「An obligation」，2行目「の
ポケット小ぞうは」は「Pocket tiny elephants」と英語で表
示される。「だんいん」の参考リンクをクリックして，「団
員」を選んで検索する。英語で「A member」と表示され
る。］

534 んー。

535 เอ ๋
しょうねんたんていだんいんのポケット［日本語で発話
する］ก็ のポケット小ぞうは［日本語で発話する］ไมรู่ ้
คอือะไร อะไรคอื ポケット小［日本語で発話する］ 
pocket［英語で発話する］กระเป๋า 
小ぞう［日本語で発話する］ก็แบบอนัเล็ก ๆ 
しょうねんたんていいん［日本語で発話する］เอย้ 
だんいん［日本語で発話する］ก็น่าจะเป็นยังไง เป็น
ลกูนอ้งของนักสบืทีถ่กูจับมาเงีย้คะ่

えっ，しょうねんたんていだんいんのポケット［下線部を
日本語で発話する］，うーん，のポケット小ぞうは［日本
語で発話する］って何だろう，ポケット小［日本語で発話
する］つまり何なのかわかりません。何ですか，ポケット
小［日本語で発話する］ とは。pocket［英語で発話する］
ポケット，小ぞう［日本語で発話する］んーえっと小さいも
の。しょうねんたんていいん［日本語で発話する］，じゃ
なくて，だんいん［日本語で発話する］はたぶんどのよう
なものでしょう。捕まえられた探偵の子分が来たので
しょうか。

536 うーん。

537 ก็ なんにもしらないで［日本語で発話する］โดยไม่
ทราบอะไรเลย ［笑う］

ええと，なんにもしらないで［日本語で発話する］，何も
知らずに［笑う］。

538 うん。

539 おばけやしきのちかくをあるいていました［日本語で発
話する］［笑う。］ โดยไมท่ราบอะไรเลย ก็ ๆ ก็เดนิ ๆ อยู่
แถว ๆ นัน้และ เออ

おばけやしきのちかくをあるいていました［下線部を日
本語で発話する］。［笑う。］何も知らずに，うん，まあ，そ
の辺りを歩いていました。そうです。

540 うん。

541 หรอืวา่เขาจะมาตามหานอ้ หรอือะไร それとも追いかけて探しにきたのかな。あるいは何で
しょう。

542 すると、むこうからだんいんのいの上（うえ）くんがやっ
てきました。

ใครอกี ใคร ใครคอื 
いの上くんがやってきました［日本語で発話する］

さらに誰ですか，誰かというのは，いの上くんがやってき
ました［日本語で発話する］。

543 ［笑う。］

544 เอ ๋ทางดา้นนัน้เอง だんいん［日本語で発話する］นัน้ก็
ลกูนอ้งละมัง่ 
うえくん［日本語で発話する。いの上くんのこと］มาอกี
ละ がやってきました［日本語で発話する］

えー，すると，だんいん［日本語で発話する］，それは子
分のことじゃないですか，うえくん［日本語で発話する。
いの上くんのこと］さらに来ました，がやってきました［日
本語で発話する］。



545 「あっ、ポケット小ぞうじゃあないか」 อะ๊ ポケット小ぞう［日本語で発話する］［Google 
Translateで 「ポケット小ぞう」 
を検索する。英語で「Pocket small 
elephant」と表示される。］จ๊ะ ぞう［日本語で発話する］
ชา้ง สวยเลย ［笑う。］ 
［参考リンクをクリックして，「ポケット小僧」を選んでGoo
gle Translateで検索する。英語で「Pocket 
Monk」と表示される。さらに，過去検索履歴にあった「だ
んいん」と「ポケット小ぞう」を見る。］ อมื 
ポケット［日本語で発話する］ออ๋ 
ポケット小ぞう［日本語で発話する］อะไรหวา่ ก็น่า ๆ 
น่าจะเป็นแบบลกูนอ้งของนักสบืเดนิมาก็แบบเจอกระเป๋า
ตกอยู ่ออ๋ แสดงวา่กอ่นหนา้นีค้อืนักสบื ไอนั้กสบืคนทีถ่กู
ลักพาตัวมาระหวา่งทางอาจจะมกีระเป๋าตกหรอืเปลา่ 
อะไรงีห้รอืเปลา่

あっ，ポケット小ぞう［日本語で発話する］，［Google 
Translateで「ポケット小ぞう」を検索する。英語で
「Pocket small elephant」と表示される。］うん，ぞう［日
本語で発話する］。象，すてきですね。［笑う。］［参考リン
クをクリックして，「ポケット小僧」を選んでGoogle 
Translateで検索する。英語で「Pocket Monk」と表示され
る。さらに，過去検索履歴にあった「だんいん」と「ポケッ
ト小ぞう」を見る。］。うーん，ポケット［日本語で発話す
る］，あー，ポケット小ぞう［日本語で発話する］。何のこ
とですか。んーたぶんたぶん，たぶん探偵の子分が来
ました，それでえっと，ポケットが落ちているのトを見つ
けて，なるほど，ということはその前につまり探偵が，探
偵，強引に連れてこられた人が道の途中で，たぶんポ
ケットを持っていて落としたのでしょうか。そのようなこと
でしょうか。

546 うん。

547 「あっ、いの上さん。なんで、そんなにいそいでいるの」 ก็ 井上さん［日本語で発話する］ท าไมแบบรบีขนาดนัน้ 
แต ่พดูกบัใครก็ไมรู่ ้

んー，井上さん［日本語で発話する］，なんでそんなに急
いでいますか。でも誰と話したかはわかりません。

548 「うん、たいへんなことがあるんだ。さっきむこうで、ビー
ディーバッジをひろったんだ。うらをみると、ローマじで
小ばやしとほってある。だんちょうのバッジにちがいな
い。それが、三メートルおきぐらいに、いくつもおちてい
るんだ」

เก็บอะไรไดส้กัอยา่ง ［Google 
Translateで　「ビーディーバッジ」を検索する。英語で「B
ee day 
badge」と表示される。さらに，Googleで画像を検索する
。BDバッチ - シビレ 
ラヂオ（改）乙型の画像を見る。下方へスクロールして
他の画像を見る。］ ก็ หมื ไม ่ๆ ไมรู่ค้อือะไร ออกมามนั
เป็นรูป ［笑う］

何かを拾うことができました。［Google Translateで［ビー
ディーバッジ」を検索する。英語で「Bee day badge」と表
示される。さらに，Googleで画像を検索する。BDバッチ 
- シビレ ラヂオ（改）乙型の画像を見る。下方へスク
ロールして他の画像を見る。］ ん，ふーむ，えー，いや，
なんのことかわかりません。絵でそれを出してください
［笑う］。

549 うん。

550 คอือะไรอะ่ เหมอืนเหรยีญ เหรยีญอะไรประหลาด ๆ สกั
อยา่งใชป่ะเนีย่
［笑う］ビーディーバッジ　ビーディーバッジ［日本語で発
話する］ ［Google 
Translateで「バッジ」を検索する。英語で「badge」と表示
される。］ก็น่าจะเป็นเข็มกลัด 
ビーディー［日本語で発話する］อะไรสกัอยา่งใชไ่หมอะ
คะ

何のことなんですか。硬貨のようです。何か変な硬貨
［笑う］。ビーディーバッジ，ビーディーバッジ［下線部を
日本語で発話する］。［Google Translateで「バッジ」を検
索する。英語で「badge」と表示される。］うん，たぶん
ビーディー［日本語で発話する］バッジとかいう何かで
す，そうですよね。

551 ふーん。

552 อมื ก็ เขาบอกวา่ 
たいへんなことがあるんだ［日本語で発話する］ก็แบบ
มเีรือ่งล าบากเกดิขึน้ซะแลว้อะไรเงีย้คะ่ แบบเมือ่กีเ้นีย่เก็บ
เข็มกลัดอนันีข้ ึน้มาได  ้
ビーデイ　ビーデイ　バッジ［日本語で発話する］

うーん，それで，彼が言ったのは，たいへんなことがある
んだ［下線部を日本語で発話する］。んーえっと，何か大
変なことがおこったんです，何でしょう。えっとさっきで
す，このバッジを拾って，ビーデイ，ビーデイ バッジ［下
線部を日本語で発話する］。

553 うん。

554 ก็ ก็คอืเมือ่พลกิดแูลว้ขา้งหลังเนีย่มี 
ローマじ［日本語で発話する］ทีเ่ขยีนวา่
コバヤシ［日本語で発話する］เขยีนเอาไวอ้ยู ่ก็ 
だんちょうのバッジにちがいない［日本語で発話する］
ก็น่าจะเป็นของ ๆ だんちょう［日本語で発話する］ของ 
ของหัวหนา้อะคะ ก็ไม ่ๆ ไมน่่า ไมน่่าจะผดิไปอะไรเงีย้

えっと，んーつまり，引っくり返してバッジの裏を見ると，
ローマじ［日本語で発話する］でコバヤシ［日本語で発話
する］と書いてあります。だんちょうのバッジにちがいな
い［下線部を日本語で発話する］。うん，おそらく，だん
ちょう［日本語で発話する］のバッジにでしょう。もの，
リーダーのものです。それで，ううんううん，おそらく，間
違えないはずです。何でしょう。



555 うん。

556 3メートルおきぐらい［日本語で発話する］ หะ๊ 
それが3メートル　อนันัน้มนั 3 
meter［タイ語において外来語に当たる。3はタイ語で発
話した］ ใหญป่ระมาณ 3 
meter［タイ語において外来語に当たる。3はタイ語で発
話した］ ［黙り込む。］ ไม ่ๆ ไมเ่ขา้ใจวา่อะไรคอืใหญ่ 3 
meter［タイ語において外来語に当たる。3はタイ語で発
話した］ แลว้ก็ いくつ［日本語で発話する］ไม ่ไมรู่ว้า่ตก
ตัง้แตเ่มือ่ไหร่ หมื อะไรใหญ ่3 
meter［タイ語において外来語に当たる。3はタイ語で発
話した］หวา่ ［黙り込む。］  
meter［タイ語において外来語に当たる］ 3メートル［日
本語で発話する。3も日本語で発話した］

3メートルおきぐらい［日本語で発話する］。えっ？それが
3メートル［下線部を日本語で発話する］。それが3 meter
［タイ語において外来語に当たる。3はタイ語で発話し
た］。3 meter［タイ語において外来語に当たる。3はタイ
語で発話した］の大きさ。［黙り込む。］いやいや，何が3 
meter［タイ語において外来語に当たる。3はタイ語で発
話した］の大きさなのかわかりません。それに，いくつ
［日本語で発話する］，わか，わかりません，いつから落
としたか。ふーむ，何が3 meter［タイ語において外来語
に当たる。3はタイ語で発話した］大きいんでしょう。［黙
り込む。］meter［タイ語において外来語に当たる］，3メー
トル［日本語で発話する。3も日本語で発話した］。

557 「じゃあ、小ばやしさんが、だれかにさらわれたんだね」 ก็ ก็เริม่ได ้ไดเ้งือ่นไข เอย้ ได ้ไดอ้ะไรบางอยา่งในใจ
มาแลว้ ［笑う。］ วา่แบบ งัน้
小林くん［日本語で発話する］โดนใครลักพาตัวไรงีห้รอื
เปลา่ さらわれた［日本語で発話する］

それで，それで始められます，条件を得ました，え？何
かが心の中にやってきました。［笑う。］ということは小林
くん［日本語で発話する］は誰かに誘拐されたのでしょう
か。さらわれた［日本語で発話する］。

558 「うん、ぼくが、このバッジのあとをつけていくと、おばけ
やしきのみせもの小やのまえにでたんだ。小ばやしだ
んちょうは、あのおばけやしきにつれこまれたにちがい
ない。それで、いそいであけち先生のところへしらせよう
とおもって、でんわをさがしていたんだよ」

［黙り込む。］ ก็ เขาก็บอกวา่ เขาคอ่นขา้งแน่ใจนะวา่แบบ
 小林［日本語で発話する］แบบ 
だんちょう［日本語で発話する］หัวหนา้
小林［日本語で発話する］เนีย่แบบเขา้ไปในบา้นผสีงิ
หลังนัน้ใชไ่หมคะ แลว้ก็ น่าจะโดนลักพาตัวไปแบบไม ่
ไมน่่าจะ ไมน่่าจะผดิไปจากทีค่ดิอะไรเงีย้

［黙り込む。］うん，かれも言ったのは，彼はかなり確信
をもって，えっと，小林［日本語で発話する］んー，だん
ちょう［日本語で発話する］，リーダーの，小林［日本語
で発話する］あのお化け屋敷の中に入っています，そう
ですよね。そして，誘拐されました。おそらくおそらく考え
ていることと違わないと思います。

559 うん。んー。

560 さがり［日本語で発話する］โดนตัดสายเหรอ ก็หลังจาก
นัน้เนีย่ หลังจากทีค่ดิวา่ควรจะแจง้ใหท้ีเ่ป็นนักสบืชือ่
ดังอะคะ あけち先生［日本語で発話する］ คนเนีย่ทราบ
เรือ่งนีอ้ะไรเงีย้ ก็ ก็โดน โทรศัพทก็์โดนตัดสายซะกอ่น
อะไรเงีย้

さがり［日本語で発話する］，電話を切られたのですか。
まあ，その後ですね，有名な探偵に知らせるべきだと考
えた後でです。あけち先生［日本語で発話する］はこの
話を何か知っているのですか。それでそれでされてし
まった，電話が先に切られました，なんですか。

561 「だめだよ。あけち先生は、大（おお）さかのほうへいっ
て、るすだよ」

ก็แบบ คอืแบบ ก็คงบอกวา่ก็น่ันและ 
あけち先生［日本語で発話する］เขาไมอ่ยู ่เขาไปตัง้
大阪［日本語で発話する］แน่ะ

んーと，つまりえっと，まあ，おそらく言ったことはこれで
す。あけち先生［日本語で発話する］，彼はいません。彼
は大阪［日本語で発話する］へ行ったんですよ。

562 「それじゃ、しかたがない。このちかくにいるだんいんの
木下（きのした）くんをよんで、三人でおばけやしきには
いってみよう。小ばやしだんちょうをさがすんだ」

それじゃ しかたがない 
このちかくにいるだんいんの木下さんをよんで［日本語
で発話する］ก็ งัน้ลองแบบเรยีก เรยีก 
member［英語で発話する］ใกล ้ๆ เนีย่คะ่ 
木下さん［日本語で発話する］

それじゃ，しかたがない，このちかくにいるだんいんの木
下さんをよんで［下線部を日本語で発話する］，んー，で
は呼んでみましょう，近くのmember［英語で発話する］を
呼びます。木下さん［日本語で発話する］。

563 うん。

564 3人でおばけ［日本語で発話する］ก็เขา้ไปในบา้นผสีงิ
กนั 3 คนละกนัไรเงีย้ 
小ばやしだんちょうをさがすんだ［日本語で発話する］
ก็เขา้ไปหาแบบหัวหนา้อะคะ ในบา้นผสีงิกนั 3 คนแทน
ละกนัไรเงีย้

3人でおばけ［日本語で発話する］，3人でお化け屋敷に
入っていって，小ばやしだんちょうをさがすんだ［下線部
を日本語で発話する］。まあリーダーを探しに入っていき
ました，3人代表でお化け屋敷の中に，みたいな。

565 うん。



566 ふたりは、ちかくのおみせの赤でんわで、木下くんをよ
びました。木下くんは、すぐにやってきました。

ก็ ๆ ก็เลยเขา้ไปในแบบรา้นคา้ใกล ้ๆ อะคะ แลว้ก็แบบใช ้
โทรศัพทส์แีดง ［笑う］ โทรหา 
木下さん［日本語で発話する］ 木下 
木下さん［日本語で発話する］ ก็แบบ ก็ ๆ ก็รบีมาทันท ี
อา่ やってきた［日本語で発話する］

それで，それでそれで近くのお店の中に入っていって，
それから赤い電話を使って，［笑う］電話をかけます，木
下さん［日本語で発話する］に。木下，木下さん［下線部
を日本語で発話する］は，えーっとそれで急いですぐに
来ました。あー，やってきた［日本語で発話する］。

567 うん。

568 「木下くんは、でんわのあるだんいん五、六人にでんわ
をして、あとから、おばけやしきへきてくれたまえ。

ก็ 木下さん［日本語で発話する］เองเนีย่ก็ ฮอื 
でんわのある あるだんいん五［日本語で発話する］
คอือะไร［Google 
Translateで「あるだんいん五」を検索する。英語で「An
 existence dictionary」と表示される。］ฮ ึ［黙り込む。］ 
ไมรู่ค้อือะไร แตเ่ขา้ใจวา่คณุ
木下さん［日本語で発話する］

それで，木下さん［日本語で発話する］自身も，ん，うー
ん，でんわのある，あるだんいん五［下線部を日本語で
発話する］はなんですか。［Google Translateで「あるだ
んいん五」を検索する。英語で「An existence 
dictionary」と表示される。］ん。［黙り込む。］どういうこと
かわかりません。でも，木下さん［日本語で発話する］さ
んだとわかります。

569 うん。

570 เอย้ 木下さん［日本語で発話する］อะคะ ก็เรยีกเพิม่อกี 
6 คนดว้ยมัง่ ดว้ยโทรศัพทห์รอืเปลา่

ああ，木下さん［日本語で発話する］ですね。まあ，もう6
人をさらに呼びました。それは電話でなんでしょうか。

571 ［笑う。］

572 あとから 
おばけやしきへきてくれたまえ［日本語で発話する］ 
แลว้ก็ แลว้ก็หลังจากนัน้ก็ไป ไปรบีเร่งไปแบบทีบ่า้นผสีงิ
หลังนีก้อ่นอะไรเงีย้

あとから，おばけやしきへきてくれたまえ［下線部を日本
語で発話する］。それから，それからその後で，えっと行
きます。大急ぎでまずはこのお化け屋敷へ行きます，の
ような。

