
翻訳オモシロ話
わははの会用

青山友子



人生いろいろ 翻訳もいろいろ

人生いろいろ

男もいろいろ

女だっていろいろ

咲きみだれるの

ジャンル

時代

何語から何語に？

対象は？

目的は？

訳者の背景

 etc. etc.



本日は翻訳について、「ちょっと役に立つ
話」というよりも、楽しめる（そして
ちょっとだけ頭の体操になる？）話を。

+ “All art is quite useless.” Oscar Wilde

(1854-1900) の小説 The Picture of Dorian 
Gray の前書きから。

+ 「役に立つ」ものばかりがいいわけではな

い。役に立たないように見えて、実は役に

立つ場合もある。



自己紹介（私と翻訳）
+ 子どものころから、童話・世界名作全集など翻訳文学の読者とし

て

+ 受験英語の「英文和訳」、「和文英訳」、古文現代語訳

+ 英文科の学生として、発表やレポートの助けに

+ 日本文学研究者として、

+ 英訳されていない文学テクスト（詩・小説・批評・戯曲・随筆）を
英文の論文中で引用するために。

+ 文学の翻訳に関係するテーマの研究（例：文学における笑いの翻訳、
翻訳とパロディの関係）

+ 大学教員として、翻訳論（および日本語教育の一部としての翻
訳）

+ 翻訳者として（共訳）金井美恵子の小説（２冊）、三島由紀夫ほ
か、評論を数編、伊藤比呂美の食エッセイ、嶽本あゆ美の戯曲２
篇

+ 詳しくは、https://languages-cultures.uq.edu.au/profile/1151/tomoko-aoyama
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最近の翻訳

+https://exchanges.uiowa.edu/issues/borders/four-essays-on-

food-from-ito-hiromis-delicious/ 伊藤比呂美の食エッセイ４篇

（アイオワ大学の翻訳文学のオンライン・ジャーナルに掲載）

+https://patacara-vaidehi.webnode.jp/ 嶽本あゆ美（メメント

C ）の戯曲『女人往生環』２篇（パターチャーラ― 韋提希）

ヴィデオ配信用英語字幕

about:blank
about:blank


Part I

あっと驚く映画の邦題



映画の邦題クイズ 右と左を結んでください

1. 夕陽に向かって走れ

2. 明日に向かって撃て

3. 史上最大の作戦

4. さすらいの青春

5. 女が愛情に渇くとき

6. 怪盗グルーの月泥棒

7. ダメ男に復讐する方法

8. 新感染ファイナルエクスプレス

A. The Pumpkin Eater

B. Butch Cassidy &  the Sundance Kid

C. The Other Woman

D. Train to Busan

E. Tell Them Willie Boy Is Here

F. The Longest Day

G. Le Grand Meaulne (The Wanderer)

H. Despicable Me



答え合わせ



1=E Tell Them Willie Boy Is Here (1969)



2=B Butch Cassidy & the Sundance Kid 

(1969)



3=F The Longest Day (1962)



4=G Le Grand Meaulnes (The Wanderer) 

(1967)
2006年版のフランス映画

は、英語タイトルも同じフランス語の原題は、モーヌの大将と

いう意味



5=A THE PUMPKIN EATER (イギリス映画 1964)
邦題：女が愛情に渇くとき

+ 原題は、ナーサリー・ライム（童

謡）から。

+ 主演はアン・バンクロフトとピー

ター・フィンチで、ハロルド・ピン

ター脚本、おまけにジェイムズ・

メイソンや若き日のマギー・スミ

スも出る！

+ 「女が。。。とき」というタイトル

は、成瀬巳喜男の「女が階段

を上がるとき」(１９６０年)も

思わせますね。



６＝H 怪盗グルーの月泥棒 (2010)



７=Cダメ男に復讐する方法 (2014)



８=D新感染ファイナル・エクスプレス (2016)



参考までに
+ https://www.eiga-8.com/eiga8/title-

houdai1/?fbclid=IwAR2fld8PGDBzHrOveqTTwreoWSSyrc
z1ApNdgpOc_uczywZcSuIIowaBeLw

センスのない邦題が付けられてしまった映画たちを集めてみた！

+ https://enpedia.rxy.jp/wiki/%E7%A7%80%E9%80%B8%E3
%81%AA%E9%82%A6%E9%A1%8C%E3%81%AE%E4
%B8%80%E8%A6%A7

秀逸な邦題の一覧（ウィキ）

+ https://gamp.ameblo.jp/boogie-woogie-hiroshi/entry-
10607110540.html?fbclid=IwAR11q9k1hLe-
zleQSJZJpt02F00whviZjFWyfv6VIvnf15totBKCFRHvtvQ

洋楽の邦題はやりたい放題（ブログ）

https://www.eiga-8.com/eiga8/title-houdai1/?fbclid=IwAR2fld8PGDBzHrOveqTTwreoWSSyrcz1ApNdgpOc_uczywZcSuIIowaBeLw
https://enpedia.rxy.jp/wiki/%E7%A7%80%E9%80%B8%E3%81%AA%E9%82%A6%E9%A1%8C%E3%81%AE%E4%B8%80%E8%A6%A7
https://gamp.ameblo.jp/boogie-woogie-hiroshi/entry-10607110540.html?fbclid=IwAR11q9k1hLe-zleQSJZJpt02F00whviZjFWyfv6VIvnf15totBKCFRHvtvQ


