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協力者の発話内容

ページ 文章 発話 日本語訳

1 あなうさピーターのはなし あなうさ［日本語で発話する］ 
あなうさピータのはなし［日本語で発話する］ก็ 
うさピーターのはなし［日本語で発話する］ เรือ่งเลา่ของ
กระตา่ย ピーター［日本語で発話する］ แตว่า่ 
あな［日本語で発話する］　อันนีไ้มรู่ว้า่คอือะไร แตว่า่เห็น　
เห็นอังกฤษมันก็เขยีนอยูT่HE TALE OF PETER 
RABBIT［英語で発話する］ あな［日本語で発話する］　
แตใ่หเ้ดาก็น่าจะแปลวา่แบบ ［舌打ちをする］ เห ไมรู่ ้
เหมอืนกัน อาจจะขยายกรยิามารยาของคณุ 
ピーター［日本語で発話する］ ทีแ่บบภาษาอังกฤษ
［タイトルのこと］ไมไ่ดแ้ปลก็เป็นไปได ้ไมรู่เ้หมอืนกัน ถงึจะ
 copy ［タイ語において外来語に当たる］มาตรงนีม้ันก็ไม่
น่าจะแปลใหห้นูไดน้ะ ［Google 
Translateで「あな」を検索する。英語で「hole」と表示され
る。］

あなうさ［日本語で発話する］，あなうさピータのはなし
［日本語で発話する］は，うさピーターのはなし［日本語
で発話する］，ピーター［下線部を日本語で発話する］と
いううさぎのお話です。でも，あな［日本語で発話する］，
これの意味がわかりません。でも見て，英語で書かれて
いる，THE TALE OF PETER RABBIT［英語で発話す
る］を見て，あな［日本語で発話する］，でも推測したら
たぶん訳すとまあ，［舌打ちをする］えー，わかりませ
ん。英語［タイトルのこと］に訳されていないピーター［下
線部を日本語で発話する］ さんの動作を表しているか
もしれません。わかりません。copy ［タイ語において外
来語に当たる］してここを検索しても私に訳してくれない
と思います。［Google Translateで「あな」を検索する。英
語で「hole」と表示される。］

2 ［笑う。］

3 ออ๋［語を長く伸ばして発音する］ あなทีแ่ปลวา่ 
hole［英語で発話する］ ทราบ อันนีท้ราบ ก็สรุปน่าจะเป็น
หลมุของคณุกระตา่ย ピーター［日本語で発話する］  
เรือ่งราวของคณุกระตา่ย ピーター［日本語で発話する］  
ไมรู่ค้ณุกระตา่ย ピーター［日本語で発話する］ ไปขดุหลมุ
 หรอืหมายถงึหลมุกระตา่ยทีค่รอบครัวนีม้อียูแ่ลว้อะไร
ประมาณนี้

なるほど［語を長く伸ばして発音する］。あな［日本語で
発話する］hole［英語で発話する］という意味ですね。そ
れはわかっているけど。ということは，うさぎのピーター
［下線部を日本語で発話する］さんの穴でしょうね。うさ
ぎのピーター［下線部を日本語で発話する］さんのお
話。うさぎのピーター［下線部を日本語で発話する］さん
が穴を掘ることなのか，それとも，このうさぎの家族のい
る穴のことなのか，どちらなのかな。

4 へー。

5 เริม่มาดว้ยคณุ ピーター［日本語で発話する］  คณุแม่ ピーター［日本語で発話する］さんからはじまって，お母
さん。

6 むかしむかし　あるところに　４ひきの　こうさぎが　おり
ました。

ก็เมือ่นานมาแลว้เนีย่ ก็มลีกูกระตา่ยอยู ่4 ตัวอาศัยอยูด่ว้ยกัน 昔，4匹の子うさぎがいました，一緒に住んでいました。

7 なまえは　それぞれ　フロプシー、モプシー、カトンテ
ル、ピーターです。

ก็มชีือ่เรยีงตามล าดับไดด้ังนี ้
フロプシー　モプシー　ポプシー　モプシー 
［日本語で発話する］ ［笑う］ コドンテール　ピーター 
です［日本語で発話する］ คะ่ก็ตามนี ้［笑う］

名前は順番に以下の通りです。フロプシー，モプシー，
ポプシー，モプシー［下線部を日本語で発話する］［笑
う］，コドンテール，ピーター，です［下線部を日本語で発
話する］。はい，だそうです［笑う］。

［笑う。］

8 うん。

9 ４ひきは　おかあさんと　いっしょに　とってもおおきな　
モミのきの　したにある　あなのなかに　すんでいまし
た。

ก็สรุปอยูใ่นหลมุจรงิ ๆ ดว้ย อยูใ่นโพรงกระตา่ย 
モミのき［日本語で発話する］  น่าจะ น่าจะเป็นชือ่ตน้ไมแ้ต่
วา่ไมแ่น่ใจวา่ モミ［日本語で発話する］ นีม่ันคอืตน้อะไร
อยา่งเงีย้อะ่คะ่ แลว้เขาก็บอกวา่ลกูกระตา่ย 4 ตัวทีอ่ยูก่ับ
คณุแมแ่ถว ๆ  ตน้ไมท้ีช่ ือ่ モミ［日本語で発話する］ นีแ่หละ

結局本当に穴の中にいたんですね。うさぎの穴に。モミ
のき［日本語で発話する］は，たぶん木の名前だと思い
ます。でも，自信がないのは，モミ［日本語で発話す
る］って，どんな木なんでしょう。言っているのは，4匹の
子うさぎとお母さんと一緒に，モミ［日本語で発話する］
という木の周りにいたってことです。

うん。

10 あるひの　あさ、　あなうさママが　いいました。 ก็เชา้วนัหนึง่คณุแมก่ระตา่ยก็พดูขึน้มาวา่ ある日の朝，母うさぎがこう言いました。
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11 「さあ　おまえたち、　のはらのなかや　こみちのさきで　
あそんでらっしゃい。でも、　マグレガーおじさんの　お
にわには　いっちゃダメよ。　むかし　おとうさんが　そこ
で　ひょんなことから　マグレガーおばさんに　つかまっ
て　パイに　されたんだから。」

のはらのなかやこみちのさきであそんでらっしゃい［日本
語で発話する］ไลใ่หไ้ปเลน่ทีไ่หน ［笑う］ 
でも　マグレガーおじさんの　おにわには　いっちゃダメよ　
むかし　おとうさんが　そこで　ひょんなことから　マグレガ
ーおばさんに　つかまって　パイに　されたんだから［日本
語で発話する］อมื ［しばらく黙り込む］ เดีย๋วขอแปลอันนี ้
［Google 
Translateで「のはらのなかや」こみちのさきで」を検索する
。英語で「Within the Narahama and 
Komichi」と表示される］หมื ［語を長く伸ばして発音する］ 
งัน้ถา้มันไมแ่ปลก็ ใหเ้ดาก็คงน่าจะเป็นชือ่สถานที ่แตว่า่ชือ่
สถานทีม่ันไมค่วรจะเป็นภาษาญีปุ่่ น เพราะวา่มันแปลมาจาก
อังกฤษ ก็เลยเขา้ใจวา่จรงิ ๆ ชือ่สถานทีม่ันน่าจะเขยีนดว้ย 
カタカナ［日本語で発話する］เหมอืนแบบชือ่กระตา่ยอยา่ง
เงีย้อะ่คะ่วา่ก็ไม ่sure ［タイ語において外来語に当たる］ 
วา่ Google［Google 
Translateのこと。タイ語的に発音する］มัว่อกีแลว้รเึปลา่ 
［笑う］

のはらのなかやこみちのさきであそんでらっしゃい［下
線部を日本語で発話する］どこかへ遊びに行かせます
［笑う］。でも，マグレガーおじさんのおにわにはいっちゃ
ダメよ，むかしおとうさんがそこでひょんなことからマグ
レガーおばさんにつかまってパイにされたんだから［下
線部を日本語で発話する］。うーん［しばらく黙り込む］，
これを訳します。［Google Translateで「のはらのなかや
こみちのさきで」を検索する。英語で「Within the 
Narahama and Komichi」と表示される。］ふーん［語を長
く伸ばして発音する］。これが訳さないなら，意味を推測
するなら，たぶん地名です。でも，地名は日本語になる
ことはおかしいですよね。英語から訳されましたから。
ですから，本当は地名なら，うさぎの名前みたいに，カ
タカナ［日本語で発話する］で書かれると思いますから， 
sure ［タイ語において外来語に当たる］ じゃありませ
ん。 Google［Google Translateのこと。タイ語的に発音す
る］は，また混乱したのかな［笑う］。

12 うん。

13 เห แตว่า่ไมรู่จั้กจรงิ ๆ วา่ 
はらのなかや［日本語で発話する］อมื 
［語を長く伸ばして発音する］ ［Google 
Translateで「なかや　こみちのさきで」を検索する。英語で
「At the top of 
Kokamiya」を表示される。次に「なかや」を検索する。英語
で「Nakaya」と表示される。］ ไมรู่แ้หะ 
こみちのさきで［日本語で発話する］ 
こみちのさき［日本語で発話する。］　こみち［日本語で発
話する。］　みち［日本語で発話する。］คอืถนนอันเดยีวกับ
ถนนรเึปลา่  แตม่ันมคี าวา่ こ［日本語で発話する］อยู่
ขา้งหนา้แบบอาจจะเหมอืนทีเ่วลาเอาไวแ้บบ เขาเอาไว ้
ขา้งหนา้สิง่ของทีแ่บบตอ้งการสือ่วา่ยังเป็นลกู ยังเป็นเล็ก ๆ 
ถนนเล็ก ๆ อยา่งนีร้เึปลา่ หนูเดามัว่เลย สกัอยา่ง ［笑う］

えー，でも，知りません。はらのなかや［日本語で発話
する］うーん ［語を長く伸ばして発音する］。［Google 
Translateで「なかや　こみちのさきで」を検索する。英語
で「At the top of Kokamiya」を表示される。次に，「なか
や」を検索する。英語で「Nakaya」と表示される。］わかり
ません。こみちのさきで［日本語で発話する］。こみちの
さき［日本語で発話する］，こみち［日本語で発話する］，
みち［日本語で発話する］って，道のことかな。でも，前
に，こ［日本語で発話する］がついているから，子供と
か，小さい，小さい道のことかな。自分で勝手に推測し
ます［笑う］。

14 ［笑う。］

15 แตค่ณุแมบ่อกวา่ใหอ้อกไปเลน่ได ้แตว่า่ใหอ้อกหา่งจาก
สวนของคณุ マグレーガー おじさん［日本語で発話する］
เพราะวา่เมือ่กอ่นเนีย่แบบคณุพอ่ของกระตา่ยพวกเนีย่น่าจะ
เคยไปท าวรีกรรมอะไรสกัอยา่งแลว้ถกู 
されたんだから［日本語で発話する］แบบถกูจับไดอ้ยา่ง
เงีย้อะ่คะ่ แตว่า่ パイに［日本語で発話する］ 
パイに［日本語で発話する］นีก็่ไมรู่ว้า่
パイ［日本語で発話する］ในทีน่ีค่อือะไรเหมอืนกัน  
［Google 
Translateで「パイ」を検索する。英語で「pie」と表示される］
されたんだからつかまってパイにされたん［日本語で発話
する］ออ๋ ถกูจับแลว้ไปท า pie 
［タイ語において外来語に当たる］ กระตา่ย เหรอ ［笑う］

でも，お母さんは遊びに行っていいよと言っています。
でも，マグレーガー，おじさん［下線部を日本語で発話
する］さんの庭を離れているように。なぜなら，昔，この
うさぎたちのお父さんはたぶん何か悪いことをやって，
されたんだから［日本語で発話する］捕まったとかそん
な感じです。でも，パイに［日本語で発話する］，パイに
［日本語で発話する］これはわかりません。パイ［日本語
で発話する］ってここで何のことかわかりません。
［Google Translateで「パイ」を検索する。英語で「pie」と
表示される。］されたんだからつかまってパイにされた
ん［下線部を日本語で発話する］。あー，捕まってうさぎ
pie ［タイ語において外来語に当たる］ にされたってこと
でしょうか［笑う］。

16 ［笑う。］

17 สมัย สมัยกอ่นคณุพอ่ถกูจับไปท า pie 
［タイ語において外来語に当たる］ กระตา่ยเหรอ ไม ่ไมใ่ช่
 ［笑う］ จ าไดว้า่เขาไมโ่ดนฆา่นะ ［笑う］ 
［素材を選ぶ際に，ずっと前に英語で読んだことがある気
がすると話していた］ทีห่มายถงึนี ่ทีห่นูเคยอา่นมาจ าไดว้า่
พอ่เขายังไมน่่าจะเสยีนะ หรอืเปลา่

む，昔，お父さんはうさぎ pie ［タイ語において外来語に
当たる］ にされたんですか。違う。違う［笑う］。殺されて
いなかったと覚えています［笑う］。［素材を選ぶ際に，
ずっと前に英語で読んだことがある気がすると話してい
た。］ここで意味していることは，私は読んだことがあっ
て覚えているのは，彼らのお父さんはまだ死んでいない
と思います，じゃないんですか。

［笑う。］

18 あー。



19 ひょんなことから［日本語で発話する］ ออ๋หรอือาจจะแบบ
［Google Trnaslateで「ひょんな」を検索する。英語で「A 
little」と表示される］されたんだ［日本語で発話する］パイ
にされたんだから［日本語で発話する］คอือะไร［Google 
Translateで「パイにされたんだから」を検索する。英語で「
Because it was made into pie」と表示される］เอะ๊ ถกูท า
เป็น pie ［タイ語において外来語に当たる］ จรงิเหรอ 
［笑う］ ［Google 
Translateで「ひょんなことから」を検索する。英語で「Welco
me」と表示される］งีค้วามหมายจะเปลีย่นเลยนะ สรุปคณุ
พอ่ถกูท า pie ［タイ語において外来語に当たる］ หรอืไม ่
หมื ［語を長く伸ばして発音する］ ไมรู่ย้ังไมอ่ยากเดาวา่พอ่
โดนท า pie ［タイ語において外来語に当たる］ ไปแลว้ แต่
น่าจะไปท าเรือ่งอะไรสกัอยา่งไวก็้เลยใหเ้ด็กอยูอ่อกหา่ง
ดกีวา่

ひょんなことから［日本語で発話する］ 。あー，もしかし
て，［Google Trnaslateで「ひょんな」を検索する。英語で
「A little」と表示される。］されたんだ［日本語で発話す
る］パイにされたんだから［日本語で発話する］ってどう
いうことだろう。［Google Translateで「パイにされたんだ
から」を検索する。英語で「Because it was made into 
pie」と表示される。］えっ，本当に pie ［タイ語において
外来語に当たる］ にされたですか［笑う］。［Google 
Translateで「ひょんなことから」を検索する。英語で
「Welcome」と表示される。］だったら，意味が変わってし
まいますね。結局，お父さんは pie ［タイ語において外
来語に当たる］ にされたか，されていないか。ふーん
［語を長く伸ばして発音する］わかりません。お父さんは
もう pie ［タイ語において外来語に当たる］ にされたと考
えたくないです。でも，何かやったのですよね。それで子
供にそこから離れさせておくほうがいいです。

20 うん。

21 「いってらっしゃい、　きを　つけるのよ。　おかあさん、　
るすに　してるから。」

ออ๋ ก็ ไปกอ่นนะ อะไรแบบ ระวงัตัวดว้ย แลว้ก็คณุแมจ่ะไม่
อยูส่กัพักอะไรเงีย้ るす［日本語で発話する］

