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ピノキオ Pinocchio（ディズニーアニメ public domain） 

                 ナレーター ビアンカ先生（Bianca A.） 

                        抜粋・対訳 工藤 律 

     全３３章（CD３２分） 

オリジナルアニメで省略されている単語は、わかりやすいようにビアンカ先生の校正により約

２０か所補ってあります 

 

 第 1 章 ジミニー（コオロギ）の歌う「星に願いを」 

（挿絵１） 

When you wish upon a star    あなたが星に願いをかければ 

Makes no difference  who you are  だれであっても同じで 

Anything your heart desires    あなたの心が望むのなら 

Will come to you         かなえられる 

If your heart is in your dream  あなたの心がその夢にあるのなら 

No request is too extreme   その望みは大きすぎはしない 

When you wish upon a star   星に願いをかければ 

As dreamers do        夢見る人たちがするように 

Fate is kind          運命はやさしく 

She brings to those to love   秘かな願いが 
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The sweet fulfillment of    かなえられるよう 

Their secret longing      してくれる 

Like a bolt out of the blue   青空から現れる稲妻のように 

Fate steps in and sees you through 運命が訪れてあなたの心を見通す        

When you wish upon a star  星に願いをかけると 

Your dreams come true    夢がかなう 

（CD に載せたこの主題歌はビング・クロスビー版（戦前）で、ディズニーア

ニメでは最初と最後に使われていて、最後の部分は下記のようになっていて多

少異なっています） 

When you wish upon a star    あなたが星に願いをかけると 

Your dreams come true           あなたの夢はかなえられる 

You’ll find your dreams come true  夢が本当になったことがわかる 

----------------------------------------------------------------------------- 

wish upon a star 星に願いをかける   no difference 違いがない        

desire 望む        heart   心             request 要求  

extreme  極端な、やりすぎな       fulfillment 満たされること  

longing   あこがれること        bolt   稲妻        fate 運命    

see you through 心を見通す  dream 夢     come true 実現する 
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第２章 コオロギのジミニーの話 

（挿絵２） 

One night a long time ago....  大分昔のある夜                     

It was a beautiful night    美しい夜でした。 

The stars were shining like diamonds. 星はダイアモンドのように輝

いていました。        

High above the roofs of that sleepy old town 静かな町の、屋根の上は

るかに高く。 

Pretty as  picture.   絵のようにきれいでした。        

So what do I do.          それではどうしようか。 

I go in!       入ろう！  

I looked around.   まわりを見回しました。           

I didn't know what to expect.  私は何を期待していいか分かりませ

んでした。 

I took a look around.  あたりを見てみました。 

------------------------------------------------------------------------ 

one night ある夜   beautiful 美しい  star 星  
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shine 輝く     roof 屋根     sleepy 眠い、静かな 

pretty きれい、かわいい      picture 絵、写真 

look around 見回す          expect 期待する、予期する 

take a look 見る（熟語） 

 

第３章 ゼペットさんが人形を作る 

(挿絵) 

 It won't be much longer.(原作では、be が省略されている） 

そんなに時間はかからない。 

Just a little more paint and he is almost finished.  

もうちょっと塗るとほとんどできあがりだ。 

I think he'll be all right. 

わしの考えでは、彼はいい出来あがりになるだろうよ。 

Now I have just a name for you. おまえの名前をちょうど思いついた。 

Pinocchio!                                     ピノキオだ。 

Do you like it, Figaro?                 お前は気に入ったかい、フィガロ？ 

Cleo, meet Pinocchio.    クレオ、ピノキオに会ってくれ。 

Say, “How do you do?”             「初めまして」って言ってごらん。 
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Say hello Figaro.                     言ってごらん、こんにちは、フィガロ 

I wonder what time it is.   今何時だろう。 

It's getting late.      だいぶ遅くなった。 

----------------------------------------------------------------------------- 

won't(ウォウント） will not  paint 塗る finish 終わる 

Figaro（フィガロ） 猫の名前  Cleo（クレオ） 金魚の名前 

I wonder ～かどうかと思う     get late 遅くなる 

 

第４章 ゼペットさんが星に祈る 

（挿絵４） 

Come now. We go to bed.  おいで。ベッドに行こう。 

Now go to sleep,      寝よう。 

My little mermaid.     私の小さい人魚さん 

Good night.         おやすみ 

Look at him, Figaro.     彼をみてごらん、フィガロ。 

He almost looks alive!    まるで生きてるみたいだ。 

Wouldn't it be nice if he was a real boy?   もし、本物の子供だった

らどんなにすてきだろう。 
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I forgot to open the window.  窓を開けるのを忘れてた。         

Oh, Figaro.          あっフィガロ  

Look, look, the wishing star!   見て、見てごらん。願い星だ。 

Star light, star bright, first star I see tonight. 星の光、明るい、今夜見

る最初の星。 

I wish I may, I wish I might, have the wish I make tonight. 

お願いを、できたらこうなればっていうお願いを今夜するんだ。 

Figaro, you know what I wished?  

フィガロ、何をお願いしたと思う？  

I wished that my little Pinocchio might be a real boy! 

この小さいピノキオが本物の子供になればいいなって願ったんだ。 

Wouldn't that be nice?  素敵だと思わないかい？ 

Just think. A real boy.  そう思うんだ。本物の子供。 

-------------------------------------------------------------------------- 

go to sleep 眠る    mermaid 人魚        look at～ ～を見る 

almost ほとんど    alive 生きている     real 本物の 

forget 忘れる      forgot forget の過去形  

wishing star 願い星  light 光、光る   bright 明るい  
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may し て も よ い   might may の 過 去 形 ( 仮 定 ： だ っ た ら ）  

would （もし～だったら）～だろう（仮定） 

 第５章 ジミニ―が妖精を見る 

(挿絵５) 

Now what's up?      どうしたんだ？ 

Hey, what's going on here? ヘイ、ここで何が起こっているんだ。 

A fairy!          妖精！                  

（妖精）Good Geppetto, you have given so much happiness to others, 

善良なゼペットさん、あなたはたくさんの幸せを他の人に与えたで、 

you deserve to have your wish come true.   

あなたの願いがかなえられます。         

Little puppet made of pine, wake.        

松の木から作られた小さなあやつり人形、目を覚ましなさい。 

（ジミニー） Whew, what they can't do these days. 

うわぁ、彼らは最近,何ができないんだ。(なんでもできるんだな。） 

（ピノキオ）I can move! I can talk! I can walk 

僕、動ける。 話せる。 歩ける。 

（妖精） Yes, Pinocchio, I've given you life.          
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そう、ピノキオ。私があなたに生命を与えました。 

（ピノキオ）Why?  なぜ？ 

（妖精） Because tonight, Geppetto wished for a real boy.   

今夜、ゼペットさんが、本物の子供を望んだからです。 

（ピノキオ）Am I a real boy?(原作では、a が省略されている） 

僕、本物の子供？ 

（妖精）No, Pinocchio. To make Geppetto's wish come true... 

いいえ、ピノキオ。ゼペットさんの願いがかなえられるかは 

will be entirely up to you.      

すべてあなたしだいです。 

（ピノキオ） Up to me?  ぼくしだい？ 

（妖精）Prove yourself brave, truthful and unselfish, and someday 

you will be a real boy.       

勇敢で、誠実で、利己的でないことを証明しなさい。そうすればい

つか、本物の子供になります。 

（ピノキオ）A real boy!  本物の子供。 

（妖精） That won't be easy. 簡単ではありません。 

You must choose between right and wrong.    良いことと悪いこ
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との区別をしなければいけません。 

（ピノキオ）Right and wrong? 良いことと悪いこと？            

But how will I know?     だけど、どうやってわかるの。 

（ジミニー）How’ll he know？どうやって彼がわかるんだ？ 

（妖精）Your conscience will tell you.(原作では、will が省略され

ている）あなたの良心があなたに言います。 

 

 

what's up?  どうした？  fairy 妖精      happiness 幸せ    

deserve 値する puppet 操り人形  pine 松の木  life 命、生活     

wish for ～ ～を望む       entirely まったく   

up to ～ ～しだいだ unselfish 利己的でない（selfish 利己的な） 

easy 簡単な    choose 選択する     right 正しい、右    

 wrong 間違った、悪い know 知る、見分ける conscience 良心 

 

第６章 妖精がジミニ―をピノキオの「良心」に任命する 

（挿絵６） 

（ピノキオ）What is conscience? 良心て何？ 
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（ジミニー）What is conscience? 良心て何、だって？ 

A conscience is(a) still, small voice that people won't listen to. That is 

just the trouble with the world today. You see... 

(原作では，a が省略されている） 

良心とはふつうの人には聞こえない静かな、そして小さい声だ。 

今の世の中で、ちょっとやっかいな、そう... 

（ピノキオ）Are you my conscience? 君は僕の良心なの? 

（ジミニー）Who, me?       だれが、僕が？ 

（妖精）Would you like to be Pinocchio's conscience? 

