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ページ 文章 発話 日本語訳

1 リスト คะ่ก็ リスト［日本語で発話する］ ก็คอื 

リスト［タイ語なまりの日本語で発話する］ ใชไ่หมคะก็

はい，んー，「リスト」は，「リスト」ですよね？

2 （1811〜1886　ハンガリー） อันนี้คอืปีชว่งทีม่ชีวีติอยูแ่ลว้ก็เป็นคน น่าจะอยูท่ี ่

ハンガリー［タイ語なまりの日本語で発話する］ อะคะ่

これは生きていた年代です，人が，おそらく，「ハンガリー」
にいたんですね。

3 ハンガリーに生まれたリストは，19世紀を代表
するピアノの名手であり，また，作曲家として
も独自の世界を切り開きました。

ก็ リスト［タイ語なまりの日本語で発話する］ ทีเ่กดิที ่

ハンガリー［タイ語なまりの日本語で発話する］ เนี่ย อา่

　［「19世紀を代表するピアノの名手であり」の部分を黙って

読む。］　เป็น เป็นนัก 

ピアノ［タイ語において外来語に当たる］ ที ่เหมอืนจะเป็น

ตัวแทนของยคุ ยคุ ๆ เออ่ ศตวรรษทีส่บิเกา้ประมาณนัน้อะคะ่ 

แลว้ก็

　［「作曲家としても独自の世界を切り開き」の部分を黙って

読む。］　切り［日本語で発話する］ อัน ค าวา่ตัดกับค าวา่

เปิดนี ่น่าจะแปลวา่เปิด เปิดโลกหรอืเปลา่คะแลว้ก็

まあ，「ハンガリー」に生まれた「リスト」，は，あー。［「19世
紀を代表するピアノの名手であり」の部分を黙って読む。］
です，ピアノ［タイ語において外来語に当たる］奏者でした。
なんというか，時代，時代の代表です，えー，19世紀ごろの
時代の，ですね。それから。［「作曲家としても独自の世界を
切り開き」の部分を黙って読む。］「切り」，これ，切ると開く
のこの言葉は，おそらく訳すなら，開く，世界を開くんでしょ
うか。それから。

4 何の世界を開くのですか。

5 เปิดโลกของ どくじ［日本語で発話する］ ก็คอื อันนี้

［「独自」のこと］ คอื อยูค่นเดยีวหรอืเปลา่　［笑う。］　อันนี้

ไมค่อ่ยแน่ใจเรือ่งความหมายเลยอะคะ่แบบ ในฐานะทีเ่ป็นนัก

แตง่เพลงก็ ออื อันนี［้「独自」のこと］ ไมแ่น่ใจเรือ่ง

ความหมายเลยคะ่ ถงึแมจ้ะรู ้漢字［日本語で発話する］ แตก็่

 ไมเ่ขา้ใจวา่จะหมายถงึอะไร คดิวา่น่าจะหมายถงึเปิดโลกที่

เป็นแบบ อมื รูส้กึวา่ความหมายไมค่อ่ย

「どくじ」の世界を開ける，というのは，これ［「独自」のこと］
は，一人でいるんでしょうか。［笑う。］これは意味の点で
はっきりしませんので，それで，作曲家としての立場，うー
ん，これは［「独自」のこと］意味の点ではっきりしませんね。
「漢字」を知っていたとしても，それでも，何を意味するのか
理解できません。おそらくなんというか世界を開くのだと思
います。感じるに，意味があまり。

6 ええ。

7 อันนัน้เทา่ไหรค่ะ่ แลว้ก็ これをさほど，それから。
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8 リストは，エステルハージ侯爵（こうしゃく）家
で働く父から最初の音楽教育を受けていま
す。