あー，じゃ，行ってくるね。そんな感じ，気をつけてね。そ
して，お母さんはしばらくいないです。るす［日本語で発
話する］。

うん。

22 それから　あなうさママは　かごと　かさを　てにもって、
もりの　むこうの　パンやさんへ　むかいました。

かご［日本語で発話する］ かご［日本語で発話する］ไมรู่ ้
แตถ่า้เดาก็คงตระกรา้ ชือ่เหมอืน 
はこ［日本語で発話する］ทีแ่ปลวา่กลอ่งเลยแตไ่มเ่กีย่วกัน
 ［笑う］ かご［日本語で発話する］ แตว่า่คอืในมอืก็มแีค่
ตระกรา้กับ かさ［日本語で発話する］ทีเ่ป็นร่ม ก็คดิวา่แบบ
อันนีเ้ป็นตระกรา้［かさと籠を持ったうさぎの挿絵がある］ 
てにもって［日本語で発話する］ ก็อะ๊ อยูใ่นมอื

かご［日本語で発話する］かご［日本語で発話する］わ
かりませんが，推測したら，籠のことかな。名前が似て
ますね，はこ［日本語で発話する］と。「箱」という意味
の。でも，関係ないです［笑う］。かご［日本語で発話す
る］。でも，手に持っているのは，籠と，かさ［日本語で発
話する］，傘だけだから，これは籠のことだと思います
［かさと籠を持ったうさぎの挿絵がある］。てにもって［日
本語で発話する］。んーあっ，手の中にあります。

23 あー。

24 ก็ไป จะไปรา้นขนม pan 
［タイ語において外来語に当たる。ただしタイ語では「お菓
子のpan」という言い方で、「パン」を指し，以下すべてで「
お菓子のpan」とう言い方をしている］ ทีอ่กีฝ่ังของป่า

行きます，森の向こうの pan ［タイ語において外来語に
当たる。ただしタイ語では「お菓子のpan」という言い方
で、「パン」を指し，以下すべてで「お菓子のpan」とう言
い方をしている］屋に行きます。

うん。

25 かったのは　１きんの　くろパンと　ぶどうパンを　５つで
す。

หมื ทีต่ัง้ใจจะซือ้ก็คอืเป็น ขนม pan 
［タイ語において外来語に当たる］ สดี า 1 ชิน้ และก็ 
ぶどうパン［日本語で発話する］　5 ชิน้ 
ぶどうパン［日本語で発話する］ ไมรู่อ้ะไรแตว่า่จะซือ้ขนม 
pan ［タイ語において外来語に当たる］ หรอืเปลา่ ［笑う］ 
［Google 
Translateで「ぶどう」を検索する。英語で「Grape」と表示さ
れる。］ ぶどう［日本語で発話する］ออ๋ ขนม pan 
［タイ語において外来語に当たる］ องุน่ หรอื

ふーん，買おうと思ったのは，黒い pan ［タイ語におい
て外来語に当たる］ 1つと，ぶどうパン［日本語で発話す
る］5つ，ぶどうパン［日本語で発話する］何なのかわか
りませんが， pan ［タイ語において外来語に当たる］ を
買うんでしょう［笑う］。［Google Translateで「ぶどう」を検
索する。英語で「Grape」と表示される。］ぶどう［日本語
で発話する］。なるほど，ぶどう pan ［タイ語において外
来語に当たる］ かな。

［笑う。］

26 フロプシーと　モプシーと　カトンテルは　とっても　いい
こでしたので、こみちを　くだって　クロイチゴつみに　で
かけました。

フロプシーと［日本語で発話する］　フロップ 
［フロプシーを言い換える］と［日本語で発話する］モップ［
モプシーのこと］ カトンテル［日本語で発話する］กับนอ้ง
カトンテル［日本語で発話する］はとってもいいこでしたの
で［日本語で発話する］［笑う］ ออ๋ ก็นอ้งกระตา่ย 3 ตัว
ยกเวน้ ピーター ［日本語で発話する］ เนีย่เป็นแบบ เออ่ ก็
เป็นกระตา่ยทีย่ังไง น่ารักเรยีบรอ้ยดอีะไรประมาณนี ้น่าจะ
ประมาณนีค้ะ่

フロプシーと［日本語で発話する］。フロップ［フロプシー
を言い換える］，と［日本語で発話する］モップ［モプシー
のこと］，カトンテル［日本語で発話する］と，カトンテル
［日本語で発話する］ちゃん，はとってもいいこでしたの
で［日本語で発話する］［笑う］。あー，3匹の子うさぎ，
ピーター ［日本語で発話する］ 以外は，えーと，どのよ
うなうさぎ，かわいくておとなしい子でした，何かこんな
ような。だいたいこんな感じです。

27 うん。



28 クロイチゴ［日本語で発話する］หมื 
クロイチゴ［日本語で発話する］ถา้ ไมเ่คยเจอศัพทน์ี้ แตถ่า้
เดาก็น่าจะเป็นเบอรร์ีแ่น่เลย เพราะวา่
イチゴ［日本語で発話する］ในทีน่ีม่ันเป็น 
strawberry［タイ語において外来語に当たる］ใชไ่หมคะ 
พอเป็น クロ［日本語で発話する］ ทีเ่ป็นสดี า ก็ ก็รูส้กึวา่ให ้
image［英語で発話する］วา่มันตอ้งเป็นแบบพวก 
berry［英語で発話する］ แบบมว่ง ๆ อะไรประมาณนัน้ อมื ก็
 こみち［日本語で発話する］ก็น่าจะเป็น ［笑う］  น่าจะเป็น
ถนน เอ ๋
こみちくだって［日本語で発話する］［舌打ちをする］こみち
［日本語で発話する。］ถนน สรุปถนนสายเล็ก ๆ รเึปลา่ 
［笑う］ แตว่า่ くだって［日本語で発話する］ น่าจะแปลวา่
ยนืนีล่ะ่คะ่［Google 
Translateで「こみち」を検索する。英語で「Komichi」と表示
される。次にGoogle 
Translateで「こみちを」を検索する。英語で「Komichi」と表
示される。］ หอื หรอืวา่แปลวา่แบบยนืบนขาหลัง แตข่ามัน
ไมน่่าจะ こみち［日本語で発話する］［黙り込む。］

クロイチゴ［日本語で発話する］。ふーん，クロイチゴ［日
本語で発話する］この言葉を見たことがなかったら，で
も推測するならきっと strawberry［タイ語において外来
語に当たる］のことです。なぜなら，イチゴ［日本語で発
話する］って，イチゴのことですよね。クロ［日本語で発
話する］は黒色，だから，うーんと，image［英語で発話
する］で思うのは， berry［英語で発話する］ の仲間で，
なんか紫色な何かだいたいそんなところです。うーん，
まあ，こみち［日本語で発話する］はたぶん［笑う］，たぶ
ん道，えー，こみちくだって［日本語で発話する］［舌打ち
をする］こみち［日本語で発話する］，道，要するに小さ
い道のことかな［笑う］。でも，くだって［日本語で発話す
る］は，立つという意味だと思います。［Google 
Translateで「こみち」を検索する。英語で「Komichi」と表
示される。次に，Google Translateで「こみちを」を検索
する。英語で「Komichi」と表示される。］ふーん，もしか
すると，後ろの足で立つという意味なのかな。でも，足
はたぶん，こみち［日本語で発話する］じゃなさそう。［黙
り込む。］

29 うん。

30 クロイチゴでかけました［日本語で発話する］でかけました
［日本語で発話する］แปลวา่ออกไป 
クロイチゴつみ［日本語で発話する］ ［黙り込む］ ท าไม 
ท าไมถงึแปลวา่ออกไป งง ［Google 
Translateで「イチゴつみにでかけました」を検索する。英語
で「I went to Kuwaharaji garbage」と表示される。］

クロイチゴでかけました［日本語で発話する］。でかけま
した［日本語で発話する］訳すと，出ていく。クロイチゴ
つみ［日本語で発話する］［黙り込む］，どうして，どうし
て，出ていくと訳すのでしょう。さっぱりです。［Google 
Translateで「イチゴつみにでかけました」を検索する。英
語で「I went to Kuwaharaji garbage」と表示される。］

31 うん。

32 ［黙り込む。］ หมื ออ๋ つみ［日本語で発話する］ในทีน่ี่
น่าจะ ［舌打ちをする］ คลา้ย ๆ つり［日本語で発話する］
ตกปลา แตน่ีเ่ป็นเก็บ เป็นเก็บผล berry［英語で発話する］ 
รเึปลา่ เป็นค านาม ออ๋ ก็คอืเหมอืนแบบ เหมอืนออกไปเพือ่
ไปเก็บผล berry［英語で発話する］  ออ๋เขา้ใจละ ตอนแรก
งงวา่แบบผล berry［英語で発話する］ ออกไป  okay 
［英語で発話する］

［黙り込む。］ふーん，あー，つみ［日本語で発話する］
は，ここではたぶん［舌打ちをする］似ている。つり［日
本語で発話する］釣り。でも，これは集める， berry［英
語で発話する］ の実を集めることでしょうか。名詞です。
あー，つまり，こんな感じで， berry［英語で発話する］ 
の実を集めに出かける，のような。あー理解しました。
最初よくわからなかったのは， berry［英語で発話する］ 
の実が出ていくのかと。 Okay ［英語で発話する］ 。

うん。

33 うん。

34 เพราะวา่ เพราะวา่มันจะงงถา้ไมรู่จั้กแบบอันนี้
［「つみ」のこと］มัง่คะวา่มันเป็นค านามทีแ่ปลวา่เก็บในตัว
อยูแ่ลว้อะไรอยา่งเงีย้

なぜなら，なぜなら，さっぱりです。もしこれ［「つみ」のこ
と］が集めるという意味の名詞だということを知らなかっ
たら，なんでしょう。

35 けれども　ピーターは　ひどく　やんちゃでしたので、そ
のまま　マグレガーおじさんの　おにわに　いちもくさ
ん、　いりぐちの　さくの　したを　むりくり　くぐりぬけた
のです！

［しばらく黙り込む。］ แปลแตล่ะอยา่ง แบบแยกเป็น
ประโยคละเอยีด ๆ ไมค่อ่ยออก ［笑う］ แตว่า่ถา้แปล
โดยรวมก็คอื ในขณะ แตใ่นขณะนัน้น่ันเองอะไรประมาณ
เนีย่อะ่คะ่ นอ้ง นอ้ง ピーター ［日本語で発話する］ เนยี 
อันเนีย่แปลไมอ่อกวา่ひどくやんちゃでしたので 
［日本語で発話する］น่าจะเป็นแบบค าบรรยายทา่ทางอะไร
สกัอยา่งของ ピーター ［日本語で発話する］ ทีน่่าจะ
ประมาณวา่ซน หรอืแบบ อะไรแบบไมเ่ชือ่ฟังเหมอืนคนอืน่ ๆ
 อะไรประมาณนีห้รอืป่าว แตว่า่อา่  
そのまま［日本語で発話する］ ก็แบบแอบ แอบไปมดุรัว้
ของเนีย่แหละ マグレガーおじさん［日本語で発話する］ 
ทีแ่บบคณุแมห่า้มไว ้มดุเขา้สวนไปอะ่คะ่ いちもくさん 
いりぐちのいちもくさん［日本語で発話する］อันนีไ้มรู่ค้อื
อะไร แตว่า่ いりぐち［日本語で発話する］ทางเขา้ 
さくのした［日本語で発話する］ さく［日本語で発話する］ก็
 น่าจะแปลวา่รัว้อยา่งเงีย้อะ่คะ่ ก็มดุขา้งลา่ง 
むりくりくぐりぬけたのです［日本語で発話する］อันนีก็้
น่าจะแปลวา่แบบค า น่าจะเป็นพวกค านามหรอืไมก็่ 
adjective ［英語で発話する］ ทีบ่รรยายวา่แบบดกุดกิ ๆ 
ลอดรัว้ออกไปถา้เดาอันเนีย่

［しばらく黙り込む。］一つ一つを訳すのは，こう文に分
けて詳しくっていうのは，あまり出てきません［笑う］。で
も，もし全体を訳すなら，その時，でもその時とかなんと
かそんな感じです。ピーター ［日本語で発話する］ 君
は，これは訳せないです。ひどくやんちゃでしたので［日
本語で発話する］，たぶんピーター ［下線部を日本語で
発話する］の動作を表す説明だと思います。やんちゃと
か，まあ何か他の子と違って人の言うことを聞かないと
か，そんな感じでしょうか。でも，えーと，そのまま［日本
語で発話する］こっそり，こっそりフェンスの下を抜けま
した。マグレガーおじさん［日本語で発話する］の，お母
さんにだめと言われたフェンス。抜けて庭に入って行き
ました。いちもくさん，いりぐちのいちもくさん［下線部を
日本語で発話する］これは何のことかわかりません。で
も，いりぐち［日本語で発話する］，入り口。さくのした
［日本語で発話する］，さく［日本語で発話する］っていう
のは，たぶん，フェンスのように訳します。それでその下
を抜けて，むりくりくぐりぬけたのです［日本語で発話す
る］。これはたぶんうー言葉，たぶん名詞の仲間かじゃ
なければadjective［英語で発話する］に訳します。述べ
られているのは，じっとしていられずフェンスの下をくぐ
り抜けていったということです，イメージしてみるなら。

36 うん。



37 すぐさま　レタスと　インゲンを　かじって　おまけに　ハ
ツカダイコンまで。

［笑う。］［Google 
Translateで「すぐさまレタスとインゲンをかじっておまけに
ハツカダイコンまで」を検索する。英語で“Instantly kiss 
lettuce and beans ans extra to Radish."と表示される。］ 
ขีเ้กยีจอา่นละ ［笑う。］［黙る。］

［笑う。］［Google Translateで「すぐさまレタスとインゲン
をかじっておまけにハツカダイコンまで」を検索する。英
語で「Instantly kiss lettuce and beans ans extra to 
Radish.」と表示される。］読むのが面倒です。［笑う。］
［黙る。］

38 ［笑う。］

39  ออ๋ ใชเ่พราะมันมแีบบ เออ่ カタカナ［日本語で発話する］
เต็มไปหมดเลย ขึเ้กยีจเดาวา่มันคอืผักอะไร ［笑う］ ก็
เหมอืน［庭に］แอบเขา้ไปกนิอะไร 
lettuce［英語で発話する］ ทีเ่ป็น ทีเ่ขาเรยีกวา่อะไร ใช่
ผักกาดขาวรป่ึาว ประมาณนี ้มถ่ัีว แลว้ก็ม ีRadish 
［英語で発話する］เออ่ แปลไทยเป็นอะไรนะ ไมใ่ชห่ัวหอม
 แปลเป็นอะไรแลว้อะ่ Radish［英語で発話する。］ ทีม่ันอม
ขาว ปลาย ๆ อมเขยีวนดิหนึง่ 
ダイコン［日本語で発話する］ ภาษาญีปุ่่ นหนูก็รูจั้ก 
［Google Translateで 
「ハツカダイコン」を検索する。英語で「Raddish」と表示され
る。それからタイ語翻訳ボタンをクリックする。タイ語で「
หัวไชเทา้」［「大根」のこと］と表示される］ออ๋ ออ๋หัวไชเทา้
 นกึศัพท ์ ［笑う］ นกึภาษาไทยไมอ่อกตัง้นาน หัวไชเทา้ 
แอบเขา้ไปกนิเรยีบรอ้ยแลว้