あなたがピノキオの良心になってくれませんか？ 

(ジミニー）Well...but, oh, I, I, oh...Uh-huh. 

そ、そうですね、だけど、私は、私はそのーーー。 

（妖精）Ha-ha-ha. Very well! What is your name? 

ハハハ、よろしい。あなたの名前は？ 

（ジミニー）O-oh, Cricket's my name. Jiminy Cricket. 

あの、クリケットと申します。ジミニークリケットです。 

（妖精）Kneel, Mr. Cricket.....  ひざまづきなさい。 

（妖精が、ジミニークリケットを、ピノキオの「良心」に任命する） 
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（妖精）Arise, Sir, Jiminy Cricket. 

立ち上がりなさい。ジミニークリケット卿 

（ジミニー貴族の称号をもらったので、サー・ジミニー・クリケッ

トとなる） 

（妖精）Now remember, Pinocchio, be a good boy. 

いいですか、忘れてはいけませんよ。ピノキオ、善良な子供で

いなさい。 

And always let your conscience be your guide. 

そして、あなたの良心の導きにしたがいなさい。（妖精は去る）            

                   

voice 声    people 人々  listen 聞く   

trouble 困難、やっかいなもの cricket こおろぎ 

kneel ひざまずく（祈る時とか）  Sir 貴族の名前につける称号  

remember 覚えておく  guide ガイド、導き 

 

第７章 ジミニーがピノキオに「誘惑」や「良い事」を説明 

（挿絵） 

（ジミニー）Almost forgot about you. 
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君の事を忘れてた。（本来は最初に主語の I（私）がある） 

Well Pinoke, maybe you and I had better have a little  

heart-to-heart talk. 

そう、ピノク、たぶん、君と私は本心で話し合った方がいいよ。 

(ピノキオ）Why?  なぜ？ 

（ジミニー）You want to be a real boy, don't you?   

君は本当の子供になりたいんだろう、ちがうかい？ 

（ピノキオ）Uh-huh. うん、そうだよ。 

（ジミニー）All right, sit down, son. よし、座って、坊ちゃん。             

Now, you see, the world is full of temptations. 

さて、わかるかなあ、この世は誘惑に満ちている。 

（ピノキオ） Temptations?  誘惑？ 

（ジミニー）Yep!       そうさ。   

Temptations.   誘惑だ。 

They are the wrong things that seem right at the time, 

時には正しいと思えるような悪いものというのがあるんだ。       

but, uh, even though the right things may seem wrong sometimes, 

しかし、うーん、たとえ正しい事でも、時々悪く思えるんだ。 
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uh, sometimes the wrong things, may be right at the wrong time,  

うーん、時々、悪い事であっても、タイミングがまちがったときに

は、正しかったりするかもしれない。 

or uh, vice versa.            

もしくは、うーん、その逆もある。       

Ha-ha. Ahem. Understand? あーー、わかるかい？ 

（ピノキオ）Uh-uh. うん。 

But I'm going to do right! だけど、僕は正しいことをするよ。  

（ジミニー）Attaboy, Pinoke, and I'm going to help you! 

いい子だ。ピノク、君の手助けをしよう。 

----------------------------------------------------------- 

almost ほとんど     forgot 忘れた、forget の過去形 

forget about～ ～について忘れる 

Pinoke ピノク、ジミニーがピノキオにつけた愛称、あだな 

had better～：～した方がいい。熟語、（have better でなくいつも

had better）過去でなく現在の事を話している。 

heart-to-heart 心と心の、本心で          real 本物の 

don't you?:付加疑問文、2 つの意味があり、状況で判断する。 
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①質問として聞いてる時、～ですか？ 

②念を押している時、～ですよね。 

sit down 座る son 息子、若者（年少者に呼びかける時に使う） 

full of たくさんの               temptation 誘惑     

yep:（ユップ） yes のくだけた言い方    wrong 悪い、間違った 

seem と思える、のように見える                    right 正しい、右  

even though たとえ～だとしても   vice versa:（ヴァイス ヴァーサ）

逆も同じ   understand:わかる、理解する 

attaboy :（アッタボーイ）いいぞ、頑張れ（男の子をほめる時) 

attagirl:(アッタガール）（女の子をほめる時） 

 

第８章     ジミニー「困った時は口笛吹いて」 

（挿絵） 

ジミニー(歌） 

When you get in trouble and you don't know right from wrong 

君が正しい事とわるい事がわからなくてこまった時には、       

 Give a little whistle 口笛吹いて 

And always let your conscience be your guide 
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いつも君の良心の導きに従うんだ 

Look out Pinoke! 気をつけるんだよ、ピノキオ 

----------------------------------------------------------- 

whistle:口笛   give a whistle:口笛を吹く（口笛で教える） 

let～ beー:～をーにする  let your conscience be your guide 

おまえの良心をおまえのガイド（導き役）にする（→良心に従う） 

look out:気を付ける 

 

第９章  目が覚めたゼペットさん、ピノキオがしゃべったり動い

たりするのを見て驚く 

（挿絵） 

（ゼペット）Who is there? そこにいるのはだれだ？ 

（ピノキオ）It's me. ぼくだよ。 

（ゼペット）Ahhh!  It's me. ああ、「僕だよ。」（ピノキオの言葉

をついそのまま繰り返して言ってしまう） 

Huh? Shh, Figaro!     はあん？シー、 フィガロ。 

There is somebody in here.     だれかがここにいる。 

（フィガロ）Meow!ミャオ 
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（ゼペット）Shh! Careful now, Figaro.シー、気をつけろ、フィガロ        

He might spring out on us at any time.  

いつ何時、やつがわれわれに飛びかかってくるかもしれん。 

He is in here somewhere. やつはここらへんのどこかにいるんだ。 

（ピノキオ）Here I am. ぼくはここにいるよ。 

（ゼペット）Ohh! Pinocchio! おお、ピノキオ 

How did you get down here?    

どうやって下（床）に降りたんだい？ 

（ピノキオ） I fell down. 落っこちたんだ。 

（ゼペット）Oh, you did. 落っこちた。 

Ohh! You are talking. おお、おまえはしゃべってる。 

（ピノキオ）Uh-huh.うん、そうだよ。 

（ゼペット）No, no, no, no! いーや、いやいやいや。 

（ピノキオ）Yes! And I can move too!          

そうなんだよ、それに動くこともできるんだよ。 

（ゼペット）No, no, no, you can't! 

いーや、いやいや、お前は動けないんだ。 

I'm dreaming in my sleep!  私は今眠って夢をみているんだ。 
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W-w-wake me up!                 さあ、起きるんだ。（自分に言ってる） 

Now we see who is dreaming.いま、誰が夢を見てるのか、私らには

わかる。 

Go on ...say something.     続けて、何か言ってごらん。 

（ピノキオ）Gee, you are funny.うん、おじさんは面白いよ。 

Do it again. もう 1 回やってみて。 

（ピノキオはゼペットさんに、妖精が来て、いつか本当の子供にな

れると言われたことを話し、猫のフィガロ、金魚のクレオにあいさ

つし、ゼペットさんと踊って、二人は一緒に寝る） 

-------------------------------------------------------------- 

There is ～ :～がいる、ある    somebody だれか 

careful 気をつける  might かもしれない  spring 飛び上がる   

at any time いつか     somewhere どこかに 

Here is ～：ここに～がいる、ある        get down 降りる 

fall down 落ちる（fell は fall の過去形）   move 動く    

in my sleep 私の睡眠中  wake up おきる、目を覚ます 

funny 面白い、楽しい 
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第１０章 ピノキオ、学校へ行く 

（挿絵）  

（ピノキオ）Oh, look, Father. Look.ねえ、見て、お父さん、見て  

（ゼペット） Now wait! Stand still now.        

ちょっと待って。さあ、立ったままじっとして。 

（ゼペットさん、ピノキオの服を直す） 

（ピノキオ）What are those?  あの人たち何？ 

（ゼペット）Huh? Oh those!  フーム？あの人たちかい？ 

They are your schoolmates, boys, and girls. 

And, now, now get into this.     

彼らは、お前の学校友達で、男の子や女の子たちなんだ。 

さあ、仲間にはいって 

Ho-ho-ho, wait, wait.    ほーほーほー、待て、待て、 

Come back here, Figaro.  もどってこい、フィガロ。 

School is not for you.    学校はおまえの行くところじゃないよ。 

(ピノキオ）Good-bye, Father! 行ってきます、父さん。 

（ゼペット）Good-bye, son.  Hurry back.        

行ってらっしゃい。息子よ。早くもどっておいで。 
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-------------------------------------------------------------- 

stand 立つ     still じっとして     those 彼ら、あれら（の） 

schoolmate 学校の友達      wait 待つ 

hurry 急ぐ          hurry back 早く戻る 

 

第１１章 正直ジョン（キツネの詐欺師）がピノキオを見つける 

（挿絵１１） 

（ジョン） A wooden boy！Look, Giddy, look.     