573 うん。

574 きてくれたまえ［日本語で発話する］ เพราะมคี าวา่ 
まえ［日本語で発話する］ ก็เลย

きてくれたまえ［日本語で発話する］，ここに，まえ［日本
語で発話する］という言葉がありますから，それで。

575 だが、中へはいらないで、どこかにかくれているんだ。
そして、もし、中からふえのおとがきこえたら、ぼくたち
をたすけにくるんだ。いいかい」

中へはいらないで［日本語で発話する］ ขา้งในมสี ิง่ที่
ไมจ่ าเป็น 
どこかにかくれているんだ［日本語で発話する］ ซอ่น
อยูท่ีไ่หนสกัแหง่ ฮ ึฮ ึอะไร ［笑う］ อะไร ๆ ซอ่น ฮึ

中へはいらないで［日本語で発話する］。中には要らな
いものがあります。どこかにかくれているんだ［日本語で
発話する］。どこかに隠れています。え，え，何が［笑
う］。何が隠れているのですか。え？

576 ［笑う。］

577 ออ๋［長いため息をつく。］มนั อมื เขาตกลงแผนกนัอยู่
หรอืเปลา่ ［黙り込む。］ หมื 中へ 
中へはいらないで［日本語で発話する］ ออ๋
［長いため息をつく］ ก็ พอโค［「小林」と言いかけた］ 
อมื［舌打ちする。］ 木下［日本語で発話する］ไป ออ๋ ๆ 
ออ๋ ๆ ก็ ๆ ก็เลยเขา้ใจวา่ที ่ที ่ๆ แจง้ไปบอกอกี 6 คนที่
เหลอือะคะ น่าจะบอกไปวา่ เออ่ เดีย๋ว เดีย๋วเขาจะรุดหนา้
ไปกอ่นนะ แตว่า่อกีคน อกี 6 คนทีเ่หลอืทีเ่ขาโทรไปแจง้
เนีย่ ถา้เกดิตามมาทีห่ลังอะ่ ไมต่อ้งเขา้ไปขา้งในนา้อะไร
เงีย้ ให ้ใหซ้อ่นอยูข่า้งนอกกอ่นละกนัไรงี้ แลว้ก็ ถา้แบบมี
 なに なにから［日本語で発話する］ ถา้เกดิมเีสยีงอะไร
แบบ น่า น่าจะแปลกประหลาดอะไรเงีย้คะ่ ก็คอ่ยแบบให ้
รบีเขา้ไปชว่ยพวกเขาแทนละกนัไรเงีย้ แบบ 
okay［英語で発話する］นา้อะไรเงีย้

ああ。［長いため息をつく。］それは，うーん，彼らは計画
に合意したのでしょうか。［黙り込む。］ふーん，中へ，中
へはいらないで［日本語で発話する］。ああ［長いため息
をつく］，こー［「小林」と言いかけた］，うーん。［舌打ちす
る。］木下［日本語で発話する］が行きます。おおおお，
おおおお，うーんと，そのー，それで，わかるのは，ほか
の6人に伝えたことなんですか。おそらく言ったことは，
あー，今，今すぐ急いで前に行きます。でも彼が電話を
かけて知らせたほかのもう6人は，もし後で来ることに
なったら，その中に入っていかなくてもいいような，外で
まずは隠れているような，で，もし，なに，なにから［下線
部を日本語で発話する］，何か何かそのような，たぶん
たぶん変な音がしたら，そしたら，急いでみんなで入っ
てきて助けてに入ってきてください，okay［英語で発話す

うん。

578 うん。［笑う。］

579 いの上くんとポケット小ぞうは、木下くんをのこして、お
ばけやしきの中へはいりました。

ใครคอื ポケット小ぞうは［日本語で発話する］［笑う。］
 หรอื ポケット小ぞう［日本語で発話する］ มนัจะเป็นชือ่
คน ［笑う。］

だれが，ポケット小ぞうは［日本語で発話する］。［笑
う。］もしかしたら，ポケット小ぞう［日本語で発話する］。
人名ですか。［笑う。］



580 へー。

581 เอ ๋แลว้กอ่นหนา้นีท้ีเ่ขากลา่วถงึ 
［パソコン画面を上へスクロールして「ポケット」が出てく
るところを探す］ออ๋［長いため息をつく。］ ชือ่คนแน่เลย 
［笑う］

えー，っここまでに話していたのは，［パソコン画面を上
へスクロールして「ポケット」が出てくるところを探す］　
あー。［長いため息をつく。］きっとで人名ですね［笑う］。

582 ふーん。うん。

583 เก็ทแลว้วา่มนั［ポケット小ぞうのこと］น่าจะเป็นชือ่คนนะ
คะ มนัถงึ มนัถงึจะแบบ make sense［英語で発話する］
ใชไ่หม

わかってきました。これ［ポケット小ぞうのこと］はおそら
く人名ですね。そしたらそしたらmake sense［英語で発話
する］。そうですよね。

584 うん。

585 ออ๋ ก็ 
これからポケット小こぞうが小林くんを見つけるのです
 ［日本語で発話する］ออ๋ ก็หลังจากเนีย่คณุ
ポケット［日本語で発話する］เนีย่จะตามหา 
小林くん［日本語で発話する］นา้อะไรเงีย้

あー，えっと，これからポケット小ぞうが小林くんを見つ
けるのです［下線部を日本語で発話する］。あー，これ
からポケット［日本語で発話する］さんがです小林くん
［日本語で発話する］を追いかけて探しますね，なんで
しょう。

586 うん。

587 แลว้ก็หลังจากนัน้การตอ่สูก็้จะเริม่ตน้ขึน้ ออ๋ มนัก็จ make 
sense［英語で発話する］ขึน้เยอะเลย ใช ่คณุ
ポケット［日本語で発話する］

それからその後，戦いが始まりました。あー，かなり
make sense［英語で発話する］です。そう，ポケット［日本
語で発話する］さん。

588 へー。［笑う。］それは名前なんですか。

589 อา่ ［長いため息をつく。］ แลว้ก็ ตรงนีม้นัก็ เขา้ใจละ ก็
เนีย่ เนีย่ เนีย่ 
むこうからだんいんのいの上うえくんがやってきました
あっポケット小ぞうじゃあないか［日本語で発話する］ 
ก็อนันี ้ก็เลยกลายเป็นแบบทักทายชือ่คน
あっポケットさんじゃないか［日本語で発話する］ ก็แบบ
 เอย้ นีม่นัคณุพอคเก็ตไมใ่ชเ่หรอเนีย่อะไรเงีย้

あー。［長いため息をつく。］そしてこの辺りも，わかって
きました，きました，きました。むこうからだんいんのいの
上うえくんがやってきました，あっポケット小ぞうじゃあな
いか［下線部を日本語で発話する］。まあ，これも，だか
ら，人名で挨拶をしているのに近いから。あっポケットさ
んじゃないか［日本語で発話する］。まあ，えっと，おう，
あなたはポケットさんじゃないですか，みたいな。

590 なるほど。

591 แบบ はい いの上さん 
なんでそんなにいそいでいるの［日本語で発話する］ 
ออ๋เขา้ใจแลว้ เขาคงไมไ่ดพ้ดูอยูก่บักระเป๋า［物のこと］
หรอก ［笑う。］

なんか，はい，いの上さん，なんでそんなにいそいでい
るの［下線部を日本語で発話する］。あー，もうわかりま
す。かれはおそらくポケット［物のこと］と話しているので
はないのですね［笑う］。

592 ［笑う。］

593 ชือ่คน ［笑う］ oh my  god［英語で発話する］ ออ๋ 
get［英語で発話する］แลว้ ［笑う。］

人名です［笑う］。oh my  god［英語で発話する］。get［英
語で発話する］しました。［笑う。］

594 木下くんをのこして 
おばけやしきの中へはいりました［日本語で発話する］
 อา่ ก็คราวนีแ้บบ ก็คดิวา่ 3 คนเนีย่ก็น่าจะเขา้ไปในบา้น 
おばけやしき［日本語で発話する］  แลว้ก็

木下くんをのこして，おばけやしきの中へはいりました
［下線部を日本語で発話する］。あー，うん，今度は3人
がですね，おばけやしき［日本語で発話する］に入って
いったのですね。それから，

うん。



595 まだ、じこくがはやいので、けんぶつの人はあまりいま
せん。

じこく［日本語で発話する］ ไมไ่ดแ้ปลวา่ สาย เหรอคะ 
はやいので［日本語で発話する］ ［黙り込む］ 
けんぶつ［日本語で発話する］  ใครอะ ต ารวจเหรอ 
หรอืใคร［Google 
Translateで「けんぶつ」を検索する。英語で「Animal」と
表示される。］

じこく［日本語で発話する］，遅刻，と訳さないですか。は
やいので［日本語で発話する］，［黙り込む］けんぶつ
［日本語で発話する］。誰ですか。警察けいさつですか。
それとも誰ですか。［Google Translateで「けんぶつ」を検
索する。英語で「Animal」と表示される。］

596 ［笑う。］

597 ก็ สตัวป์ระหลาดยัง ยังไมม่าเหรอ 
じこくはやいので［日本語で発話する］ ออ๋ รบี ๆ น่า ๆ 
น่าจะประมาณแบบอะไรรบี ๆ เขา้กอ่นทีส่ตัวป์ระหลาดจะ
มาเจอไรงีห้รอืเปลา่ ไม ่ๆ ไมรู่ ้

えっと，おかしな生き物がまだ，まだ来ないのですか。じ
こくはやいので［日本語で発話する］。あー，急いで急い
で，たぶんたぶん，たぶんだいたいなんか急いでおかし
な生き物が来てあう前に入っておきましょう，みたいな，
ですか。うーん，いや，わかりません。

598 うすぐらいおばけやしきは、しいんとして、おはかのよう
にしずかです。

อมื กเูกลิ［Google Translateのこと］จะชว่ย
［わたしが意味を調べるのを］ไหม ［Google 
Translateで「うすぐらいおばけやしきは，しいんとして，
おはかのようにしずかです。」を検索する。英語で「Tickl
e ghosts and cocks are calm, like a strange 
way.」と表示される。］ ออ๋ ก็ ก็คงบรรยายบรรยากาศใน
บา้นละมัง่คะ่ วา่แบบมอีะไรบา้งเงีย้

うーん，Google［Google Translateのこと］は［わたしが意
味を調べるのを］助けますか。［Google Translateで「うす
ぐらいおばけやしきは，しいんとして，おはかのようにし
ずかです。」を検索する。英語で「Tickle ghosts and 
cocks are calm, like a strange way.」と表示される。］な
るほど，んー，えと，家の中の雰囲気のことを述べてい
るんじゃないですか。何々がありますのような。

599 こわごわあるいていくと、せびろをきてぼうしをかぶっ
た、六つぐらいの子どもがとびだしてきたのです。

［笑う。］ ก็เดนิไปอยา่งแบบ กลา้ ๆ กลัว ๆ ไรงีห้รอืป่าว 
เดา

［笑う。］怖々歩いていくのですね。みたいな，違います
か，勘です。

600 うん。

601 สวมอะไรสกัอยา่งเพือ่ ๆ เพือ่แบบปิดบัง 
せびろ［日本語で発話する］［Google 
Translateで「せびろ」を検索する。英語で「Slowly」と表
示される。］ ออ๋ ชา้ ๆ をきて［日本語で発話する］ 
คอ่ย ๆ ไปอยา่งชา้ ๆ 
ぼうしをかぶった［日本語で発話する］ คอ่ย ๆ ไปอยา่ง
ชา้ ๆ แลว้สวมหมวกดว้ยแลว้ก็ 
6つぐらいの子ども［日本語で発話する］ ฮ ึท าไมมนั
กลายเป็น 6 คนแลว้อะ ก็มเีด็กราว ๆ 6 คน ก าลังท าอะไร
อยา่งนัน้อยู่ ท าไมมนัถงึม ี6 คน

何か身につけて，包み隠すために，せびろ［日本語で発
話する］［Google Translateで「せびろ」を検索する。英語
で「Slowly」と表示される。］ 。あー，ゆっくりゆっくり，をき
て［日本語で発話する］，少しずつ，ゆっくり歩いて行っ
て，ぼうしをかぶった［日本語で発話する］，少しずつ，
ゆっくりゆっくり，それから帽子もかぶってそれから，6つ
ぐらいの子ども［日本語で発話する］，えっ，なんでそれ
は6人になったようなのですか。えっと，だいたい6人ぐら
いの子ども，何かをやっています。なんで6人もなのです
か。

うん。

602 「いらっしゃい。こちらへおいでください」 คอ่ย ๆ ยา่งเดนิไปแลว้ อนันีไ้มรู่เ้รือ่ง 少しずつ足を運んで歩いて行きます。ここはわけがわか
りません。

603 うん。

604 なんだか、レコードでもきいているようなこえでした。 แลว้ก็อยู่ ๆ ก็แบบมเีสยีงแบบ record［英語で発話する］
เอาไวว้า่ ［笑う］ เชญิดา้นนี้

すると，しばらくして，んーとrecord［英語で発話する］し
ておいたような音がして［笑う］，こちらへどうぞ。

605 ［笑う。］

606 なんだか［日本語で発話する］レコードできいているよう
なこえでした［日本語で発話する］ ออ๋ ก็ไมรู่เ้หมอืนกนั
วา่เป็น record［英語で発話する］ไหม แตว่า่ แตว่า่เสยีง
มนัใหค้วามรูส้กึอยา่งนัน้

なんだか，レコードできいているようなこえでした［日本
語で発話する］。あー，うん，わかりませんが，record［英
語で発話する］かどうか。でも，でも音はそのように感じ
られました。

607 うん。



608 その子どもは、はぐるまのようなおとをさせて、先にある
いていくのです。「この子どもは、きっと、ロボットだよ」

หมื ออื ออ๋ก็ 6 คนทีอ่อกมาตอ้นรับทัง้ 3 คนทีเ่ขาไปนี้
เหมอืนเป็น ๆ เป็น robot［英語で発話する］เด็ก 6 คน
อะไรงีห้รอืเปลา่ อะไรเงีย้

ふーん，うーんと，あ，3人を迎えに出てきた6人はんー
子どものrobot［英語で発話する］のよう，6人の子どもと
かなんですか。なんでしょう。

609 うん。

610 ［黙り込む。］ หมื หอื หรอืวา่ทีเ่ป็นขบวนการทีเ่ขาบอกวา่
 にせもの［日本語で発話する］ ทัง้ ทัง้หมดจะเป็นไอ ้
โจรตัวเนีย่สรา้งขึน้แบบเป็น robot［英語で発話する］ไว ้
หลอกหรอืเปลา่ หมายถงึท า สามารถท าหนา้เหมอืนกนั
ไดใ้นระดับนัน้อะไรเงีย้ ไมรู่เ้หมอืนกนั

［黙り込む。］ふーん，ん？あるいはもしかしたら，彼が，
にせもの［日本語で発話する］といっていた集団は，す
べ，全てこの泥棒がつくっておいたrobot［英語で発話す
る］だったのでしょうか。つまり，つく，すべてそのレベル
で同じ顔で作れるとか。わかりません。

611 うん。

612 ก็ ในถา้ ถา้ในความเป็นจรงิก็คงไมไ่ด ้แตว่า่ ［笑う］ ใน ๆ
 นีม้นัก็นยิายมนัก็อาจจะหมายถงึอยา่งนัน้หรอืเปลา่

だって，もし，実際ならありえないですよね。でも，［笑う］
それが物語だったらそのように意味するかもしれませ
ん。

613 ［笑う。］

614 いの上くんは、そういって子どものかおをゆびでたたい
てみました。すると、コツコツとおとがしました。ロボット
なのです。

ออ๋ ก็ ๆ ก็คดิวา่น่าจะเป็น robot［英語で発話する］เด็ก
แน่ ๆ 6 คน ［Google Translateで 
「ゆびでたたいてみました」を検索する。英語で「I tried
 playing with a jump.」と表示される。］ไมรู่ค้อือะไร 
ゆびでた［日本語で発話する］

なるほど，んー，間違いなく6人の子どもrobot［英語で発
話する］ですね。［Google Translateで「ゆびでたたいて
みました」を検索する。英語で「I tried playing with a 
jump.」と表示される。］何のことかわかりません，ゆびで
た［日本語で発話する］。

615 そのロボットについていくと、まっくろなまくでかこまれた
へやにはいりました。

そのロボットについていくと［日本語で発話する］ก็
หลังจากทีต่าม robot［英語で発話する］พวกนัน้ไปแลว้
 
まっくろなまくでかこまれたへやにはいりました［日本語
で発話する］ ［笑う。］ โดนหลอกไปขงัทีห่อ้งซะแลว้ 
はいりました［日本語で発話する］［笑う。］ โดนหลอก
ไปขงัหอ้ง

そのロボットについていくと［日本語で発話する］，んー
そのrobot［英語で発話する］についていってから，彼ら
が行ってから，まっくろなまくでかこまれたへやにはいり
ました［下線部を日本語で発話する］。［笑う。］騙されて
部屋に入ってとらわれてしまいましたね。はいりました
［日本語で発話する］。［笑う。］騙されて部屋にとらわれ
ました。

616 「あっ、がいこつだ」 がいこつだ［日本語で発話する］ ไมรู่ค้อือะไร แปลวา่ 
ทางตันหรอืเปลา่หรอืยังไง ［Google Translateで 
「がいこつ」を検索する。英語で「That's my 
name」と表示される。］ น่ันคอืชือ่ของฉัน เอ ๋น่ากลัว

がいこつだ［日本語で発話する］。何かわかりません。突
き当たりという訳すのかあるいはどうなのか。 ［Google 
Translateで「がいこつ」を検索する。英語で「That's my 
name」と表示される。］ それはわたしの名前。えー，怖
いです。

