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 ２，ベンジャミンバニーの話  The Tale of Benjamin Bunny 

 

 

（挿絵：ベンジャミン１） 

 

 One morning a little rabbit sat on a bank. 

He pricked （聞き耳を立てる、突き刺す）his ears and listened to the trit-trot, trit-trot of a 

pony. （trot:馬の速歩、早足、trit-trot という擬音語は作者の造語） 

 

 

ある朝一匹の小さなうさぎが土手の上に座っていました。 

彼は聞き耳を立てて、小さい馬のパカパカという足音を聞きました。 

 

 

 

 

（挿絵：ベンジャミン２） 

 

  

 A gig（一頭の馬で引く二輪馬車） was coming along the road; it was driven by Mr. McGregor, 

and beside him sat Mrs. McGregor in her best bonnet（あごの下でひもで縛る婦人用帽子）. 

 As soon as they had passed, little Benjamin Bunny（うさぎ） slid down into the road,  

and set off（出発する）―with a hop, skip and a jump―to call upon his relations（親戚), who 

lived in the wood at the back of Mr. McGregor's garden（庭、畑）. 

 That wood was full of rabbit-holes(穴）;  

 

 

馬車は、道にやって来ました。それはマグレガーさんが御（ぎょ）していて、 

彼の隣にマグレガー夫人が一番上等の帽子をかぶって座っていました。 

彼らがとおりすぎるとすぐに、小さいベンジャミン・バニーは道路に滑り降り、 

ピョンピョンピョンと跳んで、マグレガーさんの畑に後ろ側の森に住んでいる親戚たちの

所に出かけました。森にはうさぎの穴がたくさんありました。 
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（挿絵：ベンジャミン３） 

 

 

and in the neatest sandiest hole of all, lived Benjamin's aunt（叔母） and his cousins―Flopsy, 

Mopsy, Cotten-tail and Peter. 

 Old Mrs. Rabbit was a widow（未亡人）; she earned(稼ぐ） her living by knitting rabbit-

wool mittens（手袋、gove と違い二股） and muffetees（防寒用手首覆い）(I once bought a 

pair at a bazaar). 

She also sold herbs, and rosemary tea, and rabbit-tobacco(which is what we call lavender). 

Little Benjamin did not very much want to see his Aunt. 

 

その中で、一番片付いていて砂がたくさんある穴に、ベンジャミンの叔母さんと、いとこの

フロプシー、モプシー、コットンテール、とピーターが住んでいました。 

叔母さんは未亡人でした。彼女はうさぎの毛を編んで手袋とマフを作って、生計を立ててい

ました。（私も一度、バザーで買ったことがあります）。 

彼女はその他にハーブ、ローズマリーティー、うさぎたばこ（私たちがラベンダーと呼んで

いるもの）を売っていました。 

小さいベンジャミンはとてもおばさんに会いたかった、というわけではありません。 

 

 

 

 

（挿絵：ベンジャミン４） 

 

 

He came round the back of the fir-tree（モミの木）, and nearly（もうすこしで） tumbled

（つまずく） upon the top of his Cousin（いとこ） Peter. 

Peter was sitting by himself.  

 

彼はモミの木の後ろに回り込み、つまずいていとこのピーターの上に落ちそうになりまし

た。 

ピーターは一人で座っていました。 
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（挿絵：ベンジャミン５） 

 

 

He looked poorly, and was dressed in a red cotton pocket-handkerchief(ポケットの入れる小

さいハンカチ）. 

 “Peter,”―said little Benjamin, in a whisper―“who has got your clothes?” 

 Peter replied－“The scarecrow（かかし） in Mr. McGregor's garden,” 

and described(描写する） how he had been chased(追いかけられる） about the garden, and 

had dropped his shoes and coat. 

 

彼はみすぼらしく見え、赤い木綿のハンカチを着ていました。 

「ピーター」、小さいベンジャミンがささやきました。「誰が君の服を取ったの？」 

ピーターは「マグレガーさんの庭にいるかかしだよ」と答えて、 

畑でどんな風に追いかけられたかとか、どんな風に靴とコートを落としてしまったか、とか

をくわしく説明しました。 

(注釈：jacket（ジャケット)を coat(コート）と呼ぶことががあり、実写映画版の中でも jacket

と coat が同じピーターの青い上着を指している） 

 

 

 

 

（挿絵：ベンジャミン６） 

 

 

 Little Benjamin sat down besides his cousin, and assured（保証する）  him that Mr. 

McGregor had gone out in a gig, and Mrs. McGregor also; and certainly for the day, because 

she was wearing her best bonnet. 

