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ページ 文章 発話 日本語訳

1 薄桜鬼　真改 อันนีก็้ เกีย่วกับเรือ่ง 薄桜鬼［日本語で発話する］ อะคะ่ ก็คอื เออ่ これも，「薄桜鬼」に関係ある話です。というのは，えーと。 直前に，同ウェブサイト「薄桜鬼　真改［北海道函
館市］」を読んでいる。

2 新選組をモチーフとしながらも、鬼や吸血鬼など
のファンタジー要素を巧みに組み込んだ、女性
向けゲームブランド「オトメイト」を代表する女性
向け恋愛アドベンチャーゲーム。

［「新選組をモチーフとしながらも」の部分を黙って読む。］　新
選組 モチ［日本語で発話する］ อา่ เหมอืนมตีน้แบบมาจากกลุม่

 新選組［日本語で発話する］ แลว้ก็ ［「鬼や」を指さす］

กลายเป็น อมื ค านี［้「鬼」のこと］ คอื 鬼［日本語で発話する］ 

แตว่า่คดิวา่ในภาษาไทยแปลเป็นค าวา่ยกัษ์แลว้จะแปลก ๆ อะคะ่ 

เพราะวา่ ค าวา่ 鬼［日本語で発話する］ ของญีปุ่่ นไมไ่ดต้ัวใหญ่

แบบยกัษ์ในไทย

［「新選組をモチーフとしながらも」の部分を黙って読む。］「新選
組，モチ」，あー，モデルは「新選組」のグループからあるようで
す。それから［「鬼や」を指さす］，なりました。うーん，この言葉
［「鬼」のこと］は，「鬼」です。でも，タイ語で鬼と訳すとおかしい
です。日本の「鬼」いう言葉は，タイの鬼のように大きな体をして
いませんから。

3 へー。

4 คะ่ก็เลย อสรูก็ 鬼［日本語で発話する］ ก็คอื เออ่ ปีศาจแลว้กัน

คะ่ คดิวา่น่าจะแปลวา่ปีศาจคะ่ แลว้ก็
　［「吸血鬼などのファンタジー要素を巧みに組み込んだ」の部
分を読み進める。］　อันนี［้「吸血鬼」のこと］ คอืผดีดูเลอืดเนอะ

 แลว้ก็เป็นแนว 

ファンタジー［タイ語なまりの日本語で発話する］ เป็นแนว 

ファンタジー［タイ語なまりの日本語で発話する］ ทีเ่กีย่วขอ้ง

กับปีศาจแลว้ก็ผดีดูเลอืดอะคะ่ ค านี ้อันนี ้［笑う］ 

漢字［日本語で発話する］ ค านี［้「巧」のこと］ เหมอืนจะเคยเห็น

แตว่า่ จ าความหมายไมไ่ดค้ะ่ ก็คอืเรือ่ง เรือ่งราวเกีย่วกับ ทีก่ลา่ว

ไปขา้งตน้แลว้ก็เป็น

　［「女性向けゲームブランド「オトメイト」を代表する女性向け恋

愛アドベンチャーゲーム」の部分を黙って読む。］　เออ่ เป็น 

ゲーム［タイ語において外来語に当たる］ แนวผจญภัยแลว้ก็มี

เรือ่งความรักมาดว้ยแลว้ก็เป็น 

ゲーム［タイ語において外来語に当たる］ทีแ่บบส าหรับ

ผูห้ญงิอะคะ่ ทีเ่ป็น ทีเ่ป็นเหมอืนตัวแทนแลว้ก็ภาพลักษณ์ของ

บรษัิท オトメイト［タイ語なまりの日本語で発話する］ คะ่ แลว้ก็

はい，なので，夜叉，「鬼」，悪霊の類です。悪霊と訳すと思い
ます。それから。［「吸血鬼などのファンタジー要素を巧みに組
み込んだ」の部分を読み進める。］これは［「吸血鬼」のこと］，
吸血鬼ですね。それに，「ファンタジー」風，「ファンタジー」風で
す，悪霊や吸血鬼に関係した。この言葉，これ［笑う］，「漢字」
のこの言葉［「巧」のこと］は，見たことがあるようですが，意味
は覚えていません。んーと，話，関係した物語，始まり述べた，
それから，えっと。［「女性向けゲームブランド「オトメイト」を代
表する女性向け恋愛アドベンチャーゲーム」の部分を黙って読
む。］えー，冒険風のゲーム［タイ語において外来語に当たる］
で，恋愛の話もあります。それと，女性向けのゲーム［タイ語に
おいて外来語に当たる］ですね，の，代表的であり，「オトメイ
ト」の会社のイメージです。それから。