あー，そう，んーあるから，えっと，カタカナ［日本語で発
話する］でいっぱいですから。どんな野菜か，想像する
のが面倒です［笑う］。なんだ，［庭に］こっそり何かを食
べに入って，lettuce［英語で発話する］何て言うんです
か。白菜かな。そんな感じです。豆があります，そしてR
adish［英語で発話する］，えーと，タイで何て訳すんでし
たっけ。玉ネギじゃありません。何と訳すでしょう。Radis
h［英語で発話する］白くて，先っぽが少し緑色で，ダイコ
ン［日本語で発話する］。日本語の言葉なら知っていま
す。［Google 
Translateで「ハツカダイコン」を検索する。英語で「Raddi
sh」と表示される。それから，タイ語翻訳ボタンをクリック
する。
タイ語で「หัวไชเทา้」 
［「大根」のこと］」と表示される］あー，なるほど。大根で
すね。言葉を思い出しました［笑う］。タイ語の言葉がな
かなか思い出せませんでした。大根，こっそり入って
行ってちゃっかり食べました。

40 ［笑う。］

41 ［庭に］แอบเขา้ไปกนิเรยีบรอ้ยแลว้ ［庭に］こっそり入って行って食べてしまいました。

42 すると　どうも　きぶんが　わるくなったので　おくすりの　
パセリを　さがすことに　しました。

ออ๋ ก็ ［笑う］ พอแอบกนิเสร็จแลว้ก็แบบรูส้กึป่ันป่วนขึน้มา 
รูส้กึไมค่อ่ยดขี ึน้มา ไม่ๆ ๆ น่าจะไมไ่ดห้มายความวา่รู ้อมื ใน
ทีน่ีไ่ม ่sure ［タイ語において外来語に当たる］ วา่
หมายความวา่รูส้กึผดิหรอืหมายความวา่กนิแลว้แบบ อมื 
ทอ้งเสยีอะไรยังงีห้รอืเปลา่ เดีย๋วตอ้งดอูกีท ี
きぶんが［日本語で発話する］ 
おくすりの［日本語で発話する］ออ๋ แสดงวา่น่าจะเป็นที่
แบบทอ้งไสป่ั้นป่วนจรงิ ๆ ดว้ย ก็เลยแบบหายาอยู ่
パセリ［日本語で発話する］รูส้กึ 
パセリ［日本語で発話する］ ใชผั่กชหีรอืเปลา่ เอะ๊ パセリ 
［日本語で発話する］น่าจะเป็นชือ่ผักเหมอืนกัน ［Google 
Translateで「パセリ」を検索する。英語で「parsley」と表示
される。」 ออ่ parsley［英語で発話する］ เลย
［タイ語翻訳ボタンをクリックする。タイ語で「ผักชฝีร่ัง」 
［「パセリ」のこと］と表示される］ออ๋  ผักชฝีร่ัง 
さがすことにしました。［日本語で発話する］หมื ก็เลยไป
หา parsley［英語で発話する］ มากนิแทนยา

あー，それから［笑う］，こっそり食べ終えると，気分が悪
くなりました。気分がよくなくなりました。いや，いや，い
や，たぶんそういうふうに感じたのではない。うーん，こ
こで， sure ［タイ語において外来語に当たる］ 
じゃないのは，よくなかったと感じたという意味なのか，
食べてえっと，うーん，おなかを壊したという意味なのか
，どっちなのかまた見ていかなければなりません。きぶ
んが［日本語で発話する］おくすりの［日本語で発話す
る］。あー，やはり本当に胃腸が乱れているということで
すね。それで，うん，薬を探しています。パセリ［日本語
で発話する］確か，パセリ［日本語で発話する］って，パ
クチーのことような気がするのですが。え？パセリ［日本
語で発話する］。これもたぶん野菜の名前です。［Googl
e 
Translateで「パセリ」を検索する。英語で「parsley」と表
示される。］あー，parsley［英語で発話する］でした。［タ
イ語翻訳ボタンをクリックする。タイ語で「ผักชฝีร่ัง」 
［「パセリ」のこと］と表示される］なるほど，パセリです
ね。さがすことにしました［日本語で発話する］。ふー
ん，それで，parsley［英語で発話する］を探しに行くんで
すね。薬の代わりに食べるために。

43 ไดข้า่ววา่ทีญ่ีปุ่่ นมันมนี ้าผัก parsley［英語で発話する］
โดยเฉพาะขายเป็นขวด ๆ เลยใชไ่หมคะ ［笑う］

聞いたことがあるんですが，日本にもありますよね，
parsley［英語で発話する］は。特に瓶に入れて売ってい
るんじゃなかったですか［笑う］。

44 ［笑う。］

45 ［データ収集者の反応を見て］อาจารยไ์มท่ราบเหมอืนกัน ［データ収集者の反応を見て］先生にもわかりません。

46 ところが　キュウリの　なえばこを　まわったところで　で
くわしたのが、　なんと　マグレガーおじさん！

［黙り込む。］ หมื ถา้เดาจากภาพก็คอื ในระหวา่ง ในขณะที่
ก าลังเดนิแบบจะเลีย้วไอต้รงสิง่เนีย่อะ่คะ่ ทีเ่ขาเรยีก 
キュウリのなえばこ［日本語で発話する］ ไมรู่ว้า่คอือะไร ก็
เจอกับ なんと［日本語で発話する］ จะจะ ปะทะหนา้เขา้
กับマグレガーおじさん［日本語で発話する］  พอดี

［黙り込む。］うーん，絵から考えると，していると，歩い
ていて曲がる，これのところで，キュウリのなえばこ［日
本語で発話する］ って呼ばれているところ，何のことか
わからないですけど，会いました。なんと［日本語で発
話する］なんとなんと会ってしまいました，マグレガーお
じさん［日本語で発話する］にばったり。



47 マグレガーおじさんは　よつんばいで　キャベツのなえ
を　うえていたのですが、　とびあがって　ピーターを　
おいかけます。

よつんばいで［日本語で発話する］  มันคอือะไร ［Google 
Translateで「よつんばいで」を検索する。英語で「I'm your
 best」と表示される。］แต ่キャベツ［日本語で発話する］ 
ก็ไอผั้กชขีาวเมือ่กี ้ไม ่sure 
［タイ語において外来語に当たる］ วา่คณุลงุ 
マーグレッフ［マグレガーおじさんのこと］เนีย่มัน เขา
ตะโกน พดูอะไรสกัอยา่งเกีย่วกับผักที［่ピーターが］กนิไป
หรอืเปลา่。［Google 
Translateで「うえていたのですが」を検索する。英語で「I 
was lying」と表示される。］

よつんばいで［日本語で発話する］って何のことだろう。
［Google Translateで「よつんばいで」を検索する。英語
で「I'm your best」と表示される。］でも，キャベツ［日本
語で発話する］は，さっきの白いパクチーです。 sure 
［タイ語において外来語に当たる］ じゃないのはマーグ
レッフおじさん［マグレガーおじさんのこと］が彼が叫ん
で，［ピーターが］食べた野菜に関すること何か言ったの
でしょうか。［Google Translateで「うえていたのですが」
を検索する。英語で「I was lying」と表示される。］

48 ［笑う。］

49 Google ［Google Translateのこと］ไมน่่าจะชนิกับพวกศัพท์
ทีเ่ป็นนทิานเด็กเลย น่าจะแปลมัว่เละเทะเลยนะคะ หลาย
เรือ่งละ ［笑う］

Google［Google Translateのこと］は，子どもの絵本の言
葉に慣れていないみたいですね。ぐちゃぐちゃに訳して
いますね。いろんな話で，です［笑う］。

50 ［笑う。］

51 ［Google 
Translateで「キャベツのなえをうえていたのですが」を検索
する。英語で「I was talking about 
cabbage」と表示される。］ แตน่่าจะตะโกนดา่อะไรประมาณ
นัน้ ［Google 
Translateで「とびあがって」を検索する。英語で「Jumpy」と
表示される。］ออ๋　とび［日本語で発話する］　เหมอืน 
とんで［日本語で発話する］ ก็ 
ピーター［日本語で発話する］ น่าจะแบบ ออ๋ คณุลงุแบบ
กระโดด วิง่กระโดดไลต่าม ピーター［日本語で発話する］ 
เลย おいかけます［日本語で発話する］

［Google Translateで「キャベツのなえをうえていたので
すが」を検索する。英語で「I was talking about 
cabbage」と表示される。］でも，何か怒鳴ったような様子
です。［Google Translateで「とびあがって」を検索する。
英語で「Jumpy」と表示される。］なるほど。とび［日本語
で発話する］。同じですね，とんで［日本語で発話する］
と。ピーター［日本語で発話する］はたぶん，えっと，おじ
さんは飛び跳ねてピーター［下線部を日本語で発話す
る］のあとを追いかけました。おいかけます［日本語で
発話する］。

52 おじさんはうさぎですか。

53 ไมใ่ชค่ะ่ แต่ 違います。でも，

54 でも，飛べる。［笑う。］

55 ไมใ่ชบ่นิแบบนัน้［両手をパタパタして見せる］ แตน่่าจะ
อารมณ์แบบ แตห่นูเขา้ใจวา่กรยิานี่
［「とびあがって」のこと］มันของคณุลงุอยูน่ะ ［笑う。］ มัน 
เขา้ใจวา่แบบรบีวิง่ตามอยา่งเดยีวจนเหมอืน เหมอืนแทบจะ
แบบ เออ แทบจะกระโดด

あのこんなふうに飛べるんじゃなくて［両手をパタパタし
て見せる］。でも，たぶんこんな感じです。わたしの理解
では，この動詞［「とびあがって」のこと］はおじさんがし
ています［笑う］。なんか，理解できたのは，急いで走っ
てあとを追いかけるだけで終わって，まるで，ほとんど
まるで，えーと，飛び跳ねるようでした。

56 ［笑う。］

57 くわを　ふりふり　さけぶのです。　「まてえ、　ぬすっ
と！」

まてえ［日本語で発話する］［笑う］ 
ぬすっと［日本語で発話する］นีแ่บบ 
ぬすん［日本語で発話する］อาทติยท์ี ่อาทติยก์อ่น ๆ ที่
เจอทีแ่ปลวา่แบบขโมยหรอืเปลา่ แตว่า่อันนีน่้าจะตะโกน
ประมาณวา่แบบ อะไร รอกอ่น เจา้หัวขโมย ประมาณนี้

まてえ［日本語で発話する］［笑う］。ぬすっと［日本語で
発話する］って，ぬすん［日本語で発話する］。前，前の
週に出てきた「盗む」と訳した言葉でしょうか。でも，これ
はおおよそ叫ぶことですよね。なんだろう。待て泥棒の
野郎！みたいな。

2017年6月10日に江戸川乱歩「かいじん二十めんそう」 
https://www.aozora.gr.jp/cards/001779/files/57227_5
8852.html を読んでいる。

58 ［笑う。］

59 ピーターは　もう　びっくりして　ふるえあがって　にわ
じゅうを　かけまわりました。

ออ๋ ก็แบบ にわじゅう［日本語で発話する］［黙り込む］ 
ふるえあがって［日本語で発話する］อันนีไ้มรู่ว้า่แปลวา่
อะไร แตว่า่อารมณ์แบบนอ้งกระตา่ย 
ピーター［日本語で発話する］  เขา้ใจวา่ยังงีน้ะคะ นอ้ง
กระตา่ย ピーター［日本語で発話する］ เนีย่ก็ตกใจ แลว้ก็
 にわじゅう［日本語で発話する］ก็เหมอืนกลาง ๆ สวน
อยา่งเงีย้ かけまわりました［日本語で発話する］ เดาวา่ ก็
น่าจะวิง่วน ๆ อยูแ่ถว ๆ กลาง ๆสวน

えーと，そして，にわじゅう［日本語で発話する］［黙り込
む］ふるえあがって［日本語で発話する］。これは何と訳
すのかわかりません。でも，うさぎのピーター［下線部を
日本語で発話する］君は，こんな様子だと理解していま
す。うさぎのピーター［日本語で発話する］君は驚いて，
それから，にわじゅう［日本語で発話する］庭の真ん中
で，かけまわりました［日本語で発話する］たぶん，庭の
真ん中らへんを走り回ったんじゃないでしょうか。



60 それというのも　いりぐちが　どこにあったのか　わから
なくなったのです。

เพราะวา่ประโยคขา้งหลังเนีย่เขาบรรยายวา่แบบ เออ 
หาทางเขา้ไมเ่จอแลว้ จ าไมไ่ดว้า่อยูต่รงไหนอะไรอยา่ง
เงีย้อะ่คะ่

なぜなら，後ろの文に書いてあるのは，えーと，入り口
が見つからなくて，どこにあったのか覚えていなかった
と書いてありますから。

61 うん。

62 しかも　キャベツばたけで　くつを　かたっぽ、　ジャガイ
モばたけで　もうかたっぽを　なくしてしまいました。

［黙り込む。］ นอ้ง ピーター［日本語で発話する］ กอ่น
หนา้นีม้ถีงุ 
［スクロールアップして，挿絵を見る。くわを持ったマグレガ
ーおじさんから逃げている挿絵では靴を履いている］ออ๋ 
นีไ่ง มรีอ้งเทา้ ก าลังจะถามวา่  
ピーター［日本語で発話する］ มรีองเทา้จรงิดว้ย ก็แบบ
นอกจากนัน้ ก็แบบ แอบท ารองเทา้เนีย่หายทีแ่บบทุง่ 
キャベツばたけ［日本語で発話する］ทุง่ผักกาด 
ジャガイモばたけ［日本語で発話する。］แลว้ก็ทุง่ 
ジャガイモ［日本語で発話する］สกัอยา่ง かたっぽ 
［日本語で発話する。］ในทีน่ีค่อืเทา้เปลา่แลว้หรอืเปลา่ 
かたっぽ［日本語で発話する］ ท าอะไรสกัอยา่งหายอกี
เหมอืนกันอะ่คะ่ かたっぽ［日本語で発話する］［Google 
Translateで「かたっぽ」を検索する。英語で「Fat」と表示さ
れる。］ ฮ ึ［黙り込む］ อะไรหายหวา่ในรูป แตใ่นรูป 
ピーター［日本語で発話する］ ก็ไมม่อีะไรนอกจากรองเทา้
แลว้ 
［上の挿絵と下の挿絵を見比べる。上のくわを持ったマグ
レガーおじさんから逃げている挿絵では靴を履いており，
下のあみに引っかかって倒れている挿絵では靴を履いて
いない］

［黙り込む。］ピーター［日本語で発話する］ 君は，前に
は袋を持っていました。［スクロールアップして，挿絵を
見る。くわを持ったマグレガーおじさんから逃げている
挿絵では靴を履いている］ほら，靴があります。聞こうと
していたのは，やはりピーター［下線部を日本語で発話
する］ は本当に靴を持っていたんですね。それからほ
かにも，うーん，靴をですね，うっかり畑でなくしました。
キャベツばたけ［日本語で発話する］で。葉物の畑。ジャ
ガイモばたけ［日本語で発話する］そして，ジャガイモ
［日本語で発話する］，何かの畑。なんとか。かたっぽ
［日本語で発話する］ここでは，既に素足っていうことで
しょうか。かたっぽ［日本語で発話する］。また何かを同
じようになくしたのですね。かたっぽ［日本語で発話す
る］。［Google Translateで「かたっぽ」を検索する。英語
で「Fat」と表示される。］ふ［黙り込む］，何をなくしたんで
しょう。でも，ピーター絵からすると，ピーター［日本語で
発話する］ には靴しか残っていないですよね［上の挿絵
と下の挿絵を見比べる。上のくわを持ったマグレガーお
じさんから逃げている挿絵では靴を履いており，下のあ
みに引っかかって倒れている挿絵では靴を履いていな
い］。

63 ［黙り込む。］ ［黙り込む。］

64 ตัดสนิใจแปลเถอะ ［笑う］ เดีย๋วก็ถา้ ถา้ในกเูกลิ［Google 
Translateのこと］ไมม่นีะคะ ก็ ปกตก็ิจะเปิด 
dictionary［英語で発話する］ ในมอืถอืทีช่ ือ่ imiwa?