617 ［笑う。］

618 ふわっと、一つのがいこつがあらわれて、コツコツと、ほ
ねのおとをさせながらおどりだしました。

ก็มอีะไรคอ่ย ๆ โผลม่าท ีคอ่ย ๆ เผยตัวมาทลีะอยา่ง ที
ละอยา่ง ในระหวา่งทีอ่ะไรเกดิขึน้ อะไร ［笑う。］ อะไร
อกีอยา่งก็เกดิขึน้ ［Google   while letting Hime's 
Sound」と表示される。］おどり［日本語で発話する］danc
ing［英語で発話する］จรงิเหรอ เอา เอาจรงิเหรอ 
おどり［日本語で発話する］ dancing［英語で発話する］
ใชห่รอืเปลา่ในทีน่ี ่งง

んー何かが少しずつ現れてきて，少しずつ一つずつ一
つずつ現れてきました。何かが起こっているときに。何で
すか。［笑う。］もう一つの出来事が起こりました。
［Google Translateで「ほねのおとをさせながらおどりだ
しました」を検索する。英語で「Dancing while letting 
Hime's Sound」と表示される。］おどり［日本語で発話す
る］，dancing［英語で発話する］，本当ですか。ほん，本
気ですか。おどり［日本語で発話する］，dancing［英語で
発話する］でいいのでしょうか，ここでは。さっぱりです。

619 ［笑う。］



620 ほねのおとほね［日本語語で発話する］ อะไร กระดกู 
เหรอ［「ほねのおと」をGoogle Translateで検索する。 
「Honnebono」と表示される。］ 
ほね［日本語で発話する］ ไมใ่ชก่ระดกูเหรอ แบบ แบบ
เสยีงกระดกูขณะ ในขณะทีเ่ตน้ร าไปดว้ย ไม ่ๆ ไมท่ราบ
เหมอืนกนั มนั ๆ มนัไมม่ ี漢字［日本語で発話する］ก็
ยากเนอะ

ほねのおとほね［日本語で発話する］。何ですか。骨な
んですか。［「ほねのおと」をGoogle Translateで検索す
る。「Honnebono」と表示される。］ほね［日本語で発話す
る］，骨じゃないんですか。えーと，えーと，骨の音が，踊
りながらとか。んーんーわかりません。漢字［日本語で
発話する］がないと難しいですね。

621 うん。

622 อมื ［笑う。］ ほねのおと［日本語で発話する］ เสยีง
กระดกูกรอกแกรก เหรอ

うーん。［笑う。］ほねのおと［日本語で発話する］，骨の
音がカタコトなる，のですか。

623 ［笑う。］

624 ไมใ่ชส่ ิน่ากลัว させ［日本語で発話する］ 
させながら［日本語で発話する］ระหวา่งท าเสยีงกระดกู 
เสยีงกระดกูกรอกแกรกก็แบบเตน้ร าไปดว้ย

違うでしょう。怖いです。させ，させながら［日本語で発話
する］，骨の音をさせながら，骨の音をカタコトして，踊り
ました。

625 ［笑う。］

626 อะไร ［笑う。］ ไมเ่ขา้ใจ 何ですか。［笑う。］理解できません。

627 すると、また、もう一つもう一つと、つぎつぎにがいこつ
があらわれて五つにふえてしまいました。

มอีะไรคอ่ย ๆ โผลม่าทลีะอยา่งจนครบ 5 ตัว ［Google 
Translateで「がいこつ」を検索する。英語で「That's 
it.」と表示される。］อมื อะไรก็ไมรู่ค้อ่ย ๆ อะไรก็ไมรู่ ้
คอ่ย ๆ โผลม่าท ีทลีะอยา่ง ทลีะอยา่งจนครบ 5 ทัง้หมด 5
 ชิน้แลว้ก็ ふえてしまいました 
ふえて［日本語で発話する］ ก็แบบเพิม่ขึน้มาจนครบ 5 
ชิน้ไรเงีย้

何かが少しずつ現れてきて1体ずつ，最後に，5体揃い
ました。［Google Translateで「がいこつ」を検索する。英
語で「That's it.」と表示される。］うーん，何かわかりませ
んが，何かが少しずつ現れてきて，1体ずつ，1体ずつ最
後に5，全部で5個，それから，ふえてしまいました，ふえ
て［下線部を日本語で発話する］，んーと増えてきて最
後に5個揃いました，のような。

628 そして、いの上くんとポケット小ぞうのまわりを、ぐるぐる
とおどりながらまわるのでした。

ฮ ึก็หลังจากนัน้คณุ井上［日本語で発話する］กบัคณุ 
ポケット［日本語で発話する］เนีย่ 
ぞうのまわり［日本語で発話する］ แบบรอบ โดยรอบ ๆ 
เนีย่ก็แบบ เตน้ เตน้ร าไป

ふー，そして，井上［日本語で発話する］さんとポケット
［日本語で発話する］さんは，ぞうのまわり［日本語で発
話する］，まわり，まわりをまわりを，踊って，踊りました。

629 ［笑う。］

630 มอีะไรก็ไมรู่โ้ผลม่า ตัวเตน้ร าหรอืเปลา่ ［笑う］ น่ากลัวจัง
เลย

何かわかりませんが現れてきて，それが踊るのでしょう
か［笑う］。すごく怖いですね。

631 ［笑う。］

632 それは、ほんとうのがいこつではありません。つくったも
のなのです。

がいこつ［日本語で発話する］  อะไร［舌打ちする］ สิง่
นัน้มนัไมใ่ช ่がいこつ［日本語で発話する］ จรงิ ๆ เหรอ 
［Google 
Translateで「がいこつ」を検索する。英語で「Care」と表
示される。］ つくったものなのです［日本語で発話する］
 ก็ไม ่ๆ อาจจะแปลวา่แบบ มนัไมใ่ชส่ ิง่ทีม่ตีามแบบ
ธรรมชาต ิก็แบบเป็นสิง่ทีส่รา้งขึน้มา แตว่า่

がいこつ［日本語で発話する］。何ですか。［舌打ちす
る。］そのものは，がいこつ［日本語で発話する］ではあ
りません。本当なんですか。 ［Google Translateで「がい
こつ」を検索する。英語で「Care」と表示される。］ つくっ
たものなのです［日本語で発話する］ まあ，おそらく訳す
と，それは自然的なものではなくて，人工的なものなの
です。でも，

633 んー。



634 でも、まっくらなところで、こんなものにであったら、だれ
だって、きみがわるくなります。

まっくらなところで［日本語で発話する］ ออ๋ เนือ่งจาก
แถวเนีย่มนัมดืนา้อะไรเงีย้ こんなものにであったら 
だれだってきみがわるくなります［日本語で発話する］  
ออ๋ก็ คณุถงึจะรูแ้ละวา่มนัเป็นแบบอะไรทีส่รา้งขึน้มาไมน่่
าจะเป็นแบบพวก ผสีงิอะไรของจรงิ แตว่า่ในเมือ่มนัมดืข
นาดนีย้ังไงก็เป็นใครก็ตอ้ง ตอ้งเริม่กลัว เริม่รูส้กึแยอ่ะไร
เงีย้ คดิวา่ประมาณนัน้

まっくらなところで［日本語で発話する］，おお，この辺り
は暗いから，なんでしょう。こんなものにであったら，だ
れだってきみがわるくなります［下線部を日本語で発話
する］。ああ，えっと，あなたがそれが何か作られたもの
だと知っていたとしても，本物のお化けの類ではなさそう
でも，でも，これほど暗いところではどうしてもだれでも，
きっと，怖くなり始めるはず，気分が悪くなり始める，と
か。だいたいこう考えました。

635 さあ、これからどんなことがおこるでしょうか。 อะ๊ หลังจากนีจ้ะมอีะไรเกดิขึน้อกีนะ えーっ，これからさらにどんなことが起こるんでしょうか。

636 ［笑う。］

637 ふたりは、うまく小ばやしくんをたすけることができるで
しょうか。

คะ่ ก็ทัง้สองคนทีโ่ดนลอ้มขนาดนีจ้ะสามารถชว่ย
［小林くんを］ไดห้รอืไม่

はい。そして，こうやって包囲された二人は［小林くんを］
助けることができるのでしょうか，できないのでしょうか。

638 おー。

639 เอะ๊ แปปนงึนะ แลว้อกีคนหายไปไหน えっ，ちょっと待ってください。それで，もう一人どこへ消
えましたか。

640 うん。［笑う。］

641 มนัหายไปไหนคนหนึง่อะ่ どこに消えていったのですか，一人は。

642 ［笑う。］

643 หายไปตัง้แตเ่มือ่ไหร่อะ่ ［笑う。］ เอ ๋ตอน ตอนนีเ้หลอื
ใครนะ 井上［日本語で発話する］กบัรูส้กึจะเป็น
ポケットくん［日本語で発話する］แลว้ เออ แลว้
木下くん［日本語で発話する］หายไปไหนอะ
［黙り込む。］ หายไปตัง้แตเ่มือ่ไหร่ ［黙り込む。］ ห ึ
หายไปแลว้ ［笑う］

いつから消えてしまったのですか。［笑う。］えー．い，
今，残っているのは誰ですか。井上［日本語で発話す
る］と，ポケットくん［日本語で発話する］の気がします。
それから，あれ？それで，木下くん［日本語で発話する］
はどこへ消えていったのですか。［黙り込む。］いつから
消えたのでしょう。［黙り込む。］ふー，消えてしまいまし
た［笑う］。

644 うん。［笑う。］

645 ［笑う。］ อา่นขา้มไปตรงไหนอะ เขาหายไปไหน เอ ๋
木下くん［日本語で発話する］ไปไหน หรอืวา่ยังมาไมถ่งึ
 ไม ่แตเ่ขา แต ่แตม่อียูช่ว่งหนึง่ทีห่นูอา่นแลว้เขา้ใจวา่เขา
เขา้ไปกนั 3 คนใชไ่หมคะ

［笑う。］どこを読み飛ばしてしまっていたのでしょう。彼
はどこへ消えてしまったのですか。えー，木下くん［日本
語で発話する］はどこへいきましたか。あるいはまだ着
いていないのですか。いや，でも彼，でも，でもわたしが
読んできたあるとき，理解していました，彼は3人で入っ
てきたのですよね。

646 んー。

647 ไปไหนแลว้อะ ［黙り込む。］ ก็ ก็เนีย่ทัง้ 3 คนเขา้ไป 
แลว้ก็
［パソコン画面を上へスクロールする］［黙り込む］ อยู ่ๆ
 ชือ่ก็หายไปเลยอะ่ 木下［日本語で発話する］หายไป
ไหนก็ไมรู่ ้

どこへ行ってしまったのですか。［黙り込む。］だって，
だって，3人で入って，そして，［パソコン画面を上へスク
ロールする］［黙り込む］突然，名前も消えてしまったの
ですね。木下［日本語で発話する］がどこへ消えてしまっ
たのかわかりません。



648 うん。

649 ออ๋ ก็ 
いの上くんは　そういって子どものかおをゆびでたたい
てみました  ［日本語で発話する］ เพิง่ ๆ เขา้ใจประโยค
นีเ้ดา เดาวา่ เดาวา่เหมอืน井上［日本語で発話する］
อยากลองพสิจูนด์วูา่แบบเป็นหุน่ยนตจ์รงิไหม ก็เลยแบบ
จิม้ ๆ ดอูะไรงีห้รอืเปลา่ ゆびで 
ゆびでたたいてみました［日本語で発話する］ ไมรู่ว้า่ 
たたいて［日本語で発話する］ แปลวา่ จิม้ หรอืเปลา่ 
แต ่ๆ แตถ่า้เป็นหนูก็คงรูส้กึอยา่งนัน้วา่แบบอะไรเนีย่

ああ，うん，いの上くんは，そういって子どものかおをゆ
びでたたいてみました［下線部を日本語で発話する］。こ
の文がわかってきたところです，イメージ，イメージして，
イメージしてみると，そのー，井上［日本語で発話する］
は証明してみたかったのです，本当にロボットですか。
それで，つついてみたとかなんかでしょうか。ゆびで，ゆ
びでたたいてみました［下線部を日本語で発話する］。
わかりません，たたいて［日本語で発話する］は。つつ
く，と訳すか違うのか。でもでも，でもわたしだったら，そ
のような感じかなえっとそのように感じます。

650 ［笑う。］

651 5 บทที ่5 ［を読み進めるの］ดกีวา่ จะจบไหม ［笑う。］ 第5章［を読み進めるの］がいいですね。終わりますか
［笑う］。

652 ［ため息をつく。］［笑う。］

653 ［パソコン画面を下へスクロールして残りの長さを確認
する。］วา้ว โห ใกล ้ใกล ้ใกลล้ะ ใกลแ้ถลงไข หายไป
ไหน

［パソコン画面を下へスクロールして残りの長さを確認
する。］わー，おお。少し，少し，少しです。もう少しで，ど
こに消えたのか，解釈がされるでしょう。

654 ［笑う。］

655 小休憩をはさんで、調査を再開する。

656 おばけやしきへつれこまれた小ばやしくんをたすけるた
めにポケット小ぞうといの上くんが、おばけやしきへは
いっていきました。

อมื きへつれこま［日本語で発話する］ ออ๋ ก็คณุ
小林くん［日本語で発話する］ที ่ทีถ่กูลักพาตัวมาตอนนี้
ก็ก าลังล าบากอยู่

うーん，きへつれこま［日本語で発話する］，なるほど，う
ん，誘拐された，小林くん［日本語で発話する］さんは今
は困難な状態にあるのですね。

657 ふーん。うん。

658 ออ๋ ก็เพือ่ทีจ่ะชว่ยคณุ小林［日本語で発話する］เนีย่ก็ 2
 คนนีอ้ะคะ ทีเ่ป็นคณุポケット［日本語で発話する］กบั
คณุ อะไรนะ ออ๋ いのしたくん［日本語で発話する］เนีย่
ก็ไดเ้ขา้มา いっていきました［日本語で発話する］

なるほど。小林［日本語で発話する］さんを助けるため
に，2人は，ポケット［日本語で発話する］さんと何さんで
したっけ？えっと，あー，いのしたくん［日本語で発話す
る］は，入ってきました。いっていきました［日本語で発話
する］。

659 そとには、しょうねんたんていだんいんが、あいずのあ
るのをまっているのです。

ก็ขา้งใน โดยขณะทีข่า้งนอกเองเนีย่ก็จะมแีบบพวกผูช้ว่ย
 しょうねんたんてい［日本語で発話する］ แบบนักสบื
หนุ่ม ๆ ทัง้หลายรออยูอ่ะไรเงีย้

それで中は，そのとき外には，えっと，しょうねんたんて
い［日本語で発話する］の手伝いたちがいました，若い
探偵の，大勢待っていました，なんでしょうか。

660 แลว้ แลว้อกีคนหนึง่สรุปใครอะ่ ［笑う。］ ท าไมหายไป
เลย ท าไมเขาถงึบอกวา่มมีาชว่ยแค่ 2 คน เอะ๊

それから，それから，もう一人，結局誰ですか。［笑う。］
どうして消えたのですか。なぜ2人だけが助けにきたと
言っているのでしょう。え。

661 うーん。

662 小さな、子どものロボットが、ふたりを、がいこつのへや
へつれていきました。

อะ๊ ก็ หุน่ยนตเ์ด็กตัวเล็ก ๆ ทัง้หลายเนีย่ あっ，まあ，たくさんの小さな子どものロボットですが，

663 うん。



664 ก็ไดพ้าทัง้สองคนมา หอ้งทีเ่ป็น 
がいこつ［日本語で発話する］ ซึง่ไมรู่ว้า่ 
がいこつ［日本語で発話する］ คอือะไร เพราะ 
Google［Google Translateのこと］ไมช่ว่ย ออื ［笑う］ 
［Google Translateで 「がいこつ」を検索する。英語で
「Care」と表示される。］

うん，2人とも連れてきました。がいこつ［日本語で発話
する］の部屋に。がいこつ［日本語で発話する］はわかり
ませんが。何でしょう。Google［Google Translateのこと］
は助けてくれませんし。うー［笑う］。 ［Google Translate
で「がいこつ」を検索する。英語で「Care」と表示され
る。］

665 ［笑う。］

666 หมื ไมรู่ ้
［下の参考リンクをクリックして，「骸骨」を選んでGoogle
 Translateで検索する。「Skeleton」と表示される。］ออ๋
 พา พามาหอ้งทเีป็นโครงกระดกู［標本］อะไรเงีย้ป่าว 
อาจจะแบบ

うーむ。わかりません。［下の参考リンクをクリックして，
「骸骨」を選んでGoogle Translateで検索する。
「Skeleton」と表示される。］なるほど。連れて，骨格［標
本］か何かの部屋へ連れてきたとかじゃないでしょうか。
おそらくですが。

667 ほー。

668 ใน ๆ ในบา้นผสีงิมนัจะมหีอ้งแตล่ะหอ้งเป็น 
theme［英語で発話する］ของมนัรป่ึาวไรงี ้ไมรู่อ้าจจะพา
 อาจจะพามาแบบแอบดักเก็บทีห่อ้งโครงกระดกู［標本］

中，中，そのお化け屋敷の中は，それぞれの部屋にに
はいろいろな部屋があって，それぞれそれのtheme［英
語で発話する］があるんじゃないでしょうか。わかりませ
ん。おそらく連れて，おそらくこっそり待ち伏せて捕まえ
て骨格［標本］の部屋に連れてきました。

669 うん。

670 がいこつが、カタカタおどっているのです。 ก็โครงกระดกู［標本］เหลา่นัน้ก็เตน้ เตน้ลอ้มรอบ ๆ んー，それらの骨格［標本］が踊って，周りを取り囲んで
踊っています。