 Peter said he hoped that it would rain. 

 At this point, old Mrs. Rabbit's voice was heard inside the rabbit-hole, callingー“Cotten -tail! 

Cotten -tail! fetch（取ってくる） some more camomile（カモミール：薬草で風邪に効く）!” 

 Peter said he thought he might feel better if he went for a walk. 

 



 

4 

 

小さいベンジャミンはいとこのとなりに座って、マグレガーさんは馬車で出かけて、 

マグレガー夫人もいっしょだったことや、夫人は一番上等の帽子をかぶってたので、きっと

昼間は戻ってこないと話しました。 

ピーターは雨が降ったらいいのに、と言いました。 

その時、叔母さんの呼ぶ声がウサギ穴の中から、聞こえました。「コットンテイル、コット

ンテイル、もうちょっとカモミールを取ってきてちょうだい。」 

ピーターは、もし散歩に行けば気分が良くなるかもしれないと言いました。 

 

 

 

 

（挿絵：ベンジャミン７） 

 

 

 They went away hand in hand, and got upon the flat top of the wall(壁、石垣） at the bottom 

(底、奥）of the wood.  

From here they looked down into Mr. McGregor's garden.  

 

彼らは手をつないで出かけ、森の奥にある石垣の頂上の平らな所に立ちました。 

ここからマグレガーさんの畑を見下ろしました。 

 

 

 

 

（挿絵：ベンジャミン８） 

 

 

Peter's coat and shoes were plainly(質素に、はっきりと、率直に）to be seen upon the 

scarecrow, topped with an old tam-o-shanter of Mr. McGregor's. 

 Little Benjamin said, “It spoils（だいなしにする） people's clothes to squeeze under a 

gate(門、戸）; the proper (適切な）way to get in, is to climb down a pear（梨）tree.” 

 

 

ピーターのコートと靴はマグレガーさんのお古のスコットランドベレー帽（タモシャンタ

ー）を頭にかぶったかかしにみすぼらしくかかっているのが見えました。 

小さいベンジャミンが言いました。「木戸の下を無理にはいると、服がだめになるんだよ。
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梨の木につかまって降りるのが中に入るいい方法だよ。」 

 

 

（挿絵：ベンジャミン９） 

 

 

 Peter fell down head first; but it was of no consequence（結果、成り行き）, as the bed（苗

床） below was newly(新しく） raked( 熊手で平らにならされた）and quite soft. 

 It had been sown with lettuces.（sow:種をまく） 

 

ピーターは頭から落ちてしまいました。しかし、大事には至りませんでした。下の苗床は、

熊手でならされたばっかりで、しかも柔らかかったからです。 

レタスの種がまかれてました。 

 

 

（挿絵：ベンジャミン１０） 

 

 

 They left a great many odd（おかしな、奇妙な） little foot-marks（足跡） all over the bed, 

especially little Benjamin, who was wearing clogs（木靴）. 

 Little Benjamin said that the first thing to be done was to get back Peter's clothes, in order 

that they might be able to use the pocket-handkerchief. 

 They took them off the scarecrow .  

There had been rain during the night;  

 

彼らは苗床全体に奇妙な小さい足跡をたくさん残しました。特に、小さいベンジャミンは木

靴を履いてたので。 

小さいベンジャミンは、ポケットハンカチーフを使えるようにするには、まず最初にやるの

は、ピーターの服を取り戻すことだと言いました。（注釈：服を取り戻せば、服代わりだっ

たハンカチを別の目的に使えるから） 

彼らはかかしからそれらを取りました。 

夜に、雨が降っていたのでした。 
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（挿絵：ベンジャミン１１） 

 

 

There was water in the shoes, and the coat was somewhat（いくぶん） shrunk. 

 Benjamin tried on the tam-o-shanter, but it was too big for him. 

 

靴の中は水が入り、コートはちょっと縮んでいました。 

ベンジャミンはベレー帽をかぶってみましたが、彼には大きすぎました。 

 

 

 

 

（挿絵：ベンジャミン１２） 

 

 

 Then he suggested that they should fill the pocket-handkerchief with onions（たまねぎ）, 

as a little present for his Aunt. 

 Peter didn't seem to be enjoying himself;  

he kept hearing noises. 

 

そして彼は、ハンカチに玉ねぎをいっぱいに包んで、おばさんへのプレゼントにしようと提

案しました。 

ピーターは楽しんでいるようには思えませんでした。 

彼にはずっと変な音が聞こえてました。 

 

 

 

 

（挿絵：ベンジャミン１３） 

 

 

 Benjamin, on the contrary（反対に）, was perfectly（すっかり） at home(くつろぐ）, and 

ate a lettuce leaf.  