訳すことにしましょう［笑う］。もし，もしGoogle［Google 
Translateのこと］ の中にはなかったら，普段は携帯の
中の「Imiwa?」という名前の dictionary［英語で発話す
る］を使います。

［笑う。］

65 そうですか。

66 ［Imiwa?アプリで「かたっぽ」を検索する。英語で「one 
side」と表示される。］ออ๋ ［語を長く伸ばして発音する］  
かた［日本語で発話する］ทีแ่บบถา้เป็น 
漢字［日本語で発話する］ จะเขา้ใจวา่เป็น one 
side［英語で発話する］ พอในทีน่ีเ่ขยีนเป็น 
ひらがな［日本語で発話する］ ก็เลยแบบไม ่sure 
［タイ語において外来語に当たる］ วา่มันคอือะไร ก็จะเป็น
อันเนีย่อะ่คะ่ one side［英語で発話する］

［Imiwa?アプリで「かたっぽ」を検索する。英語で「one 
side」と表示される。］なるほど［語を長く伸ばして発音す
る］，かた［日本語で発話する］がもし，漢字［日本語で
発話する］だったら，わかりますけどね，one side［英語
で発話する］のことだと。ここでひらがな［日本語で発話
する］で書かれていますから，何のことか sure ［タイ語
において外来語に当たる］じゃありません。そしたらこれ
はですね，one side［英語で発話する］。

67 うん。

68 ก็ สรุปก็คอื น่ันและตามทีเ่ขา้ใจวา่ なくした 
［日本語で発話する］ก็คอืท าหลน่ทีทุ่ง่ 
キャベツ［日本語で発話する］ อันหนึง่ แลว้ก็ทีทุ่ง่ 
ジャガイモ［日本語で発話する］ อกีอันหนึง่ อมื

ということは，理解した通り，なくした［日本語で発話す
る］っていうのは，落としたということです。キャベツ［日
本語で発話する］畑に。もう一つ，そして，ジャガイモ［日
本語で発話する］畑，もう一つ，うーん。

69 くつも　ないので　よつあしで　はしると　ぐんぐん　はや
くなって、　うまくいけば　にげられたと　おもうのです
が、うんわるく　スグリの　あみに　つっこんでしまい、　
うわぎの　おおきな　ボタンが　ひっかかってしまったの
です。

くつもないので［日本語で発話する］。 อา่ รองเทา้ไมม่ี
แลว้
よつあしで　はしると　ぐんぐん　はやくなって［日本語で発
話する］ ออ๋ ก็พอไมม่รีองเทา้แลว้เนีย่ก็ท าใหว้ ิง่ไดเ้ร็วขึน้ 
うまくいけば　にげられたと　おもうのですが［日本語で発
話する］ ในขณะทีก่ าลังคดิวา่แบบ เออ่ จะไปไดด้ว้ยดแีลว้ 
ก าลังจะหนไีปไดด้ว้ยดคีะ่

くつもないので［日本語で発話する］。あー，靴はもうな
い。よつあしではしるとぐんぐんはやくなって［下線部を
日本語で発話する］。なるほど，靴がないと，さらに速く
走れるようになったんですね。うまくいけばにげられたと
おもうのですが［下線部を日本語で発話する］。うんそ
のー考えているとき，えっと，うまくいく，うまく逃げられ
ると，ですね。

70 うん。



71 うんわるく［日本語で発話する］ก็โชครา้ย 　
スグリの　あみに スグリ［日本語で発話する］ในทีน่ีถ่า้ใหเ้
ดาก็น่าจะเป็นชือ่ผักอกีอยา่งหนึง่เหมอืนกันแตว่า่ไมรู่ว้า่คอื
อะไร の　あみに の　あみ［日本語で発話する］ก็ 
［笑う］［挿絵を見る。ピーターがあみに引っかかって倒れ
ている挿絵がある］ คงเป็นแพนีอ้ะ่คะ่ตามภาพบรรยาย จน 
うつ［日本語で発話する］ อะไรนะ 
つっこんでました［日本語で発話する］ ก็น่าจะตดิอยู ่
［笑う］ ตดิแหตดิแหซะแลว้

うんわるく［日本語で発話する］，運が悪い。スグリのあ
みに，スグリ［下線部を日本語で発話する］。ここのとこ
ろを推測してみると，おそらく同様にもう1種類の野菜の
名前なのでしょうか。でも，何かわかりません。のあみ
に，のあみ［下線部を日本語で発話する］は，［笑う］［挿
絵を見る。ピーターがあみに引っかかって倒れている挿
絵がある］おそらくこのあみですね。はい。絵が教えて
いるところによると。結局，うつ［日本語で発話する］何
ですか，つっこんでました［日本語で発話する］たぶんか
かった［笑う］。網にかかってしまったのでしょう。

72 ［笑う。］

73 うわぎ［日本語で発話する］ เออ่ 
したぎうわぎ［日本語で発話する］อา่　เป็นเสือ้ เสือ้ขา้งบน
ท าไมเรยีก うわぎ［日本語で発話する］เสือ้ชัน้ใน ［笑う］ 
เอะ๊ เออ่ เป็นเสือ้ทีก่ระตา่ย ピーター［日本語で発話する］
เนีย่ละ่คะ่ใส ่แลว้ก็ 
ボタンをひっかかって［日本語で発話する］　เออ่ 
ボタン［日本語で発話する］ เขาเรยีกวา่อะไรอะ่ ออ๋ กระดมุ
 กระดมุแบบมันโดนตดิไว ้ออ๋นีไ่งตามภาพเลยวา่
［ピーターの上着のボタンがあみに絡んでいる挿絵を指さ
す］มกีระดมุตดิแหอยู่

うわぎ［日本語で発話する］。えーと，したぎうわぎ［日本
語で発話する］。あー，服です。どうして上の服のこと
を，うわぎ［日本語で発話する］というのでしょう。下着
［笑う］。え，えーと，うさぎのピーター［下線部を日本語
で発話する］が着ているシャツがですけどね，着て，そ
れから，ポタンをひっかかって［日本語で発話する］。
えー，ボタン［日本語で発話する］，何て言うんでしょう。
あー，ポタン，ポタンがひっかかってしまって，なるほ
ど，ほらこの絵みたいに［ピーターの上着のボタンがあ
みに絡んでいる挿絵を指さす］，網にポタンがひっか
かってしまいました。

74 ちなみに　あおの　うわぎで　しんちゅうの　ボタンつき　
おろしたての　ものでした。

［黙り込む。］ โห 
［笑ってから黙り込む］ちなみに［日本語で発話する］นี่
อะไร ［Google 
Translateで「ちなみにあおのうわぎでしんちゅうのポタンつ
きおろしたてのものでした。」を検索する。英語で「By the
 way it was a bowl of rice with a botton of brass and 
freshly brewed」と表示される。］ก็ไมรู่ว้า่มันแปลยังไงด ีแต่
วา่น่าจะ น่าจะบรรยายชนดิของการตดิกระดมุทีเ่สือ้สฟ้ีาอยู่
คะ่ วา่เป็นการ เป็นการแบบ เพราะวา่มันมคี าวา่อะไรนะ  
ボタンつき［日本語で発話する］แบบวธิกีารตดิ［ボタンの］
อยา่งเงีย้อะ่คะ่ น่าจะแบบ น่าจะบรรยายวา่ถา้เป็นกระดมุ
ชนดินีอ้ะไรอยา่งเงีย้ ถา้เกดิไปพันเขา้แลว้ น่าจะเป็นชนดิที่
แบบน่าจะดงึออกยากอะไรประมาณเนีย่คะ่ รป่ึาว ［笑う］

［黙り込む。］へー。［笑ってから黙り込む］ちなみに［日
本語で発話する］ってどういう意味？［Google Translate
で「ちなみに，あおのうわぎでしんちゅうのポタンつきお
ろしたてのものでした。」を検索する。英語で「By the 
way it was a bowl of rice with a botton of brass and 
freshly brewed」と表示される。］うん，どう訳せばいいか
わかりません。でも，たぶん青い服のポタンの種類を述
べているのでしょうか。っとうまくいく，留め方ですか。な
ぜかというと，なんですか，ポタンつき［日本語で発話す
る］という言葉がありますから。まあ［ポタンの］留め方
のことでしょうね。おそらくまあ，たぶんこの種類のポタ
ンだと，こんなような，何かにひっかかってしまったら，
きっと取りにくい種類だということです，でしょうか［笑
う］。

75 ［笑う。］

76 อาจารย ์［笑う］ อาจารยท์ าหนูไมม่ัน่ใจ 先生［笑う］。先生は私の自信をなくさせました。

77 え。［笑う。］

78 มันก็ ก็ถา้จากในรูปก็เห็นมันมกีระดมุอันเดยีว ก็คดิวา่มันก็ไม่
น่าจะบรรยายกระดมุอืน่เพิม่แลว้ ก็น่าจะบรรยายวา่ ท าไมมัน
ถงึแย ่ถา้เป็น สมมตุวิา่ถา้เกดิเป็นกระดมุบางชนดิทีแ่บบ ที่
มันตดิแลว้เอาออกงา่ย ๆ ก็ ก็น่าจะอกีเรือ่งหนึง่ หอื แปลไมรู่ ้
เรือ่งเลย Google ［Google Translateのこと］จา๋

だって，えー絵からすると，ボタンが一つしかありませ
ん，ですから，他のボタンのことを付け加えて述べてい
そうだとは思いません。どうしてそれが悪くなったので
しょう。もし，仮定したとして，ボタンがある種のもの，
引っかかって取れやすい種類だったら，うんえっと，お
そらくまた別の話です。んー？訳しても意味がまったく
わからないんです。Google［Google Translateのこと］
さーん。

79 ぼくは　もう　しぬんだな、　ピーターは　おおつぶの　
なみだを　ながしました。

ぼくは　もう　しぬ［日本語で発話する］ เอ ๋
しぬんだな［日本語で発話する］ 
［笑う］　ピーターは　おおつぶの　なみだを　ながしました［
日本語で発話する］ฮอื ピーター［日本語で発話する］ก็
แบบคดิวา่ตอ้งตายแน่ ๆ เลย น ้าตาไหลดว้ย

ぼくはもうしぬ［下線部を日本語で発話する］，えー，し
ぬんだな［日本語で発話する］［笑う］。ピーターはおお
つぶのなみだをながしました［下線部を日本語で発話す
る］。ふー，ピーター［日本語で発話する］は，えーきっと
もう死ぬんだと思って，涙も流しました。



80 でも　そのなきごえが　たまたま　やさしい　すずめたち
にも　きこえて、　そして　あわてて　そばに　とんできて　
あきらめないでと　いうのです。

โห ก็ ピーター［日本語で発話する］ทีแ่บบพร า่พรรณา
ออกมาอยา่งนัน้ก็แบบ อมื ตอนนัน้เนีย่นก นกนอ้ง
すずめたち［日本語で発話する］น่าจะเป็นชนดิหนึง่ คุน้ ๆ 
อะ่คะ่ จ าไดว้า่เคยรูว้า่เป็นนกอะไร แตล่มืแลว้  ［Google 
Translateで 
「すずめ」を検索する。英語で「Sparrow」と表示される。］
นกกระจบิหรอืเปลา่ sparrow［英語で発話する］ นกกระจบิ
แน่เลย［さらにタイ語翻訳ポタンをクリックする。タイ語で「
กระจอก」 ［「すずめ」のこと］と表示される］ ออ้ นกกระจอก
 ก็ระหวา่งทีน่กกระจอกไดย้นิก็เลยแบบบนิมาหยดุอยู่
ตรงหนา้ เนีย่ แลว้ก็บอกวา่ อยา่ยอมแพน้ะอะไรอยา่งเงีย้ 
ใหก้ าลังใจ

へー，まあ，そのように繰り返しぼやいたピーター［下線
部を日本語で発話する］は，うーん，その時，鳥，すず
めたち［日本語で発話する］たぶん一つの種類，聞いた
ことがあるような気がします。前はどんな鳥か知ってい
ました。でも，もう忘れてしまいました。  ［Google 
Translateで 
「すずめ」を検索する。英語で「Sparrow」と表示される。
］すずめかな。Sparrow［英語で発話する］。すずめです
ね。［さらにタイ語翻訳ポタンをクリックする。
タイ語で「กระจอก」 
［「すずめ」のこと］と表示される］なるほど。すずめ。す
ずめはそれを聞きつけて，それで，うーん飛んできて目
の前にとまった，んですよ。そして，言いました。諦めて
はいけませんというようなことを。元気づけました。

81 うん。

82 マグレガーおじさんが　やってきて　もってきた　ふるい
を　ピーターの　うえから　ぱっと　かぶせようと　しまし
たが、　ピーターは　すんでのところで　うわぎを　ぬぎ
ぬぎ　あとに　のこして　にげだしました。

［しばらく黙り込む。］ ออ๋ ก็คณุลงุ 
マーグレッフ［マグレガーのこと］ก็ やってきて　もってきた
 ふる ふるいを［日本語で発話する］　［舌打ちをする］ 
ふるい ふるいふるい［日本語で発話する］ในทีน่ี่
ふるい［日本語で発話する］ในทีน่ีไ่มไ่ดแ้ปลวา่เกา่แน่
เลยอะ่ น่าจะเป็น น่าจะเป็น หมายถงึอันเนีย่คะ่
［挿絵のふるいを指さす。走るピーターに上からふるいを
被せようとしている挿絵］ อปุกรณ์ ในภาพทีแ่บบ คณุลงุ
แบบเป็น ก าลังจะเอามาแบบอะไรอะ่ มาคลมุ 
ピーター［日本語で発話する］ตัง้แต่
うえから［日本語で発話する］ตัง้แตข่า้งบนอะไรอยา่ง
เงีย้อะ่คะ่ 
ぱっと　かぶせようと　しました［日本語で発話する］ก็แบบ
 มคีวามตัง้ใจวา่จะเอามาแบบครอบไว ้แลว้ก็แบบ 
すんでのところで　うわぎを　ぬぎぬぎ 
［日本語で発話する］ก็ไมรู่เ้หมอืนกันวา่ใครเป็นคนพดูวา่
แบบให ้ピーター［日本語で発話する］แบบ ออ๋ 
ぬぎぬぎ［日本語で発話する］อาจจะเป็นบรรยายวา่แบบ
ถอดเร็ว ถอดเร็ว แตอ่าจจะไมไ่ดม้ใีครเป็นคนพดู ก็แบบให ้
ピーター［日本語で発話する］รบีถอดชดุ［服のこと］ออกมา
 あとに　のこして　にげだしました ［日本語で発話する］ก็
ถอดทิง้เอาไวแ้ลว้ก็หนอีอกมา