木で出来た子供だ。見ろ、ギディー(ジョンの子分）見てみろ。 

It's amazing.  こりゃ驚きだ。              

A live puppet without strings.   糸のついてない生きてる操り人形だ      

A thing like that ought to be worth a fortune to someone. 

ああいう物は、だれかさんにとってひと財産の価値にちがいない。 

Now let me see.      よく見せてもらおう。 

That's it! Stromboli! そうだ。ストロンボリ（芝居小屋の興行主）。 

（ピノキオに近づき、偶然を装い、杖で転ばせる） 

（ジョン）Oh, how clumsy of me! 

ああ、なんて不器用な私なんでしょう。 
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Oh, my, my, my.  まあ、これはこれは、 

I'm terribly sorry.  大変、失礼をいたしました。 

Oh, I do hope you're not injured. 

おけががなければよろしいんですが。 

（ピノキオ）I'm all right.    だいじょうぶだよ。 

（ジョン）Ah splendid! あ、それは大変結構。 

You haven't heard of easy road to success. 

簡単に成功する道、というのを今までにお聞きになったことは 

ありませんか。 

Uh-uh. どうです。 

（ピノキオ）No?  いいや。 

（ジョン）I'm speaking my boy, of the theater! 

少年よ、私は劇場（芝居小屋）の事を言ってるのです。 

Here is you apple.ここにあなたのりんご（成功）があります。 

Bright lights, music, applause! まばゆいライト、音楽、拍手喝采 

Fame! 名声 

（ピノキオ）Fame?  名声？ 

（ジョン）Yes!    そうです。 
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（ジョン、ピノキオの教科書を読もうとして、字が読めないことが

ばれそうになりごまかす） 

We're wasting precious time.   

わたしたち、貴重な時間を無駄にしてます。 

Come. On to the theater! 

行きましょう、劇場（芝居小屋）へ。（ジョンと子分のキディーは、

歌いながらピノキオを劇場（芝居小屋）に連れていく） 

-------------------------------------------------------------- 

wood 木    wooden 木で出来た   amazing すごい、おどろくべき   

string 糸    ought to be ～であるべき    worth  価値がある  

fortune 財産      clumsy 不器用な    terribly 大変に   

injure けがをする   splendid すばらしい   

heard hear の過去形  hear of～：～のことを聞く 

speak of ～ ～ の 事 を 話 す   applause 拍 手 喝 采    fame 名 声    

waste 無駄にする  precious 貴重な  

 

第１２章  ジミニー、ピノキオと学校に向かうつもりだったが遅刻

する 
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（挿絵１３） 

Whew! fine conscience  ワゥ！立派な良心 

I turned out to be!  私はそうなったんだ。 

Late the first day.   最初の日に遅刻だ。 

Oh, well, he can't get in much trouble between here and school. 

そうだ、彼がここと学校の間でやっかいなことになってちゃいけな

い。（ジョンと歩いているピノキオを、ジミニーが見つける） 

（ピノキオ）Oh, Jiminy, I'm going to be an actor! 

やあ、ジミニー、僕、役者になるんだ。 

（ジミニー）All right, son. わかった、ぼっちゃん。 

Take it easy now. 気を楽にして。 

Remember what I said about temptation? 

誘惑について言ったことを思い出してごらん。 

（ピノキオ）Uh-huh.うん。 

（ジミニー）Well that's him.そう、彼がその誘惑なんだ。 

（ピノキオ）Oh, no, Jiminy.ちがうよ、ジミニー 

That's Mr. Honest John! 彼は正直者のジョンっていうんだよ。 

（ジミニー）Honest John? 正直ジョン？ 
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(ジミニーは断るように言うが、ピノキオはジョンと、芝居小屋に

行ってしまう） 

There he goes. 彼はいってしまう。 

What’ll I do? 私はどうしよう。 

I’ll run and tell his father. 走って父親に伝えるか。 

No, that'd（that would ) be snitching. 

いや、それでは告げ口になってしまう。 

I'll go after him myself. 彼の後を追って行こう。 

-------------------------------------------------------------- 

fine 立派な、すてきな turn 変わる、ひっくりかえる、turn out～

に か わ る   turn out to be ～ に な る  trouble も め ご と 、     

get in trouble やっかいなことになる  take it easy 気楽に行こう 

remember 思い出す、覚える honest 正直な snitch 告げ口をする    

go after 追いかける 

 

 第１３章 劇場でストロンボリが客にピノキオを紹介している 

（挿絵１４） 

（ストロンボリ）Ladies and gentlemen, 紳士淑女の皆さん、 
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to conclude the performance of this great show,  

この素敵なショーのパーフォーマンスのしめくくりに、 

Stromboli, the master showman...ストロンボリ、興行師の支配人---- 

that's me.                               それがこの私 

(ジミニー、芝居小屋でうまくいっているらしいのを見ながら） 

（ジミニー）Well, looks like a sellout. やれやれ、完売みたいだ。 

(ストロンボリ）Introducing the only marionette-a… 

who can a-sing a-danse...absolutely without the aids of a-strings. 

さて、ご紹介しますのは、唯一の歌って踊れる糸なしの操り人形 

(ピノキオは、操り人形の舞台に登場して歌を歌い始める） 

（ジミニー）Go ahead...勝手にどうぞ。 

make a fool of yourself! 自分で恥をかけ。 

（ピノキオ、歌いながら他の人形とおどると意外なことに拍手喝采

をあびる） 

（ジミニー）Hmm!    They like him.    He's a success.   

フーム  みんな彼が気に入った。 彼は成功だ。 

Gosh! Maybe I was wrong.   ああ、たぶん、私が間違ってたんだ。 

Well....guess he won't need me anymore. 
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そう、彼は私をこれ以上必要としてないんだろうね。 

（ジミニー立ち去る） 

（ゼペットさん、夕食の用意をして、ピノキオの帰りを待っている） 

（ゼペット）What could have happened to him? 

彼に何が起こったんだ？ 

Where could he be at this hour? この時間、彼はどこにいるんだ？ 

I'd better go out again and look for him. 

もう 1 回出かけて、彼を探さなくちゃ。 

(フィガロのクレオに対し） 

And remember, nobody eats a bite...until I find him. 

忘れるなよ。だれも食事をしちゃだめだよ。わしが彼を見つけるま

では。 

----------------------------------------------------------------------------- 

ladies: lady 淑女の複数形  gentlemen: gentleman 紳士の複数形 

conclude 完了する performance 出し物、演じるもの sellout 完売   

sell: 販売する       introduce 紹介する       absolutely まったく 

without ～なしで          aid 助け                      string 糸、紐（ひも） 

go ahead おさきにどうぞ 
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make a fool of oneself   ばかなことをして笑いものになる、恥をかく 

make a fool of yourself    おまえがばかなことをして物笑いになる 

make a fool of somebody    だれかをばかにする、だます 

happen 起こる  I’d better :I had better の略  わたしは～すべきだ、

した方がいい(意思が弱ければ I would better の略 もありえる) 

look for さがす    eat a bite 食べる  

bite:食事をする、かむ（動詞）、一口（名詞） 

 

   第１４章   芝居小屋でピノキオは成功する 

（挿絵１５） 

（ストロンボリ）Bravo, Pinocchio!ブラーボー、いいぞ、ピノキオ 

（ピノキオ） They liked me!   お客さんは、僕が気に入ってたよ。 

(ストロンボリ） You are sensational.    お前は大反響だ。 

（ピノキオ） You mean I'm good?   良かったっていう意味？ 

(ストロンボリ)You are colossal. お前はすごいよ。 

（ピノキオ）I'll run right home and tell my father. 

僕、すぐ家に帰ってお父さんに言うね。 

（ストロンボリ）Home? 家？ 
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（ストロンボリは、ピノキオをいきなりかごにとじこめる） 

We will tour the world.おれたちゃ世界をまわるんだ。 

You will make a lot of money...for me! 

お前はうんと金をかせぐーーーおれのために。 

And when you are growing too old  

そして年を取りすぎた時には 

you will make a good firewood. 

おまえは良いたきぎになるんだ。ピノキオを鳥かごに閉じ込める 

（ピノキオ）Let me out of here. 僕をここから出して。 

（ストロンボリ）Quiet! Shut up! 静かにしろ、だまれ。 

Good night...my little wooden gold mine. 

おやすみ、おれの小さな木で出来た金鉱よ。 

(ピノキオ）No! No, wait! いやだ、いやだ、待って。 

Let me out！ I'll tell my father. Jiminy! 

出して。お父さんにいいつけるよ。ジミニー 

Oh, Jiminy! where are you? 