リスト［タイ語なまりの日本語で発話する］ เนี่ยเป็น 

エステル こうしゃく こうしゃくか［日本語で発話する］ ค านี้

เคยไดย้นิคะ่ แตว่า่ 漢字［日本語で発話する］ นี่ไมรู่ ้

ความหมายทัง้สองตัวเลย แตเ่คยไดย้นิค าวา่ 

こうしゃく［日本語で発話する］ แลว้จ าไมไ่ดว้า่แบบแปลวา่

อะไรคะ่ อันนี้คอื エステルハージ［日本語で発話する］ น่าจะ

เป็น　［黙って何かを考えている。］　ชือ่เฉพาะ 

［小さい声でつぶやくが聞き取れない］ ออ๋ อันนี้คอื

　［「エステルハージ侯爵家で働く父から」の部分を黙って読

む。］　ออ๋ ก็คอืพดูถงึพอ่ของ 

リスト［タイ語なまりの日本語で発話する］ วา่ เหมอืนจะ

ท างานเป็นอาชพีนี้แลว้ก็ 

リスト［タイ語なまりの日本語で発話する］ ก็เรยีน เรยีนเรือ่ง

ดนตรมีาจาก เริม่แรกก็คอืเรยีนเรือ่งดนตรมีาจากพอ่แลว้ก็

「リスト」はですね，「エステル，こうしゃく，こうしゃくか」，こ
の言葉は聞いたことがあります。でも，この「漢字」は2字と
も意味を知りません。でも，「こうしゃく」の言葉は聞いたこと
があり，そして，なんか，なんと訳すかは覚えていません。
これは，「エステルハージ」，きっと。［黙って何かを考えてい
る。］限定的な名前［小さい声でつぶやくが聞き取れない］，
ああ，これは。［「エステルハージ侯爵家で働く父から」の部
分を黙って読む。］ああ，つまり，「リスト」の父について話し
ている，のは，なんというか，この職業として働き，そして，
「リスト」も学び，から音楽のことを学び，始まりは父から音
楽のことを学び，そして。

9 早くからピアノの才能を現した彼（かれ）は，や
がてウィーン，次いでパリへとわたり，ピアニ
ストとしてはなばなしく活躍（かつやく）します。

［「早くからピアノの才能を現した彼は，やがてウィーン」の
部分を黙って読む。］　ก็ ตัง้ 早くから［日本語で発話する］ 

ตัง้แตท่ีม่พีรสวรรคด์า้น 

ピアノ［タイ語において外来語に当たる］ ปรากฏออกมาเนี่ย

เขาก็ ไปที ่Vienna［英語で発話する］ อยา่งรวดเร็ว แลว้ก็

　［「次いでパリへとわたり」の部分を黙って読む。］　แลว้ก็

ไปที ่パリ［タイ語なまりの日本語で発話する］ ตอ่แลว้ก็
　［「ピアニストとしてはなばなしく」の部分を黙って読む。］　

なしく として はなばなし［日本語で発話する］ ก็

　［黙って何かを考えている。］　ก็เหมอืนหาเลีย้งชพีดว้ย

การเป็น นัก ピアノ［タイ語において外来語に当たる］ 

ประมาณนัน้อะคะ่

［「早くからピアノの才能を現した彼は，やがてウィーン」の
部分を黙って読む。］んー，から，「早くから」，ピアノ［タイ語
において外来語に当たる］の方面の才能があることが現れ
出てきてから，彼は，Vienna［英語で発話する］へすぐに行
きました。それから。［「次いでパリへとわたり」の部分を黙っ
て読む。］それから，「パリ」へ続いて行きました。それから。
［「ピアニストとしてはなばなしく」の部分を黙って読む。］「な
しく，として，はなばなし」，んー。［黙って何かを考えてい
る。］なんというか，生計を立てます，ピアノ［タイ語において
外来語に当たる］奏者として，だいたいそんな感じです。

10 同時に彼は，一流の作曲家に教えを受けな
がら，作曲の技術をみがいていきました。

แลว้ก็ในชว่งเวลาเดยีวกันเขาก็
　［「一流の作曲家に教えを受けながら」の部分を黙って読
む。］　ไดรั้บ うけなが［日本語で発話する］ ไดรั้บ

แนวความคดิจาก แนวการแตง่เพลง ประเภทหนึง่หรอื แนว

การแตง่เพลงฝ่ายหนึง่ส านักหนึง่น่าประมาณนัน้มัง้คะ แลว้ก็
　［「作曲の技術をみがいていきました」の部分を黙って読む
。］　เออ่