671 はじめはびっくりしましたが、そのがいこつは、あやつり
にんぎょうと同じだとわかったので、ふたりは、わらって
おくへすすんでいきました。

ก็ตอนแรก ๆ เนีย่ก็ตกใจอยูเ่หมอืนกนัแตว่า่ก็เออ ก็คดิได ้
วา่ก็เหมอืนแบบไอพ้วกตุก๊ตา จ าลองอะไรเงีย้ อยา่ง
เดยีวกนัก็ ふたりはわらって［日本語で発話する］ 
［笑う］わらって 
おくへすすんでいきました［日本語で発話する］ 
［笑う。］ ก็ดว้ยเสยีงหัวเราะ ก็แบบเดนิทางตอ่ไป

まあはじめはびっくりしていましたが，でもつくられた人
形と同じだと考えることができました。どんな模造品なの
でしょう。同じように，ふたりはわらって［日本語で発話す
る］［笑う］，わらって，おくへすすんでいきました［下線部
を日本語で発話する］。［笑う。］それで，笑い声と一緒
に，うんと，道を先へ歩いて行きました。

うん。

672 へー。［笑う。］

673 子どものロボットは、もう、ついてきません。 ก็หุน่ยนตเ์ด็ก ๆ ก็ไมต่ามมาละ 子どものロボットはついてきません。

674 たけやぶのうすぐらいみちをとおっていくと、すうっと、
ふたりのあたまの上に、おばけがとびついてきました。

たけやぶ［日本語で発話する］ อะไรก็ไมรู่ ้ たけやぶ［日本語で発話する］。何かわかりません。

675 うーん。

676 แตเ่อาเป็นวา่ตาม ตามแบบทางเดนิทีม่ดื ๆ ก็ 
とおっていくと［日本語で発話する］ ก็น่าจะเป็นเดนิ
ตอ่ไป おっていくと［日本語で発話する］ น่าจะเป็นเดนิ
ตอ่ไปเนีย่และ［Google 
Translateで「おっていくと」を検索する。英語で「As you
 go」と表示される。］อมื ถกูละ

でも，沿わせて，暗い暗い歩道に沿って，すると，とおっ
ていくと［日本語で発話する］，引き続き歩いていくとお
そらく，おっていくと［日本語で発話する］，やっぱり引き
続き歩くのでしょうね。［Google Translateで「おっていく
と」を検索する。英語で「As you go」と表示される。］うー
ん。合っています。

677 ［笑う。］



678 すうっと ふたりのあたまの上に 
おばけ［日本語で発話する］ ［笑う］ 
がとびついてきました［日本語で発話する］ ก็คดิวา่จาก
 จากบนหัวก็น่าจะมแีบบปีศาจ มผีแีบบลอยลงมา แบบให ้
ตกใจอะไรประมาณเนีย่คะ่

すうっと，ふたりのあたまの上に，おばけ［下線部を日本
語で発話する］［笑う］，がとびついてきました［下線部を
日本語で発話する］。んー，思ったのは，から，頭の上
からたぶん幽霊の類，お化けが漂い下りてきて，驚かさ
れました，だいたいこんなです。

679 それも、にんぎょうだとわかったので、こわくありませ
ん。

ほー［長いため息をつく］えらい［日本語で発話する］ 
［笑う。］

ほー［長いため息をつく］。えらい［日本語で発話する］。
［笑う。］

680 ［笑う。］

681 ก็ ก็รูเ้หมอืนกนัวา่น่ันเป็นตุก๊ตานะ ก็ไมก่ลัว まあ，まあ，わかりましたので，それが人形だと。ですか
ら怖くなかったです。

682 ［笑う。］

683 おくへすすんでいくと、いろいろなおばけがでてきました
が、ふたりは、へいきです。

ระหวา่งทีก่ าลังด าเนนิตอ่ไป ออ๋ ก็ระหวา่งทีด่ าเนนิไปก็
จะมแีบบปีศาจหลายตัวโผลม่าหลอกเหมอืนกนั แตว่า่ทัง้
คูก็่ไมเ่ป็นไรเลย

引き続き進んでいっている途中で，あー，ん，進んでいく
途中で，いろいろな幽霊のようなものが同じようにたくさ
んがだましに現れてきました。けれど，2人とも全く平気
でした。

684 うん。

685 どんどんすすんでいくと、大きなかいぶつのくびがたけ
やぶの中から、にゅうっとあらわれました。

อมื ก็ในระหวา่งทีก่ าลังด าเนนิแบบไปไดเ้รือ่ย ๆ ก็ 
大きなかいぶつ［日本語で発話する］ ไอส้ตัว์
ประหลาดตัวใหญ่ 
のくびがたけやぶの中から［日本語で発話する］たけや
ぶ［日本語で発話する］ ออ๋［長いため息をつく］น่าจะ
เดนิไปเจอตรงzone［英語で発話する］ทีเ่ขาขงัแบบ
คณุ小林［日本語で発話する］เอาไวแ้ลว้แน่เลย ทีข่งั
อาจ ๆ อาจ［舌打ちする］ ไมรู่ส้รุปขงัไวข้า้ง ๆ ตุก๊ตาละ
หนอะ คงไมใ่ชใ่นตุก๊ตา หรอือาจจะในตุก๊ตาตัวนัน้จรงิ ๆ 
อมื にゅうっとあらわれました［日本語で発話する］ ก็
ในทีส่ดุก็เจอสตัวป์ระหลาดตัวนัน้ทีเ่ขาบอกเหมอืนเสอื 
เหมอืนกอรลิา่ไรเงีย้ ถงึzone［英語で発話する］นัน้สกัท ี
แลว้ก็

うーん，まあ，ぼちぼち進んでいっている途中で，大きな
かいぶつ［日本語で発話する］，大きな奇妙な生き物，
のくびがたけやぶの中から［日本語で発話する］，たけ
やぶ［日本語で発話する］，あー［長いため息をつく］，お
そらく歩いて行ってzone［英語で発話する］のところで会
いました，小林［日本語で発話する］さんが閉じ込められ
ておかれているところ，絶対，閉じ込められているとこ
ろ，たぶん，たぶん［舌打ちする］。わからないんです，
結局，人形の隣の場所に閉じ込められておかれたまし
た。きっ人形の中ではありません。あるいはもしかして
本当にその人形の中です。うーん。にゅうっとあらわれ
ました［日本語で発話する］。えっと，ついにその奇妙な
生き物に会いました，彼が言ったのは，まるで，とらのよ
う，ゴリラのようなだと。そのzone［英語で発話する］に着
いたところです。それから，

686 大きさは、二メートルもある、ゴリラとライオンをまぜあ
わせたような、大きなおばけです。

大きさは二メートルもある［日本語で発話する］อา่ นีไ่ง 
ใชจ่รงิ ๆ ดว้ย บรรยายถงึสตัวต์ัวนัน้

大きさは二メートルもある［日本語で発話する］。あー，
ほら，本当にそうです。その怪物について述べていま
す。

687 ［笑う。］

688 กลา่วถงึสตัวไ์อต้ัวยักษ์ 2  
meter［タイ語において外来語に当たる。2はタイ語で発
話した］ตัวเดมิ

前にいた 2 meter［タイ語において外来語に当たる。2は
タイ語で発話した］の怪物のことを話しています。

689 ふたりが、おもわずたちどまってみていると、そのくび
が、カタカタとうごいているのにきがつきました。

อมื ［黙り込む。］ ทัง้ 2 คนดแูลว้ แลว้ไงตอ่ 
そのくびが［日本語で発話する］ คอของสตัวต์ัวนัน้
ท าไมหรอื［Google 
Translateで「カタカタとううごいているのにきがつきまし
た」を検索する。英語で「I noticed that it was moving 
with ratting」と表示される。］หมื ออ๋ ก็เห็นอะไรแบบ
เคลือ่นไหวอยู ่ออ๋ สรุปวา่แบบคณุ
小林［日本語で発話する］โดนขงัไวห้รอืเปลา่ ［笑う。］

うーん。［黙り込む。］2人ともはそれを見ました。それか
ら，それからどう続く。そのくびが［日本語で発話する］。
その生き物の首が，どうしてですか。［Google Translate
で「カタカタとううごいているのにきがつきました」を検索
する。英語で「I noticed that it was moving with ratting」
と表示される。］うーん。ああ。あー，何か動いているも
のを見ました。なるほど。結局，小林［日本語で発話す
る］さんは閉じ込めておかれたんですか。［笑う。］

690 「おや、へんだな。もしかしたら、この中に……」 อา่ แปลกจังเลย หรอืวา่ ในขา้งในนีเ้นีย่จะเป็น あー，かなり変ですね。もしくは，この中に，



691 そうおもったときです。 ก็ในขณะทีค่ดิไดอ้ยา่งนัน้ まあ，そのように考えられたとき，

692 「わっははは」というわらいごえがして、たけやぶの中か
ら、ぴかぴかと金いろにひかるものがあらわれました。
おうごんかめんです。

ก็มเีสยีงหัวเราะดังออกมา ดังออกมาจากในกอง กองไผ ่
ก็มอีะไรวบิวบั วบิวบั สทีองเผยตัวออกมา

ま，大きな笑い声が出てきて，大きく出てきて，やぶか
ら，たけやぶ，まあ何かキラキラしたものがあります，き
らきら，金色のものが姿を現してきました。

693 ก็ไอห้นา้กากตัวเดมิตอนตน้เรือ่ง 
です［日本語で発話する］

えっと，話の始まりにいた仮面のやつ，です［日本語で
発話する］。

694 おー。

695 ไอห้นา้กากหัวขโมยนีเ่อง ［笑う。］ 泥棒の仮面やつだ。［笑う。］

696 「きさまたち、おれが、ビーディーバッジをみちにばらま
いておいたのにだまされて、やってきたな。まっていた
ぞ。さあ、いいものをみせてやる。こっちへくるんだ」

ออ๋ ［長いため息をつく。］ พวกแกไมรู่เ้หรอวา่อ ีอะไรนะ 
เข็มกลัดทีท่ าตกไวเ้นีย่ มนัจงใจท าตกไวเ้พือ่แบบหลอก
ลอ่ใหม้า やってきたな  まっていたぞ さあ 
いいものをみせてやる 
こっちへくるんだ［日本語で発話する］ ออ๋ก็ ๆ ก็เป็นกบั
ดักหลอกลอ่ใหม้าทางนีน้ีเ่อง

あー。［長いため息をつく。］君たちは知らなかったの
か，あ，あれだ，落としておいたバッジはだな，あれはだ
まされてくるようにひきつけるために落としておいたん
だ。やってきたな，まっていたぞ，さあ，いいものをみせ
てやる，こっちへくるんだ［下線部を日本語で発話す
る］。おおおお，えっと，だましてこの道に来るようにした
のですね。

697 ほー。

698 二十めんそうのおうごんかめんは、そういったかとおも
うと、いの上くんにとびかかってだきかかえてしまいまし
た。

หลังจากทีไ่อห้นา้กกากสทีองเมือ่เกีย้คะ่ มนัพดูอยา่งงี้
เสร็จแลว้ปปุ いのした［日本語で発話する］แปลวา่แบบ
อยา่งไรหวา่ ฮ ึ［Google 
Translateで「いの上くんにとびかかってだけかかえてし
まいました」を検索する。英語で「I was learning for 
Ueno-kun」と表示される。さらに，「とびかかってだけか
かえてしまいました」を検索する。英語で「I was stuck 
with it」と表示される。］ ฮ ึเกดิไรขึน้ 
そういった［日本語で発話する］ ก็ หมื หรอืวา่ในขณะที่
หนา้กากทองพดูเนีย่ พอพดูเสร็จปปุ แบบ いの 
いのしたくん［日本語で発話する］ก็รูส้กึวา่เออ เริม่ ๆ 
เริม่ขยับไมไ่ด ้อาจจะเป็นกบัดักวางไวห้รอืเปลา่

さっきの金色の仮面のやつがそのあとでです。それはこ
のように言いました。一瞬で終わりました。いのした［日
本語で発話する］はどのように訳せばいいのでしょう。ふ
う。 ［Google Translateで「いの上くんにとびかかってだ
けかかえてしまいました」を検索する。英語で「I was 
learning for Ueno-kun」と表示される。さらに，「とびか
かってだけかかえてしまいました」を検索する。英語で「I 
was stuck with it」と表示される。］ふう。何が起こったん
だろう。そういった［日本語で発話する］。それで，うー
ん。あるいは金色仮面が話しているときに，終わった瞬
間に，いの，いのしたくん［下線部を日本語で発話する］
も感じたのは，えー，はじめはじめ，はじめから動けませ
ん。おそらく罠を仕掛けておいたのでしょうか。

699 うん。

700 เพราะวา่แปล Google［Google Translatのこと］แลว้ก็ไม ่ 
sure ［タイ語において外来語に当たる］วา่ G
oogle［Google Translatのこと］จะแปลถกูไหม

Google［Google Translateのこと］で訳してもGoogle
［Google Translatのこと］が正しく訳しているか sure ［タ
イ語において外来語に当たる］ではありませんから。

701 うん。

702 แตถ่า้ Google［Google Translatのこと］มนัแปลวา่ stuck
 ［英語で発話する］ก็อาจจะหมายถงึ น่า ๆ น่าจะโดน
แบบดักจับอะไรไวอ้ยูห่รอืเปลา่

でももしGoogle［Google Translatのこと］がそれを，stuck
［英語で発話する］と訳すなら，おそらく，たぶんたぶん，
何か仕掛けられていた罠にかかったということなので
しょうか。



703 そして、ポケット小ぞうをつかまえようとしましたが、小ぞ
うは、すばやくたけやぶの中へにげました。

เอา้ ［笑う。］ แตว่า่เหมอืนคณุ
ポケット［日本語で発話する］น่า ๆ 
つかまえようとしましたが［日本語で発話する］ แต่
ในขณะทีพ่อก าลังจะแบบหันไปจับคณุ
ポケット［日本語で発話する］บา้ง ก็เหมอืนหนไีดทั้น

ああ。［笑う。］でも，同じ，ポケット［日本語で発話する］
さんを，たぶんたぶん，つかまえようとしましたが［日本
語で発話する］。でも，振り返って，ポケット［日本語で発
話する］さんをつかもうとしたそのときに，まあ，逃げ切
れたようです。

うん。

704 うん。

705 อยา่งนีม้ากกวา่ อา่ すばやくたけ［日本語で発話する］ 
หนเีขา้ไปในกองอะไรก็ไมรู่แ้บบ กอง 
すばやくたけ［日本語で発話する］ กองไมไ้ผเ่นีย่แหละ
 やぶの中へにげました［日本語で発話する］ หนไีปแลว้

こんな感じのほうが。あー。すばやくたけ［日本語で発話
する］，何かわからないかたまりの中へ逃げ込みました
ね。かたまり。すばやくたけ［日本語で発話する］，竹や
ぶですね。やぶの中へにげました［日本語で発話す
る］。逃げてしまいました。

706 二十めんそうは、手下（てした）をよんで、いの上くんを
わたすと、ポケット小ぞうをおいかけました。

คณุหนา้กากตัวนี้ หนา้กากทอง เรยีกลกูนอ้งหรอืเปลา่อะ
 手［日本語で発話する］ ทีแ่ปลวา่ มอื 
下［日本語で発話する］ ทีแ่ปลวา่ ลา่ง เรยีกแบบ 
อารมณ์แบบเรยีกลกูนอ้งแบบ มอืซา้ย มอืขวา
［右腕のこと］ ออกมาชว่ย ［笑う］

この仮面さんは，金色仮面は，子分を読んだのでしょう
か。手と訳す，手［日本語で発話する］と，下と訳す，下
［日本語で発話する］。感情的に子分を呼んだのでしょう
か。左手，右手［右腕のこと］，助けに出てこい［笑う］。

707 ［笑う。］へー。

708 หรอืเปลา่ をよんで［日本語で発話する］ แลว้ก็แบบฝาก
 ฝากคณุ井上［日本語で発話する］เอาไวด้ว้ยแลว้ก็ 
แลว้ก็รบีว ิง่ตาม คณุポケット［日本語で発話する］ไป

でしょうか。をよんで［日本語で発話する］，それから，預
ける，井上［日本語で発話する］さんを預けておいて，そ
れから，急いで走って，ポケット［日本語で発話する］さ
んを追いかけていきました。

709 うん。

710 たけやぶをさがしましたが、なかなかみつかりません。 さがしましたが［日本語で発話する］ ก็หาในกองไอ ้
กองไมไ้ผ ่แตว่า่หาไมเ่จอ

さがしましたが［日本語で発話する］，まあ，やぶの中，
竹やぶを探しました，でも探しても見つかりません。

711 ポケット小ぞうは、りすのようにすばしっこいのです。 เหมอืน ๆ เหมอืนอะไรสกัอยา่ง น่าจะบรรยายวา่แบบ
เหมอืนอะไรสกัอยา่งเพือ่ เพือ่เสรมิความวา่แบบหาไมเ่จอ
เลยอะไรอยา่งเงีย้ するのように 
するのようにしっこいのです［日本語で発話する］ 
หายไปเลย น่า ๆ จะประมาณวา่หนจีรงิ

何かに似ています。何かのように，探してもなかなか見
つかりませんと言っているのですね。ために，意味を付
け加えるために，なにか，探しても見つかりません，のよ
うに。するのように，するのようにしっこいのです［下線
部を日本語で発話する］，消えてしまいました。おそら
く，おそらく，おおよそ本当に逃げました。

712 二十めんそうは、まごまごとあるきまわっていました。 ก็คณุหนา้กาก 
まごまごとあるきまわっていました［日本語で発話する］
 ก็น่าจะเดนิสอดสอ่งไปเรือ่ย ๆ

それで仮面さんは，まごまごとあるきまわっていました
［日本語で発話する］。それでおそらく出会わないかと休
まず歩きました。

713 うん。

714 ひょっとみると……。 ［Google 
Translateで「ひよっとみると」を検索する。英語で「By 
chance」と表示される。］ ออื โดยบังเอญิ