［しばらく黙り込む。］あー， マーグレッフ［マグレガーの
こと］おじさんは，やってきてもってきたふる，ふるいを
［下線部を日本語で発話する］［舌打ちをする］ふるいふ
るいふるい［下線部を日本語で発話する］。ここでは，ふ
るい［日本語で発話する］，ここでは「古い」という意味で
はないはずです。たぶん，たぶん，これです［挿絵のふ
るいを指さす。走るピーター［下線部を日本語で発話す
る］に上からふるいを被せようとしている挿絵］。道具。
絵ではえー，おじさんはします，捕らえようとしました，
何をですか。ピーター［日本語で発話する］を包み込もう
と，から。うえから［日本語で発話する］上からとかそん
な感じです。ぱっと，かぶせようと，しました［下線部を日
本語で発話する］。なんか，やろうってして，被せてしま
おうととりかかって，そして，すんでのところで，うわぎ
を，ぬぎぬぎ［下線部を日本語で発話する］。んーわか
りませんが，だれが話しているのはピーターを，あー，
ぬぎぬぎ［日本語で発話する］。おそらく速く脱いだ，速
く脱いだと述べているのでしょうか。でも，もしかしたらだ
れか話している人がいるのではなくて，まあ，ピーター
［日本語で発話する］は急いで一式［服のこと］を脱ぎま
した。あとに，のこして，にげだしました［下線部を日本
語で発話する］。うん，脱ぎ捨ててから，逃げ出してきま
した。

83 そして　ものおきごやに　かけこんで　じょうろのなかに　
とびこみました。

ออ๋ ［Google Translateで 
「じょうろのなかに　とびこみました」を検索する。英語で「I 
jumped into the watering lantern」と表示される。］ หอื 
［少し下にある，スコップ，シャベル，竹ぼうきなどが立てて
あり，植木鉢が並んでいる挿絵を見て］ก็หลังจากนัน้ 
ものおき［日本語で発話する］ก็เห็นของใหญ ่ๆ ตัง้อยู ่ก็ ก็
เลยแบบรบีกระโดดลงไป ก็ปรากฎวา่เป็นอันนีล้ะ่คะ่
［ピーターがじょうろに入ろうとしている挿絵を指さす］ ที่
เป็น เออ่ เขาเรยีกวา่อะไรนะ ภาษาไทยเรยีกวา่ กา บัว ออ๋ 
บัวรดน ้า เห็นบัวรดน ้าขนาดใหญ ่［笑う］

あー。［Google Translateで「じょうろのなかに　とびこみ
ました」を検索する。英語で「I jumped into the watering 
lantern」と表示される。］ふーん，［少し下にある，スコッ
プ，シャベル，竹ぼうきなどが立ててあり，植木鉢が並
んでいる挿絵を見て］ま，そのあとで，ものおき［日本語
で発話する］うん，大きいものが置いてあるのを見まし
た，立ててありました。そ，それで，慌ててその中に飛び
込みました。すると起こったことは，これです［ピーター
がじょうろに入ろうとしている挿絵を指さす］。なんか，
えーと，何と呼ぶんだろう。タイ語では，やかん，じょ？
あー，じょうろだ。大きいじょうろが見えました［笑う］。

84 とってもいい　かくればだと　おもったのに　みずが　た
くさん　はいっているなんて。

とってもいい　かくればだと　おもったのに［日本語で発話
する］ ก็แบบ เออ อตุสา่หค์ดิน่าจะเป็นทีซ่อ่นทีด่แีลว้ แตว่า่
แบบพอมดุเขา้ไปแลว้ก็แบบโอย้ มี
みずたくさん［日本語で発話する］มนี ้าเต็มไปหมดเลย
อะไรอยา่งเงีย้อะ่คะ่

とってもいい，かくればだと，おもったのに［下線部を日
本語で発話する］。なんか，えーと，せっかくいい隠れ場
だと思ったのに，でも中に滑り込んだら，わー，みずたく
さん［下線部を日本語で発話する］あります。水がいっ
ぱいでした，とかそんな感じでしょうか。

85 ピーターが思ったのですか。

86 อะไรนะคะ 何ですか。

87 そう思ったのはピーターですか。

88 คนทีค่ดิ อา่ คนทีค่ดิน่าจะเป็นกระตา่ยคะ่ 思った人。えーと，思った人はたぶんうさぎです。

89 はい。



90 マグレガーおじさんには　まるわかりでした。 ［黙り込む。］ まるわかりでした「Google 
Translateで「まるわかりでした」を検索する。英語で「It 
was true」と表示される。］まるわかり まるわかり 
まるわかり［日本語で発話する］คอือะไร 
［舌打ちをする。］ ฮอื
［高い音を出す］わかり［日本語で発話する］นีแ่บบ 
わかりました［日本語で発話する］ หรอืป่าว ［笑う］ 
まる［日本語で発話する］นีก่ลมเหรอ หรอือาจจะ อาจจะ
แบบเดาวา่แบบเออ่ คณุลงุ ไอค้ณุลงุคนนีแ้บบมองทะลปุรุ
โปร่งเลยหรอืเปลา่ ［笑う］

［黙り込む。］ まるわかりでした「Google Translateで「ま
るわかりでした」を検索する。英語で「It was true」と表
示される。］まるわかり，まるわかり，まるわかり［下線部
を日本語で発話する］って何でしょう。［舌打ちをする。］
うーん［高い音を出す］。わかり［日本語で発話する］っ
て，わかりました［日本語で発話する］でしょうか［笑う］。
まる［日本語で発話する］って，丸のことですか。もしか
して，もしかしたらうーん考えてみると，えっと，おじさ
ん，このおじさんはお見通しだったということでしょうか
［笑う］。

91 ［笑う。］

92 ピーターは　ぜったい　ものおきごやの　どこかに　い
る。

อะไรเนีย่ ก็ คดิวา่แบบ ピー［ピーターのこと］ คอือันนีค้ณุ
ลงุคดิเลยนะคะวา่ ピーター［日本語で発話する］นีแ่บบ 
ยังไงซะก็ตอ้งซอ่นอยูใ่นแบบ เออ่ อะไรสกัอยา่งทีแ่บบเป็น
ภาชนะใหญ ่ๆ แน่นอนอะไรเงีย้ ออื

何でしょう。ピー［ピーターのこと］は，つまりこれはおじ
さんが思ったことですが，ピーター［日本語で発話する］
は，えー，どうしたって，中に絶対隠れている，えーと，
何かの大きい大きい器の中に，きっとなんでしょう。
うー。

93 ［笑う。］

94 もしかすると　うえきばちの　なかかもしれない。 もしかすると　うえきばちの　なかかもしれない［日本語で
発話する］ก็ขีเ้กยีจแปล うえきばち［日本語で発話する］ก็
อาจจะแปลวา่ถัง ถังกระถางตน้ไมก็้ไดอ้ะไรสกัอยา่ง 
の　なかかもしれない［日本語で発話する］ เป็นไปได ้
อะไรเงีย้

もしかすると，うえきばちの，なかかもしれない［下線部
を日本語で発話する］。んー，訳すのが面倒です。うえ
きばち［日本語で発話する］はたぶん訳すと，鉢，植木
鉢でもいい，何か，の，なかかもしれない［下線部を日
本語で発話する］可能性があるんでしょうか。

95 やがて　そろりと　もちあげて　ひとつずつ　なかを　み
るのです。

やがて　そろりと　もちあげて　ひとつずと　なかを　みるの
です［日本語で発話する］คอ่ย ๆ พลกิดขูา้งในทลีะอัน ที
ละอัน

やがて，そろりと，もちあげて，ひとつずと，なかを，みる
のです［下線部を日本語で発話する］。ゆっくりひっくり
返して中を見ました。一つずつ，一つずつ。

96 まさに　そのとき　ピーターが　くしゃみを　――「はっく
しゅん！」　マグレガーおじさんが　たちまち　ちかづき
ます。

はっくしゅん［日本語で発話する］คอือะไร ［Google 
Translateで「はくしゅん」を検索する。英語で「Hokkaido」と
表示される。］คอือา่นแลว้ก็รูไ้ดว้า่แบบ 
ピーター［日本語で発話する］ตอ้งกระโดดออกมาท า
［パソコンの画面をスクロールして，ピーターが植木鉢を倒
しながら外に跳びだす挿絵を見る。］ก าลัง น่าจะแบบ
พยามกระโดดหนแีบบจนกวา่แบบ เขาจะแบบพลกิแลว้มา
เจอ ピーター［日本語で発話する］อยูใ่นนีอ้ะไรอยา่งเงีย้อะ่
คะ่ แตว่า่ไมรู่ว้า่ไอ ้
はっくしゅん［高い音で日本語を発話する］คอือะไร ［笑う］

はっくしゅん［日本語で発話する］って何でしょう。
［Google Translateで「はくしゅん」を検索する。英語で
「Hokkaido」と表示される。］読んでわかりました。ピー
ター［日本語で発話する］は外へ跳びだしました。［パソ
コンの画面をスクロールして，ピーターが植木を倒しな
がら外に跳びだす挿絵を見る。］今まさに，たぶん，が
んばって跳んで逃げようと，まで，彼が引っくり返しに来
てこの中にいるピーター［下線部を日本語で発話する］
を見つけるとかなんとかです。でも，わかりません。こ
の，はっくしん［高い音で日本語を発話する］って何のこ
となのか［笑う］。

97 ［笑う。］

98 はっくしゅん［日本語で発話する］อมื คอือะไรด ีเดาอะไรดี
 まさに　そのとき［日本語で発話する］ 
ピーター［日本語で発話する］ ตะโกนเหรอ ไมน่่าจะใชน่ะ
 ピーター［日本語で発話する］ ไมน่่าจะโงน่ะ ยังไงด ีแต่
วา่มันอยูใ่นกรอบค าพดู［かぎ括弧のこと］ มันก็ควรจะเป็น
ค าพดูอะ่คะ่ ก็ไมรู่ว้า่มันจะพดูท าไม ［笑う］

はっくしゅん［日本語で発話する］。うーん，何にしたらい
いでしょう。何ということにしたらよいでしょうか。まさに，
そのとき［下線部を日本語で発話する］，ピーター［日本
語で発話する］が叫んだ？違うと思います。ピーター［日
本語で発話する］は愚かではなさそうですから，どうした
らいいでしょう。でも，これは話す言葉の枠［かぎ括弧の
こと］の中にありますから，話したことであるはずなんで
す。でも，どうして話したのかわかりません［笑う］。

99 うん。



100 ［黙り込む。］［Google Translateで 
「たちまちちかづきます」を検索する。英語で「It will be 
instant."と表示される。下の参考リンクをクリックして，「た
ちまち近づきます」と表示される。それから「たちまち近づ
きます」を検索する。英語で「It will be immediately 
approached」と表示される。］ หมื ก็พอ 
ピー［ピーターのこと］ くしゃみを ［日本語で発話する］ 
ピーター［日本語で発話する］ออกมาก็ประโยคนีน่้าจะเป็น
แบบคณุลงุอะ่คะ่พยามแบบก็รบีว ิง่เขา้มาจับอะ่แหละ 
［Google Translateで 
「くしゃみを」を検索する。英語で「Sneezing」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「จาม」 ［くしゃみ］のこと］」と表示される］ ออ๋ 
［語を長く伸ばして発音する］ออ๋ 
くしゃみ［日本語で発話する］ はっちう［日本語をまねて発
音する］ はっくしゅん［日本語で発話する］

［黙り込む。］［Google Translateで 
「たちまちちかづきます」を検索する。英語で「It will be 
instant.」と表示される。下の参考リンクをクリックする。「
たちまち近づきます」と表示される。それから「たちまち
近づきます」を検索する。英語で「It will be immediately
 
approached」と表示される。］ふーん，ピー［ピーターのこ
と］は，くしゃみを［日本語で発話する］，ピーター［日本
語で発話する］は出てきて，この文はたぶんおじさんで
す。急いで捕まえに走ってきました。［Google 
Translateで 
「くしゃみを」を検索する。英語で「Sneezing」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「จาม」 
［くしゃみ］のこと］」と表示される］なるほど［語を長く伸
ばして発音する］なるほどね，くしゃみ［日本語で発話す
る］はっちう［日本語をまねて発音する］，はっくしゅん
［日本語で発話する］。

101 うん。

102 ออ๋ ピーター［日本語で発話する］จาม โถ โถ น่าสงสาร ふーん，ピーター［日本語で発話する］はくしゃみした。
おー，おー，かわいそう。

103 うん。

104 あしで　ふみつけられそうに　なりましたが、ピーターは　
まどの　そとへと　とびだして　ついでに　うえきを　３つ　
たおしました。

［Google Translateで 
「ふみつけられそう」を検索する。英語で「I am likely to 
step on」と表示される。］ ก็ ก็น่าจะประมาณ 
ピーター［日本語で発話する］วิง่ ๆ 
ピーターは　まどの　そとへと　とびだして［日本語で発話
する］ก็กระโดดออกทางนอกหนา้ตา่งออ่ 
ついでに　うえきを　3つ　たおしました［日本語で発話する
］ ［笑う］ ก็
［ピーターが植木を倒しながら外に跳びだす挿絵を指さし
て］ท าอันนีล้ะ่คะ่ กระถาง 
たおしました［日本語で発話する］ พังทลายไป 3 กระถาง
ดว้ยกัน

［Google Translateで 「ふみつけられそう」を検索する。
英語で「I am likely to step on」と表示される。］えっと，
んー，たぶんだいたいでいうとピ—ター［下線部を日本語
で発話する］は走って走って，ピーターは，まどの，そと
へと，とびだして［下線部を日本語で発話する］，窓から
外へ飛び出して，あー，ついでに，うえきを，3つ，たおし
ました［下線部を日本語で発話する］［笑う］。ま，［ピー
ターが植木を倒しながら外に跳びだす挿絵を指さして］
これをしました，植木鉢，たおしました［日本語で発話す
る］壊してしまいました，3つもいっぺんに。

105 どうやってですか［どうやって壊したのかという意味］。

106 เออ่ พอมัน หมายถงึ ก็ มันกระโดดออกมามันก็แบบ น่าจะ
ท าตกละ่คะ่  たおしました たお［日本語で発話する］ แบบ
ลม้ โคน่

えーと，それから，というのは，えー，跳び出したから，う
ん，たぶん落としたんです。たおしました，たお［下線部
を日本語で発話する］横に倒れて，倒しました。

107 うん。

108 まどが　ちいさすぎたので、　マグレガーおじさんも　
ピーターを　おいかけるのを　あきらめて　のらしごとへ　
もどることに　しました。

まどが　ちいさすぎたので［日本語で発話する］ ออ๋ 
เพราะวา่แบบ เออ่ หนา้ตา่งมันเล็กเกนิไป 
グレガーおじさんも　ピーターを［日本語で発話する］ ออ๋ 
ก็เลยท าใหแ้บบคณุลงุเนีย่ไลต่ามมาไมไ่ด ้ก็เลยแบบยอม
แพ ้
のらしごとへ　もどることに　しました［日本語で発話する］
ก็เลยแบบกลับเขา้ไป

まどが，ちいさすぎたので［下線部を日本語で発話す
る］。なるほど。それは，えーと，窓が小さすぎたので
す。グレガーおじさんも，ピーターを［下線部を日本語で
発話する］，えっと，それでおじさんがですね，おいかけ
ることができなくなりました。ですから，まあ負けを認め
ました。のらしごとへ，もどることに，しました［下線部を
日本語で発話する］。それで，えっと，帰って行きまし
た。