　［「作曲の技術をみがいていきました」の部分をもう一度黙
って読む。］　みがいていきました みがい 
みがい［日本語で発話する］ ในทีน่ี้ไมแ่น่ใจวา่มาจากอะไร

แลว้ก็หมายถงึอะไรอะคะ่ก็เลย เออ่ อมื 

さっきょくの［日本語で発話する］ ก็เลยไมค่อ่ยแน่ใจเรือ่ง 

ความหมายของทัง้ประโยคนี้อะคะ่

それに同じときに彼は。［「一流の作曲家に教えを受けなが
ら」の部分を黙って読む。］得ました，「うけなが」，から考え
方の流れを得ました。作曲をする方面の，ひとつの種類，も
しくは，曲を作ることの潮流，片側の，ある流派の，おそら
く，だいたいそのようなことではないでしょうか。それから。
［「作曲の技術をみがいていきました」の部分を黙って読
む。］えーと。［「作曲の技術をみがいていきました」の部分
をもう一度黙って読む。］「みがいていきました，みがい，み
がい」，このところで，何から来たかははっきりしませんので
何を意味するのでしょうか。それで，えーと，うーん，「さっ
きょくの」，それで，あまり内容がはっきりしません，この文
全体の意味がです。

11 はい。

12 その後，ダグー伯爵（はくしゃく）夫人との別
れ，ザイン＝ヴィトゲンシュタイン侯爵夫人と
の生活，カトリックの僧籍（そうせき）の取得な
ど，起伏（きふく）に満ちた人生を送りつつ，作
曲やピアノの教授を続け，74歳（さい）でこの
世を去りました。

แลว้ก็หลังจากนัน้ 
ダグーはくしゃく［日本語で発話する］　［「夫人との別れ，ザ
イン」の部分を黙って読む。］　อมื

　［「ザイン＝ヴィトゲンシュタイン侯爵夫人との生活」の部

分を黙って読む。］　หลังจากแยกกับ 

夫人［日本語で発話する］ หลังจากแยกกับ เออ่ 

はくしゃく［日本語で発話する］ นี่ก็ไมรู่ค้วามหมายคะ่แลว้ก็ 

ダグ ダグー［日本語で発話する］ นี่น่าจะเป็นชือ่มัง้คะ 

หลังจากแยกกับคนนี้ก็

それから，そのあとで，「ダグーはくしゃく」。［「夫人との別
れ，ザイン」の部分を黙って読む。］うーん。［「ザイン＝ヴィ
トゲンシュタイン侯爵夫人との生活」の部分を黙って読む。］
「夫人」と別れてから，と別れてから，えー，この「はくしゃく」
は意味がわかりません。それと，この「ダグ，ダグー」はおそ
らく名前じゃないですか。この人と別れてからですね。

13 ということは，一緒にはいないんですね。

14 คดิวา่น่าจะเป็นอยา่งนัน้หรอืเปลา่คะ เออ่ そのようじゃないかと思いますね，えーと。



15 じゃ，今はどうですか。

16 น่ันสคิะ ［笑う］ そうですね［笑う］。

17 わからない，ですかね［笑う］。

18 อะ อะ อันนี ้อันนี้ไมรู่เ้หมอืนกันคะ่　［笑う。］　คะ่แลว้ก็ 
ザイヴィトゲン［日本語で発話する］　［「ヴィトゲンシュタイン
侯爵夫人との生活」の部分を黙って読む。］　อันนี้

［「侯爵」のこと］ ก็ ค าเดมิเหมอืนค าวา่ 
こうしゃく［日本語で発話する］　［黙って何かを考えている。
］　ออ๋ ออื　［文全体を黙って読む。］　หรอืวา่อันนี้อาจจะ

ไมใ่ชแ่ยกจากคน แตว่า่แยกกับ การเป็น 

はくしゃく［日本語で発話する］ หรอืเปลา่　［笑う。］

こ，こ，これ，これもわかりません。［笑う。］はい。それから，
「ザイヴィトゲン」。［「ヴィトゲンシュタイン侯爵夫人との生
活」の部分を黙って読む。］これ［「侯爵」のこと］，は，さっき
の言葉，「こうしゃく」と似ています。［黙って何かを考えてい
る。］ああ，うーん。［文全体を黙って読む。］あるいはこれは
人を分けているのではない，でも，分けている，「はくしゃく」
であるのと，なのでしょうか。［笑う。］