ああ、ジミニー、君はどこにいるの。 

----------------------------------------------------------------------------- 
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sensational 大反響、センセーショナル colossal すごい    

tour 巡業する、旅行する make a lot of money たくさんもうける 

grow old 年をとる firewood たきぎ wooden  木で出来た 

you will make a good firewood  おまえは良いたきぎになるだろう 

make ここでは、作る ではなく、～になる、という意味 

（例）you will make a good wife あなたは良い奥さんになるでしょう 

 gold mine 金鉱（金の鉱山） mine 鉱山 

 

第１５章 ジミニー、ピノキオに会おうとする 

（挿絵１６） 

（ジミニー）Well, there he goes.やれやれ、彼は行ってしまった。 

I'll(原作では I のみ）just go out of his life quietly. 

私は彼の人生から静かに去って行こう。 

I would like to wish him luck though. 

それでも、彼の幸せを祈ってやりたい。 

Sure! Why not?  そうさ、そうしよう。 

（ジミニー、思い直してピノキオをさがす。ピノキオたちの乗った

馬車に追いつき、飛び乗る。ピノキオはかごにとじこめられていた） 



 

29 

 

（ジミニー）Pinocchio! ピノキオ！ 

It's me, your old friend, Jiminy.私だ、君の古い友達、ジミニーだ。 

Remember? 覚えてるだろう？ 

(ピノキオ）Jiminy!ジミニー？ 

Gee, I'm glad to see you! ああ、僕君とあえてうれしいよ。 

（ジミニー）Pinocchio, what happened? 

ピノキオ、何があったんだ。What did he do to you? 

彼がお前に何をしたんだ。 

（ピノキオ）He was mad.  彼は気が狂っていたんだ。 

（ジミニー）Oh, is that so?そうか。 

Now, don't you worry son.もう心配ないぞ、ぼっちゃん。 

I'll have you out of here in no time at all. 

いますぐここから出してやる。 

why this is as easy as rolling off a....umph! 

なぜならこれは簡単に回るからーー、うーむ(鍵が開けられない) 

Kind of rusty. ちょっとさびついてる。 

Needs a little oil. 油が必要だ。 

Must be one of the(原作では、the は無し）old models. 
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きっと古い型に違いない。 

（ピノキオ）You mean you can't open it? 

開けられないってことなの？ 

（ジミニー）Yeah. Looks pretty hopeless.(It が省略されている) 

そうだ、かなり望み薄みたいだ。(正しくは It looks pretty hopeless.) 

It'll take a miracle to get us out of here. 

僕たちがここから出ていくのには奇跡が必要だ。 

(ピノキオ）Gee. そうかー。 

I should have listened to you, Jiminy. 

僕は君の言う事を聞いておけば良かったんだ。 

（ジミニー）No, it was my fault. いいや、悪いのは私だ。 

I shouldn't have walked out on you. 

君と別れて歩いて行くんじゃなかった。 

（ピノキオ）Guess I'll never see my father again. 

たぶん、お父さんとはもう会えないね。 

(ジミニー）Back up, son. がんばれ、ぼっちゃん。 

It could be worse. これ以上悪くはならない。 

Be cheerful...like me. 元気を出すんだ。私みたいに。 
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-------------------------------------------------------------------------- 

I would like to 私 は ～ し た い  luck 幸 運   in no time 今 す ぐ             

roll off 回してはずす rusty さびついた oil 油（機械油）   

old model 旧式 model 型         you mean という意味、事    

pretty かなり、かわいい hopeless 望みがない miracle 奇跡   

It'll take a miracle.  奇跡が必要だ      out of here ここから外へ  

I should have 動詞・過去分詞 ～すべきだった 

I should have listened to you 君の言う事を聞くべきだった 

I should 動詞・現在形～すべきだ（すなわち、現在の事の場合） 

I should listen to you 君の言う事を聞くべきだ 

fault 過ち  my fault 私の過ち 

I shouldn’t have 過去分詞：～するべきでなかった（しなければ良か

った） 

buck up 元気づく（自動詞）、元気づける、頑張れ、（他動詞） 

不幸な事を乗り越える時 

（スペルも意味も似ているので要注意 back up 後退する、コピー

を作る、支援する）son （呼びかけの言葉）ぼっちゃん、息子 

worse より悪く、bad の比較級  



 

32 

 

it could be worse もっと悪い可能性もある（しかし、元気を出そう） 

can～できる（可能性）  cheerful 元気よく 

 

第１６章  ジミニーとピノキオは困り果てている 

（挿絵１７） 

（ジミニー） Oh, well, it stopped raining anyway. 

ああ、うん。ともかく雨はやんだ。 

Hey, that star again!  おい、あの星がまた見える。 

Uh, the lady! Uh, oh, the Fairy! ああ、あの女性だ。あの妖精だ。 

（ピノキオ）What'll she say? 彼女は何て言うだろう。 

What'll I tell her? 僕は彼女に何て言えばいいの？ 

（ジミニー）You might tell her the truth. 本当の事を言うんだ。 

（妖精、登場） 

（妖精） Why, Pinocchio? なぜなの、ピノキオ 

(ピノキオ）Uh...uh, hello! あの、あの、こんにちは。 

（妖精） Sir Jiminy!  ジミニー卿 

（ジミニー） Well, uh,uh...This is a pleasant surprise! Ha-ha. 

あの、これはこれは。うれしい驚きでございます。はは。 
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（妖精） Pinocchio, Why didn't you go to school? 

ピノキオ、なぜ学校へ行かなかったの。 

（ピノキオ） School? Well I... 学校？あの、僕ーーー。 

（ジミニー） Go ahead, tell her. さあ、彼女に言うんだ。 

（ピノキオ） I was going to school till I met somebody. 

だれかに会うまでは学校に行こうとしてました。 

（妖精） Met somebody? 誰かに会ったの？（You met somebody？） 

(ピノキオ）Yeah, uh, two big monsters! 

はい。そのう、二匹の大きな怪獣です！ 

With big green eyes. 大きな緑色の目をしてました。 

Why, I...なぜ、僕がーー。 

（妖精）Monsters? Weren't you afraid? 

怪獣？ 怖くなかったの？ 

（ピノキオ）No, ma'am. いいえ、マダム。 

But they tied me in a big sack. 

しかし、彼らは僕をしばって大きな袋に入れたんです。 

（ピノキオ）They put him in a little sack. 

彼らは彼（ジミニー）を小さな袋に入れたんです。 
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（ピノキオが嘘をつくたびに、鼻が伸びて、木となり花が咲く） 

（妖精）No!  違います。 

(ピノキオ）Yeah! 本当です。 

（妖精） How did you escape? どうやって逃げ出したの？ 

（ピノキオ）I didn't. 逃げ出せなかったんです。 

They chopped me into firewood. 

彼らは僕を切ってたきぎの中に入れたんです。 

Oh, oh, look, my nose! What happened? 

あれ、あれ、見て、僕の鼻。何が起きたの？ 

（妖精）Perhaps you haven't been telling the truth, Pinocchio. 

たぶんあなたは本当のことを話してないのよ、ピノキオ。 

（ジミニー）Perhaps?たぶん？ 

（ピノキオ）Oh, but I have! every single word! 

ああ、だけど本当です。言ったことすべて。 

Oh, please help me.  ああ、どうか助けて。 

I'm awful sorry. 本当にごめんなさい。 

（妖精）You see, Pinocchio, わかったのね、ピノキオ 

a lie keeps growing and growing...until it's as plain as the nose on your 
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face. 

うそはだんだん大きく、大きくなるの。そして、最後はちょうどあ

なたの顔の鼻みたいに。 

(ジミニー） She's right. Pinoke, you better come clean. 

彼女の言うとおりだ、ピノキオ、本当のことを言った方がいいぞ。 

（ピノキオ） I'll never lie again, honest, I won't. 

二度とうそはつきません。本当です。二度と嘘は言いません。 

（ジミニー） Please give him another chance for my sake. 

どうか彼にもう 1 回チャンスを与えてください。私からのおねがい

です。 

（妖精） I'll forgive you this once.今回はあなたを許します。 

But remember, a boy who won't be good...might just as well be made 

of wood. 

しかし、覚えておくのですよ。もし良い子になれなかったら木のま

まですよ。 

（二人）We'll be good, will we? 

僕たち良い人になります、そうですよね。 

（妖精）Very well, but this is the last time I can help you. 
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よろしい。しかし、あなたたちを助けることができるのは今回が最

後ですよ。 

（ピノキオの鼻は元通りになって、二人は無事脱出し、妖精は去っ

ていった） 

-------------------------------------------------------------------------- 

rain 雨が降る     anyway とにかく 

might～したほうがいい（助言、提言 ピノキオに本当のことを話

すように勧めている）  truth 真実    surprise 驚かす   

 go ahead どうぞ    monster 怪物   tie しばる      

sack 袋 escape 逃 げ る chop 切 る 、 た た く nose 鼻          

perhaps たぶん   awful 恐ろしい、ひどく   come clean 白状する  

sake（セイク）目的  for my sake お願いですから（頼むとき） 

for your sake 君のために    forgive 許す  

remember 覚えておく、忘れない 

 

第１７章  ジョンが、馬車屋(御者） coachman と一緒に酒を飲

みながら歌う 

（挿絵１８） 
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（ジョンの歌）An actor's life is gay      役者生活は楽しいよ 

it's great to be a celebrity 有名人になるとすごいよ 

（馬車屋）I'm collecting stupid little boys. 