109 ピーターは　ほっとして　こしを　おちつけます。 ほっとしてこし［日本語で発話する］［Google Translateで 
「こし」を検索する。英語で「Toothbrush」と表示される。そ
れから，「こしをおちつけます」を検索する。英語で「I will 
settle down my stomach」と表示される。］ หมื 
おちつけます［日本語で発話する］ ออ๋ในทีส่ดุก็รูส้กึแบบ 
［舌打ちをする］ โลง่ใจขึน้ รูส้กึแบบเป็นไงโลง่ใจขึน้มา
เปราะหนึง่อะไรประมาณนีแ้น่เลย 
おちつけます［日本語で発話する］

ほっとしてこし［日本語で発話する］。［Google Translate
で 「こし」を検索する。英語で「Toothbrush」と表示され
る。それから，「こしをおちつけます」を検索する。英語で
「I will settle down my stomach」と表示される。］ふー
ん，おちつけます［日本語で発話する］，あー，結局感じ
ました［舌打ちをする］，心がすっとします。どんな感じで
しょう，一安心しました。きっとそんな感じですね。おちつ
けます［日本語で発話する］。

うん。



110 いきも　きれぎれ、　こころも　ぶるぶる、どっちへいった
ら　いいのか　ちっとも　わかりません。

いき［日本語で発話する］เออ่ สตยิังเงีย้เหรอคะ อมื ก็รูส้กึ
สตเิริม่กลับมา ［笑う］ 
こころも　ぶるぶる［日本語で発話する］ก็ ใจก็น่าจะแบบ 
หมายถงึแบบ ไม่ๆ ๆ ไมเ่ตน้แบบตืน่เตน้แลว้อะไรประมาณนีม้ัง่

いき［日本語で発話する］えーと，意識ですか。うーん，
意識を取り戻して［笑う］。こころも，ぶるぶる［下線部を
日本語で発話する］は，心も，たぶんえっと，なんかこう
いうような，いやいやいや，跳ねない，こう，もうドキドキ
しない，そんな感じなんじゃないですか。

111 うん。

112 ออ๋ จะแบบไปทีไ่หนด ีแตแ่บบก็ไมรู่เ้หมอืนกัน えー，どこへ行けばいいのでしょう。でも，うん，わかりま
せん。

113 しかも　じょうろのなかに　いたので　もう　ずぶぬれで
す。

［Google 
Translateで「じょうろのなかにいたのでもうずぶぬれです」
を検索する。英語で「I am already soaking wet because I
 was in the watering party」と表示される］ หอื ก็แบบ 
นอกจากนีก็้ ［笑う］ เปียกไปหมดแลว้ดว้ย 
ずぶぬれです［日本語で発話する］

［Google Translateで「じょうろのなかにいたのでもうず
ぶぬれです」を検索する。英語で「I am already soaking 
wet because I was in the watering party」と表示され
る。］ふーん，で，この他にも［笑う］。もうみんなびしょ濡
れです。ずぶぬれです［日本語で発話する］。

114 うん。

115 เพราะอยูใ่นทางน ้า หมื 
じょうろのなか［日本語で発話する］อันนีน่้าจะแปลวา่ ไอ ้
บัวรดน ้าอันใหญ ่ๆ เมือ่กีน้ีล้ะ่คะ่

水路にいましたからね，ん，じょうろのなか［日本語で発
話ーする］これはたぶん訳すと，さっきの大きいじょうろ
のことです。

116 しばらくして　うろちょろ　しはじめましたが、　とぼとぼ　
――　とぼとぼ　――　ゆっくりと　あるいて　きょろきょ
ろ。

［笑う。］ มศีัพทบ์รรยายเสยีง［擬音語のこと］เยอะเลย 
［笑う］  とぼとぼ ゆっくり きょろきょろ あるいて きょろきょ
ろ［日本語で発話する］

［笑う。］音を表現する言葉［擬音語のこと］が多いです
ね［笑う］。とぼとぼ，ゆっくり，きょろきょろ，あるいて，
きょろきょろ［下線部を日本語で発話する］。

117 ［笑う。］

118 うさしょろう［「うろちょろ」の読み間違い］คอือะไร［Google 
Translateで 「うろちょろ」を検索する。英語で「Loose 
heart」と表示される］Loose heart ［英語で発話する］ใน
ทีน่ีต่อ้งการสือ่อะไร ［Google 
Translateで「うろちょろしはじめました」を検索する。英語で
「I started to bear down」と表示される。］น่าจะบรรยาย
ความรูส้กึของกระตา่ยอยู ่แลว้ก็แบบบรรยายทา่ทางป่าววา่
คอ่ย ๆ เดนิไปอะไรเงีย้คะ่

うさしょろう［「うろちょろ」の読み間違い］って何ですか。
［Google Translateで「うろちょろ」を検索する。英語で
「Loose heart」と表示される。］Loose heart［英語で発話
する］。ここではどういう意味だろう。［Google Translate
で「うろちょろしはじめました」を検索する。英語で「I 
started to bear down」と表示される。］たぶんうさぎの気
持ちを述べているのですね。そして，動作も説明してい
ます。なにか，ゆっくりゆっくり歩いていきます。

119 うん。

120 かべに　ドアを　みつけましたが、　かぎが　しまってい
て　したを　くぐりぬけようにも　ぷっくりした　こうさぎの　
とおる　すきまは　ありません。

อมื ก็คอืมัน ตรง ตรงก าแพงเนีย่มันมปีระตตูดิไวอ้ยู ่แตว่า่ไม่
มกีญุแจ ขา้งลา่งเองม ีとおる　とおる［日本語で発話する］
แปลวา่ลอดผา่นเหรอ すき 
すきまは　ありません［日本語で発話する］ น่าจะ น่าจะ
ประมาณวา่แบบ ［舌打ちをする］ อะไรไมไ่ดส้กัอยา่ง 
［笑う］ くぐりぬけようにも［日本語で発話する］［Google 
Translateで「くぐりぬけようにも」を検索する。英語で「It's 
like a surreptitious stuff」 
と表示される。次に，Enterを押して，「ぷっくりしたこうさぎ」
を改行させる。それから，意味を検索する。1行目「くぐりぬ
けようにも」は英語で「To pass 
through」，2行目「ぷっくりしたこうさぎ」は英語で「Plump 
Ojisaki」と表示される。もう一度，Enterを押して「こうさぎ」
を改行させて意味を検索する。1行目「くぐりぬけたように
も」は英語で 「To pass through」， 
2行目「ぷっくりした」は英語で「Plumped」，3行目「こうさぎ」
は英語で「Kosaki」と表示される。］อมื เหมอืนมันมปีระตู
แลว้ก็ยังบรรยายประตอูยูไ่หม เหมอืนไมค่อ่ยใชเ่ลย เพราะ
มันม ีこうさぎ こうさぎ［日本語で発話する］คอือะไร 
こうさぎとおるこうさぎ［日本語で発話する］ลกูกระตา่ย 
くぐりぬけようにも［日本語で発話する］ถงึจะ ขา้งลา่งไมรู่ ้
วา่มอีะไรอยู ่อาจจะเป็นร ูอาจเป็นอะไรก็ได ้แตว่า่ถงึ ถงึจะ
เป็นลกูกระตา่ยยังไงก็ไมส่ามารถลอดผา่นไปไดป้ระมาณ
เนีย่อะ่คะ่

うーん，えっと，その，か，壁にはドアが付けて，ありま
す。でも，鍵がありません。その下に，とおる，とおる［下
線部を日本語で発話する］を訳すとくぐり抜けることです
か。すき，すきまはありません［下線部を日本語で発話
する］たぶん，たぶんだいたいでいうと，［舌打ちをする］
何もこれもできない［笑う］。くぐりぬけようにも［日本語
で発話する］。［Google Translateで「くぐりぬけようにも」
を検索する。英語で「It's like a surreptitious stuff」と表
示される。次に，Enterを押して，「ぷっくりしたこうさぎ」
を改行させる。それから，意味を検索する。1行目「くぐり
ぬけようにも」は英語で「To pass through」，2行目「ぷっ
くりしたこうさぎ」は英語で「Plump Ojisaki」と表示され
る。もう一度，Enterを押して「こうさぎ」を改行させて意
味を検索する。1行目「くぐりぬけたようにも」は英語で
「To pass through」，2行目「ぷっくりした」は英語で
「Plumped」，3行目「こうさぎ」は英語で「Kosaki」と表示さ
れる。］うーん。ドアがあったのに，まだドアについて述
べているのですか。あまりそうでもなさそうですが。なぜ
ならここに，こうさぎ，こうさぎ［下線部を日本語で発話す
る］がありますから。何のことでしょう。こうさぎ，とおるこ
うさぎ［下線部を日本語で発話する］，子どものうさぎ，く
ぐりぬけたようにも［日本語で発話する］たとえ，下に何
かあるかわかりません。穴かもしれません。何でもいい
かもしれません。でも，たとえ，たとえ子うさぎであって
も，くぐり抜けていくことができませんといったような感じ
でしょうか。



121 ［笑う。］

122 おかあさんねずみが　いしの　とぐちを　はいったり　で
たりして　きのなかで　まっている　かぞくに　おまめを　
はこんでいます。

หอื ก็มแีมห่นูตัวหนึง่เนีย่แบบวิง่เขา้ ๆ ออก ๆ อยูต่รงแถว ๆ 
ตน้ไม ้แลว้ก็แบบเหมอืนรอครอบครัว 
おまめを［日本語で発話する］แลว้ก็รอครอบครัวในขณะที่
แบบ เออ่ ［舌打ちをする］ ก าลังขนอะไรสกัอยา่งไปดว้ย 
おまめ［日本語で発話する］ ไมรู่ข้นอะไรไปดว้ย［Google 
Translateで 
「おまめ」を検索する。英語で「Frequently」と表示される。］
おまめを　はこんでいます［日本語で発話する］เขา้ใจวา่
 はこんでいます［日本語で発話する］มันน่าจะแปลวา่
ขนอะ่คะ่ แต ่おまめ［日本語で発話する］ไมรู่ว้า่ขนอะไรอยู่
 ก็แบบแมห่นูน่าจะแบบเออ่ วิง่เขา้ ๆ ออก ๆ เพือ่ขนของกนิ
ไวร้อครอบครัวอะไรประมาณเนีย่อะ่คะ่

ふーん，一匹のお母さんねずみがですね，木のあたり
を走って入ったり出たりしています。それから，家族を
待っているようです。おまめを［日本語で発話する］そし
て家族を待ちながら，えーと［舌打ちをする］何かを運ん
でいます。おまめ［日本語で発話する］。何を運んでいる
のかわかりません。［Google Translateで「おまめ」を検
索する。英語で「Frequently」と表示される。］おまめを，
はこんでいます［下線部を日本語で発話する］。わかる
のは，はこんでいます［日本語で発話する］で，たぶん
運ぶと訳します。でも，おまめ［日本語で発話する］何を
運んでいるのかわかりません。なんか，お母さんねずみ
はたぶん，えーと，走って入ったり出たり，家族のため
に食べ物を運んでいるとかだいたいそんな感じです。

123 ピーターは　そのねずみに　いりぐちへの　いきかたを　
ききましたが、くちに　おおきな　おまめを　くわえていま
したので　ねずみは　なにも　へんじが　できません。

ออ๋ ก็ ピーター［日本語で発話する］ ก็เลยถามทางเขา้
จากหนูตัวนี ้［黙り込む。］ ออ๋ ก็คอื 
ピーター［日本語で発話する］ ถามหนู แตว่า่ในปากของ
หนูอะ่ ขนอะไรบางอยา่งใหญ ่ๆ น่าจะอยูใ่นปากอยา่งเงีย้คะ่
 ก็เลยแบบ ก็เลยหนูก็เลยตอบไมไ่ด ้

あー，それで，ピーター［日本語で発話する］はそのね
ずみに入り口について聞きました。［黙り込む。］なるほ
ど，つまり，ピーター［日本語で発話する］はねずみに聞
きました。でも，そのねずみの口の中ですけど，何か大
きいものを運んでいます。たぶん口の中にあるんだと思
います。だから，だから，ねずみは返事ができません。

124 ［笑う。］

125 ただ　くびを　ふるだけなので、　ピーターは　なみだが　
でてきました。

［笑う。］ ふる［日本語で発話する］เออ่ ก็คอืหนู  หนูน่าจะ
ไมต่อบ แลว้แบบくび［日本語で発話する］คอรเึปลา่ น่าจะ
ท า น่าจะท าอะไรกับคอสกัอยา่งหรอืเปลา่  
ピーター［日本語で発話する］ ก็เลยรอ้งเลย ［笑う］ รอ้ง
อกีแลว้

［笑う。］ふる［日本語で発話する］えー，よって，ねず
み，ねずみは返事をしないと思います。それから，くび
［日本語で発話する］首のことでしょうか。たぶんなに
か，たぶん何か首にしたのでしょうた。それで，ピーター
は［日本語で発話する］泣きました［笑う］。また泣きまし
た。

126 それから　おにわを　つっきって　かえりみちを　さがそ
うと　しましたが、よけいに　まよってしまいました。

ก็ จากนัน้ก็เลยแบบ อมื เดนิยอ้นกลับไปในแบบ ในสวน
อะไรแบบเนีย่ ตัง้ใจจะหาทางออก ตัง้ใจ อะ๊ ตัง้ใจจะหาทาง
กลับ 
かえりみちを　さがそうとしましたが［日本語で発話する］ 
เออ่ ก็เหมอืนโดนดงึดดูความสนใจ ［笑う。］ โดยสิง่ไม่
จ าเป็นอกีแลว้

んーそれから，うーん，戻りました。庭に。出口を探そう
と決めて，決めました。あっ，帰り道を探そうと思って。
かえりみちを，さがそうとしましたが［下線部を日本語で
発話する］。えー，また興味をひかれたたようです。［笑
う。］また必要のないことにですね。

127 やがて　マグレガーおじさんが　みずくみをする　ため
いけのところへ　たどりつきます。

たどりつきました［日本語で発話する］ อันนีคุ้น้ ๆ ［Google
 Translateで「たどりつきます」を検索する。英語で「To 
arrive」と表示される。］ก็เหมอืนเห็น อมื ถงึ ก็ 
みず［日本語で発話する］ ［黙り込む。］ ก็ตัง้แต ่
みずくみをする　ためいけのところへ［日本語で発話する］
ก็น่าจะบรรยายถงึสภาพอันเนีย่คะ่
［池にいる魚を見下ろしている猫をピーターが見ている挿
絵を指す］ทีม่ันเป็นสรา้ง เป็นการสรา้งบอ่จ าลองทีแ่บบ 
マグレおじさん［日本語で発話する。マグレガーおじさんの
こと］เนีย่สรา้งขึน้มา ก็เหมอืน เออ่ บรรยายวา่ อนีอ้ง 
ピーター［日本語で発話する］［挿絵を見る。池にいる魚を
見下ろしている猫をピーターが見ている挿絵］เนีย่มันไป
หยดุอยูแ่ถว ๆ บรเิวณเนีย่อะ่คะ่

たどりつきました［日本語で発話する］。これは聞いたこ
とがあるような気がします。［Google Translateで「たどり
つきます」を検索する。英語で「To arrive」と表示され
る。］見ました。うーん，着きます。みず［日本語で発話
する］。［黙り込む。］このところ，みずくみをする，ためい
けのところへ［下線部を日本語で発話する］からはたぶ
んこれの状態を説明しています［池にいる魚を見下ろし
ている猫をピーターが見ている挿絵を指す］。そのつくら
れた，作り物の池がつくられた，マグレおじさん［日本語
で発話する。マグレガーおじさんのこと］です，つくった
のは。たいたい，えーと，述べているのは，ピーター［日
本語で発話する］君は［挿絵を見る。池にいる魚を見下
ろしている猫をピーターが見ている挿絵］，ですね，その
辺り，周辺でへんに立ち止まったということです。