He said that he was in the habit（習慣） of coming to the garden with his father to get lettuces 

for their Sunday dinner（日曜日のごちそう）. 

( the name of little Benjamin's papa was old Mr. Benjamin Bunny.) 
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 The lettuces certainly were very fine. 

 Peter did not eat anything; he said he should like to go home.  

 

ベンジャミンはその反対で、すっかりくつろいでいて、レタスの葉を一枚食べてました。 

彼は、日曜日のごちそう用に、父さんとこの畑に来てレタスを取ることにしていると言いま

した。 

（小さなベンジャミンのパパの名前はベンジャミン・バニーさんです。） 

（注釈：父と子がどちらもベンジャミンと言う名前） 

レタスは確かにとてもおいしかったです。 

ピーターは何も食べませんでした。家に帰りたいと言いました。 

 

 

 

 

 

 

（挿絵：ベンジャミン１４） 

 

 

Presently（しばらくして） he dropped half the onions. 

 Little Benjamin said that it was not possible to get back（帰る） up the pear tree, with a load

（荷物） of vegetables.  

He led the way boldly（大胆に） towards the other end of the garden, 

They went along a little walk on planks(板）, under a sunny（日当たりのよい）red-brick wall. 

 

しばらくして、ピーターは玉ねぎを半分落としてしまいました。 

小さいベンジャミンは、野菜を持ったまま梨の木に登って帰るのは無理だと言いました。 

彼は大胆にも畑の反対側の端に向かって先頭になってピーターを連れて行き、 

彼らは日当たりのよい赤レンガの下の板が敷かれた小道を歩きました。 

 

 

 

 

（挿絵：ベンジャミン１５） 
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 The mice（mouse の複数形） sat on their door-steps cracking cherry-stones;  

they winked at Peter Rabbit and little Benjamin Bunny. 

 

はつかねずみたちが彼らの家の踏み石の上に座って、桜んぼの種を割っていました。 

彼らはピーターラビットと小さいベンジャミンにウィンクして挨拶をしました。 

 

 

 

（挿絵：ベンジャミン１６） 

 

 

  Presently Peter let the pocket-handkerchief go again. 

  They got amongst flower-pots, and frames（苗床の枠） and tubs（おけ、たらい）;  

 

まもなくして、ピーターはまた赤いハンカチを落としてしまいました。 

彼らは、植木鉢や枠やおけの間に行きました。 

 

 

 

 

（挿絵：ベンジャミン１７） 

 

 

Peter heard noises worse than ever, his eyes were as big as lolly-pops（棒付きキャンディー）! 

 He was a step or two in front of his cousin, when he suddenly stopped. 

 

ピーターはかってないまずい音を聞き、両目はキャンデーくらいに大きくなりました。 

ピーターが突然止まった時、いとこより 1，2 歩前にいました。 

 

 

 

 

（挿絵：ベンジャミン１８） 

 

 

  This is what those little rabbits saw round that corner! 
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  Little Benjamin took one look, and then, in half a minute less than no time（すぐに、慣用

句）, he hid(かくれる：hide の過去形） himself and Peter and the onions underneath a large 

basket... 

 

 

小さいうさぎたちが角をまがったあたりでそれを見たのです。 

小さいベンジャミンはちらっと見て、それからすぐに自分だけでなくピーターやたまねぎ

もいっしょに、大きなかごの下に隠れました...... 

 

 

 

 

 

（挿絵：ベンジャミン１９） 

 

 

  The cat got up and stretched herself, and came and sniffed at the basket. 

  Perhaps she liked the smell of onions! 

 

その猫は起き上がりのびをして、やってきてかごのにおいをかぎました。 

たぶん彼女はたまねぎの匂いが気に入ったのでしょう。 

 

 

 

 

（挿絵：ベンジャミン２０） 

 

 

  Anyway, she sat down upon the top of the basket. 

  She sat there for five hours. 

 

ともかく、彼女はかごの上に座りました。 

そこに 5 時間も座ってました。 

 

         ＊ 
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I cannot draw you a picture（絵を描く） of Peter and Benjamin underneath the basket, 

because it was quite dark,  

and because the smell of onions was fearful; it made Peter Rabbit and little Benjamin cry. 

 The sun got round behind the wood, and it was quite late in the afternoon;  

but still the cat sat upon the basket. 

 At length（やっと、ついに） there was a pitter-patter, pitter-patter, and some bits of mortar 

fell from the wall above. 