おれはばかな少年たちを集めてるんだ。 

...and take them to Pleasure Island. 

そいつらを娯楽の島に連れて行くんだ。 

（ジョン） Pleasure Island?  but the law, suppose they... 

娯楽の島？だけど法律では、おれが思うところでは、彼らはーー 

（馬車屋）No, no, There is no risk! They never come back...as boys! 

いやいや、まったく危険はない。彼らは決して戻ってこない、子供

たちとしてはね（人間の姿でないという意味）。 

Scout around.  I'll pay you well. 

つかまえてきてくれ。おれは十分に支払うからな。 

I got plenty of gold. 金（きん）はたくさん持ってるんだ。 

（ジョンは馬車屋の言う事を聞く） 

（ピノキオ) No, sir, nothing can stop me now. 

いいや、サー（ジミニーという意味）、何も僕を止められない。 

I'll make good thing this time. 僕は今度こそ良い子になるんだ。 
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(ジミニー）You'd better! いいぞ。 

（ピノキオ）I will. I'm going to school.そうなるよ。学校へ行くよ。 

（二人は家まで競争だ、と言って走り出す） 

----------------------------------------------------------------------------- 

coach 馬 車 、 家 庭 教 師      coachman 御 者    gay 楽 し い            

celebrity セレブ、お金持ち stupid 愚かな pleasure 娯楽、楽しみ 

island 島  law 法律   suppose 推測する、思う  risk 危険    

scout 探してくる  pay お金をはらう  plenty たくさんの 

 

第１８章 ジミニーの後ろを走っていたピノキオは、再びジョン

に出会ってしまい、ジミニーと離れ離れになってしまう 

（挿絵１９） 

(ジョン）Well, how is the(原作では、the は省略）great actor? 

やあ、立派な役者さん、ごきげんはいかが？ 

（ピノキオ）I don't want to be an actor. 

僕は役者になりたくはないよ。 

Stromboli was terrible.ストロンボリはおそろしかったよ。

(ジョン）He was? 彼が恐ろしかった？ 
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(ピノキオ）Yeah, he locked me in a(原作では、a 省略）bird  

cage. 

そうだよ、僕を鳥かごに閉じ込めたんだ。 

(ジョン）He did? 彼が君を閉じ込めた？ 

(ピノキオ）Uh-huh, but I learned my lesson. 

そうだよ、だけど勉強になったよ。 

I'm going to... 僕はこれからは 

（ジョン）Oh, you poor, poor boy.おお、君、かわいそうな少年だ。 

We must diagnose this case at once. 

われわれが、この場合の診断をいますぐしなければならないな。 

My boy, you are allergic.私の少年よ、君の病気はアレルギーなのだ。 

（ピノキオ）Allergic? アレルギー 

(ジョン）Yes! And there is only one cure.  

そう。そしてただ一つの治療法がある。 

A vacation...On pleasure Island.  休暇だ。娯楽の島で。 

（ピノキオ）Pleasure Island? 娯楽の島 

（ジョン）That happy island of carefree boys...  

心配のいらない少年たちの幸せの島 
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where every day is a holiday. そこでは、毎日が休暇なんです。 

（ピノキオ）But I can't go. I...だけど、僕は行けない。僕は、 

（ジョン）Why, of course, you can go. 

なぜ？もちろん、君は行けます。 

I'm giving you my ticket. Here. 

私が君に切符をあげます。ここにあります。 

（ピノキオ）Thanks, But I... 

(ジョン）Oh, tut-tut-tut-tut, I insist. 

オー、ツツツツ、私が主張することは。 

Ｙour health comes first. 君の健康が一番大事です。 

（その頃、ジミニーはピノキオをさがしている。） 

terrible 恐ろしい   lock 閉じ込め    cage 篭  learn 学ぶ  

lesson 教訓、授業 poor かわいそうな、貧乏な diagnose 診断 

allergic ア レ ル ギ ― の （ 形 容 詞 ） cure 治 療   vacation 休 暇   

carefree 心配のない       holiday 休日          ticket 切符    

insist 主張する、すすめる        come first 大事である  

 

第１９章 ピノキオが、娯楽の島に連れて行かれる時、ランプウ
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ィック少年に会うが、この時、 ジミニ―はピノキオを探している 

（挿絵２０） 

（ランプウィック）Boy, that's the place.オイ、あれがその場所だ。 

I can hardly wait!待ちきれないね。 

（バルクル）It's all free, boys.子供たち、みんなただだよ。 

（ジミニー）I got to get him out of here! 

わしは、彼をここから救い出さなきゃならない。 

Hey, where are you? オーイ、お前はどこにいるんだ。(探し続ける) 

（ピノキオ）Where do you suppose all the kids went to, Lampwick? 

こどもたちみんなどこへ行ったと思う、ランプウィック。 

（ランプウィック）They're around here somewheres. 

かれらはどこか近くにいるよ。 

What do you care?何を心配してるんだ。 

You are having a good time, aren't you. 

君は楽しんでるんだろう、違うかい？ 

(ピノキオ）Uh-huh, I sure am.うん、確かに。 

（ランプウィック）You smoke like me. 

僕みたいにたばこを吸いなよ。 
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----------------------------------------------------------------------------- 

free： 自由、無料 somewhere：どこか care:心配する    

aren’t you：（付加疑問文）ですか？ ですよね 

sure:確かに smoke:たばこを吸う like  のように 

 

第２０章 ジミニー、遊んでいるピノキオを見つける 

（挿絵２１） 

（ジミニー）How do you ever expect to be a real boy? いままでお前

は自分が本当の子供になることをどれほど期待してたか。 

Look at yourself... 自分自身をよく見ろ。 

smoking, playing pool!たばこを吸って、プールで遊んで 

Owww! You are coming right home with me this minute! 

オウ、お前はいますぐ私といっしょにまっすぐ家に帰るんだ。 

(ランプウィック）Hey, who is the beetle? 

ヘイ、このカブトムシはだれだい？ 

（ランプウィック、ジミニーをつまんで持ち上げる） 

（ジミニー）Let go! Put me down! Lie down! Put me down! 

放せ、おろせ、床に置け、おろせ。 
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（ピノキオ）He is my conscience.彼は僕の良心だよ。 

He tells me what is right and wrong. 

何が良い事で何が悪い事かを、教えてくれるんだ。 

（ランプウィック）What? 何だって？ 

You mean to tell me you take orders from a(原作では、a 省略 

grasshopper? 

自分はバッタの命令を聞いてるって、おれに言ってるのか？ 

（ジミニー）Grasshopper? バッタ？ 

Look here, こっちを見ろ。 

you, you, impudent young pup! 無礼な若者(仔犬）が。 

（ジミニー）I'll take you apart and put you back together. 

私が君を引き離して、一緒に連れて帰る。 

(ピノキオ）Don't hurt him, Jiminy. 

彼（ランプウィック）を傷つけないで。 

He is my best friend. 一番の親友なんだ。 

（ジミニー）Why, I'll...なぜ私がーー 

Your best friend? お前の一番の親友だって？ 

And what am I? それで私は何なんだ？ 
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Just your conscience? お前のただの良心？ 

Okay, that settles it! わかった。これで解決した。 

This is the end. これでおしまいだ。 

（ピノキオ）But, Jiminy? 

だけどジミニー、 

Lampwick says a guy only lives once.ランプウィックが言うには、人

生は１回だけだって。 

（ジムニー）Lampwick...Hmph!ランプウィックーーフン 

（ランプウィック）Come on, come on.やれやれ 

Let him go.ほっとけよ。（彼を行かせろよ。） 

------------------------------------------------ 

beetle:カブトムシ order:命令、命令する grasshopper：ばった 

impudent：無礼な    pup：仔犬（puppy)        take:連れて行く         

apart：離れて  settle:解決する       guy：（男の）人、奴 

 

第２１章 ジミニーは、怒って帰ろうとするがーー 

（挿絵２２） 

After all I did(原作では tried) for him. 結局私はかれのためにやっ
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てみたんだ。 

I've had enough of this. もううんざり（十分）だ。 

I'm taking on(原作では、on 省略）next boat out of here. 

ここから出て次の船に乗ろう。 

I want to go home. わしは家に帰りたい。（ジミニーはロバを見る） 

Where did all the donkeys come from? 