5 幕が上がるのは、雪降る京都。 ［文全体を黙って読む。］　ฉากทีเ่ปิดเรือ่ง ก็คอื เออ่ เมอืง 

東京［タイ語なまりの日本語で発話する］ ทีม่หีมิะตกอะคะ่

［文全体を黙って読む。］話の幕が開くのは，えーと，雪が降っ
ている「東京」の町です。

6 文が途絶えた蘭学医の父を探すため、江戸から
やって来た少女・千鶴。

อมื　［「文が途絶えた蘭学医の父を」の部分を黙って読む。］　

อมื　［長く息を吐く。］　ぶんが［日本語で発話する］ อา่ ค านี้

ทัง้หมด ［「文が途絶えた」のこと］ ไมค่อ่ย แน่ใจวา่หมายถงึ

อะไรคะ่ ทัง้หมดตรงนี้

うーん。［「文が途絶えた」の部分を黙って読む。］うーん。［長く
息を吐く。］「ぶんが」，あー，この言葉［「文が途絶えた」のこと］
は全部，あまり，何を意味するのははっきりしません。このとこ
ろ全部です。

7 はい。
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8 ตรงนี［้「文」のこと］ แปลวา่ อักษรเหรอ แลว้ก็

　［「蘭学医の父を探すため」の部分を黙って読む。］　อมื อันนี้

［「蘭学医」のこと］ คอืแพทยท์ี ่น่าจะเป็นแพทยแ์ผนตะวนัตกหรอื

เปลา่คะ แลว้ก็พอ่ เพือ่ ๆ ทีจ่ะตามหาพอ่ทีเ่ป็น แพทยเ์นีย่ ก็เลย

　［黙って読む。］　เออ่ เด็ก เด็กผูห้ญงิคนเนีย่เขาก็เลยออกมา

จากเมอืง 江戸［日本語で発話する］ อะคะ่โดยที ่เด็กผูห้ญงิคน

นีก็้คอืชือ่วา่ 千鶴［日本語で発話する］ อะคะ่แลว้ก็

ここのところ［「文」のこと］を訳すと，文字ですか。それから。
［「蘭学医の父を探すため」の部分を黙って読む。］うーん。これ
は［「蘭学医」のこと］，の医者，西洋医学の医者なのでしょう
か。それと，父。医者である父を探すために，それで。［黙って
読む。］えーと，子ども，この女の子どもはですね，彼女はそれ
で，「江戸」の町から出てきたのです，によって。この女の子ども
の名前は，「千鶴」です。それから。

9 新選組隊士たちとの出会い、そして新選組の屯
所となった八木邸や旧前川邸などで過ごす日々
が描かれる。

［「新選組隊士たちとの出会い」の部分を黙って読む。］　เจอ

กับพวก พวก เออ่ さむらい［日本語で発話する］ ของ 

新選組［日本語で発話する］ แลว้ก็

　［「新選組の屯所となった」の部分を黙って読む。］　อันนี้

［「屯所」のこと］น่าจะเป็น เออ่ ฐานหลัก ฐานหลักของ 

新選組［日本語で発話する］ คะ่

　［「八木邸や旧前川邸などで過ごす」の部分を黙って読む。］　

ออื　［長く息を吐く。］　ก็เหมอืนเป็นเรือ่งชวีติประจ าวนัทีใ่ชช้วีติ

อยูท่ี ่อันนี［้「八木邸」のこと］ ลมืชือ่คะ่　［笑う。］　ก็คอื น่าจะ

เป็นชือ่เฉพาะของ ของทีอ่ยูข่องพวก 

新選組［日本語で発話する］ มัง้คะ เหมอืนจะมกีารยา้ย 

ประมาณนีค้ะ่ เนือ้เรือ่งหลัก ๆ

［「新選組隊士たちとの出会い」の部分を黙って読む。］集団に
あって，集団，えーと，「新選組」の，「さむらい」の。それから。
［「新選組の屯所となった」の部分を黙って読む。］これは［「屯
所」のこと］おそらく，えー，中心的な場所，「新選組」の中心的
な場所です。［「八木邸や旧前川邸などで過ごす」の部分を黙っ
て読む。］うーん。［長く息を吐く。］なんというか，生活に使って
いる日常生活の話，ここ［「八木邸」のこと］で，名前を忘れまし
た。［笑う。］要するに，特別な名前です，「新選組」の集団がい
たところの，じゃないですか。動くことがあったようです。だいた
いこうです，中心の話は。