19 ［笑う。］

20 ไมค่อ่ยแน่ใจอะคะ่แลว้ก็ มาเป็นชวีติแบบ 

こうしゃく［日本語で発話する］ แทน ใชช้วีติแบบ 

こうしゃく［日本語で発話する］ แทนแตว่า่ไมรู่ว้า่ 

こうしゃく［日本語で発話する］ หมายถงึอะไรคะ่ แลว้ก็ 

ザヴィトゲンシュタイ［日本語で発話する］ ออ้หรอื อัน ๆ นี้

［「ザイン＝ヴィトゲンシュタイン」のこと］ เป็น อันนี้ก็ไม่

แน่ใจวา่เป็นชือ่คนหรอืเปลา่คะ่ สรปุคอืตรงนี้ ก็ไมแ่น่ใจวา่ 

ตรงนี้กับตรงนี้เป็นคน หรอืวา่เป็นชือ่ของอาชพี คะ่

あまりはっきりしません。それから，「こうしゃく」としての生き
方になりました。「こうしゃく」として生活しますが，「こうしゃ
く」が何を意味するかはわかりません。それから，「ザヴィト
ゲンシュタイ」，おー，あるいは，これこれ［「ザイン＝ヴィト
ゲンシュタイン」のこと］は，これははっきりしませんが人の
名前なんでしょうか。まとめるとこのところでは，まあはっき
りしないのは，このところと，このところが人の名前なのか，
職業の名前なのか，です。

21 はい。

22 カトリック［日本語で発話する］ ออ้ 

そうせき［日本語で発話する］ อมื

　［「カトリックの僧籍の取得など」の部分を黙って読む。］　

ก็เลยเหมอืนใชช้วีติแบบที ่ออื อันนี้เป็น 

カトリック［タイ語において外来語に当たる］ ที ่คอืน่าจะ

ศาสนา Christ［タイ語なまりの英語で発話する］ ใชไ่หมคะ

แตว่า่ そうせき［日本語で発話する］ นี่แปลวา่นกิาย หรอื

เปลา่อันนี้ไมแ่น่ใจเลยคะ่ เพราะวา่ไม่ ๆ รูค้วามหมาย แลว้ก็

「カトリック」，ああ，「そうせき」，うーん。［「カトリックの僧籍
の取得など」の部分を黙って読む。］それで，として生活をし
た。うーん，これはカトリック［タイ語において外来語に当た
る］，つまり，Christ［タイ語なまりの英語で発話する］今日
じゃないでしょうか。でも，この「そうせき」は宗派と訳す，の
でしょうか。これはまったく確かなことではありません。意味
を知りませんから。それから。

23 キリスト教，宗派。

24 นกิาย カトリック［タイ語において外来語に当たる］ หรอื

เปลา่คะ　［笑う。］　คดิ คดิวา่เป็นนกิาย 

カトリック［タイ語において外来語に当たる］ ของศาสนา 

Christ［タイ語なまりの英語で発話する］ หรอืเปลา่แต ่ไม่

แน่ใจเรือ่งความหมายอะคะ่ แลว้ก็

カトリック［タイ語において外来語に当たる］派，でしょうか。
［笑う。］おも，Christ［タイ語なまりの英語で発話する］教の
カトリック［タイ語において外来語に当たる］派だと思いま
す，じゃないですか。でも，意味についてははっきりしませ
ん。それから。