あのロバたちはどこから来たんだろう。 

（アレクサンダー）Please, please.おねがい、おねがい。 

I don't want to be a donkey. 僕、ロバになりたくない。 

Let me out of here! ここから出して。 

（馬車屋）Quiet! うるさい！ 

You boys have had your fun. おまえたち子供は楽しんだ。 

Now pay for it. 今楽しんだ報いをうけるんだ（今、その分を支払う

んだ）。 

（ジミニー）Boys? So that's what...子供たち？ ということはーー 

Pinocchio！ピノキオ。 

（ランプウィック）What the ...What's going on? 

何？ いったい何が起こってるんだ。 
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Ahah! I've been double-crossed! ああ、裏切られてたんだ。 

Help! Help! Somebody help! 助けて、助けて、だれか助けて。 

I've been framed! Help! だまされてたんだ。助けて。 

Please, you got to help me, お願いだ、助けてくれよ 

Be a pal.  Call that beetle.  Call anybody. 

友達だろ。あのカブトムシを呼んでよ。だれかを呼んでよ。 

Mama? Mama! Hee-haw, hee-haw, hee-haw, hee-haw! 

ママ、ママ。ヒーホウ、ヒーホウ、ヒーホウ、ヒーホウ 

（ランプウィックが、ロバの姿になっている） 

------------------------------------------------------------------------ 

enough 十分に       donkey ろば    fun 楽しみ         

pay for  報いを受ける     double cross 裏切る、だます 

framed わなにはめる、だます  pal 友達 

 

第２２章  ジミニーがピノキオを見つけ、二人で逃げだす 

（挿絵２３） 

(ジミニ―)手遅れでなきゃあいいが。 

(ピノキオ）What'll I do? Oh!どうすればいいの。 
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（ピノキオは自分がロバにされているのに気が付く） 

（ジミニー）Pinocchio! ピノキオ 

（ピノキオ）Jiminy! Oh, Jiminy, Help! 

ジミニー、ねえ、ジミニー助けて 

(ジミニー）Quick, Pinoke! The kids, the boys, 

急げ、ピノク、少年たち、子供たち 

They're all donkeys! みんなロバなんだ。 

Oh! You too. Come on, quick! ああ、お前もだ。さあ来い、早く。 

Before you get any worse. This way.  Pinoke. 

これ以上悪くなる前に。こっちだ、ピノク 

It's the only way out.出口はここしかない。 

Hurry up...before they see us.急げ、やつらに見つかってしまうぞ。 

(二人は逃げるが、崖の上で、目の前は海であった） 

(ジミニー）You got to jump!ジャンプするしかない。 

（二人は海に飛び込み、岸を目指して泳ぐ） 

----------------------------------------------------------------------------- 

too late おそすぎ、手遅れ   

what’ll I do: what will I do の略、僕はこれからどうしよう 



 

48 

 

I will 私は～する、するだろう、普通の意思表示 

（比較） 

I shall 私は絶対に～したい、強い意思表示（普通は使わない） 

kid 子供         donkey ろば    quick 早く  

any worse これ以上悪く、もっと悪く   this way この道    

only way out 外に出る唯一の道 jump 飛び込む、ジャンプする 

 

第２３章 二人は、泳いで岸にたどりつく 

（挿絵２４） 

（ピノキオ）Jiminy? Jiminy? You all right? 

ジミニー、ジミニー、大丈夫？ 

(ジミニー）Sure! I thought we'd(原作では we のみ、would 省略）

never make it. 

もちろん! おれたちが決してうまくいかないとおもったよ。 

Certainly feels good to be back on ...dry land.(It が省略されている) 

確かに、乾燥した土地に戻れていい気分だ。 

Come on, let's go(原作では get 同じ意味でくだけた言い方）home. 

さあ、家に帰ろう。（ゼペットさんの家に着く） 
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(ピノキオ）Father, father, I'm home！ 

お父さん、お父さん、ただいま。 

(ジミニー）We're home, Mr. Gepetto. Home again. 

わたしたちもどりました。ゼペットさん。再び戻りましたよ。 

(ピノキオ）It's me, Pinocchio! I'm home to stay. 

僕だよ、ピノキオだ。家にとまるんだ。 

(ジミニー）Here he is Mr. Gepetto. 

ゼペットさんはここだ 

Home at last.ついに家だ。 

Hey, maybe he is asleep.ヘイ、たぶん、寝てるんだ。 

(ピノキオ）Father? Father, it's me. 

お父さん？ お父さん、僕だよ。 

（ジミニー）Pinoke, come here. 

ピノック、こっちへ来い。 

Look.見てみろ。 

He ain't here.(He isn't here.) 彼がここにいない。 

(ピノキオ）He...He is gone. 彼は、どっか行っちゃった。 

(ジミニー）Yeah, and Figaro.そうだ、そしてフィガロ。 
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(ピノキオ）And Cleo too. 

それにクレオも。 

Maybe something awful happened to him. 

もしかしたら何か恐ろしいことが彼に起こったんだ。 

（ジミニー）Don't worry, son, he probably hasn't gone far. 

心配するな、ぼっちゃん、彼はたぶんそんな遠くに行ってないよ。 

----------------------------------------------------------------------------- 

You all right? : Are you all right? と同じ  大丈夫？  

make it:うまくいく  get home:家に行く（go home と同じ） 

I'm home:ただいま  maybe:かもしれない、たぶん 

 something awful:なにか恐ろしい事 worry:心配する  

probably たぶん（副詞） probable:たぶん（形容詞、possible より 

可能性の高い場合） far:遠くに 

 

第２４章 ゼペットさんが家にいなくて途方に暮れていた二人、 

 その時、鳩がゼペットさんの消息が書いてある伝言を空から落とす 

（挿絵２５） 
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(ジミニー）Hey, it's a message. おい、これは伝言だ。 

（ピノキオ）What does it say? なんて書いてあるの。 

(ジミニー）It's about your father. おまえの父さんについてだ。 

(ピノキオ）Where is he? 父さんはどこにいるの。 

（ジミニー）Why, uh, uh, it says here... 

なぜ、あー、あー、ここにはこう書いてある。 

he, uh, he went looking for you and,  

彼は、あー、お前を探しに出かけて、そして 

uh, he was swallowed by a whale. 

アー、くじらに飲み込まれた。 

（ピノキオ）Swallowed by a(原作では a 省略）whale? 

くじらに飲み込まれた？ 

（ジミニー）Yeah, uh -huh. A, a whale? 

そう。フフン。くじら？ 

A whale named Monstro.モンストロという名前のくじらだ。 

（ピノキオ）Oh, he's じゃあ、彼は 

（ジミニー）But, but wait, he's alive.しかし、しかし待てよ、彼は生

きてる。 
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(ピノキオ）Alive? Where?  生きてる？どこで？ 

(ジミニー）Why, u-uh, inside that whale at the, at the bottom of the 

sea. 

なぜ、うーむ、くじらの中で、海の底。 

（ピノキオ）Bottom of the sea? 海の底？ 

（ジミニー）Uh-huh, at... うん、海の 

Hey, where are you(原作では are you 省略）going? 

おい、どこへ行くんだ。 

（ピノキオ）I'm going to find him.お父さんを見つけに行くんだ。 

（ジミニー）But, Pinke, are you crazy? 

しかし、ピノク、気は確かか？ 

Don't you realize, uh, he's in a whale. 

わからんのか、あー、彼はくじらの中だ。 

（ピノキオ）I've got to go to him.父さんの所に行かなきゃいけない

んだ。 

（ジミニー）Hey, Pinoke, wait! おい、ピノキオ、待て。 

Listen here, son. 聞くんだ、ぼっちゃん。 

------------------------------------------------------------------------- 
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message 伝言   it says こう書いてある    look for さがす       

swallow 飲み込む  whale（ホエール）くじら     bottom 底 

where going? where are you going? の略、おまえはどこへ行くんだ 

crazy 気が狂ってる realize 理解する    go to him 彼の所へ行く 

 

第２５章  ジミニーが伝言を読む 

（挿絵２６） 

But this Monstro, I've heard of him. 

しかしこのくじらのモンステロのことを,わしは聞いたことがある。 

He's a whale of a whale!   かれはくじらの中のくじら。 

Why, he swallows whole ships alive. 

なぜなら、彼は船全体をそのまま飲み込むからなんだ. 

(ピノキオはジミニ―に手伝わせ、石を自分の尾に結び付ける） 

（ピノキオ）Tie it good and tight now. 

それを正しく、きつくしばって。 

（ジミニー） And besides, it's dangerous. Why, I... 

そしてしかも、そいつは危険なやつだ。なぜ、わしがーー 

（ピノキオ）Good-bye, Jiminy. 
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さようなら、ジミニー（ピノキオは一人で行こうとする） 

（ジムニー）Good-bye? さよならだと？ 

I might be live bait down there, 

わしは海の下で、生きたえさになっちまうかもしれん、 

but I'm with you. 

だけど、おまえと一緒だ。 

Come on...let's go. Look out below! 