128 しろい　ねこが　きんぎょを　じっと　にらんでいて　ぴく
りとも　うごきませんが　ときたま　しっぽの　さきが　い
きものみたいに　くねくねと　していました。

しろい　ねこが［日本語で発話する］ ［笑う］ หมื ก็เห็นแมว
สขีาวตัวหนึง่เนีย่ก าลังแบบ จอ้ง ๆๆๆ จอ้งมองไอป้ลาทอง
อยา่งเอาเป็นเอาตายไมข่ยับเลยสกั cen［centimeter のこと］

しろい，ねこが［下線部を日本語で発話する］ ［笑う］。
ふーん，まあ，白い猫が1匹ですね，見えて，今まさに，
じっとじっとじっと，じっと見て，金魚をです，死にそうなく
らい数 cen［centimeter のこと］たりも動きませんでし
た。

129 ［笑う。］



130 ［黙り込む。］ 
いきものみたい［日本語で発話する］［舌打ちをする］ 
ときたま［日本語で発話する］แบบเหมอืน
どきどき［日本語で発話する］หรอืเปลา่ นาน ๆ ท ี
しっぽの　さきが［日本語で発話する］ หอื 
しっぽの　さきが［日本語で発話する］   ก็ 
しっぽ［日本語で発話する］อะ่แปลวา่หาง แตว่า่
の　さき［日本語で発話する］คอือะไร ［Google 
Translateで「しっぽのさき」を検索する。英語で「Tail of 
the tail」と表示される。］ หมื ปลายหางเหรอ 
いきものみたい［日本語で発話する］เหมอืน 
いき［日本語で発話する］［Google 
Translateで「いきものみたいに」を検索する。英語で「Like
 an Ikimono」と表示される。］ 
いきもの［日本語で発話する］คอือะไร ［Google 
Translateで「いきもの」を検索する。英語で「Living 
things」と表示される。］ออื ก็คอื ไอแ้มวสขีาวเนีย่ ตอนแรก
ทีม่าถงึก็ไมรู่ห้รอกวา่เป็น วา่เป็นแมวจรงิหรอืแมวปลอมแต่
วา่แบบเพราะนิง่มากอะไรอยา่งเงีย้อะ่คะ่ แตว่า่แบบ เออ 
นาน ๆ ทก็ีมขียับปลายหาง ก็เลยดเูหมอืนแบบเป็นสิง่มชีวีติ
อะไรอยา่งงีร้ป่ึาว していました［日本語で発話する］

［黙り込む。］いきものみたい［日本語で発話する］［舌打
ちをする］ときたま［日本語で発話する］。同じでしょう
か，どきどき［日本語で発話する］と，ではないかな。た
まに，しっぽの，さきが［下線部を日本語で発話する］。
ん？しっぽの，さきが［下線部を日本語で発話する］は，
しっぽ［日本語で発話する］は尻尾と訳します。でも，
の，さき［下線部を日本語で発話する］は何でしょう。
［Google Translateで「しっぽのさき」を検索する。英語で
「Tail of the tail」と表示される。］んー？尻尾の先のこと
でしょうか。いきものみたい［日本語で発話する］。似て
ますね，いき［日本語で発話する］と。［Google Translate
で「いきものみたいに」を検索する。英語で「Like an 
Ikimono」と表示される。］いきもの［日本語で発話する］
は何ですか。［Google Translateで「いきもの」を検索す
る。英語で「Living things」と表示される。］うーん，ってい
うことは，白い猫は，最初着いた時はわかりませんでし
た。本物の猫なのか，偽物の猫なのかどちらか知りま
せんでした。でも，じっとしていましたから，みたいな感
じです。でも，なんか，えーと，たまに尻尾の先を動かし
ますので，生き物のように見えます，ですか。していまし
た［日本語で発話する］。

131 ピーターは　そっとしておくのが　いちばんだと　おもい
ました。

ออ๋ ก็ ピーター［日本語で発話する］ก็คดิวา่แบบการ
ออกไปขา้งนอกใหไ้ดก็้แบบ ［舌打ちをする］ ตอ้งมากอ่น
เป็นอันดับแรก［最優先事項の意味］ไรงี ้ในทีส่ดุก็นกึขึน้ได ้
 ［笑う］

えーと，まあ，ピーター［日本語で発話する］は外へ行く
ということはは，［舌打ちをする］一番先に来ること［最優
先事項の意味］のように思っています。やっと思いがい
たりました［笑う］。

132 いとこの　ばにばにベンジャミンくんから　ねこのことは　
それなりに　きいていたのです。

いとこ［日本語で発話する］น่าจะแปลวา่ลกูพลีกูนอ้ง の 
ベンジャミン の 
ベンジャミンくんから　ねこのことは　それなりに　きいてい
たのです［日本語で発話する］เอิม่ เหมอืนน่าจะเคยไดย้นิ
เรือ่งแมวตัวนีม้าจากลกูพีล่กูนอ้งทีช่ ือ่ 
ベンジャミン［日本語で発話する］ อะไรอยา่งงีห้รอืเปลา่

いとこ［日本語で発話する］たぶん，従兄弟のことです。
の，ベンジャミンの，ベンジャミンくんから，ねこのこと
は，それなりに，きいていたのです［下線部を日本語で
発話する］。うーん。いとこのベンジャミン［下線部を日
本語で発話する］から何かこの猫のことを聞いたのでは
ないでしょうか。

133 ものおきごやに　もどろうとすると いきなり　すぐそばか
ら　くわの　おとが　きこえてきました。

ものおきごやに　もどろうとすると［日本語で発話する］
กลับไป กลับไปซอ่นในแบบ เออ่ภาชนะอะไรขนาดใหญอ่กี
หรอืเปลา่ ［笑う］ แลว้แบบ いきなり［日本語で発話する］
ทันใดนัน้ก็แบบมเีสยีง　すぐそばから 
くわの　おとが［日本語で発話する］ อมื มเีสยีง อะไรขึน้มา
 きこえました［日本語で発話する］ไดย้นิเสยีง

ものおきごやに，もどろうとすると［下線部を日本語で発
話する］。戻ります。戻って隠れます。えーと，またなん
か大きい器の中でしょうか［笑う］。すると，いきなり［日
本語で発話する］突然音がしました。すぐそばから，くわ
の，おとが［下線部を日本語で発話する］。うーん，何か
の音がしました。きこえました［日本語で発話する］音が
聞こえます。

134 さっくり、　さくさく、　さっくり。 さっくり　さっくり　さっくり［日本語で発話する］เป็นค า
บรรยายเสยีง［擬音語のこと］

さっくり，さっくり，さっくり［下線部を日本語で発話する］
は音を説明する言葉［擬音語のこと］です。

135 ピーターは　しげみのしたを　あたふたと　はしりまわり
ます。

หมื はしりまわり［日本語で発話する］ก็ว ิง่หนไีปรอบ ๆ 
［Google Translateで 
「しげみのしたをあたふたとはしりまわります」を検索する。
英語で「Shimen noodles hit the top」と表示される。］ 
［笑う。］ shimen  noodles［英語で発話する］ เดนิหนตีลอด
 นีม่ันอะไร

ふーん，はしりまわり［日本語で発話する］。辺りを走り
回って逃げる。［Google Translateで 「しげみのしたをあ
たふたとはしりまわります」を検索する。英語で「Shimen 
noodles hit the top」と表示される。］［笑う。］Shimen 
noodles［英語で発話する］ずっと歩いて逃げるって，こ
れはなんですか。

うん。

136 ［笑う。］

137 けれども　なんということも　ないので　すぐに　でて
いって　ておしぐるまの　うえへ　のぼり　ようすを　うか
がってみました。

けれども［日本語で発話する］อยา่งไรก็ตาม 
なんということも ないので［日本語で発話する］ ก็ ไมม่ี
อะไรจะพดูอยา่งเงีย้ ［笑う］ すぐに［日本語で発話する］ 
ทันใดนัน้ でていって ておしぐるまの［日本語で発話する］
 มอีะไรบางอยา่งออกมาจาก เออ่ รถของคณุลงุ 
うえへ　のぼり［日本語で発話する］ ออ๋ 
［語を長く伸ばして発音する］ ก็เหมอืนปีน ปีนรถของคณุ
ลงุคนเนีย่ ไปด ู
ようすを　うかがってみました［日本語で発話する］ ออ๋ ก็
แบบแอบปีนขึน้ไป แบบสอดสอ่ง

けれども［日本語で発話する］。いずれにしても，なんと
いうことも，ないので［下線部を日本語で発話する］言う
ことがないんですよ［笑う］。すぐに［日本語で発話する］
すぐさま，でていって，ておしぐるまの［下線部を日本語
で発話する］何かが出てきました，えー，おじさんの車
からです。うえへ，のぼり［下線部を日本語で発話する］
あー［語を長く伸ばして発音する］なんかこのおじさんの
車にのぼって，見に行く，ようすを，うかがってみました
［下線部を日本語で発話する］。なるほど，こっそりの
ぼって，見渡しました。



138 まず　みえたのが　タマネギばたけを　たがやす　マグ
レガーおじさん、　ピーターには　せなかを　むけていて　
なんと　そのむこうに　いりぐちが　あるのです！

まず　まえたのが タマネギ タマネギ［日本語で発話する］
 น่าจะชือ่ผักอกีแลว้ ออื
ばたけを　たがやす　マグレおじさん［日本語で発話する］
อมื ก็เห็น マーグレッフ［マグレガーおじさんのこと］ 
おじさん［日本語で発話する］แบบท างานอยูต่รงทีน่ั่น 
ピーターには　せなかを　むけていて　なんと　そのむこう
に　いりぐちが　あるのです［日本語で発話する］ออ๋ 
［語を長く伸ばして発音する］ พอมองแบบ ［笑う］ ขา้ม
หลังของลงุออกไปก็เห็นวา่ ทางเขา้อยูน่ั่นนัน้เอง

まず，まえたのが，タマネギ，タマネギ［下線部を日本語
で発話する］。たぶんまた野菜の名前です。うーん，ば
たけを，たがやす，マグレおじさん［下線部を日本語で
発話する］マーグレッフ［マグレガーおじさんのこと］を見
ました。おじさん［日本語で発話する］はそこで働いてい
ました。ピーターには，せなかを，むけていて，なんと，
そのむこうに，いりぐちが，あるのです［下線部を日本語
で発話する］。あー［語を長く伸ばして発音する］。それ
を見たら［笑う］，おじさんの後ろを通り越して出ていく
と，見えるのは，あの入り口があるのです。

［笑う。］

139 うん。

140 ピーターは　おとも　たてずに　ておしぐるまを　おりて　
ぜんそくりょくで　はしりだしました。

おとも たてずに　ておしぐるまを　おりて 
［日本語で発話する］ก็ลงมาจากไอร้ถ รถเข็นเมือ่กีแ้ลว้คะ่
 ぜんそう［日本語で発話する］ฮ ึぜんそくりょくで  
ぜんそくりょくで［日本語で発話する］ น่าจะแบบแปลวา่
ประมาณ ดว้ยพละก าลังทีม่ทัีง้หมดของตัวเองอยา่งเงีย้อะ่คะ่
 แบบวิง่ はしりました［日本語で発話する］

おとも，たてずに，ておしぐるまを，おりて［下線部を日
本語で発話する］。さっきの車，手押し車を降りてきまし
た。ぜんそう［日本語で発話する］。ん，ぜんそくりょく
で，ぜんそくりょくで［下線部を日本語で発話する］，た
ぶん訳すとだいたい，自分が持っている全部の力ってこ
とです。走り方です。はしりました［日本語で発話する］。

141 うん。

142 クロスグリの　しげみのうら　まっすぐ　みちを　すすみ
ます。

クロスグリの　しげみのうら　まっすぐ［日本語で発話する］
 ก็ออ๋ ออ๋ วิง่ตรงไป クロスグリ［日本語で発話する］ไอ ้ๆ  
วิง่ตรงไปทีรั่ว้อันเนีย่อะ่คะ่ しげ［日本語で発話する］ ออ๋ 
วิง่ตรงไป

クロスグリの，しげみのうら，まっすぐ［下線部を日本語
で発話する］。あー，えー，まっすぐ走ります。クロスグリ
［日本語で発話する］。あのその，そのフェンスのところ
へまっすぐ走っていきました。しげ［日本語で発話す
る］。あー，まっすぐ走ります。

かどのところで　マグレガーおじさんに　みつかりました
が　ピーターは　かまいません。

かどのところで  かど かど［日本語で発話する］ตรงมมุออ่
 みつかりました［日本語で発話する］ ก็ตรงหัวมมุน่ันเอง ก็
เหมอืนคณุลงุ マグレガー［日本語で発話する］ เนีย่สงัเกตุ
เห็นแลว้และ ก็เลยแบบ อมื 
ピーターは　かまいません［日本語で発話する］ออ๋ แตว่า่
 ピーター［日本語で発話する］ ก็ไมส่นใจ

かどのところで，かど，かど［下線部を日本語で発話す
る］，角のところですか。みつかりました［日本語で発話
する］。うん，まさにその角です。マグレガー［日本語で
発話する］おじさんは［ピーターに］気づいて見つけてし
まいました。なので，うーん，ピーターは，かまいません
［下線部を日本語で発話する］。あー，でも，ピーター
［日本語で発話する］は気にしていません。

145 うん。

146 ออ๋ คอื
［挿絵を見る。入り口の柵の下をピーターがくぐり抜けよう
としている挿絵］ อมื［語を長く伸ばして発音する。］ ออื 
แต ่ピーター［日本語で発話する］ ไมเ่หมอืนกัน

あー，えーと［挿絵を見る。入り口の柵の下をピーター
がくぐり抜けようとしている挿絵］。うーん［語を長く伸ば
して発音する。］うー，でも，ピーター［日本語で発話す
る］は同じじゃありません。

147 いりぐちのしたに　すべりこんで　とうとう　にわのそと、　
もりに　はいれば　あんぜんです。

いりぐちのしたに［日本語で発話する］ ก็รบี ก็รบีพยาม
ลอดแบบ รัว้ทางเขา้ทันท ีとうとう　にわのそと　もりに 
はいれば　あんぜんです［日本語で発話する］ออ๋ ก็ถา้
เกดิออกไปได ้ถงึแบบ ขา้งนอกเมือ่ไรก็แบบ あん あん 
あんぜん［日本語で発話する］ คอืเหมอืน ก็น่าจะแบบ
ปลอดภัยแลว้ สบายใจได ้

いりぐちのしたに［日本語で発話する］急いで，急いでが
んばって入り口のフェンスの下を一瞬で抜けました。と
うとう，にわのそと，もりに，はいれば，あんぜんです［下
線部を日本語で発話する］。あー，出ていけたら，もし，
外はいつでも，あん，あん，あんぜん［下線部を日本語
で発話する］つまり，たぶんもう安全ですよ。安心だとい
うことですね。