［Google Translateで「ひよっとみると」を検索する。英語
で「By chance」と表示される。］ うーん，偶然ということ
ですね。



715 むこうに、小さなやつがたっているのに、きがつきまし
た。

อะไร น่าจะเป็นประโยคส าคัญ แตว่า่แปลไมอ่อก ［Google
 
Translateで「小さなやつがたっているのに，きがつきま
した」を検索する。英語で「I heard that although a little
 guy was standing」と表示される。］ก็ ถงึแมต้รงนัน้จะมี
 小さなやつ［日本語で発話する］ มแีบบเจา้น่ันตัวเล็ก ๆ
 ยนือยูแ่ตว่า่ 
きがつきました［日本語で発話する］［Google 
Translateで［「きがつきました」を検索する。英語で「I 
got it」と表示される。］ไม ่ๆ ไมทั่นรูส้กึเลยอะไรอยา่งงี้
หรอืเปลา่

なんですか。おそらく大事な文です。でも訳せません。
［Google Translateで「小さなやつがたっているのに，き
がつきました」を検索する。英語で「I heard that 
although a little guy was standing」と表示される。］えっ
と，そこに，小さなやつ［日本語で発話する］がいたとし
ても，小さなあいつが立っていますが，きがつきました
［日本語で発話する］。［Google Translateで［「きがつき
ました」を検索する。英語で「I got it」と表示される。］全
然，何も感じなかったということでしょうか。

716 うーん。

717 そばへいってみると、それは、子どものロボットでした。 พอดขูา้ง ๆ แลว้ อา่ พอดขูา้ง ๆ แลว้มนัเป็นแบบหุน่
robot［英語で発話する］

そばで見てみると，あー，そばで見てみると，それはえっ
とrobot［英語で発話する］人形でした。

718 「いらっしゃい。こちらへおいでください」ロボットは、そ
れしかいえないのです。二十めんそうは、ちぇっとしたう
ちして、いってしまいました。

ยังไงอะ่ คอื ๆ เด็กเอา robot［英語で発話する］มาเป็น
ตัวหลอกลอ่หรอืเปลา่ คณุ คณุนักสบืถงึไดเ้อาเด็กมาเป็น
ตัวหลอกลอ่หรอืเปลา่นา้ ［Google 
Translateで「きがつきました小さなやつがたっているの
に，きがつきました」を検索する。英語で「noticed a 
little guy standing still, but he 
noticed.」と表示される。］เอาใหมส่［ิ検索のこと］ 
［Google 
Translateで「ちぇっとしたうちして」を検索する。英語で「I
n a while」と表示される。］อา่นใหม ่［笑う。］

どうなっていますか。つまりつまり，子どもはだまして計
略に乗せるためにrobot［英語で発話する］を持ってきた
のですか。さん，探偵さんはだまして計略に乗せるため
に子どもを連れてきたのでしょうか。［Google Translate
で「きがつきました小さなやつがたっているのに，きがつ
きました」を検索する。英語で「noticed a little guy 
standing still, but he noticed.」と表示される。］やり直さ
ないと［検索のこと］。 ［Google Translateで「ちぇっとした
うちして」を検索する。英語で「In a while」と表示され
る。］読み直します。［笑う。］

719 ［行番号714と同じ］ ［前に戻って，「ひょっとみると」というところから読み始
める。］By the chance［英語で発話する］

［前に戻って，「ひょっとみると」というところから読み始
める。］By the chance［英語で発話する］，

前に戻って，行番号714を読む。

720 ［行番号715と同じ］ むこうに［日本語で発話する］ ทางดา้นนัน้ 
小さなやつがたっているのに［日本語で発話する］ มี
แบบบางอยา่งเล็ก ๆ ยนือยู ่
きがつきました［日本語で発話する］ ออ๋ ในทีส่ดุก็
รูส้กึตัวได ้

むこうに［日本語で発話する］，あちらの側に。小さなや
つがたっているのに［日本語で発話する］，何か小さなも
のが立っていました。きがつきました［日本語で発話す
る］。あー，やっと気付けましたね。

前に戻って，行番号715を読む。

721 ［行番号717と同じ］ そばへいってみると［日本語で発話する］ ออ๋พอมาดู
ขา้ง ๆ พอมาดใูกล ้ๆ แลว้ それは［日本語で発話する］ 
แบบก็กลายเป็น robot［英語で発話する］ ก็คณุ
หนา้กากทองน่าจะ เห็นอะไรอยูไ่กล ๆ ก็เลยวิง่ไป ก็เลย
ไปด ูแตว่า่ เพราะวา่สรุปวา่เป็น robot［英語で発話する］
นีเ่อง ไมใ่ชเ่ด็ก ไมใ่ชนั่กสบืทีต่ามหาอยู่ หมื  
［長いため息をつく］

そばへいってみると［日本語で発話する］，なるほど，そ
ばに来て見ると，近くに来て見ると，それは［日本語で発
話する］，えーと，まあ，robot［英語で発話する］になりま
した。まあ，金［きん］の仮面さんは，おそらく遠くに何か
が見えて，それで走って行きました。それで見に行きま
した。でも，結局robot［英語で発話する］でしたから，子
どもじゃありません，追いかけて探していた探偵じゃあり
ません。ふーむ。 ［長いため息をつく。］

前に戻って，行番号717を読む。

722 ［行番号718と同じ］ แลว้เมือ่กีอ้นันี้［「ちぇっとしたうちして」のこと］แปลวา่ In 
a while［英語で発話する］ 
いってしまいました［日本語で発話する］ เอาเขา้แลว้ไง
อยา่งเงีย้เหรอ ［笑う］

で，さっきはこれ［「ちぇっとしたうちして」のこと］，In a 
while［英語で発話する］と訳しました。いってしまいまし
た［日本語で発話する］。持って行ってしまったのような
感じなんですか［笑う］。

前に戻って，行番号718を読む。

723 ［笑う。］

724 หรอืเปลา่ いってしまいました［日本語で発話する］ そういうことかな，いってしまいました［日本語で発話す
る］。

725 すると、ロボットがにやっとわらったのです。 โห robot［英語で発話する］ก็ ［笑う］ แสยะยิม้ หัวเราะ へー，robot［英語で発話する］は，［笑う］薄笑い，

726 ［笑う。］



727 笑いました。

728 それは、ポケット小ぞうがばけていたのです。 ก็ ๆ ก็น่าจะโดนคณุ ポケット［日本語で発話する］เนีย่
และ หลอกส าเร็จมัง่หรอืเปลา่ ฝีมอืคณุ 
ポケット［日本語で発話する］หรอืเปลา่［Google 
Translateで「ばけていた」を検索する。英語で「I was 
scratchy.」と表示される。さらに，タイ語へ訳すボタンを
押す。タイ語で「มนัก็อา่นไมอ่อก
」［「読めない」のこと」と表示される。］ 
ばけていたのです［日本語で発話する］ น่า ๆ น่าจะ
เป็นฝีมอืคณุ ポケット［日本語で発話する］เนีย่ละ

それはそれはそれは，おそらく，ポケット［日本語で発話
する］さんにやられたのでしょう。だましは成功裏に，で
しょうか。ポケット［日本語で発話する］さんのお手並み
なのでしょうか。［Google 
Translateで「ばけていた」を検索する。英語で「I was 
scratchy.」と表示される。さらに，タイ語へ訳すボタンを
押す。タイ語で　「มนัก็อา่นไมอ่อก
」［「読めない」のこと」と表示される。］ばけていたのです
［日本語で発話する］，たぶんたぶん，たぶん，ポケット
［日本語で発話する］さんのお手並みなのでしょう。

729 うん。

730 二十めんそうがいってしまったので、ポケット小ぞうは、
かいぶつのくびのところへいそぎました。

ออ๋ ระหวา่งทีห่ลอกไดส้ าเร็จ ไอต้ัวคณุ 
ポケット［日本語で発話する］อะคะ ก็รบีมุง่หนา้ไปหาไอ ้
ตัวปีศาจ ไอ ้ๆ 2 เมตรทีค่ดิวา่น่าจะเป็นทีซ่อ่นของ 
小林［日本語で発話する］แน่เลย แลว้ก็

おお。だましが成功できた間，ポケット［日本語で発話す
る］さんはですね，まあ，急いで目指して探しに行きまし
た，幽霊，2メートルの，おそらく，小林［日本語で発話す
る］が隠れていると思われます。それから，

731 うしろへまわってみると、ドアがあり、ひらいてみると、手
足をしばられた小ばやしくんが、中にたおれています。

พอหันไปดขูา้งหลังปึบ มปีระตดูว้ยและ ออ๋ 
［長いため息をつく。］ ก็คอืพอมุง่ตรงไปตรงไอหุ้น่อะคะ
 พอดชูอ่งขา้งหลังแลว้ก็เออ เห็น
小林［日本語で発話する］ทีถ่กูแบบมดัเทา้มดัมอือยู่
อะไรเงีย้ ก็แสดงวา่โดยซอ่นอยูใ่นหุน่จรงิ ๆ ดว้ยแน่เลย

振り向いて後ろを見てみると，ぱっ，ドアがありました。
おお。［長いため息をつく。］つまり，まっすぐ行く，まっす
ぐ人形を目指すと，後ろの隙間を見ると，すると，えー，
足を縛られ手を縛られた小林［日本語で発話する］いる
のが見えたんですね。つまり，本当に人形の中に隠され
たのですね，きっと。

732 うん。

733 ออ๋ ก็สรุปอยูข่า้งในหุน่นัน้ なるほど。結局,その人形の中にいました。

734 うん。

735 ポケット小ぞうは、小ばやしくんのなわをといて、ふたり
で、たけやぶのおくへにげました。

なわ なわ なわ［日本語で発話する］ไมรู่ว้า่แบบยังไง
สกัอยา่ง แตว่า่ก าลังแบบชว่ยคณุ
小林［日本語で発話する］นีอ้อกไปดว้ยกนั ไมรู่อ้ะไร 
［笑う。］ くんのなわをといて なわ［日本語で発話する］
 อะไร ふたりで［日本語で発話する］［Google 
Translateで 
「なわ」を検索する。英語で「Naka」と表示される。　それ
から，「なわをといて」を検索する。英語で「Take a 
wrinkle」と表示される。］ ทิง้อะไรเอาไวเ้หรอ อมื 
［長いため息をつく。］といて  
といて［日本語で発話する］ น่าจะแปลวา่ทิง้เอาไว ้แตว่า่
 なわ［日本語で発話する］ ไมรู่ว้า่คอือะไร แลว้ก็
หลบหนอีอกมา 2 ทัง้ 2 คน

なわ，なわ，なわ［下線部を日本語で発話する］。わから
ないのは，えとどのようなことか，ちっとも。でも，この小
林［日本語で発話する］さんを助けています，一緒に出
ましょう，何かわかりません。［笑う。］くんのなわをとい
て，なわ［下線部を日本語で発話する］。何ですか。ふた
りで［日本語で発話する］。［Google Translateで「なわ」
を検索する。英語で「Naka」と表示される。それから，「な
わをといて」を検索する。英語で「Take a wrinkle」と表示
される。］ 何かを捨てたのでしょうか。うーん。［長いため
息をつく。］といて，といて［下線部を日本語で発話す
る］。おそらく，捨てたと訳します。でも，なわ［日本語で
発話する］は何かわかりません。それから2人が2人とも
こっそり逃げ出してきました。

736 すると、そこには、ひろいろうかのようなところがあっ
て、まどがついていました。

ひろいろうか［日本語で発話する］ ออ๋ ก็มทีาง ทางเดนิ
แบบกวา้งขวาง 
ひろいろうかのようなところがあって［日本語で発話す
る］ ทีท่างเดนิอนักวา้งขวาง 
まどがついていました［日本語で発話する］ มปีระ
［ドアと言いかける］ มหีนา้ตา่งตดิเอาไวอ้ยู่

ひろいろうか［日本語で発話する］なるほど，つまり道，
広い歩く道があります。ひろいろうかのようなところが
あって［下線部を日本語で発話する］，広い歩く道があっ
て，まどがついていました［日本語で発話する］。ありま
す，ド［ドアと言いかける］，窓がついていました。



737 ポケット小ぞうは、まどをひらいて、あいずのふえをふこ
うとしました。

ก็เปิดหนา้ตา่ง ไมรู่ท้ าอะไรสกัอยา่งหลังจากเปิดหนา้ตา่ง
แลว้ ［Google Translateで 
「あいずのふえをふこうとしました」を検索する。英語で「
I tried to raise Aisezu's 
race」と表示される。次に，「ふこうとしました」を検索す
る。英語で「He tried to do it」と表示される。］พยามท า
อะไร あいずのふえ 
あいずのふえ［日本語で発話する］ พยามท าอะไรที ่
พยาม あいずのふえ［日本語で発話する］ คอื［Google 
Translateで「あいずのふえをふこうとしました」を検索す
る。英語で「I tried to raise Aisezu's 
race」と表示される。それから，「あいずのふえ」を検索
する。英語で「Aisuji Fuji」と表示される。］ไม ่ไมรู่ค้อื
อะไรอะ่ ［笑う。］

まあ，窓を開けます。わかりません，窓を開けて何かを
したか。［Google Translateで「あいずのふえをふこうとし
ました」を検索する。英語で「I tried to raise Aisezu's 
race」と表示される。次に，「ふこうとしました」を検索す
る。英語で「He tried to do it」と表示される。］何かをしよ
うとしました。あいずのふえ，あいずのふえ［下線部を日
本語で発話する］，何かをしようと，しようとして，あいず
のふえ［日本語で発話する］って。［Google Translateで
「あいずのふえをふこうとしました」を検索する。英語で「I 
tried to raise Aisezu's race」と表示される。それから，
「あいずのふえ」を検索する。英語で「Aisuji Fuji」と表示
される。］ううん，何のことかわかりません。［笑う。］

738 んー。

739 そとにいるだんいんにしらせるためです。 ออ๋ ก็ ไม ่ๆ ไมรู่ว้า่ท าอะไรสกัอยา่ง แตว่า่เพือ่จะแจง้ให ้
แบบ ไอเ้พือ่น ๆ ทีอ่ยูข่า้งนอกไดท้ราบอะคะ

ああ，うん，わかりません，何をしたかわかりません。で
も知らせるために，えっと，友だちに，外にいる友だちが
知ることができるように，です。

740 うん。

741 小ばやしくんは、いそいでそれをとめました。 ［黙り込む。］ ฮ ึ
小ばやしくんはいそいでそれをとめました［日本語で発
話する］ ท าไมถงึอยู ่ประโยคตอ่ไปแปลวา่อะไร

［黙り込む。］え。小ばやしくんはいそいでそれをとめまし
た［下線部を日本語で発話する］。なぜいるのですか。
続いての文はなんと訳しますか。

742 「ぼくたちだけではあぶない。ぼくがそとへでて、中むら
けいぶにでんわをかけてくる。それまで、きみはかくれ
ていたまえ」

［黙り込む。］ เริม่งง ［黙り込む。］わからなくなってきました。

743 んー。

744 小林［日本語で発話する］นีฟ้ื่นแลว้เหรอ ออื 
小林［日本語で発話する］คอืนักสบืทีต่อนแรกเขาบอก
วา่หมดสตอิยูใ่น อยูใ่นตุก๊ตาใช ่เอย้ อยูใ่นหุน่ หุน่ปีศาจ
ใชไ่หมคะ

小林［日本語で発話する］の意識が戻ったのですか。
うーん，小林［日本語で発話する］は探偵，はじめに彼
が言っていたのは，中で意識を失った，人形の中にい
て，そうです，えっと，人形の中，化け物の人形，そうで
すか。

745  うん。

746 แลว้ แลว้ท าไมในเรือ่งมนัถงึอยู่ ๆ ก็
小林［日本語で発話する］ก็ อยู ่ๆ ก็รบี 
それをとめました［日本語で発話する］ รบี ๆ รบีหยดุ 
คนอืน่ ๆ

それで，それでなんで，話の中で突然，小林［日本語で
発話する］は突然急いで，それをとめました［日本語で
発話する］。急いで，慌ててほかの人をとめました。

747 ふーん。

748 เอะ๊ ออ๋ เออ่ รบีหยดุคนทีแ่บกเขาไปก็คอื 
ポケット［日本語で発話する］แน่เลย

えっ，あー，えーと，慌てて止めた人は彼を背負ってい
る，つまり，ポケット［日本語で発話する］ですね，きっ
と。

749 へー。



750 หรอืป่าว  
小ばやしくんはいそいでそれをとめました［日本語で発
話する］ ก็รบีหยดุทีว่า่ กอ่นจะเรยีก ๆ คนอืน่ไรเงีย้ 
ぼくたちだけではあぶない［日本語で発話する］ ก็
แบบแคพ่วกเราเทา่ อยา่งเดยีวมนัจะอนัตรายน่ะ 
ぼくがそとへでて［日本語で発話する］  ผมอะ่ จะ
ออกไปขา้งนอก แลว้ก็ 
中むらけいぶにでんわをかけてくる［日本語で発話する
］ ก็จะโทรหาคณุ中村［日本語で発話する］ 
けいぶ［日本語で発話する］ ซึง่จ าไมไ่ดแ้ลว้วา่ใคร 
けいぶ［日本語で発話する］ ใคร

でしょうか。小ばやしくんはいそいでそれをとめました
［下線部を日本語で発話する］。急いでとめまたのは，
ほかの人を呼ぶ前に，何でしょう。ぼくたちだけではあ
ぶない［下線部を日本語で発話する］，えっと，わたした
ちだけでは，ひとつだけで，それは危ないです。ぼくがそ
とへでて［日本語で発話する］，僕がね。外へ出て行っ
て，それから，中むらけいぶにでんわをかけてくる［下線
部を日本語で発話する］。中村［日本語で発話する］さん
に電話をかけます。けいぶ［日本語で発話する］，誰
だったのか忘れてしまいました。けいぶ［日本語で発話
する］，誰ですか。

751 うん。

752 แลว้ก็ それまで［日本語で発話する］ จนกวา่จะถงึตอน
นัน้เนีย่ きみがかくれていたまえ［日本語で発話する］ 
ก็ใหแ้บบซอ่น ซอ่นไปกอ่นนา้อะไรเงีย้คะ่