 The cat looked up and saw old Mr. Benjamin Bunny prancing（胸を張って歩く） along （～

に沿って）the top of the wall of the upper terrace. 

 

かごの下がとても暗かったのと、たまねぎの匂いは恐ろしいものだったので、私はピーター

とベンジャミンの絵を、あなたに描いて見せることはできません。 

玉ねぎのにおいのせいでピーターラビットと小さいベンジャミンは泣き出しました。 

お日様は森の後ろにまわり、ずいぶん午後おそくなっていました。 

しかしいまだに猫はかごの上に座り続けていました。  

やっとピタパタピタパタという音がして、モルタルの小片が石塀から落ちてきました。 

猫は見上げるとベンジャミン・バニーさんが、石塀の最上部で平らな部分を胸を張って歩い

ていました。（注釈：look は意識的動作、see は自然に視界にはいる時） 

 

 

（挿絵：ベンジャミン２１） 

 

 

 He was smoking a pipe of rabbit-tobacco, and had a little switch（小枝、鞭） in his hand. 

 He was looking for his son. 

 Old Mr. Bunny had no opinion（意見、思い） whatever of cats. 

 

彼はうさぎたばこ（ラベンダー）のパイプを吸いながら、手には小枝を持っていました。 

彼は息子を探していたのでした。 

ベンジャミン・バニーさんは猫の事をどうも思ってませんでした。 

 

（挿絵：ベンジャミン２２） 

 

 

 He took a tremendous（ものすごい） jump off the top of the wall on to the top of the cat, 

and cuffed（平手ではらう） it off the basket, and kicked it into the green-house, scratching 
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off（むしり取る） a handful of fur（毛）.  

 The cat was too much surprised to scratch back. 

 When old Mr. Bunny had driven the cat into the green-house, he locked the door. 

 

彼は石塀の最上部からものすごいジャンプをして猫の上に飛び降り、 

猫を平手で払ってかごから引きはがし、温室の中に蹴飛ばして入れ、一掴みの毛をむしり取

りました。 

猫はあんまり驚いたので、ひっかき返す事もできませんでした。 

バニーさんは、猫を温室に追い込んで入れ、ドアに鍵をかけました。 

 

 

 

 

（挿絵：ベンジャミン２３） 

 

 

 Then he came back to the basket and took out his son Benjamin by the ears, and whipped

（ひっぱたく） him with the little switch. 

 Then he took out his nephew Peter. 

 

それからかごの所に戻ってきて息子のベンジャミンの耳を引っ張ってかごから出し、小さ

な小枝で彼をたたきました。 

次に甥のピーターを引っ張り出しました。 

 

 

 

 

（挿絵：ベンジャミン２４） 

 

 

 Then he took out the handkerchief of onions, and marched(行進する、堂々と歩く） out of 

the garden. 

 When Mr. McGregor returned about half an hour later, he observed（観察する）several 

things which perplexed（悩ませる、当惑させる） him. 

 

それから彼は玉ねぎをつつんだハンカチを取り出して、畑から堂々と歩いて行きました。 
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３０分くらいたってからマグレガーさんが戻ってきたとき、彼は理解に苦しむ事をいくつ

か見ました。 

 

 

（挿絵：ベンジャミン２５） 

 

 

 It looked as though some person had been walking all over the garden in a pair of clogs─ 

only the foot-marks were too ridiculously（おかしなほど） little! 

 Also he could not understand（理解する） how the cat could have managed（なんとかす

る） to shut（閉じ込める） herself inside the green-house（温室）, locking the door upon 

the outside. 

 When Peter got home, his mother forgave him,  

because she was so glad to see that he had found his shoes and coat.  

Cotten-tail and Peter folded up（たたむ） the pocket-handkerchief,  

and old Mrs. Rabbit strung up（紐で束ねる） the onions and hung them from the kitchen 

ceiling, with the bunches（たば） of herbs and the rabbit-tobacco. 

 

木靴をはいた何人かの人が畑中を歩き回ったように見えました。 

ただ、その足跡はおかしなほど小さかったのです。 

また、猫がどうやって外から鍵をかけて、自分を温室に閉じ込めることができたのか、わか

りませんでした。 

 

（挿絵：ベンジャミン２６） 

 

ピーターが家に戻った時、お母さんは彼を許してくれました。  

なぜなら、彼女は彼が靴とコートを見つけたことがわかったのでうれしかったからです。 

コットンテイルとピーターはハンカチをたたんで、 

お母さんは玉ねぎをひもでしばり、台所の天井から、ハーブの房とうさぎたばこ(ラベンダ

ー）といっしょにつるしました。 

 

The End 

おしまい 
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