25 うん。



26 เออ่ きふくに ちた人生を［日本語で発話する］ ก็ ก็ใชช้วีติ

ไปแบบ

　［「起伏に満ちた人生を送りつつ」の部分を黙って読む。］　

きふくに［日本語で発話する］ ก็ไมแ่น่ใจเรือ่งความหมาย

เหมอืนกันคะ่ แลว้ก็

　［「作曲やピアノの教授を」の部分を黙って読む。］　เออ่

　［「ピアノの教授を続け」の部分を黙って読む。］　เหมอืน

　［「作曲やピアノの教授を続け，74歳」の部分を黙って読む

。］　อันนี［้「教授」のこと］ คอืค าวา่สอน เออ่ อันนี้น่าจะ

แปลวา่สอนพวก ピアノ［タイ語において外来語に当たる］ 

กับการแตง่เพลงตอ่ไปเรือ่ย ๆ จน

　［「教授を続け，74歳でこの」の部分を黙って読む。］　จน

อายยุี ่เจ็ดสบิ เจ็ดสบิสีก็่

　［「74歳でこの世を去りました」の部分を黙って読む。］　ก็

จากโลกนี้ไปหรอืเปลา่คะ ค านี［้「世を去りました」のこと］ 

น่าจะแปลวา่จากโลกนี้ไปหรอืเปลา่ คดิวา่น่าจะเป็นอยา่งนัน้คะ่
 ［笑う。］

えーと，「きふくに，ちた人生を」，んー，んー，生活を送る，
といった。［「起伏に満ちた人生を送りつつ」の部分を黙って
読む。］「きふくに」，んー，意味についてはこれもはっきりし
ません。それから。［「作曲やピアノの教授を」の部分を黙っ
て読む。］えーと。［「ピアノの教授を続け」の部分を黙って読
む。］なんというか。［「作曲やピアノの教授を続け，74歳」の
部分を黙って読む。］これ［「教授」のこと］は教えるという言
葉です。えー，これはおそらく訳すと，ピアノ［タイ語におい
て外来語に当たる］と作曲することとを続けていった，まで。
［「教授を続け，74歳でこの」の部分を黙って読む。］にじゅ，
ななじゅう，74歳まで。［「75歳でこの世を去りました」の部分
を黙って読む。］んー，この世界から去るのですか，この言
葉［「世を去りました」のこと］はおそらく訳すと，この世界か
ら去るんじゃないでしょうか。そのように思います。［笑う。］

27 ダグー伯爵夫人との間には3人の子どもが生
まれ，そのうちの1人が，のちにワーグナーの
妻となるコージマです。

ออื อันนี［้「伯爵」のこと］ ก็ค าเดมิทีไ่ม ่ไมรู่ว้า่หมายถงึอะไร

แลว้ก็ との には［日本語で発話する］ ออ๋ 

okay［タイ語において外来語に当たる］ อันนี้เป็นภรรยาเขา

うーん，これ［「伯爵」のこと］は，わか，さっきの何を意味し
ているかわからない言葉です。それから，「との，には」，あ
あ，okay［タイ語において外来語に当たる］，これは彼の妻
です。