10 発売	アイディアファクトリー株式会社
発売時期	2015年9月25日～
原作	アイディアファクトリー株式会社／デザイン
ファクトリー株式会社
公式サイト	薄桜鬼総合サイト
公式SNS	
twitter

คะ่ก็ อันนีก็้ขอ้มลูเหมอืนเดมิก็คอื บรษัิททีว่างจ าหน่าย วนัวาง

จ าหน่าย งัน้ตรงนีข้า้มละกันคะ่

はい。それで，これはさっきと同じ情報です，つまり，販売会
社，発売日，なので，この部分は飛ばしますね。

11 アニメ聖地「京都府京都市」みどころ แลว้ก็ อันนีก็้เป็น アニメ聖地［日本語で発話する］ เหมอืนเดมิ

คอื ตามรอย アニメ［タイ語において外来語に当たる］ แลว้ก็ 

เออ่ เป็น　［「京都府京都市」の部分を黙って読む。］　เออ่ 

東京［日本語で発話する］ ออ๋ก็ ［笑う］ เมอืง 

京都［タイ語なまりの日本語で発話する］ ใน จังหวดั 

京都［タイ語なまりの日本語で発話する］ ประมาณนัน้ใชไ่หมคะ

それから，これも，「アニメ聖地」です。さっきと同じで，アニメ［タ
イ語において外来語に当たる］の足跡をたどります。それから，
えーと，んー。［「京都府京都市」の部分を黙って読む。］えー
と，「東京」，ああ，じゃ［笑う］，「京都」市，「京都」府の中の，お
およそそんな，そうですか。

12 ［笑う。］

13 新選組発祥の地跡や、境内で武芸や大砲の訓
練が行なわれたという壬生寺、副隊長の山南敬
介らの墓所がある光縁寺など、京都市内には新
選組ゆかりの場所がたくさん。

คะ่แลว้ก็ 
新選組［日本語で発話する］　［「新選組発祥の地跡や」の部分
を黙って読む。］　เป็นที ่ๆ อันนี［้「発祥」のこと］ แปลวา่อะไร 

น่าจะเหมอืน กอ่ตัง้ เป็นที ่ๆ กอ่ตัง้กลุม่ 

新選組［日本語で発話する］ เหมอืนน่าจะ คดิวา่น่าจะหมายถงึ

อยา่งนัน้มัง้คะ แลว้ก็　อมื

　［「境内で武芸や大砲の訓練が行なわれたという壬生寺」の

部分を黙って読む。］　อันนี［้「壬生」のこと］ คอื วดัทีช่ ือ่

อันเนีย่อะคะ่ แตอ่า่นไมอ่อก แลว้ก็เป็น ๆ วดัที่

　［「境内で武芸や大砲の」の部分を黙って読む。］　ออื

　［「訓練が行なわれたという壬生寺」の部分を黙って読む。］　

ประโยคนีม้ ี漢字［日本語で発話する］ ทีไ่มค่อ่ยแน่ใจคอ่นขา้ง

เยอะอะคะ่ก็เลย

はい。それから，「新選組」。［「新選組発祥の地跡や」の部分を
黙って読む。］は，ところ，これ［「発祥」のこと］はどう訳します
か。きっとなんというか，創設する，「新選組」のグループを創設
したところです。なんというか，おおよそのところ，そんなことを
意味していると思います。それから，うーんと。［「境内で武芸や
大砲の訓練が行なわれたという壬生寺」の部分を黙って読
む。］これ［「壬生」のこと］はつまり，この名前のお寺です。で
も，読めません。それから，んー，というお寺。［「境内で武芸や
大砲の」の部分を黙って読む。］うーん。［「訓練が行なわれたと
いう壬生寺」の部分を黙って読む。］この文にはあまり確信でき
ない「漢字」がだいぶ多いですので，それで。