148 マグレガーおじさんは　ちいさな　うわぎと　くつを　ぼう
に　ひっかけ　からすよけの　かかしに　しました。

［笑って，黙る。］อมื ก็ ประโยค ประโยคทอ่นแรก ๆ อะ่คะ่ก็
บรรยายวา่แบบ เออ่ คณุลงุ 
マグレガー［日本語で発話する］ เนีย่ก็ เอา 
ちいさな　うわぎ［日本語で発話する］ ไอเ้สือ้ตัวเล็ก แลว้ก็
 แลว้ก็รองเทา้อะ่คะ่ เออ่ ひっかけ　からすよけの　から 
からす［日本語で発話する］น่าจะแปลวา่ อกีาหายอะ่คะ่ ก็ 
ก็ถา้ตามภาพ 
［パソコン画面をスクロールして挿絵を見る。十字に組ん
で立てた棒に，青いシャツと靴がかかっている挿絵］ก็ถา้
เดา ก็คอืเหมอืนแขวนไวเ้ป็นหุน่ไลก่าซะงัน้ かか  
かかしに　しました［日本語で発話する］

［笑って，黙る。］うーん，えー，文，前の文ですが，述べ
ています。えーと，マグレガー［日本語で発話する］おじ
さんは，ちいさな，うわぎ［下線部を日本語で発話する］
小さい服，それに，それに，靴です。えーと，ひっかけ，
からすよけの，から，からす［下線部を日本語で発話す
る］っていうのは，たぶん訳すと，からすがいなくなりま
した，です。えっと，うん，絵からすると，［パソコン画面
をスクロールして挿絵を見る。十字に組んで立てた棒
に，青いシャツと靴がかかっている挿絵］推測するなら，
だいたいひっかけてかかしにしました。かか，かかしに
しました［下線部を日本語で発話する］。

149 うん。



150 ピーターは　そのままずっと　はしりっぱなしで　ふりか
えることもなく　おおきな　モミのきの　おうちまで　かえ
りました。

 สว่น ピーター［日本語で発話する］ เนีย่ก็แบบ หลังจาก
วิง่ออกไปได ้ก็ว ิง่ วิง่ตลอดแบบไมห่ันหลังกลับมามองเลย ก็
 ตรงดิง่ไปจนถงึบา้นทีแ่บบอยูใ่ตต้น้ไมน่ั้นเลย

一方，ピーター［日本語で発話する］は，走って出られた
た後も，走って，ずっと走ってまったくふりかえりませ
ん。そして，その木の下にあるうちまでまっすぐです。

151 うん。

152 もう　くたくたなので　うさぎあなの　ふかふかした　やわ
らかい　つちの　じめんに　ねっころがると　まぶたが　
すぐに　おちます。

［しばらく黙り込む。］ อมื ［音を延ばして黙り込む］
บรรยายยาวเหลอืเกนิ ［笑う］ บรรยายยาวแลว้แบบอา่นแลว้
 อา่นแลว้ก็ลมื

［しばらく黙り込む。］うーん［音を延ばして黙り込む］。説
明がずいぶん長いですね［笑う］。説明が長くて，読みま
したが，読んでも忘れます。

153 ［笑う。］

154 สรุปคอืแบบ ［笑う］ 結局のところ［笑う］，

155 うん。

156 สรุปคอืแบบ ［笑う］ สาระของประโยคแรกนีค้อือะไรด ี
［笑う］  おちます［日本語で発話する］［Google 
Translateで「おちます」を検索する。英語で「To 
fall」と表示される。］บรรยายแบบกลับถงึบา้นอันอบอุน่แลว้
ก็แบบอะไรอกีบา้งก็ไมรู่อ้ะ่คะ่ ［笑う］ やわらかい 
おちます［日本語で発話する］ก็ ［舌打ちをする］ เหมอืน
ลอดลงไปยังบา้นทีแ่บบ อันแสนอบอุน่นู่นนีน่ั่นอะไรบา้งของ
มันก็ไมรู่ ้

結局のところ［笑う］，この文の重要なところは何でしょう
［笑う］。おちます［日本語で発話する］。［Google 
Translateで「おちます」を検索する。英語で「To fall」と表
示される。］あたたかい家に着いてから，何があったか，
述べています。わかりません［笑う］。やわらかい，おち
ます［下線部を日本語で発話する］。まあ，［舌打ちをす
る］おおよそくぐり抜けて家まで，あたたかいところまで
なんとか何か，わかりません。

157 おかあさんは　おりょうりの　さいちゅうで　てが　はな
せませんでしたが、　みにつけていたものは　どうした
のかしらと　くびを　かしげました。　つい　このあいだも　
うわぎと　くつを　なくしたっていうのに。

แลว้ก็แบบ เจอคณุแมเ่นีย่ก าลังแบบ เตรยีมท าอาหาร ก าลัง
อยูใ่นการท าอาหารอยูเ่ลยอะไรอยา่งเงีย้

それからえっと，お母さんが料理の準備をしているのを
見つけました。ちょうど，料理をしているところとかなん
かそんなです。

158 お母さんは留守ではなかったのですか。

159 คณุแมน่่าจะกลับมาแลว้คะ่ กลับมาเจอคณุแมท่ าอาหารแลว้ お母さんはたぶん帰っていたと思います。帰ると，お母
さんが料理をしているのを見つけました。

160 はー。

161 おりょうりの　さいちゅうで　てが　はなせませんでしたが［
日本語で発話する］ ［黙り込む。］ ไมรู่ว้า่ เขาพดูอะไรกับ
คณุแม ่แลว้คณุแมไ่มไ่ดฟั้งอะไรอยา่งงีห้รอืเปลา่ หรอืวา่
ไมไ่ดถ้ามอะไรหรอืเปลา่ แตส่ ิง่ที ่
みにつけてものは［日本語で発話する］ เออ่ สิง่ทีเ่ขา้หู
เขา้มา ก็คอืแบบ ［舌打ちをする］ 
どうしたのかしらと［日本語で発話する］　ก็เหมอืนแบบ 
เออ เป็นอะไรมาอะไรเงีย้ ประโยค 
かしげました［日本語で発話する］  อมื คอเป็นอะไร 
［Google Translateで「かしげました」を検索する。英語で「I
 did it」と表示される。］อะไรก็ไมรู่ ้
つい［日本語で発話する］แลว้ก็แบบในทีส่ดุอะไร 
このあいだも［日本語で発話する］ออ๋ คณุแมน่่าจะแบบ
ถามแบบ เป็นประมาณเป็นอะไรมาอยา่งเงีย้อะ่คะ่ แลว้แบบ
ถามหาเสือ้กับรองเทา้ทีแ่บบ ชว่งนีเ้พิง่ให ้เพิง่ใหไ้ป มัน
หายไปไหนดว้ย ［笑う］ อะไรประมาณนี้

おりょうりの，さいちゅうで，てが，はなせませんでしたが
［下線部を日本語で発話する］。［黙り込む。］わからな
いのは，彼はお母さんに何を言ったのでしょう。それに，
お母さんは何も聞いていないのでしょうか。それとも，何
も尋ねてもいないのでしょうか。でも，みにつけてものは
［日本語で発話する］というもの。えー，耳に入ったの
は，なんかつまり［舌打ちをする］どうしたのかしらと［日
本語で発話する］。なんか，おおよそ，えーと，何をして
来たなんでしょう。かしげました［日本語で発話する］の
文。うーん，首がどうしましたか。［Google Translateで
「かしげました」を検索する。英語で「I did it」と表示され
る。］何かわかりません。つい［日本語で発話する］そし
て，やっと，なんですか。このあいだも［日本語で発話す
る］。あー，お母さんはたぶんどうかしましたと聞いたん
ですね。それに，服と靴のことも聞きました。この頃あげ
たばかり，あげたばかりの，どこへ行ってしまったの［笑
う］。だいたいこんな感じでしょうか。

162 ［笑う。］



163 แต ่แตไ่มเ่ขา้ใจ ใน ในประโยคโดยรวมอันนีอ้ะ่คะ่ ไมเ่ขา้ใจ
เหมอืนกันวา่ ตอนสรุป สรุปตอนนัน้คณุแมอ่ยูใ่นอารมณ์ไหน
 วา่แบบ สรุปสนใจ หรอืไมไ่ดส้นใจ ท าอาหารไปก็ถามแบบ
เลน่ ๆ หรอืวา่แบบท าอาหารอยูแ่ลว้ตอ้งหยดุมาสนใจอะไร
อยา่งเงีย้ อันนี ้อันนี ้อันนีแ้บบจับความ จับประโยคนีไ้มค่อ่ย
ไดเ้หมอืนกัน

でも，でもわかりません。このまとめの文ですが，わから
ないのは，最終的に，まとめのその時お母さんはどんな
気持ちでいましたか。なんか，結局気にしたのか，気に
していなかったか。料理をしながら聞いてみただけなの
か，それとも，料理をしていたけれど，それをとめて何か
気にしているのか。これの，これの，これの意味をつか
むのがこの文の，あまりできません。

164 うん。

165 なんといったら　いいのか、　ピーターは　そのひの　ば
んは　ずっと　ぐあいが　よくありませんでした。

อมื ［黙り込む。］ 
なんといったら　いいのか［日本語で発話する］ จะ จะ
บอกอยา่งไรด ีออ๋ 
ピーター　ピーター［日本語で発話する］ไมรู่จ้ะหา
ค าอธบิายกับค าถามคณุแมย่ังไงดแีน่เลย แลว้ก็แบบ เออ่ 
ในวนันัน้เนีย่ ばんは　ずばんは［日本語で発話する］ก็ใน
 ばん［日本語で発話する］ก็น่าจะตอนเย็นหรอืเปลา่

うーん。［黙り込む。］なんといったら，いいのか［下線部
を日本語で発話する］。どのように言ったらいいのです
か。あー，ピーター，ピーター［下線部を日本語で発話
する］はお母さんの質問にどんな説明を探せばいいの
かわからないということです。そして，えーと，その日
に，ばんはずばんは［日本語で発話する］まあ，ばん
［日本語で発話する］だから，おそらく晩のことでしょう
か。

166 うん。

167 ばんは　ずっと　ぐあいが　よくありませんでした　ばんが　
よくありませんでした［日本語で発話する］ ［Google 
Translateで「ぐあいがよくありませんでした」を検索する。
英語で「There was not a good match」 
と表示される。］次に，「ぐあいしたがよくありません」を検
索する。英語で「I felt sorry but if was not good」 
と表示される。それから，「ぐあい」を検索する。英語で「Da
nger」と表示される。］ อมื ぐあい［日本語で発話する］ไมรู่ ้
วา่ในทีน่ีไ่มรู่ว้า่แปลวา่อะไร

ばんは，ずっと，ぐあいが，よくありませんでした，ばん
が，よくありませんでした［下線部を日本語で発話す
る］。［Google Translateで「ぐあいがよくありませんでし
た」を検索する。英語で「There was not a good match」
と表示される。］次に，「ぐあいしたがよくありません」を
検索する。英語で「I felt sorry but if was not good」と表
示される。それから，「ぐあい」を検索する。英語で
「Danger」と表示される。］うーん，ぐあい［日本語で発話
する］，わかりません，ここでは，なんと訳すのかわかり
ません。

168 うん。

169 ［黙り込む。］ よくありません［日本語で発話する］ไมค่อ่ย
ดเีทา่ไร แตว่า่ถา้เดาจากทีแ่บบนอนอยูท่ีเ่ตยีง
［挿絵を見る。子うさぎとお母さんうさぎの後ろのベットの
中にうさぎがいるのがわかる］ ก็ น่าจะ น่าจะ น่าจะบอกไป
วา่เจ็บปวดอะไร ตรงไหนสกัอยา่งหรอืเปลา่ ถา้ใหเ้ดา แลว้ก็
แบบเลยนอนอยูเ่ตยีง

［黙り込む。］よくありません［日本語で発話する］あまり
よくない。でも，ベッドに寝ていることからイメージすると
［挿絵を見る。子うさぎとお母さんうさぎの後ろのベット
の中にうさぎがいるのがわかる］，もしかしたら，もしか
したら，おそらくいったのでしょうか，何が痛かったか，ど
こどこがとか。イメージしてみるなら。それで，そうして
ベッドに寝ています。

170 おかあさんは　ベッドに　ねかしつけ　カモミールの　お
ちゃを　つくってあげました。

แลว้แบบคณุแมก็่เลยแบบ เออ่ ท าอันเนีย่อะ่คะ่ カモ 
カモミール［日本語で発話する］ ก็แบบเหมอืนนมอะไรสกั
อยา่ง นม น่าจะนมสมนุไพรอะไรอยา่งเงีย้ ก็แบบเอาไปใหท้ี่
เตยีงเลยอะไรอยา่งเงีย้ の　おちゃ［日本語で発話する］ออ๋
 カモミールの　おちゃ［日本語で発話する］ท าเป็นไมใ่ช่
นมส ิเป็น เป็นชา เป็นชาแลว้เป็นนมอะไรประมาณนี ้
を　つくってあげました ［日本語で発話する］ท าไปให ้

そして，えーと，お母さんは，うん，えー，これをやりまし
た。カモ，カモミール［下線部を日本語で発話する］ま
あ，何かのミルクですよね。ミルク，何かハーブとかのミ
ルクです。えー，それをベッドへ持って行ったというよう
な。の，おちゃ［下線部を日本語で発話する］。なるほ
ど。カモミールの，おちゃ［下線部を日本語で発話する］
です。作ったのはミルクじゃないですよ。それは，お茶で
すね。お茶でもミルクでもある，そんな感じでしょう。を，
つくってあげました［下線部を日本語で発話する］作って
あげました。

171 うん。

172 ピーターへの　おくすりと　いうわけです！ ออ๋ ก็เป็น ก็คอืเรยีกไดว้า่เป็นยาของนอ้ง 
ピーター［日本語で発話する］ ของฉบับกระตา่ย

あー，それは，つまり，ピーター［日本語で発話する］君
の薬だと呼んでいいです。うさぎバージョン。

173 うん。

174 「ねるまえに　おおさじいっぱい　のむこと。」 หอื ก็กอ่นจะหลับก็แบบ กนิไออ้ันนีไ้ปดว้ยนะ แบบดืม่ไป
เยอะ ๆ ดว้ยนะอะไรอยา่งเงีย้

ふーん，で，寝る前に，んー，これを食べるんだよ。たく
さん飲むんだよ。そんな感じでしょうか。

175 うん。



176 かたや　フロプシーと　モプシーと　カトンテルは　ばん
ごはんに　パンと　ぎゅうにゅうと　クロイチゴを　たべま
した。

［笑う。］ โธ ่โธ ่โธ ่ไมค่อ่ยมบีทเลยลกู ลกูกระตา่ยอกี 3 ตัว
ทีเ่หลอื ก็เนือ่งจากเป็นเด็กด ีเย็นวนันัน้ก็เลย ไดก้นิอยา่ง
สบายใจ กนิทัง้ขนม pan［タイ語において外来語に当たる］
 กนิทัง้นม แลว้ก็กนิทัง้ クロイチゴ［日本語で発話する］ที่
แบบทัง้ 3 ตัวนีไ้ปเก็บมาคะ่ เย ้จบ

［笑う。］ああ，なんと，かわいそう。あまりセリフがな
かったね。他の3匹の子うさぎは，いい子でおとなしくし
ていましたから。その日の夕方はゆったりした気持ちで
食べていました。pan［タイ語において外来語に当たる］
を食べて，牛乳も飲んで，それに，クロイチゴ［日本語で
発話する］も食べました。3人で拾ってきたものです。イ
エーイ，終わりました。

177 ［笑う。］

178 สงสารนอ้ง ピーター［日本語で発話する］ด ีหรอืข าด ีเกอืบ
เอาชวีติไมร่อดแลว้

ピーター［日本語で発話する］君のことをかわいそうに
思ったらいいのか，笑っていいのか。死ぬのも免れない
ところでしたね。

179 ［笑う。］