さあ、行こう。下を見ろ。（二人で海に飛び降りる） 

------------------------------------------------------------------------ 

hear of 聞いたことがある  whole ship 船を丸ごと tight きつく 

besides その上に dangerous 危険な might かもしれない   

live 生きたまま  bait 餌（えさ） below 下に（副詞、前置詞） 

 

 第２６章 海底で、魚たちにくじらの居場所をたずねる 

（挿絵２７） 

(ピノキオ）Can you tell me where we can find Monstro, the whale. 

君たちどこに行けばくじらのモンストロが見つかるか教えてくれな

いか？ 
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（ジミニー）Uh, pardon me, Pearl.ああ、真珠さん、失礼します。 

Are you acquainted with Monstro, the whale? 

くじらのモンストロとお知り合いじゃないですか。 

（ピノキオ）Could any of you tell me where to find Monstro? 

君たちの中のだれか、どこへ行けばモンストロが見つかるか教えて 

くれない？（魚たちはモンストロと聞くとすぐ逃げ、どこにいるか

教えてくれない） 

 

第２７章 ゼペットたちは、くじらのモンストロに飲み込まれ体

内にいる 

（挿絵 新２７） 

（ゼペット）Not a bite for days. We can't hold out much longer. 

もう何日も、一口も食べてない。わしらは長くはもたない。 

Ah...Ah...Ah-choo! ア、ア、アチュー（ハクション、くしゃみ）。 

（フィガロ)Ah-choo! ああ、アチュー。（フィガロも隣にいる） 

(ゼペット）I never thought...今まで考えてなかったーー 

I would end this way, Figaro.こんな風に終わるとは、フィガロ 

Starving to death... in the belly of the whale. 
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飢え死にーーくじらの腹のなかで。 

My poor little Pinocchio. かわいいわしのピノキオ 

He was such a good boy. かれはとってもいい子だった。 

It's hopeless, Figaro. もう望みはない、フィガロ。 

There isn't a fish left. もう魚一匹残ってない。 

If the monster doesn't wake up soon, I...もしモンストロがすぐ起きな

けりゃ 

I'm afraid we...残念なことにわしらは、(I’m afraid----,残念ながら) 

We are done for. わしらはおしまいかもしれない。 

（その時、マグロの群れが押し寄せ、クジラはそれを飲み込む） 

（ゼペット）Here they come!やつらがこっちに来る。 

Tuna! Oh tuna fish.まぐろだ。おお、まぐろだ。 

Food! We'll eat!食い物だ。食えるぞ。 

Here's a big one.こりゃでかいのが来た。 

Keep them in there, Figaro.そこに置いておけ、フィガロ 

（マグロの群れをクジラが飲み込むときに、ジミニーとピノキオの 

飲み込まれる） 

(ピノキオ）Wait! Wait a minute!  Have you seen...？ 
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待って、ちょっと待って。こんなの見たことがある？ 

Monstro! モンストロだ。 

(ジミニー）Ohh! We got to get out of here. 

おおっ、わしらここから出なきゃ 

Woo-hoo-hoo! Come on Pinoke. うっうっうっさあ、ピノキオ 

Don't wait for me！ わしを待たないで行けっ。 

（ピノキオだけ、クジラに飲み込まれ、ジミニーはクジラの体の中

に入れない。くじらの中では、ゼペットさんがマグロを大量に釣っ

て、猫のフィガロがそれを手伝っている） 

（ゼペット）Never saw so many! こんなたくさん見たことない。 

Woops! Ha-ha-ha-ha! うーっぷ、ははは。 

Here's another one. また来た。 

Enough for weeks! １週間はもつぞ。 

Here is a big one. こいつはでかい。 

Keep them in there, Figaro! これをそっちに取っとけ、フィガロ。 

(ジミニー）ピノキオが飲み込まれたくじらの中に入ろうとする 

Hey, blubber mouth, open up. 

この大口（おおぐち）やろう。口をあけろ。 
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I got to get in there. 中に入らなきゃ。 

（クジラは口を閉じているので、入れない） 

---------------------------------------------------------------------- 

acquainted 知り合いである、知識がある 

not a bite 一口もたべてない    end  this way このように終わる 

starve to death 飢え死にする  belly 腹         hopeless :望みがない   

wake up 起きる   afraid 恐れる、こわい    tuna マグロ      

get out of ここから出る enough 十分な  blubber 大きな口   

I got to  :  I have got to(と同じ) ～しなければならない 

 

第２８章 ゼペットさんはくじらの中でマグロ釣りの最中 

（挿絵２８） 

 

(ゼペット）Looks, like(原作では、like 省略）the last of them. 

これが最後の群れみたいだ。 

Here is a big one.こいつはでかい。 

Only a few left.もうすこしだけ残ってる。 

Got to work fast.早く仕事しなくちゃ。 
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（クジラに飲み込まれたピノキオは運よくゼペットさんの船に打ち

上げられ、すぐさま、マグロの回収を手伝うが、ゼペットさんはピ

ノキオに気が付かない） 

（ピノキオ）Hey! はい。 

（ゼペット）Here is another one. 

（ピノキオ）Hey father! Father! はい、父さん、父さん。 

Don't bother me now, Pinocchio.今はじゃまするなよ、ピノキオ 

P...Pinocchio? ピ、ピノキオ（ゼペットがピノキオに気づく）  

（ピノキオ）Father! 父さん 

（ゼペット）Pinocchio, my son! ピノキオ、わしの息子よ。 

（ピノキオ）Hey, Father, here I am. 

うん、父さん、ぼくここにいるよ。 

（ゼペット）Huh? Oh, oh, yes! ふーむ、うん、うん、そうだ。 

Pinocchio, my boy! ピノキオ、わしの子供 

I am so happy to see you. おまえに会えてとってもうれしいよ。 

（ピノキオ）Me too, Father. 僕もだ、父さん。 

（ゼペット）Whoops. おっと。 

（ピノキオ） Figaro! Ah, Figaro. フィガロ、ああ、フィガロ 
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Cleo! Oh, Cleo! クレオ、おお、クレオ 

You are here too. 君たちもここにいるんだ。 

（ゼペット）Yes, We're all together again. 

そうだ、わたしらみんなまた一緒だ。 

（ピノキオとゼペット）Ah-choo. アチュー（ハクション）。 

-------------------------------------------------------------------------- 

left :leave の過去形、そこにほおっておく、そのままにしておく 

bother:わざわざ～する  whoops:おっと    together:一緒に        

 

 第 29 章 ゼペットさん、ピノキオがロバになったのを知る 

（挿絵２９） 

（ゼペット）Oh, you, you are soaking wet. 

おお、お前、お前はびしょぬれだ。 

（ピノキオ）Yes, Father. うん、父さん。 

(ゼペット）You, you mustn't catch cold. 

お前、お前はかぜを引いちゃいけないよ。 

（ピノキオ）But I came to save you. 

だけどぼくは父さんを助けに来たんだ。 
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（ゼペット）You know, you, you shouldn't have come down here. 

あのなあ、お前、お前はここへ来ちゃいけなかったんだ。 

（ピノキオ）But Father. だけど父さん。 

(ゼペット）But, I'm awfully glad to see you. 

だけど、わたしはお前にあえてうんとうれしいよ。 

Let me take your hat. 帽子をとらせてくれ。 

Oh! Pinocchio！ おお、ピノキオ 

（ピノキオ）Wha...What's(原作では what) the matter?  

何、どうしたの？ 

（ゼペット） Those ears!  その耳は。(ろばの耳に気づく) 

（ピノキオ）Huh? Ears? Oh, these! ああ、耳？ ああ、これね。 

Oh, that's nothing. ああ、何でもないよ。 

I got a tail too! しっぽもあるよ。 

Hee-haw! ヒーホー。 

（ピノキオの声が、一瞬ロバみたいになったのに気付く） 

（ゼペット）Pinocchio! What happened to you? 

ピノキオ、おまえ、何があったんだ。 

（ピノキオ）Well, I... I, I... あのう、僕、僕、僕 
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（ゼペット）Oh, never mind now. ああ、今は気にかけるな。 

Old Geppetto has his little wooden head. 

年よりゼペットには、小さな木で出来た頭（ピノキオのこ と）

が一緒にいるんだ。 

Nothing else matters! 他の事は、大した問題じゃない。 

-------------------------------------------------------------------------- 

soak ぬれる   soak wet びしょぬれになる 

mustn’t:（must not の略）してはいけない catch cold 風邪をひく 

save 命を助ける   awfully ものすごく        glad うれしい       

take your hat 帽子をとる     what’s the matter?なにが問題なの？ 

that's nothing 何でもない  tail 尾  

What happened? 何が起こったんだ？ never mind 気にしない 

nothing else matters 他のことは大した問題ではない 

 

第３０章 ジミニーは、ピノキオのいるクジラの腹の中に行こう

するがカモメにじゃまされる 

（挿絵３０） 
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(ジミニー）I got to get in! 中にいかなきゃならん。 

My pal is in there. 友達がそこにいるんだ。 

Hey! Cut it out. おい、やめろ。 

Hey! hey, beat it. おい、おい、出ていけ。 

----------------------------------------------------------------------- 

pal 友達  cut it out やめろ（熟語）    beat it どけ 

 

第３１章  どうやってくじらから出ていくか悩むピノキオ 

（挿絵３１） 

（ゼペット）Get out?  Oh, no, no, son. 