14 うん。

15 เอ ้อันนี［้「訓練」のこと］ แปลวา่ฝึกฝนหรอืเปลา่คะ แลว้ก็ ออ๋ วดั

 วดัทีเ่ขา ที ่ๆ พวก 新選組［日本語で発話する］ ใชเ้ป็นฐาน

หลัก แลว้ก็ใชใ้นการฝึกฝนกองก าลัง คดิวา่น่าจะหมายถงึอยา่ง

นีน่้ะคะ่

ええ，これは［「訓練」のこと］練習を重ねるという意味じゃない
ですか。それと，ああ，お寺，彼らのお寺，「新選組」たちが拠点
の中心として使っていました。それに部隊の訓練において使い
ました。そんなことを意味しているはずだと思います。

16 ふーん。



17 แลว้ก็

　［「副隊長の山南敬介らの墓所がある光縁寺など」の部分を

黙って読む。］　ออื แลว้ก็วดั［「光縁寺」のこと］ ทีอ่า่นชือ่ไม่

แน่ใจเหมอืนกันน่ะ เออ่ こう［日本語で発話する］ ไมแ่น่ใจคะ่วา่

อา่นชือ่วา่อะไร เสร็จแลว้ก็ やま けい［日本語で発話する］ อันนี้

［「山南敬介」のこと］ ชือ่คน ชือ่ やま［日本語で発話する］ ออื

　［長く息を吐く。］　แตว่า่จ าวธิอีา่นไมไ่ดแ้ลว้คะ่ ของ ๆ ชือ่คน

ตรงนี ้ก็คอืน่าจะเป็นที ่ๆ คนพวกนีอ้ยูก็่คอื วดั วดัทีว่า่นีค้ะ่ แลว้ก็

　［「京都市内には新選組」の部分を黙って読む。］　ก็คอื

เหมอืนประมาณวา่ที ่京都［タイ語なまりの日本語で発話する］ 

เนีย่มสีถานที ่ๆ

　［「新選組ゆかりの場所がたくさん」の部分を黙って読む。］　

เกีย่วขอ้งกับ 新選組［日本語で発話する］ อยูม่ากคะ่

それから。［「副隊長の山南敬介らの墓所がある光縁寺など」
の部分を黙って読む。］うーん，それから，お寺［「光縁寺」のこ
と］は名前を何と読むのか同じくはっきりしません。えーと，「こ
う」，はっきりしません，名前を何と読むのかが。終わって次は，
「やま，けい」，これ［「山南敬介」のこと］は人の名前です。名前
は，「やま」，うーん。［長く息を吐く。］でも，読み方は覚えていま
せん。の，この部分が人の名前です。つまり，この人たちがい
たところというのが，お寺，このお寺なのだと思います。それか
ら。［「京都市内には新選組」の部分を黙って読む。］つまり，お
およそのところ，「京都」はですね，場所です。［「新選組ゆかり
の場所がたくさん」の部分を黙って読む。］「新選組」に関係の
あるところがたくさんあります。

18 各スポットでは関連グッズなども購入できるので
要チェック。

แลว้ก็แตล่ะทีก็่ มสีนิคา้ทีเ่กีย่วขอ้งกับ

　［文全体を黙って読む。］　น่า คดิวา่น่าจะหมายถงึ 

新選組［日本語で発話する］　อะคะ่ เออ่ 
［「関連グッズなども購入できるので」の部分を黙って読む。］　
มสีนิคา้ทีเ่กีย่วกับ 新選組［日本語で発話する］ เหมอืน น่าจะ

แปลวา่วางขายหรอืเปลา่คะไมแ่น่ใจเหมอืนกัน

それに，それぞれの場所で，関連のある商品があります。［文
全体を黙って読む。］おそらく，「新選組」を意味しているはずだ
ろうと思います。えーと。［「関連グッズなども購入できるので」
の部分を黙って読む。］「新選組」に関連した商品があります。
なんというか，訳すとしたらきっと，販売しているんでしょうか。
わたしもはっきりしないんですが。