28 え，そうなんですか。

29 ใชไ่หมคะ　［笑う。］　เพราะวา่ เพราะวา่มลีกูดว้ยกัน そうですよね？［笑う。］だって，子どもが一緒にいますか
ら。

30 ああ。［笑う。］

31 สามคน ออ๋ เขา้ใจละคะ่ ก็คอื　［笑う。］ 3人。ああ，理解しました。つまり。［笑う。］

32 ［笑う。］

33 ออ๋ อยา่งนี้นี่เอง ［笑う］　ก็คอื อันนี้

［「ザイン＝ヴィトゲンシュタイン」のこと］ เป็นชือ่ของภรรยา

ตอนแรกทีห่ยา่กันแลว้ก็ไป มภีรรยาใหม่

ああ，そうそのようですね［笑う］。つまり，これ［「ザイン＝
ヴィトゲンシュタイン」のこと］ははじめの離婚してしまった妻
の名前で，新しい妻がいます。

34 ああ。

35 แตก็่ยังไมรู่ว้า่ค าวา่ はくしゃく［日本語で発話する］ กับ 

こうしゃく［日本語で発話する］ แปลวา่อะไรอยูด่อีะคะ่ ก็ 

แลว้ก็ ใน คอืมลีกูกับภรรยาคนนี้สามคนแลว้　แลว้มอียูค่น

หนึง่ที่

　［「のちにワーグナーの妻となるコージマです」の部分を黙

って読む。］　コージマ［日本語で発話する］ นี่คอือะไรไม่

แน่ใจอะคะ่แตว่า่

　［「そのうちの1人が，のちにワーグナーの妻となるコージ

マです」の部分を黙って読む。］　มอียูค่นหนึง่ทีก่ลายเป็น

ภรรยาของ ワーグナー［タイ語なまりの日本語で発話する］

 น่าจะประมาณนี้อะคะ่ อันนี［้「ワーグナー」のこと］ เป็นถา้จ า

ไมผ่ดิเป็นชือ่นักดนตรอีกีคนหรอืเปลา่คะ คดิวา่อยา่งนัน้คะ่ 

แลว้ก็

でも，まだわからないのは，「はくしゃく」と，「こうしゃく」の言
葉，なんと訳せばよいのでしょう。まあ，それで，おいて，
んー，子どもとこの妻，3人で，それとある一人の人。［「のち
にワーグナーの妻となるコージマです」の部分を黙って読
む。］この「コージマ」は何かはっきりしませんが。［「そのうち
の1人が，のちにワーグナーの妻となるコージマです」の部
分を黙って読む。］ある一人の「ワーグナー」の妻になる人
がいます。こんなところでしょう。これ［「ワーグナー」のこと］
は覚え違いでなければ，別の音楽家の名前じゃないでしょ
うか。そのように思います。それから。



36 うん。

37 作曲家としてのリストは，高い演奏技術を必
要とする数々のピアノ曲や，交響詩（こうきょう
し），宗教曲などを創作しました。

เออ่ ในฐานะทีเ่ป็นนักดนตรเีนี่ย 

リスト［タイ語なまりの日本語で発話する］ ก็ 

高い［日本語で発話する］　［文全体を黙って読む。］　อมื 

น่าจะเป็นเพลง บทเพลง 

ピアノ［タイ語において外来語に当たる］ ทีใ่ช ้ทีเ่นน้ไปที่

เรือ่งการใชทั้กษะขัน้สงูหรอืเปลา่ อันนี้คดิวา่น่าจะแปลอยา่ง

นัน้น่ะคะ่ แตว่า่ไมแ่น่ใจเรือ่งความหมายแลว้ก็ 
こうきょうし［日本語で発話する］　［「交響詩，宗教曲などを
創作」の部分を黙って読む。］　แลว้ก็สรา้งผลงานทีเ่ป็น 

こうきょうし［日本語で発話する］ แลว้ก็ ออื อันนี้

［「宗教曲」のこと］ จ าวธิอีา่นไมไ่ดค้ะ่ แตว่า่น่าจะเป็นพวก

ชนดิของบทเพลง คดิวา่อยา่งนัน้คะ่

えーと，音楽家としての立場でですね，「リスト」，は，「高
い」。［文全体を黙って読む。］うーん。おそらく曲，ピアノ［タ
イ語において外来語に当たる］曲，使われる，高度な能力
の使用に力点を置いたものでしょうか。これはそのように訳
すのだと思います。でも，意味のことでははっきりしません。
それから，「こうきょうし」。［「交響詩，宗教曲などを創作」の
部分を黙って読む。］えー，「こうきょうし」の作品を作り上
げ，それと，うーん，これ［「宗教曲」のこと］は読み方を覚え
ていません。でも，曲の種類の類のはずです。そのように思
います。

38 はい。

39 また，多くの編曲作品も残されています。 แลว้ก็ อมื　［長く息を吐く。］　แลว้ก็หลงเหลอืผลงานทีเ่ป็น 

ผลงานเพลงมากมาย เอาไว ้เหมอืน ๆ เหมอืน ๆ เหลอืทิง้ไว ้

ใหค้นรุ่นหลัง คดิวา่น่าจะประมาณนัน้น่ะคะ่

それから，うーん。［長く息を吐く。］それに作品が残ってい
ます，曲の作品がたくさん，あります。なにか，なんという
か，後世の人に残した，だいたいそんなことだと思います。

40 はい。

41 okay［タイ語において外来語に当たる］ คะ่ okay［タイ語において外来語に当たる］です。