外へ出る？ いいや、無理、無理、息子よ。 

I have tried every way.わしはすべての方法を試してみたんだ。 

（ピノキオは、木を燃やして、くじらにくしゃみをさせて、その時 

脱出する方法を思いつく。） 

（ピノキオ）Quick, some wood.  早く、木だよ。 

（ゼペット）Pinocchio, not the chair. ピノキオ、 椅子はだめだ。 

（ピノキオ）Hurry, Father, more wood！急いで父さん、もっと木を。 

（ゼペット）Oh, wha-what'll we sit on if we... 
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おお、どこに座るんだ、椅子がなきゃーー。 

（ピノキオ）We won't need it. 椅子なんかもういらないんだ。 

We're getting out! ここからでるんだ。 

(ゼペット）Getting out? But how? 出る？ だけどどうやって？ 

（ピノキオ）We'll make him sneeze! 

ぼくらでくじらにくしゃみをさせるんだ。 

（ゼペット） Make him sneeze? 

くしゃみをさせる？ 

Oh! That will make him mad. ああ、くじらは気が狂うぞ。 

（モンストラ）Sniff, sniff, sniff.ハーック、ハーック、ハーック 

Sniff, sniff, sniff, Ah...Ah...Ah...ア、ア、ア． 

（ゼペット）It won't work.  うまくいかんな。 

(ピノキオ）  Hurry, Father. Climb aboard. 

早く、父さん、船に乗って。 

(ゼペット）We'll never get  by those teeth!  

あの歯の近くまで、届かんぞ。 

(ピノキオ）Yes, we will！ そんなことない。できるんだよ。 

(ジミニー）Hey, which way you going? 
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へい、お前（クジラの事）、どっちの方に行ってるんだい。 

Wait for me! 待ってくれ。 

(ピノキオ）Hang on. Here we go!   頑張って。さあ行くよ。 

（くじらのモンストロ）Ah-choo! アーチュー（ハクション） 

（ジミニー）Gesundheit. お大事に。（くしゃみをしたクジラに対し

て、ドイツ語のゲズントハイト、健康、という意味） 

----------------------------------------------------------------------------- 

try 試す     chair 椅子     sit on の上に座る     

sneeze くしゃみをする  make him mad 彼の気を狂わせる 

sniff 鼻から空気を吸う、においをかぐ climb aboard 乗り込む 

teeth 歯（複数形、単数形は tooth)   hang on 頑張る 

 

第３２章  クジラにくしゃみをさせ、いかだに乗って脱出を試みる 

（挿絵３２） 

(モンストロ）Ah... Ah... Ah...ア、ア、ア、 

（クジラに再び飲み込まれそうになる） 

(ゼペット）We are going back!  わしらは後ろにもどってる！ 

(ピノキオ）No, we'll make it. Faster, faster.  
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だめだよ、うまくいくよ。早く、もっと早く。 

（モンストロ）Ah...Ah...Ah... ア、ア、ア、 

(ゼペット）It's no use. We're done for! むだだ。おしまいだ。 

(モンストロ）Ah-choo! アチュー 

（クジラに飲み込まれずにすみ、必死にいかだを漕いで逃げようと

する二人） 

(ピノキオ）We made it! うまくいった。 

（ゼペット）Look, Now he is mad! 見ろ、モンストロが怒ってる。 

I told you he'd be furious! 言っただろう、やつが怒り狂うって。 

He's gone. 行っちまった。（クジラはいったん海にもぐる） 

（ピノキオ）Where did he go? どこへ行ったの？ 

(ゼペット）Look out ! 見てみろ。 

Hang on! 踏ん張れ。 

(ピノキオ） He's coming back, Hurry! 

モンストロが戻ってくる、急いで。 

（ゼペット）He is trying to kill us！ 奴はわしらを殺すつもりだ。 

Paddle, son! こげ、息子。 

Here he comes! こっちに来る。 
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(ピノキオ）Let's go back! 引き返そう。 

（クジラが尾を使って、いかだをこわそうとしたので） 

（ゼペット）Look out! Jump! 気をつけろ、飛ぶんだ。 

（ふたり、いかだから海に飛び込む） 

（ピノキオ）Father? Father? Oh, Father!  

父さん、父さん、ああ、父さん 

（ゼペット）Pinocchio, Swim for shore. 

ピノキオ、岸に向かって泳ぐんだ。 

Swim for shore. 岸を目指して泳げ。 

（ピノキオ）Hang on, Father. 頑張って、父さん。 

（ゼペットは岸にたどりつくが意識が、もうろうとしている） 

(ゼペット）Save...yourself. わしにかまうな。お前が生き残れ。 

Pinocchio...save yourself.ピノキオ、お前が生き残れ。 

Don't mind me, son.わしのことはいいんだ。息子よ。 

Save yourself...Pinocchio. お前が助かれ、ピノキオ。 

（瓶と一緒に岸にたどりついたジミニーが、ピノキオが岸近くに 

浮かんで意識がないのを見つけ、助け出す） 

フィガロ（猫）とクレオ（金魚）は岸に打ち上げられ、生きている 
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(ジミニー）Pinocchio? ピノキオ？ 

Oh, Pinocchio! Pinocchio...ああ、ピノキオ、ピノキ・・・。 

（ジミニー、おぼれて浮かんでいたピノキオを岸に引き上げる） 

----------------------------------------------------------------------------- 

go back:うしろへもどる furious：激怒する    come back:もどる        

swim：泳ぐ      shore：岸    swim for shore:岸に向かって泳ぐ 

hang on;頑張る  save：助ける  mind：かまう、気にする 

 

第３３章  みんなピノキオが死んだと思ったが、妖精が現れる 

（挿絵３３） 

 

（ゼペット）My boy! 私の子。 

My brave little boy. 勇気のある私の子。 

（妖精）Prove yourself brave, truthful and unselfish.. 

勇気があって、正直で、思いやりがあれば 

and someday you will be a real boy. 

あなたはいつか本当の男の子になれる。 

Awake, Pinocchio. Awake. 
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さあ起きなさい、ピノキオ、目をさましなさい。 

（ピノキオは目を覚ます） 

（ピノキオ）Father, what are you crying for? 

父さん、なぜ泣いてるの。 

（ゼペット）Because...you are dead, Pinocchio. 

それは、お前が死んでしまったからだ。 

（ピノキオ）No, I'm not! ちがうよ、死んでないよ。 

（ゼペット）Yes, yes you are.いいや、いいや、お前は死んでいる。 

Now lie down.今は横になりなさい。 

（ゼペットはピノキオが死んだとおもったまま） 

（ピノキオ）But Father, I'm alive. See? 

だけど父さん、僕は生きてるんだよ。わからないの？ 

I, and I'm  I'm ...I'm a real boy! 

 

それに僕は、僕は本物の男の子になってるよ。 

（ピノキオは木の人形でなく、人間になっている） 

（ゼペット）You are alive...and...and you are a real boy! 

おまえは生きている、しかも、本物の男の子だ。 
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（ジミニー）Hey! Whoopee! ヘーイ、フーピー 

（ゼペット）A real live boy. Ha-ha!  

本物の生きてる男の子だ。ハッハ－。 

This calls for a celebration! こりゃお祝いが必要だ。 

Professor, lots of music!  教授、音楽をたくさん頼むよ。 

（ジミニー） Well! Ha! This is practically where I came in. 

そう、ここは実際に私が登場する場面です。 

（操り人形のピノキオが出来て喜んだゼペットがお祝いをした 

最初の場面と同じ状況だという意味） 

ジミニーは外に見える星にむけて言う 

Thank you, milady. ありがとう、貴婦人（ここでは妖精を指す） 

He deserved to be a real boy. 

ピノキオは本当の少年になるのにふさわしいかったでした。 

It sure was nice of you... ありがとうございます。 

Huh? Wha...wha, wha...ハー、何というか、あのあの。 

Well, I'll be! Ho-ho-ho!  そうそう、私は ホーホーホー 

（胸に最初に希望した金のバッチが付いているのに気が付く） 

My, my! なんと、なんと。 
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Solid gold too. 本物の金。 

Oh! I think it's swell! ああ、すばらしいです。 

----------------------------------------------------------------------------- 

brave 勇 敢 な      prove 証 明 す る    unselfish 利 己 的 で な い    

awake 起き上がる   call for 必要だ       celebration お祝い 

professor 教授（ここでは楽団長という意味）practically 実際の 

milady（ミラディ）ご婦人  deserve ふさわしい、値する  

solid  純粋の、固体の、確かな  swell すごい 

（挿絵 ピノキオ最後） 

 

 