そして，それまで［日本語で発話する］，その時まで，き
みがかくれていたまえ［下線部を日本語で発話する］，
隠れているかたち，まずは隠れていてください，とかなん
とかです。

753 そういって、小ばやしくんは、そとへとびだしていきまし
た。

ก็หลังจากทีพ่ดูแลว้ 小林［日本語で発話する］เนีย่ก็ รบี
โดดออกไปขา้งนอก ［笑う］

話し終わったあと，小林［日本語で発話する］は慌てて
外へ飛び出しました［笑う］。

754 さあ、二十めんそうは、つかまるでしょうか。 จะสามารถจับหนา้กาก ไอห้นา้กากทองค าคนนีไ้ดไ้หม 金色の仮面のやつをつかむことができるのでしょうか。

755 うーん。うん。

756 ออื けいぶ けいぶ［日本語で発話する］ นีเ่หมอืน 
けいさつ［日本語で発話する］ หรอืเปลา่ ［笑う］ 
けいぶ［日本語で発話する］［Google Translateで 
「けいぶ」を検索する。英語で「Postcard」と表示される。
］  Postcard［英語で発話する］ โอ ้เหนือ่ยใจ 
［下の参考リンクに表示された「警部」を選んで，検索す
る。英語で「Policeman」と表示される。］ โอ ้ใช ่ๆ 
ต ารวจจรงิดว้ย อยา่งทีเ่ดาวา่น่าจะเป็น 
けいさつ［日本語で発話する］

うーん，けいぶ，けいぶって同じ，けいさつ［日本語で発
話する］と，でしょうか［笑う］。けいぶ［日本語で発話す
る］。Google Translateで［「けいぶ」を検索する。英語で
「Postcard」と表示される。］Postcard［英語で発話す
る］，はー，気持ちが疲れます。［下の参考リンクに表示
された「警部」を選んで，検索する。英語で「Policeman」
と表示される。］おー，そうです。本当に警察のことで
す。そうではないかと予想していました，けいさつ［日本
語で発話する］。

757 ［パソコン画面を下へスクロールする。］ เย ้［笑う。］ เย ้
 จะจบแลว้

［パソコン画面を下へスクロールする。］やった。［笑う。］
やった。もうすぐ終わりますね。

758 ［笑う。］疲れましたか。休みましょうか。［笑う。］

759 ก็ ๆ ก็ถา้เกดิความยาวทีอ่า่นแลว้แบบ
okay［英語で発話する］ก็จะประมาณนีแ่ละ อนันีจ่ะเกนิ
มานดิหน่อย แตม่นัน่าจะ น่าจะไหวอะคะ เพราะมนัใกลจ้ะ
จบแลว้ไรเงีย้

んー，まあ，長さとしては，読んでみて okay［英語で発
話する］ですね，このくらいです。これはちょっと長いで
すが，でも，きっと，きっとできます。もうすぐ終わるよう
です。

760 小ばやしくんは、けいさつのたすけをたのむために、お
ばけやしきをぬけだしていきました。

小ばやしくんは けいさつ［日本語で発話する］ อา่ นีไ่ง
 ม ีけいさつ［日本語で発話する］ มาละ

小ばやしくんは，けいさつ［下線部を日本語で発話す
る］，あー，ほら，いますよ。けいさつ［日本語で発話す
る］がやってきました。

761 ［笑う。］

762 のたすけをたのむために［日本語で発話する］ ก็
小林くん［日本語で発話する］นีเ่พือ่จะใหต้ ารวจไดเ้ขา้
มาชว่ย ก็ ๆ เลยหนอีอกมาจากบา้นผสีงิ

のたすけをたのむために［日本語で発話する］，小林く
ん［日本語で発話する］は警察が助けに入って来られる
ように，それで，お化け屋敷から出てきました。



763 あとにのこったポケット小ぞうは、ロボットにばけたま
ま、また、たけやぶの中へもどり、二十めんそうをさがし
ました。

ก็ ทีเ่หลอือยูใ่นบา้นก็จะมี
ポケットくん［日本語で発話する］ แลว้ก็

家の中に残ったのはポケットくん［日本語で発話する］で
す。それから，

764 うん。

765 ฮ ึあとにのこったポケット小ぞうは 
ロボットにばけたまま ばけたまま［日本語で発話する］
 ［Google 
Translateで「ロボットにばけた」を検索する。英語で「I 
burst into a robot」と表示される。］ฮ ึออ๋ ซอ่น ๆ ซอ่นใน
robot［英語で発話する］เหรอ 
また，たけやぶの中へもどり［日本語で発話する］二十
めんそうをさがしました［日本語で発話する］ ไม ่ๆ ไมรู่ ้
วา่ซอ่นใน robot［英語で発話する］หรอืไมรู่ท้ าอะไรสกั
อยา่งกบั robot［英語で発話する］ แตว่า่กลับเขา้ไปใน
ป่าไผอ่กีครัง้หนึง่ เพือ่จะแบบไปตามหาแบบหนา้กากทอง
 หมายถงึポケットくん［日本語で発話する］

ふう。あとにのこったポケット小ぞうは，ロボットにばけた
まま，ばけたまま［下線部を日本語で発話する］。
［Google Translateで「ロボットにばけた」を検索する。英
語で「I burst into a robot」と表示される。］ふう，なるほ
ど，隠れて隠れてrobot［英語で発話する］の中に隠れた
のでしょうか。また，たけやぶの中へもどり，二十めんそ
うをさがしました［下線部を日本語で発話する］，いや，
うーん，わかりません，robot［英語で発話する］の中に
隠れたのか，それとも，robot［英語で発話する］に何か
をしたのか。でも，もう一度竹林の中へ戻って入ってい
きました，金色の仮面を追って探すために。つまり，ポ
ケットくん［日本語で発話する］がですね。

766 「あっ、いる、いる」 อะ๊ อยูน่ั่นเอง あっ，そこにいるじゃないか。

767 おうごんかめんにばけた二十めんそうが、おばけやしき
のおくへあるいていくのがみえます。

อมื ไมเ่ขา้ใจเลย［Google Translateで 
「おうごんかめんにばけた二十めんそうが，おばけやし
きのおくへあるいていくのがみえます。」を検索する。英
語で「I can see that twenty men who have been 
kidding in trouble will leave for ghosts and 
coughs.」と表示される。］หรอืวา่ 
二十めん［日本語で発話する］ มนัไมใ่ชม่นัจะไมใ่ชซ่ือ่ 
เอย้ จะไมใ่ชช่ือ่ จะไมใ่ชช่ือ่ แตว่า่หมายถงึตอ้งการจะสือ่
วา่เป็น 20 หนา้กากจรงิ ๆ หรอืเป็น 
gang［タイ語において外来語に当たる］หนา้กากทองค า
 20 หนา้ ป่าว

うーん，全くわかりません。［Google Translateで「おうご
んかめんにばけた二十めんそうが，おばけやしきのおく
へあるいていくのがみえます。」を検索する。英語で「I 
can see that twenty men who have been kidding in 
trouble will leave for ghosts and coughs.」と表示され
る。］あるいは，二十めん［日本語で発話する］。それは
違うそれは名前じゃない，え，名前じゃない，名前じゃあ
りません。でも，本当にある20枚の仮面のことか，金色
の仮面20枚という gang［タイ語において外来語に当た
る］のこと，でしょうか。

768 うん。

769 ไม ่ๆ ไมรู่ ้
おばけやしきのおくへある［日本語で発話する］ นกึวา่
มคีนเดยีวซะอกี［Google Translateで 
「おばけやしきのおくへあるいていくのがみえます。」を
検索する。英語で「I can see him leaving for ghosts 
and coughs.」と表示される。］ ก็เห็น เห็นออกมาจาก
บา้นผสีงิอนันีเ่หรอ みえます［日本語で発話する］

んー，よくわかりません。おばけやしきのおくへある［日
本語で発話する］，一人だけかと思いました。［Google 
Translateで「おばけやしきのおくへあるいていくのがみ
えます。」を検索する。英語で「I can see him leaving for 
ghosts and coughs.」と表示される。］えっと見えた，この
お化け屋敷を出てくるのが見えたのでしょうか。みえま
す［日本語で発話する］。

770 ポケット小ぞうは、そっとあとをつけました。 เดีย๋วคอ่ยเก็บกวาดขา้งนอก ［笑う］ あとで，外を片付けます［笑う］。

771 しばらくすると、みちはいきどまりになりました。 みち［日本語で発話する］ ถนน 
はいきどまり［日本語で発話する］ แบบถงึทางตันหรอื
เปลา่ いきどまりになりました［日本語で発話する］ ก็
กลายเป็นทางตันแลว้พอผา่นไปสกัพัก

みち［日本語で発話する］，道，はいきどまり［日本語で
発話する］，突き当たりのことでしょうか。いきどまりにな
りました［日本語で発話する］。突き当たりでした。しばら
くたってから，

772 まわりが、コンクリートのかべでかこまれているのです。 อมื โดยรอบ ๆ มนัเป็นแบบ concrete［英語で発話する］
แบบลอ้มรอบอยูอ่ะไรเงีย้ 
こまるので［日本語で発話する］ ก็ประสบปัญหาซะแลว้

うーん，まわりが，concrete［英語で発話する］です，囲
まれているのでしょうか，何でしょう。こまるので［日本語
で発話する］，問題にあってしまいました。



773 二十めんそうは、そのいきどまりのみちにはいったかと
おもうと、ぱっときえてしまいました。

นกึวา่แบบไอ ้หนา้กาก ๆ หนา้กากเนีย่จะหยดุอยูแ่คนั่น้ 
แตว่า่ ぱっときえてしまいました［日本語で発話する］ 
เอา้ อยู ่ๆ ก็หายไป

思ったんですが，仮面のやつがそこでとまるだろうと，で
も，ぱっときえてしまいました［日本語で発話する］。
えっ，突然消えました。

774 うん。

775 にんじゅつをつかったのでしょうか。 にんじゅつ［日本語で発話する］ คอือะไร 
忍者［日本語で発話する］เหรอ ［笑う。］［Google 
Translateで 
「にんじゅつ」を検索する。「Ninjutsu」と表示される。次
に，下の参考リンックに表示された「忍術」をクリックす
る。それから，Google Translateで「忍術」 
を検索する。「Policeman」と表示される。］にんじゅつ　
にんじゅつ［日本語で発話する］อนัไหน ก็น่า ๆ น่าจะ
แปลวา่ วชิา忍者［日本語で発話する］หรอืเปลา่

にんじゅつ［日本語で発話する］は何ですか。忍者［日本
語で発話する］ですか。［笑う。］［Google Translateで「に
んじゅつ」を検索する。「Ninjutsu」と表示される。次に，
下の参考リンックに表示された「忍術」をクリックする。そ
れから，Google Translateで「忍術」を検索する。
「Policeman」と表示される。］にんじゅつ，にんじゅつ［日
本語で発話する］，どっちも忍者［日本語で発話する］の
科目と訳すのでしょうか。

776 うーん。

777 いや、そんなはずはありません。 ［笑う。］ มนัไมน่่าจะเป็นไปไดน้ะ ออื ไมน่่าจะเป็นไปได ้
［笑う。］

［笑う。］それはありえそうにないです。うーん，ありえま
せん。［笑う。］

778 ［笑う。］

779 ポケット小ぞうは、そこにはいって、中のかべをしらべま
した。

［笑う。］ อะไรแบบ ตรวจสอบจากขา้งในก าแพง ［笑う。］なんというか，壁の中から調べました。

780 ［笑う。］

781 しらべました［日本語で発話する］ しらべました［日本語で発話する］。

782 そして、かべをあっちこっちなでまわしていると、コンク
リートの上に、ぽつんとでっぱったところがあり、それが
ぐらぐらうごくのです。

そしてかべをあっちこっちなでまわしていると 
コンクリートの下 に ぽつんとでっぱったところがあり 
それがぐらぐらうごくのです［日本語で発話する］ ไม ่ๆ 
ไมรู่ว้า่ท าอะไรกบัก าแพงแลว้น่าจะไปโดนอะไรบางอยา่ง
 แลว้แบบมนัก็เลยเริม่ เริม่แบบขยับเคลือ่นไหวอะคะ 
うごく［日本語で発話する］ ทางลับในหนังสอบสวน
อยา่งงีเ้หรอ ［笑う。］

そしてかべをあっちこっちなでまわしていると，コンクリー
トの上，に，ぽつんとでっぱったところがあり，それがぐ
らぐらうごくのです［下線部を日本語で発話する］。い
や，うーん，壁に何をしているのかわかりませんが，何
かよくないことをして，それで何かがはじめました，動き
始めました。うごく［日本語で発話する］，捜査の映画の
中の隠し通路のような感じですか。［笑う。］

783 ［笑う。］



784 ためしに、ぐっとおしてみました。 ためしに［日本語で発話する］ เพือ่ทดสอบ เพือ่ทดสอบ
 ก็น่าเขา้ใจ เขา้ใจวา่ น่าจะโยนอะไรลงไปสกัอยา่งหรอื
เปลา่ ぐっとおしてみました［日本語で発話する］ คอื อมื
 ［Google 
Translateで「ぐっとおしてみました」を検索する。英語で
「I tried lots of 
time」と表示される。次に，「ぐっおしてとみました」を検
索する。英語で「I caught a 
rain」と表示される。もう一度「ぐっとおしてみました」を
検索する。英語で「I tried lots of time」と表示される。］
 おしてみました［日本語で発話する］ เขา้ใจวา่น่าจะ
ลองพยามท าอะไรสกัอยา่ง แตว่า่ 
おして［日本語で発話する］ กด หรอืวา่ โยน หรอืวา่ท า
อะไร おして［日本語で発話する］ หมื
［長いため息をつく。］

ためしに［日本語で発話する］，試すために，試すため
に，たぶんわかります，わかったのは，たぶん何かを投
げ入れてみたのでしょうか。ぐっとおしてみました［日本
語で発話する］。つまり，うーん。［Google Translateで
「ぐっとおしてみました」を検索する。英語で「I tried lots 
of time」と表示される。
次に，「ぐっおしてとみました」を検索する。英語で「I 
caught a rain」と表示される。もう一度「ぐっとおしてみま
した」を検索する。英語で「I tried lots of time」と表示さ
れる。］おしてみました［日本語で発話する］。わかるの
は何かをしてみましたということですね。
でも，おして［日本語で発話する］，押すのですかか，投
げるのですか，それとも何をするのですか。おして［日本
語で発話する］，ふーむ。［長いため息をつく。］

785 すると、目のまえのゆかがさっとひらいて、四かくなあな
がでてきたではありませんか。

ゆか［日本語で発話する］ อะไร 
ゆかがさっとひらいて［日本語で発話する］ อะไรเปิด
ออก ［Google 
Translateで「ゆか」を検索する。英語で「Yuka」と表示さ
れる。］［笑う。］ เฮอ้ ก็คดิอยูแ่ลว้［Google Translate 
を使っても思うような訳が得られないことに対して］

ゆか［日本語で発話する］。何ですか。ゆかがさっとひら
いて［下線部を日本語で発話する］，何かが開いて出ま
した。［Google Translateで「ゆか」を検索する。英語で
「Yuka」と表示される。］［笑う。］はー，思った通り
［Google Translate を使っても思うような訳が得られない
ことに対して］。

786 ［笑う。］

787 ［笑う。］ วา่มนัไมน่่าจะแปลใหห้นู ［笑う。］ อะไรเปิด
ออก［Google 
Translateで「ゆかがさっとひらいて」を検索する。英語
で「Yuka is suddenly 
opened」と表示される。下の参考リンクに表示された「
床がさっと開いて」をクリックして，検索する。英語で「Th
e floor gently opens」と表示される。］ 
ゆか［日本語で発話する］ The floor［英語で発話する］
 ออ๋ พืน้เปิดออก อะ  ゆか［日本語で発話する］ ในทีน่ี่
คอื floor［英語で発話する］ สรุปเด็กผูช้ายทีภ่าพหายไป
นี ่ก็หายไปจากเรือ่งเลยเนอะ ［笑う。］［Google 
Translateで「四かくなあながでてきたではありません
か」を検索する。英語で「Have not four bad holes come 
out」と表示される。］

［笑う。］わたしに訳したりしてくれないだろうなって。［笑
う。］何が開いて出ました。［Google Translateで「ゆかが
さっとひらいて」を検索する。英語で「Yuka is suddenly 
opened」と表示される。下の参考リンクに表示された「床
がさっと開いて」をクリックして，検索する。英語で「The 
floor gently opens」と表示される。］ゆか［日本語で発話
する］，The floor［英語で発話する］。あー，床が開いて
出たのですね。あっ，ゆか［日本語で発話する］。つい
に，つまり，floor［英語で発話する］。結局姿が消えてし
まった男の子は，話から完全に消えてしまいましたね。
［笑う。］［Google Translateで「四かくなあながでてきたで
はありませんか」を検索する。英語で「Have not four 
bad holes come out」と表示される。］

788 ［笑う。］

789 เนือ้เรือ่งเปลีย่นพระเอกเฉยเลย
［話の展開で一気に主人公が変わったという意味］

内容が平気で主人公を変えました［話の展開で一気に
主人公が変わったという意味］。

790 ほー。



791 4 อยา่งอะไรก็ไมรู่ ้
かくなあながでてきたではありませんか［日本語で発話
する］ ไมรู่อ้ะไร 4 อยา่ง でてきた［日本語で発話する］ 
โผลอ่อกมา ではありませんか［日本語で発話する］ อมื
 มอีะไรบางอยา่งโผลอ่อกมา

4つが何のことかはわかりません。かくなあながでてきた
ではありませんか［下線部を日本語で発話する］。わか
りません，何か4つ。でてきた［日本語で発話する］，出て
きました。ではありませんか［日本語で発話する］。うー
ん，何かが出てきました。