楽しみ方のヒント

+原題と翻訳タイトルのギャップに呆れ、笑うだけでも面白い。

+なぜそうなったのか、想像をめぐらすのも面白い。

+２匹目のドジョウを狙った？

+商業的公算から？

+原題を直訳しても、意味が分からないし、タイトルに注を付けることもできないか

ら？

+なんとなくかっこいいと思った？

+日本映画のタイトルがどう訳されているかも見てみるとおもしろい。また、

映画だけでなく、小説、ドラマ、歌のタイトルなども。



Part II

これも翻訳！
吉里吉里語訳・東北おんば訳



吉里吉里語訳日本文学 クイズ
原文はだれの何？

１. 親がらの無茶（むっちゃ）で子供（わらす）の時（どぎ）がら損ばっかすてる。

小学校さ入（へえ）ってた頃（あだり）、学校（がっこ）の二階（ぬげあ）がら

跳（は）ね降（お）づで一週間（えっすうかん）ばっか腰（こす）ぁ抜（の）がすた事

（ごだあ）ある。

２. 国境の長（なん）げえトンネルば抜（の）けっと雪国（ゆぎぐに）だったっちゃ。

３. 朝（あさげ）、食堂（そくどー）でソップを一（しと）さず、ずずっと吸って、

お母様（あっぱ）ぁ、「あいや」とちゃっけえ叫び声（だげげー）ば

挙（た）でらえだもんだ。



答

1. 夏目漱石『坊っちゃん』（吉里吉里語では、「なづめそうせぎのぼっちゃ」と発音）

親譲りの無鉄砲で小供の時から損ばかりしている。

小学校に居る時分学校の二階から飛び降りて一週間ほど腰を抜かした事がある。

2. 川端康成『雪国』（かわばんだやしなりのゆぎぐに）

国境の長いトンネルを抜けると雪国であった。

3. 太宰治『斜陽』（だじぇーおさむのさよー）

朝、食堂でスウプを一さじ、すっと吸ってお母さまが、「あ」と幽かな叫び声をお挙げになった。



涙と海岸

東海(ひんがす)の小島(こずま)の磯(えそ)の

砂(すか)っぱで

おらァ泣ぎざくって

蟹(がに)ど 戯(ざ)れっこしたぁ

「海岸とは永遠の反復の地帯」「原初のトポス」であ
りながら、「津波により、言葉を失うほかない悲劇の
場所」管啓次郎



管啓次郎「詩、集合性、翻訳についてのノート」という論考
（佐藤＝ロスベアグ・ナナ編『翻訳と文学』みすず書房2021年に所収）

+「われわれはおんば訳の啄木を通じて、東日本大震災後

の三陸沿岸地帯の現実を、そこに生じようとしている希望

の等価とともに再創造することができるだろう。

いきいきと思い浮かべ、悲劇を悲劇として描写することに

とどまらない、強い推進力を得ることさえできるだろう。抒情

詩が、歴史的状況を翻訳するのだ。」(254)



Part III

Haikuを俳句に



メルボルンの俳人・研究者 Alice Wanderer さ
んの俳句を日本語に訳してみました。

25 March 2021

itadakimasu

my most valuable treasure

from life in Japan

「いただきます」

日本暮らしの宝物

7 April 2021

relentless progress

with every meal the inchworm

resizes the world

容赦なく食べては伸びる尺取虫

食べるたび世界広がる尺取虫

食べるたび世界を広ぐ尺取虫



Haikuを俳句に：いい点と気をつける点

+短いので、取り組みやすい。

+できるのだけやればいい。

+お金がかからない。

+点数や評価を気にしなくてもいい。

+わからないときには原作者に気軽に
聞ける。

+文学なので、いろいろな解釈が可能。

+原作とは少し違ったものになっても、
たいていは喜んでもらえる。

+英語の5/7/5 syllables 音節は日
本語の5・7・5より言葉数が多い。

+語順が違う。

+何を省略するか、残すか、言い換え
るか。

+オーストラリアの風物や世界の情勢
など、調べないとわからないもの、翻
訳しにくいものもある。

+「や」「けり」などの切れ字、助詞など
で字数を調節。



もう二つ紹介します。

28 February 2021

twitter, kindle, zoom -

words that have become harder

to use in haiku

ツイッター、キンドル、ズーム

句にならず

4 February 2021

this year's first eggplant

I picked it, sliced it, baked it

and scoffed the whole thing

初ナスを 採りて切り焼き 貪りぬ



Aliceさんは、今は 5/7/5 音節の haiku を作ります
が、以前は自由律で、今より短めでした。そのほ
うが、俳句の形にしやすかったかもしれません。

11 January 2021

butterflies

on the noon steps

mica dust

蝶々や 真昼の階段 雲母(きらら)

舞う

5 January 2021

a night of rain

the snail

and its shell

雨の夜 まいまいつぶり からひとつ



やってみませんか。
どちらか、あるいは両方を５・７・５にしてみてください。
（字余り・字足らずがあっても構いません。）

１月１７日

dancing 

arms outstretched

a girl and seagulls

３月１０日

the dog's tongue wetting 

and drying at the same time 

autumn afternoon



もしよかったら、アリスさんにあなたの翻訳を伝えます。

+今できた方は、紙に書いて出してください。

+名前や連絡先のメールは書いても書かなくても結構です。

+また、もっと考えて、あとで出したい方は、t.aoyama@uq.edu.au にメールして

ください。

+では、身の回りにあるいろいろな翻訳を、楽しんでみてください。
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