19 お寺でですか。

20 คดิวา่น่าจะเป็นทีว่ดัตา่ง ๆ ทีก่ลา่วถงึเมือ่กีอ้ะคะ่ แลว้ก็ 様々なお寺でだと思います，さっき語られていたのは。それか
ら。

21 また幕末好きなら河原町にある「坂本龍馬・中岡
慎太郎遭難之地」にも注目。

［「また幕末好きなら河原町」の部分を黙って読む。］　ออื

　［長く息を吐いてから「幕末好きなら河原町にある」の部分を

黙って読む。］　ค านี［้「幕末」のこと］ 

幕末［日本語で発話する］　น่าจะ น่าจะหมายถงึ 

幕末［日本語で発話する］ หรอืเปลา่คะ แลว้ก็ เออ่ ถา้ ๆ เกดิ

ชอบ 幕末［日本語で発話する］ ก็ใหไ้ปที ่อา่ อันนี้

［「河原」のこと］ อา่นไมอ่อกคะ่　［笑う。］　เมอืงนีท้ี ่ๆ ม ีออื

　［長く息を吐いてから「「坂本龍馬・中岡慎太郎遭難之地」にも

」の部分を黙って読む。］　อันนี้

［「坂本龍馬・中岡慎太郎遭難之地」のこと］ อา่นไมอ่อกเกอืบ

หมดเลยคะ่　［笑う。］　เป็น เป็นชือ่เฉพาะก็เลยไมค่อ่ยแน่ใจคะ่ ก็

 ก็คอืเหมอืนถา้ ถา้ชอบ 幕末［日本語で発話する］ ก็ ออื 

注目［日本語で発話する］ ก็คอืเป็นจดุทีค่วรไปประมาณนัน้หรอื

เปลา่คะ ความหมาย ออื

［「また幕末好きなら河原町」の部分を黙って読む。］うーん。
［長く息を吐いてから「幕末好きなら河原町にある」の部分を
黙って読む。］この言葉［「幕末」のこと］は，「幕末」。おそらく，
おそらく「幕末」を意味しているんじゃないですか。それから，
えー，もし，もし「幕末」が好きだということであれば，行かせま
す。あー，これ［「河原」のこと］は読めません。［笑う。］この町
に，にあります，うーん。［長く息を吐いてから「「坂本龍馬・中岡
慎太郎遭難之地」にも」の部分を黙って読む。］これ［「坂本龍
馬・中岡慎太郎遭難之地」のこと］はほぼすべてが読めませ
ん。［笑う。］です，特別な名前ですから，あまりはっきりしませ
ん。つまり，なんというか，もし，もし「幕末」が好きだったら，な
ら，んー，「注目」，つまり，行くべき地点とかだいたいそんな
じゃないでしょうか，意味は。うーん。

22 ここは坂本龍馬が暗殺された「近江屋」の跡地。 ［「ここは坂本龍馬が暗殺された」の部分を黙って読む。］　เออ่

 อันนี［้「坂本龍馬」のこと］ คอื 

坂本龍馬［日本語で発話する］　ใชไ่หมคะ น่าจะใช ่

坂本龍馬［日本語で発話する］ แลว้ก็ที ่ที ่

坂本龍馬［日本語で発話する］ ถกูลอบสังหารก็คอื เออ่ 

くう［日本語で発話する］ อันนี［้「近江屋」のこと］ อะไร

　［笑う。］　จ าชือ่สถานทีไ่มไ่ดอ้ะคะ่ ก็คอืเหมอืนมสีถานที ่ที ่

坂本龍馬［日本語で発話する］ ถกูลอบสังหารอยูด่ว้ยแลว้ก็

［「ここは坂本龍馬が暗殺された」の部分を黙って読む。］えー
と，これ［「坂本龍馬」のこと］は，んー，「坂本龍馬」，ですよ
ね？「坂本龍馬」のはずです。それから，ところ，「坂本龍馬」が
ひそかに暗殺されたところは，えーと，「くう」，これ［「近江屋」の
こと］は何ですか。［笑う。］場所の名前を覚えていません。要す
るにまあ，ところ，「坂本龍馬」がひそかに暗殺されていたところ
があります。それから。