792 ちかしつへのいり口です。 しかし　つへの　入り口で　つへ　つへ［日本語で発話
する。「つへ」はすべて「つえ"tsue"と発音している］ 
［Google Translate を使っても］มนัคงไมแ่ปล ลองดก็ูได ้
 ［笑う］［Google 
Translateで「つへ」を検索する。英語で「To 
watch」と表示される。］つへ［日本語で発話する。「つへ
」は「つえ"tsue"と発音している］ ชอ่งมอง เหรอ  
のいり口です［日本語で発話する］

しかし，つへの，入り口で，つへ，つへ［下線部を日本語
で発話する。「つへ」は「つえ"tsue"と発音している］，
［Google Translate を使っても］訳さないと思いますが，
試してみてもいいでしょう［笑う］。［Google Translateで
「つへ」を検索する。英語で「To watch」と表示される。］
つへ［日本語で発話する。「つへ」は「つえ"tsue"と発音
している］，のぞき穴，ですか。のいり口です［日本語で
発話する］。

793 二十めんそうは、ここからおりていってしまったので、き
えたようにみえたのです。

ก็หนา้กากทองค า 
ここからおりていってしまったので［日本語で発話する］
ลงไปจากตรงนี ้
きえたようにみえたのです［日本語で発話する］ ออ๋ 
ก็ ๆ คอืเหมอืนเป็นชอ่งเปิดออก ก็เลยดเูหมอืนอยู่ ๆ 
หนา้กากก็หายไปไดม้ากกวา่

それで，金色の仮面は，ここからおりていってしまったの
で［下線部を日本語で発話する］，この辺りから降りてい
きました。きえたようにみえたのです［下線部を日本語で
発話する］。おー，なるほど，つまり，何かすき間が開い
ていましたので，それで，仮面が消えたように見えまし
た。

794 ポケット小ぞうは、あなの中へおりようとしましたが、ふ
ときがついて、ビーディーバッジをみちにばらまきまし
た。そして、あなのふたをひらいたまま、ちかしつへおり
ていきました。

ふときがついて［日本語で発話する］ รูต้ัวอกีท ีไอต้ัว
เข็มกลัด みちにばらまきました  
そしてあなのふたをひらいたまま 
ちかしつへおりていきました［日本語で発話する］ เอ ๋
ไมค่อ่ยเขา้ใจ สรุปมนัจะลงตามไปหรอืไม［่Google 
Translateで「あなのな中へおりようとしましたが，ふとき
がついて，ビーディーバッジをみちにばらまきました。そ
して，あなのふたをひらいたまま，ちかしつへおりていき
ました。」を検索する。英語で「I was about to leave 
inside, but I suddenly broke into the beady badge with
 my injury. And, while leaving the lid open, I went 
straight to the 
place.」と表示される。］あなの中へおりようとしましたが
 ［日本語で発話する］ แบบ［舌打ちする］ 
おりようおりよう［日本語で発話する］ ก็จะลองลงไป
ขา้งลา่งดไูหมหรอืเปลา่  ［Google 
Translateで「ふときがついて，ビーディーバッジをみち
にばらまきました。そして，あなのふたをひらいたまま，
ちかしつへおりていきました。」を検索する。英語で「I 
suddenly croke up with a bee badge. And, while 
leaving the lid open, I went straight to the 
place.」と表示される。］ビーディーバッジ［日本語で発話
する］ อยู ่ๆ ก็ไอ ้ๆ ไอต้ัว ไอต้ัว หรอืมนัจะไมใ่ชเ่ข็มกลัด 
［笑う。］

ふときがついて［日本語で発話する］，気付いたら，バッ
ジ，みちにばらまきました，そしてあなのふたをひらいた
まま，ちかしつへおりていきました［下線部を日本語で発
話する］。えー，何かよくわかりません。結局，おりてつ
いていくのでしょうか。
［Google Translateで「あなのな中へおりようとしました
が，ふときがついて，ビーディーバッジをみちにばらまき
ました。そして，あなのふたをひらいたまま，ちかしつへ
おりていきました。」を検索する。英語で「I was about to 
leave inside, but I suddenly broke into the beady badge 
with my injury. And, while leaving the lid open, I went 
straight to the place.」と表示される。］
あなの中へおりようとしましたが［下線部を日本語で発
話する］。んーと［舌打ちする］，おりようおりよう［日本語
で発話する］。えっと，試しに降りてみますか。［Google 
Translateで「ふときがついて，ビーディーバッジをみちに
ばらまきました。そして，あなのふたをひらいたまま，ち
かしつへおりていきました。」を検索する。
英語で「I suddenly croke up with a bee badge. And, 
while leaving the lid open, I went straight to the place.」
と表示される。］ビーディーバッジ［日本語で発話する］，
突然，その，その，あれ，その，あれ，もしかしてバッジ
じゃなかったのですか。［笑う。］

795 ［笑う。］

796 バッジ［日本語で発話する］ แสงไฟเงีย้ ก็ ๆ อยู ่ๆ ก็พัง
เหรอ 
［「そして，あなのふたをひらいたまま，ちかしつへおり
ていきました。」をGoogle Translateで検索する。「And, 
with your lid open, we went down to the basement.」と
表示される。］

バッジ［日本語で発話する］，電灯が，突然，壊れました
か。［「そして，あなのふたをひらいたまま，ちかしつへお
りていきました。」をGoogle Translateで検索する。「And, 
with your lid open, we went down to the basement.」と
表示される。］

797 うん。



798 そしてあなのふたをひらいたまま［日本語で発話する］
ระหวา่งทีแ่บบ เปิดอะไรคา้งไว ้
ちかしつへおりていきました［日本語で発話する］ 
อะไรก็ไมรู่ ้ไมรู่เ้กดิอะไรขึน้บา้ง แตว่า่ตัดสนิใจจะลงไป
ขา้งลา่งและเนอะ ［笑う。］  อมื

そしてあなのふたをひらいたまま［下線部を日本語で発
話する］，何かをひらいたまま，ちかしつへおりていきま
した［下線部を日本語で発話する］，何かわかりません。
何が起こったのかさっぱりわかりません。でも，下へおり
て行こうと決めました。［笑う。］うーん。

799 　 うーん。［笑う。］

800 ［笑う。］ อะไรก็ไมรู่ ้ ［笑う。］何なのかわかりません。 うん。

801

802 อนันีค้อือะไรก็ไมรู่ ้น่าจะเข็มกลัด หรอืเปลา่ 
バッジ［日本語で発話する］  ไมใ่ช ่can 
badge［英語で発話する］อยา่งเงีย้เหรอ ไมใ่ช่

これは一体どういうことだかわかりません。バッジなの
かな。バッジ［日本語で発話する］，can badge［英語で発
話する］じゃないですね。

803 かいだんをおりると、ドアがあります。 かいだん［日本語で発話する］ ออ๋ บันได おりると 
ドアがあります［日本語で発話する］ ก็จะมปีระตู

かいだん［日本語で発話する］，あー，階段。おりると，ド
アがあります［下線部を日本語で発話する］。ドアがあり
ます。

804 そっとひらいて、中をのぞきました。 ก็ ขา้ง ขา้งนอกมนัเปิดเอาไว ้ก็แอบ 
のぞ［日本語で発話する］ แอบ แอบสอ่ง วา่มอีะไร

まあ，側，外側が開いているので，それでこっそり，のぞ
［日本語で発話する］，こっそり，こっそりのぞきました，
何がありますか。

805 「あっ」
　おばけです。うじゃうじゃ、おばけがならんでいるので
す。

うじゃうじゃ［日本語で発話する］ อะไร 
おばけがならんでいるのです［日本語で発話する］ ก็
น่าจะมแีบบหุน่ หุน่ おばけ［日本語で発話する］ แบบ
เรยีงรายอยูเ่ต็มไปหมดเลย

うじゃうじゃ［日本語で発話する］。何ですか。おばけが
ならんでいるのです［下線部を日本語で発話する］。た
ぶんえっと，人形がある，人形の，おばけ［日本語で発
話する］，がいっぱいに並んでいます。

806 一つ目小ぞう・三つ目小ぞう、一本足の大にゅうどう
や、

一つ目小ぞう　三つ目小ぞう［日本語で発話する］เอะ๊
 
一本足の大にゅうどうや［日本語で発話する］小ぞう［
日本語で発話する］［「小ぞう」を指して］นีรู่ส้กึจะเป็นชือ่
เขา［ポケット小ぞうのこと］ใชไ่หมคะ แสดงวา่มนัจะมหีุน่
 หุน่แบบ รูป รูปเป็นเขาเหรอ 
一つ目小ぞう　三つ目小ぞう［日本語で発話する］

一つ目小ぞう，三つ目小ぞう［下線部を日本語で発話す
る］，えっ，一本足の大にゅうどうや，小ぞう［下線部を日
本語で発話する］。［「小ぞう」を指して］これって彼［ポ
ケット小ぞうのこと］の名前ですよね。彼のような姿，姿
の人形，人形があるということですか。一つ目小ぞう，三
つ目小ぞう［下線部を日本語で発話する］。

807 ほー。

808 そのほか、たくさんのゆうれいやおばけでいっぱいで
す。

ก็แบบมทัีง้ผ ีมทัีง้สตัว ์สตัวใ์นต านานของญีปุ่่ นอะไรเงีย้ 
น่าจะเรยีงรายเยอะ แตว่า่［「小ぞう」を気にしている］
อนัเนีย่ไม ่ๆ ไมเ่ขา้ใจวา่มนัคอือะไร ท าไมถงึแบบ 
三つ目小ぞう［日本語で発話する］ คอือะไร 
［黙り込む。］ หอื ไมรู่ค้อือะไร

それにえっと，お化けも，動物も，日本の伝承の中の動
物だとか，いっぱい並んでいるようです。でも，［「小ぞ
う」を気にしている］これはううん，いや，何かわかりませ
ん。どうして，三つ目小ぞう［日本語で発話する］は何で
すか。［黙り込む。］ふう。何かわかりません。

809 うん。

810 おどろきましたが、よくみると、みんなにんぎょうです。 ก็ตกใจอยูน่ะ ［笑う。］ ก็แบบ พอมองด ีๆ ก็แบบเออ 
ทัง้หมดนีม่นัก็เป็นแคตุ่ก๊ตาหนอะ

だって，驚きました。［笑う。］だって，よく見ると，だって
えっとえー，みんな人形だけですか。

811 おばけのあいだから、へやのおくをみると、大きな木の
はこのまえに、二十めんそうがたっていました。

木のはこ［日本語で発話する］ ก็ เมือ่ดดู ีๆ แลว้แบบไอ ้
กลอ่ง เขา้ใจวา่เป็นกลอ่งไมข้นาดใหญข่า้งหนา้เนีย่ม ี
二十めんそうがたっていました［日本語で発話する］ เอ๋
 มหีนา้กากทองตัง้วางขึน้ไวอ้ยู่

木のはこ［日本語で発話する］。えー，よく見ると，それ
はえっと，箱，わかるのは前にある大きな木の箱にあり
ます。二十めんそうがたっていました［下線部を日本語
で発話する］。えー？金の仮面が立てて置いておいてあ
ります。

812 うん。



813 木のはこをあけて、中から、ほそながくまいたえをだし
て、みているのです。

เอาอะไรสกัอยา่งออกมา แลว้ก็ด ูほそながく 
ほそながく［日本語で発話する］ 
がく［日本語で発話する］ เหรอ 
まいがく［日本語で発話する］ นีเ่ขยีนหรอืเปลา่ ［笑う。］

何かを取り出しました。ほそながく，ほそながく［日本語
で発話する］，がく［日本語で発話する］ですか。まいがく
［日本語で発話する］って書くことですか。［笑う。］

814 うん。

815 がく［日本語で発話する］ ไหน？ 
［「がく」が何を指すのか考えている］まい 
がくまいたえをだして［日本語で発話する］ เอา ๆ เอา ๆ 
เอากอ้นเนีย่ อะไรก็ไมรู่อ้อกมา ［笑う。］

がく［日本語で発話する］，どの？［「がく」が何を指すの
か考えている］，まい，がくまいたえをだして［下線部を
日本語で発話する］，出して出して，出して出して，その
かたまりを出して，何かわからないものを出しました。
［笑う。］

816 うん。

817 แลว้ก็มองดู ［笑う。］ เรามาดกูนัวา่มนัคอือะไร そして見てみるのですね［笑う］。わたし達もそれが何な
のか見ていきましょう。

818 ［笑う。］

819 「あっ、わかった。あれは、石むらさんのいえからぬすみ
だした、だいじなえだっ」

เขา้ใจแลว้ ไมใ่ชห่นูเขา้ใจนะ ［笑う。］ わかりました。わたしがわかったのではありませんよ。
［笑う。］

820 ［笑う。］

821 หนูไมเ่ขา้ใจ ［笑う］ เขา［話の中の人物のこと］เขา้ใจ
คนเดยีว

わたしはわかりません［笑う］。この人［話の中の人物の
こと］が一人でわかっています。

822 ［笑う。］

823 ออ๋ก็ เป็น เป็นภาพทีแ่บบขโมยออกมาจากบา้น ไอ ้
เด็กชาย 石村さん［日本語で発話する］อะคะ คอื
ภาพวาดอนัส าคัญน่ันเอง

おお，つまり，それは家から盗んできた絵です，石村さ
ん［日本語で発話する］の男の子のですね。つまりその
大切な絵画です。

824 うん。

825 えは、みんなまいて、あのはこの中にしまってあるのに
ちがいない。

ออ๋ก็ ทัง้ ๆ หมดน่าจะอยูใ่นกลอ่งนัน้แหละ เออ ああ，それでみんな箱の中にあったんですね。なるほ
ど。



826 ポケット小ぞうは、それをみつけたうれしさに、ゆだんを
して、へやの中へはいろうとしましたので、おばけがガ
タンとたおれました。大いそぎでにげだしましたが、二十
めんそうはきがついて、おいかけてきました。

みつけたうれしさに［日本語で発話する］ ออ๋ก็พอ พอ
ポケット［日本語で発話する］เนีย่เจอสิง่นัน้ก็แบบดใีจ 
ゆだんをして ゆだん ゆだん［日本語で発話する］ 
ประมาทหรอืเปลา่ ゆだんをして 
へやの中へは［日本語で発話する］ เอะ๊ 
ゆだん［日本語で発話する］ แปลวา่อะไร ใชป่ระมาท
หรอืเปลา่ 
へやの中へはいろうとしましたので［日本語で発話する
］ เกดิอะไรขึน้ ［Google 
Translateで「ゆだんをして，へやの中へはいろうとしま
したので」を検索する。英語で「I tried to leave and to 
try inside the 
room」と表示される。それから，「へやの中へはいろうと
しましたので」を改行させて，Google 
Translateで検索する。1行目「ゆだんをして」は「Please
 do 
it」，2行目の「へやの中へはいろうとしましたので」は「I
 tried to get inside the 
room」と英語で表示される。さらに，「ゆだんをして」を検
索する。英語で「Please do it.」と表示される。］หรอื 
ゆだん［日本語で発話する］ จะแปลวา่ พยามหน ี
［下の参考リンクに表示された「油断をして」を見る。もう
一度，Google 
Translateで「油断をして」を検索する。英語で「Be 
careful」と表示される。］หอื ดว้ยความระมดัระวงั

みつけたうれしさに［日本語で発話する］。あー，ポケット
［日本語で発話する］がそれを見つけると嬉しかった。　
ゆだんをして，ゆだん，ゆだん［下線部を日本語で発話
する］，油断のこと？ゆだんをして，へやの中へは［下線
部を日本語で発話する］，えっ？ゆだん［日本語で発話
する］ってどういう意味だろう。うっかりする，でしょうか。
へやの中へはいろうとしましたので［下線部を日本語で
発話する］，何が起こったんだろう。［Google Translateで
「ゆだんをして，へやの中へはいろうとしましたので」を
検索する。英語で「I tried to leave and to try inside the 
room」と表示される。それから，「へやの中へはいろうと
しましたので」を改行させて，Google Translateで検索す
る。1行目「ゆだんをして」は「Please do it」，2行目の「へ
やの中へはいろうとしましたので」は「I tried to get 
inside the room」と英語で表示される。さらに，「ゆだん
をして」を検索する。英語で「Please do it.」と表示され
る。］あるいは，ゆだん［日本語で発話する］は，逃げよう
とすると訳すのでしょうか。［下の参考リンクに表示され
た「油断をして」を見る。もう一度，Google Translateで
「油断をして」を検索する。英語で「Be careful」と表示さ
れる。］ん。注意することですか。

827 ふーん。

828 ［Google 
Translateで「へやの中へはいろうとしましたので」を検
索する。英語で「I tried to get inside the 
room」と表示される。さらに，「いろうとしましたので」を
検索する。英語で「Because I tried to do 
it」と表示される。］［舌打ちする。］ น่า ๆ น่าจะ 
いろうとしましたので［日本語で発話する］ ไมรู่ว้า่
แปลวา่พยามออกจากหอ้งหรอืเปลา่

［Google Translateで「へやの中へはいろうとしましたの
で」を検索する。英語で「I tried to get inside the room」
と表示される。さらに，「いろうとしましたので」を検索す
る。英語で「Because I tried to do it」と表示される。］［舌
打ちする。］たぶん，たぶんたぶんいろうとしましたので
［日本語で発話する］，部屋を出ようとしていると訳すの
かわかりませんが。

829 うん。

830 ฮ ึๆ อะไร ［黙り込む。］ ออ๋ ไม ่ๆ ไมรู่ว้า่มแีบบ
［舌打ちする］ おばけ［日本語で発話する］ ใน ๆ ใน
หอ้งเนีย่มนัเกดิอะไรขึน้ ไมรู่ว้า่แบบ อมื เผลอไปท าแบบ
เสยีง ไม ่ๆ ไมรู่ว้า่แบบคณุポケット［日本語で発話する］
เนีย่ไปเผลอท าเสยีงดัง ท าใหแ้บบอพีวก 
おばけ［日本語で発話する］ ทีเ่ก็บอยา่งอืน่ในหอ้งเนีย่
มนัหลน่เกดิเสยีง หรอือะไรหรอืเปลา่ แตเ่อาเป็นวา่แบบ 
เขา้ใจวา่ตอนเนีย่ ตัวโจรทีเ่ป็นหนา้กากเนีย่คะ่แบบรูต้ัว
แลว้ ก็แบบพยามแบบวิง่ตามมา 
おいかけてきました［日本語で発話する］

ふふ。何ですか。［黙り込む。］あー，違う違う，わかりま
せんが［舌打ちする］，おばけ［日本語で発話する］，中，
中，部屋の中で何が起こったのかわかりません。わかり
ませんが，うーん，一瞬うっかりして音を出して，いやい
や，わかりませんえっと，ポケット［日本語で発話する］で
すか，一瞬うっかりして大きな音を出したのは。おばけ
［日本語で発話する］達をえっとする，部屋の中にある
他のものを落としてしまって音がしたのでしょうか。でも，
こういうことになりました，泥棒の仮面がですね，はもう
気付きました。そして，走っておいかけてきました。おい
かけてきました［日本語で発話する］。

831 そして、かいだんのとちゅうでつかまってしまいました。 หลังจากนัน้ かいだんのとちゅう［日本語で発話する］ 
ระหวา่งกลางทาง ระหวา่งบันไดอะคะ 
つかまってしまいました［日本語で発話する］ ［笑う。］ 
โดนจับไดซ้ะแลว้

それから，かいだんのとちゅう［日本語で発話する］，途
中で，階段の途中でです。つかまってしまいました［日本
語で発話する］。［笑う。］捕まえられました。

832 ほー。うん。



833 ポケット小ぞうは、その手をはらいのけて、かしつへに
げこみ、おばけのにんぎょうをかたっぱしからたおして、
おかしなおにごっこをはじめました。

ฮ ึอะไรก็ไมรู่ใ้นระหวา่งทีแ่บบก าลังหนอียู่［Google 
Translateで「その手をはらいのけて」を検索する。英語
で「Raise your hands」と表示される。］ อมื ยกมอืขึน้ ณ 
ขณะก าลังหนอียู่

ふう。何かわかりませんが，逃げているあいだ，［Google 
Translateで「その手をはらいのけて」を検索する。英語
で「Raise your hands」と表示される。］ うーん，手をあげ
ました。ところ，逃げているときに。

834 ［笑う。］

835 อะไร 
おかしなおにごっこをはじめました［日本語で発話する］
 ฮอื มอีะไรบางอยา่ง 
おばけのにんぎょう［日本語で発話する］ ตุก๊ตา 
おばけ［日本語で発話する］ ท า เกดิไรขึน้สกัอยา่ง 
［Google 
Translateで「かたっぱしからたおして」を検索する。英
語で「Take it from the crumple」と表示される。］หรอื
วา่แบบ ระหวา่งทีห่นขี ึน้บันไดก็แบบพยามผลัก ผลักแบบ
 ตุก๊ตาไอพ้วก ผปีีศาจทีเ่ก็บเอาไวแ้บบผลัก

何ですか，おかしなおにごっこをはじめました［下線部を
日本語で発話する］。うーん，何かがあります。おばけの
にんぎょう［日本語で発話する］，人形，おばけ［日本語
で発話する］，何かが起こりました。［Google Translateで
「かたっぱしからたおして」を検索する。英語で「Take it 
from the crumple」と表示される。］あるいはえっと，階段
に上って逃げているときに，えっと押そうとしました，押
す，んー，それら人形を，おばけ幽霊が集められていた
のを押しました。

836 へー。

837 มอื เอามอืผลักไปขา้งหลัง เพือ่แบบสกดัทางแบบ 
หนา้กากทีก่ าลังไลต่ามอยา่งเงีย้คะ่ ［笑う。］ อมื เอะ๊ แต่
มนัไมไ่ดบ้อกวา่โดนจับไดซ้ะแลว้เหรอ

手，手で後ろに押して，道をさえぎるために，仮面が追
いかけてきています，みたいな。［笑う。］うーん，えっ，
でも，もう捕まえられたじゃなかったんですか。

838 ［行番号831と同じ］ ［上の文に戻る。］そしてつかまってしまいました［日本
語で発話する］ ก็โดนจับไดแ้ลว้นี ่แตว่า่ ออ๋ สู ้ก็เลยแบบ
 โดนการแบบ ผลักไส พวกปีศาจ คนก าลังงง วา่แบบสรุป
 คนจับไดน้ีเ่ป็น เป็น ๆ เป็นหุน่ เป็นหุน่ภตูผ ีหรอืวา่เป็น
หนา้กาก ขโมยเงีย้ทีม่า เป็นคนมาจับได ้แลว้ก็น่าจะเป็น
ฉากอนัเนีย่ บรรยายวา่ตอ่สูก้นัอยู่

［上の文に戻る。］そしてつかまってしまいました［日本語
で発話する］。ほら，捕まえられています。でも，おお，な
るほど，たたかい，それで，こう，されて，押されて，おば
け幽霊，人がさっぱりなんですが，結局，捕まえた人っ
て，人形だったのか妖怪だったのか追ってきた泥棒仮
面だったのか，捕まえられた人は。それからこのシーン
は，戦っているのを描いています。

前に戻って，行番号831を読む。

839 うーん。

840 でも、とてもかないません。 ［笑う。］ ออ๋ แตไ่มส่มหวงั ［笑う。］ ［笑う。］あー，でも，望みは叶わなかったのですね［笑
う］。

841 うん。

842 二十めんそうのために、とうとうおさえつけられてしまい
ました。

เอะ๊ สรุปใครจับใคร えっ，結局，誰が誰を捕まえましたか。

843 ［笑う。］

844 ［Google Translateで 
「二十めんそうのために，とうとうおさえつけられてしま
いました」を検索する。英語で「Finally for the 
twentieth reason, I was 
sacrificed」と表示される。次に，「めんそうのために，二
十とうとうおさえつけられてしまいました」を検索する。
英語で「Twenty thirty seconds have been suffocated 
for the sake of the 
trouble」と表示される。それから，「二十とうとうおさえつ
けられてしまいました」を検索する。英語で「Twenty 
ten she was suffering」と表示される。］ ［黙り込む。］ งง

［Google Translateで「二十めんそうのために，とうとうお
さえつけられてしまいました」を検索する。英語で
「Finally for the twentieth reason, I was sacrificed」と表
示される。次に，「めんそうのために，二十とうとうおさえ
つけられてしまいました」を検索する。英語で「Twenty 
thirty seconds have been suffocated for the sake of 
the trouble」と表示される。それから，「二十とうとうおさ
えつけられてしまいました」を検索する。英語で「Twenty 
ten she was suffering」と表示される。］［黙り込む。］混
乱しています。



845 「きさま、ポケット小ぞうだな。こうしてやる」 ท าอยา่งนี้ ［笑う］ งงวา่ เออเริม่งงละ เกดิไรขึน้ เกดิ ๆ 
เกดิอะไรขึน้กบัประโยคนี้ เหมอืนมนัควรจะเขา้ใจอะคะ

このようにして［笑う］。混乱しているのは，うーん，わか
らなくなってきました。起こった起こった，この文で何が
起こりましたか。わかるべき感じなんですが。

846 うん。

847 คอืเขา้ใจวา่มนัน่าจะส าคัญแตว่า่ つまり大事な部分だろうとはわかります，でも，

848 うん。

849 อมื เรยีบเรยีงแลว้แบบงง วา่แบบมนัคอือะไร 
でもとてもかないません［日本語で発話する］ ก็น่ันและ
 มนัไมส่มหวงั แตว่า่ 二十 
二十めんそうのために［日本語で発話する］ เพือ่ 
二十めんそう［日本語で発話する］ ละเนีย่ 
とうとうおさえつけられてしまいました［日本語で発話す
る］ ไมรู่อ้ะไร ［Google 
Translateで「とうとうおさえつけられてしまいました」を
検索する。英語で「At last I got 
squeezed」と表示される。］ ฮอื ［長いため息をつく。］

うーんと，まとめるとさっぱりです，何なのか。でもとても
かないません［日本語で発話する］っていうのは，望み
が叶わないということですね。でも，二十，二十めんそう
のために［下線部を日本語で発話する］，ために，二十
めんそう［日本語で発話する］の，とうとうおさえつけられ
てしまいました［下線部を日本語で発話する］。何かわ
かりません。
［Google Translateで「とうとうおさえつけられてしまいま
した」を検索する。英語で「At last I got squeezed」と表
示される。］ふう。［長いため息をつく。］

850 二十めんそうのてつのようなゆびが、くびにぐいぐいとく
いこんできます。

เป็นการกระ เป็นกรยิาการกระท าอะไรสกัอยา่งของ
หนา้กากนีร้ะหวา่งทีพ่ดูประโยคเมือ่ก［Google 
Translateで「二十めんそうのてつのようなゆびが，くび
にぐいぐいとくいこんできます」を検索する。英語で「A 
twinkle-like rope twinkles in a neck.」と表示される。］
ท าไรกบัคอ ไม ่ๆ ไม ่ๆ ไมใ่ชแ่บบเชอืดตาย ไม ่ๆ ไม ่ๆ 
ไมน่่าจะใช่

行為です，何らかの行為をしたという動詞です，この仮
面がさっき話した文の間に。［Google Translateで「二十
めんそうのてつのようなゆびが，くびにぐいぐいとくいこ
んできます」を検索する。英語で「A twinkle-like rope 
twinkles in a neck.」と表示される。］首に何かしたの？い
や，いや，いや，いや，絞め殺したのではなくて，いや，
いや，違うと思います。

851 ［笑う。］

852 ［笑う。］ ［笑う。］

853 いきがつまって、いまにもしにそうです。 เอะ๊ 
いきがつまっていまにもしにそうです［日本語で発話す
る］ ตายแลว้เหรอ［Google 
Translateで「いきがつまって，いまにもしにそうです」を
検索する。英語で「Ikimo gathered and it is so 
now」と表示される。］いきがつまって［日本語で発話す
る］ เขา้ใจวา่รวบรวมสต ิแลว้ก็ 
いまにもしにそうです［日本語で発話する］ ตอนนี ้
ถงึแมจ้ะเป็นตอนนีก็้ดเูหมอืน ตายแลว้เหรอ 
しにそうです［日本語で発話する］ ดเูหมอืนตายแลว้เลย

えっ，いきがつまっていまにもしにそうです［下線部を日
本語で発話する］。死んでしまったのですか。［Google 
Translateで「いきがつまって，いまにもしにそうです」を
検索する。英語で「Ikimo gathered and it is so now」と表
示される。］
いきがつまって［日本語で発話する］。意識を集中させ
たとわかります。それから，いまにもしにそうです［日本
語で発話する］。今，今となってもまるで，死んだのです
か。しにそうです［日本語で発話する］，死んだように見
えます。

854 そのときです、ビーディーバッジのききめがあらわれま
した。

ฮ ึอยู ่ๆ อยู ่ๆ ไอ［้舌打ちする］ อสีญัลักษณ์อะไรสกั
อยา่งทีต่อนแรกเดาวา่มนัน่าจะเป็นเข็มกลัด ก็เปิดเผยตัว
ออกมา

ふー，すると，あれ［舌打ちする］，何かのシンボル，は
じめに何かのバッジだと推測したものが，現れました。

855 うん。

856 คอือะไร ［笑う。］ 何ですか。［笑う。］



857 小ばやしくんと、五人のだんいんと、五人のおまわりさ
んが、とびこんできたのです。

おまわりさん［日本語で発話する］ น่า 
おまわりさん［日本語で発話する］ 
おまわりさん［日本語で発話する］ คนแถว ๆ นัน้เหรอ 
ไร
おまわりさんがとびこんできたのです［日本語で発話す
る］ ก็แบบในทีส่ดุ ［笑う］ ทัพ ทัพ 
support［英語で発話する］ก็มาถงึแลว้

おまわりさん［日本語で発話する］ね，おまわりさん，お
まわりさん［下線部を日本語で発話する］。この辺りの人
ですか。おまわりさんがとびこんできたのです［下線部を
日本語で発話する］。するとえーやっと，［笑う］support
［英語で発話する］隊がやってきました。

858 うん。

859 さすがの二十めんそうも、こんなにおおぜいにとりかこ
まれては、もう、どうすることもできません。

さすがの［日本語で発話する］ หนา้กากทองมัง่งี้ 
こんなにおおぜいにとりかこまれては［日本語で発話す
る］ もうどうすることもできません［日本語で発話する］
 อมื ไมม่อีะไรทีท่ าไดแ้ลว้สนิะอะไรเงีย้ เกดิ สรุป สรุป
เกดิอะไรขึน้เนีย่ こんなに［日本語で発話する］ ［笑う。］

さすがの［日本語で発話する］，金色の仮面，こんなに
おおぜいにとりかこまれては，もうどうすることもできま
せん［下線部を日本語で発話する］。うーん，することが
できることは何もありません，何ですか。起こった，結
局，結局，何が起こったのだろう。こんなに［日本語で発
話する］。［笑う。］

860 ［笑う。］

861 おおぜいにとりかこまれては［日本語で発話する］ ออ๋ก็
 พัวพันกบัเรือ่งอะไรเต็มไปหมดเลยในขณะเนีย่

おおぜいにとりかこまれては［日本語で発話する］，えっ
とまあ，今，話がいっぱいもつれています。

862 うん。

863 もうすることもできません［日本語で発話する］ ท าอะไร
 ท าตอนนี ้ตอนนี ้ก็คงท าอะไรไมไ่ดแ้ลว้ละ

もうすることもできません［日本語で発話する］，何をす
るのだろう。今します，今，何もすることができません
ね。

864 うん。

865 とうとう、手じょうをはめられてしまいました。 คอือะไร ［Google 
Translateで「とうとう，手じょうをはめられてしまいました
。」を検索する。英語で「At last, my hands have been 
settled.」］ หอื ใน ๆ หมายถงึในทีส่ดุก็ สงบไดแ้ลว้
อะไรเงีย้เหรอ

つまり何ですか。［Google Translateで「とうとう，手じょう
をはめられてしまいました。」を検索する。英語で「At 
last, my hands have been settled.」］ふー，やっ，やっと
落ち着いたっていうことですか。

866 うん。

867 手じょうをはめられてしまいました はめられて 
はめられて［日本語で発話する］［「はめられてしまいま
した」をGoogle Translateで検索する。「I was 
overwhelmed」と表示される。］อะไรก็ไมรู่ ้［笑う。］

手じょうをはめられてしまいました，はめられて，はめら
れて［下線部を日本語で発話する］。［「はめられてしま
いました」をGoogle Translateで検索する。「I was 
overwhelmed」と表示される。］なんだかわかりません。
［笑う。］

868 うー。

869 คอือุน่ใจเหรอ คอืเริม่สงบจติสงบใจไดแ้ลว้เหรอ ออ๋ หรอื
หมายถงึยังไง หมายถงึポケット［日本語で発話する］
โลง่ใจทีแ่บบมคีนอืน่มาถงึเหรอ ［笑う。］

落ち着いたということですか。つまり落ち着き始めた，気
持ちがもう落ち着いきました，ですか。おお，あるいは，
どのような，意味しますか，ポケット［日本語で発話する］
は他の人が来て安心したのですか。［笑う。］

870 んー。

871 หรอืยังไง どういうことだろう。



872 それから、おばけやしきにいた手下も、みんなつかまっ
てしまい、石むらさんのだいじなえも、ぶじにもどりまし
た。「ポケットくん、こんども、きみのおてがらだったね」
小ばやしくんが、ポケット小ぞうをほめました。

หมืก็ เหมอืนนักสบื小林くん［日本語で発話する］เนีย่ก็
ชมポケット［日本語で発話する］วา่แบบ อะไรแบบ 
เพราะอะไรแบบ เพราะเธอเลยแบบอะไร ชว่ยไดม้ากเลย
อะไรเงีย้คะ่ ก็จบ และก็เหมอืน ก็รูปภาพ รูปภาพทีแ่บบ
いし［日本語で発話する］ ของบา้น
石村［日本語で発話する］คะ่ ก็แบบปลอดภัยดอียูข่า้ง
ในนัน้อะไรเงีย้

ふーんまあ，探偵の小林くん［日本語で発話する］は，
ポケット［日本語で発話する］を褒めました，えっと何とい
うか，あなたがいましたからえっと何，すごく助かりまし
たよとかなんとかです。それで終わりです。そしてえー，
絵画，いし［日本語で発話する］，石村［日本語で発話す
る］の家のもです。その中にあって，無事だったのでしょ
うか。

873 うん。

874 อมื つかまってしまいました［日本語で発話する］ ก็
เหมอืนพอมนัลงไปขา้งลา่งมนัจับคนอืน่ ๆ ทีเ่หลอืดว้ย
เหรอ

うーん。つかまってしまいました［日本語で発話する］。
下へおりて，残りの人を捕まえたのでしょうか。

875 うん。

876 みんなつかまってしまい［日本語で発話する］ มนัมสีรุป
  gang［タイ語において外来語に当たる］หนา้กากน่าจะ
มหีลายคนใชไ่หมอะ

みんなつかまってしまい［日本語で発話する］，それは，
結局，仮面の gang［タイ語において外来語に当たる］っ
て大勢いた，そうですか。

877 うん。

878 ก็น่า ก็น่าจะอยา่งนัน้หนอะ อมื ประมาณนี ้［笑う。］ こんな感じです。うーん。だいたいこうです。［笑う。］

879 ［笑う。］

880 ประมาณนีแ้บบยังงง อา่นจบแลว้ยังงง  oh my god 
［英語で発話する］

こうなっても，まださっぱりです。oh my god［英語で発話
する］。

［笑う。］

881 ［笑う。］

882 okay［英語で発話する］ okay［英語で発話する］。