23 現在は石碑があるのみだが、龍馬ファンなら足
を運んでおきたい。

［「現在は石碑がある」の部分を黙って読む。］　ตอนนี้

　［「石碑があるのみだが」の部分を黙って読む。］　เหลอืแค ่

อันนี［้「石」のこと］ หมายถงึหนิอะไรสักอยา่งหรอืเปลา่ ไมแ่น่ใจ

คะ่ 漢字［日本語で発話する］ ตัวทีส่อง［「碑」のこと］ ไมเ่คย

เห็นคะ่แลว้ก็

　［「龍馬ファンなら足を運んでおきたい」の部分を黙って読む。

］　ถา้เกดิเป็น เออ่ ファン ファン 
ファン［タイ語なまりの日本語で発話する］［タイ語において外来
語に当たる語］ แบบ Fan 

club［タイ語において外来語に当たる］ ของ 

坂本龍馬［日本語で発話する］ เนีย่ก็แนะน าใหไ้ปเหยยีบดสูัก

ครัง้ เหมอืนใหไ้ปเยอืนดสูักครัง้หนึง่หรอืเปลา่คะ คดิวา่น่าจะ

หมายถงึอยา่งนีค้ะ่

［「現在は石碑がある」の部分を黙って読む。］今は。［「石碑が
あるのみだが」の部分を黙って読む。］残っているのはたった，
これ［「石」のこと］だけ，意味しているのはなんとかの石なんで
しょうか。はっきりしません。2字目の「漢字」［「碑」のこと］を見
たことがありません。それから。［「龍馬ファンなら足を運んでお
きたい」の部分を黙って読む。］もし，だったら，えー，「ファン，
ファン，ファン」［タイ語において外来語に当たる語］，んー，「坂
本龍馬」のFan club［タイ語において外来語に当たる］だったら
ですね，一度は足を踏み入れに行くことをお勧めします，じゃな
いですか。そのようなことを意味していると思います。



24 見ていると，どうもこの4人［挿絵にある新選組の志
士のこと］のことについては言っていないようです
ね？

25 อะไรนะคะ 何ですか。

26 龍馬はこの4人の中の人ではないのですか。

27 ออ้ ไมเ่ป็นคะ่ เขา้ใจวา่ไมเ่ป็นคะ่ ก็คอื เป็นศัตรกูับ 
新選組［日本語で発話する］

ああ，違います。違うと理解しています。つまり，「新選組」とは
敵です。

28 どうしてですか。［笑う。］

29 ［笑う。］　เป็นแบบ ออ้ ใน ใน ๆ 

ゲーム［タイ語において外来語に当たる］ ม ี

龍馬［日本語で発話する］ โผลม่าดว้ยคะ่

［笑う。］です，えー，ああ，中，中，ゲーム［タイ語において外来
語に当たる］の中に，「龍馬」がいて，一緒に出てきました。

30 ああ，そうなんですか。

31 แตว่า่โผลม่าหลัง ๆ แลว้คะ่ เป็นตัวละครที ่สามารถจบีได　้［笑う。］ でも，後のほうで出てきました。キャラクターですね，口説くこと
ができます。［笑う。］

32 ［笑う。］

33 ก็ ก็คอืเหมอืน ใน ゲーム［タイ語において外来語に当たる］ นีก็้

จะมทัีง้ตัวของ 新選組［日本語で発話する］ แลว้ก็ฝ่ายทีเ่ป็น

ศัตรกูับ 新選組［日本語で発話する］ ก็ มทัีง้คนทีเ่ป็น Fan 

club［タイ語において外来語に当たる］ ทัง้สองฝ่าย

んー，まあなんというか，このゲーム［タイ語において外来語に
当たる］の中でに「新選組」とそれに「新選組」の敵の側もいて，
それで，どちらともの，ふたつのサイドのFan club［タイ語におい
て外来語に当たる］です。

34 ［笑う。］

35 คดิวา่น่าจะประมาณนัน้คะ่　［笑う。］ きっとそんなところだと思います。［笑う。］

36 はい。

37 京都市　公式サイト　京都市情報館
京都観光オフィシャルサイト　京都観光Navi
京都府のおすすめイベント情報　ウォーカープラ
ス

คะ่อันนีก็้ website［タイ語において外来語に当たる］ แนะน า

เหมอืนอันอืน่ ๆ

はい。これもほかのと同じく，おすすめのwebsite［タイ語におい
て外来語に当たる］です。

38 はい。


