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English Ver. / ChapterIV  

 

  

All the candles seemed brighter. 

   S     V       C 

すべてのろうそくの灯がより輝きを増した。 

 

From heaven, a lot of heavy rain was falling to the ground. 

天からは、すごい雨が地面を叩き付けていた。 

 

The sky was dark, and the lightnings struck the church. 

空は暗かった。そして、稲光が教会を撃った。 

 

"Oh, no." said Catie. "I wonder where I am." 

「もう、いやー。」ケイティーが言った。「どこかしら。」 

 

"Ouch. I seem to hit my back." said Joe. 

「あいたた。背中を打ったみたいだ。」ジョーが言った。 

I seemed to hit my back. 

( It ) seemed ( that ) I hit my back. 

        過       過（時制の一致） 

The tap (the King made) have them appear in the church. 

   S                      V    O      C 

王様のタップにより、彼らは教会に現れたのだった。 

※SVOCね。＾＾ 関係代名詞の whichもしくは thatが省略されている。 

※have は使役動詞。SVOCの Cにくるのは、①原形不定詞。②p.p.。③形容詞相当語句。 

（直）王様が打ったタップが、彼らを教会に現せしめた。（使役）「～させる」 

 

They were all wet. 

みんなずぶ濡れだった。 

 

"Come along with me, unless so, you'll catch a cold." said the man. 

「こちらへどうぞ。じゃないと、風邪引いちゃいますよ。」その男が言った。 

※unless so, （= if you don’t come along with me,）「そうじゃないと」 
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"Thank you for saying so." said the King. 

「そういってくれてありがとう。」王様が言った。 

They followed his words. 

彼らは彼の言葉に従った。 

"Change clothes here." said the man. 

「ここで衣服を着替えてください。」その男は言った。 

 

"And ladies? You may have a room for your own. This way." said the man. 

「それからご婦人たち？ あなた方は専用のお部屋へどうぞ。こちらです。」その男が言った。 

 

"Thanks a lot." said the two. 

「どうもありがとう。」二人は言った。 

 

"Oh, Mother!" said Catie. 

「あ。おかあさん！」ケイティーが言った。 

 

Yes, she was her mother, the Queen in the heaven. 

そう。彼女は母親だった。天上界の王女だった。 

 

After fairy's reincarnation, she got back to the position. 

妖精の転生を経て、彼女はその地位に戻ったのだった。 

 

"I looked around everywhere. I couldn't find you. Where have you been?" said the two in the same 

tone. 

「すっごい探して回ったんだから。見つけられなかったのよ。どこ行ってたの？」二人は、同じトーンで

言った。 

 

They laughed. 

彼女たちは笑った。 

 

Yes, a daughter will look after her mother. 

そうだね。娘ってのは、母親に似るもんだもんね。 

※ [性質]を表す will。「～というものである。」 

ex.) Boys will be boys. 

 「男の子とは、そういうものだ。」（男の子の性質について言及している。） 
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"I was sleeping on the bed of clouds. I had strange dreams." said Catie. 

「私、雲のベッドで寝ていたの。変な夢見ちゃった。」ケイティーが言った。 

 

"Uh huh?" said the Queen. 

「それで？」女王が言った。 

 

"And I fell in love with a mosquito." said Catie. 

「そして、蚊に恋に落ちたの。」ケイティーが言った。 

 

"MOSQUITO?" said the Queen. 

「蚊に？」女王が言った。 

※”(Did you say) MOSQUITO?” 

 

"Named Joe." said Catie. 

「ジョーって名前の。」ケイティーが言った。 

※”Yes, the MOSQUITO named Joe.” 

※相手の言った文を修飾する p.p.ね。 

 

"I don't know about the mosquito, but I know where Joe is." said the Queen. 

「その蚊のことについてはわかんないけど、ジョーがどこにいるのかならわかるわよ。」女王が言った。 

 

"Really?" said Catie. "I want to see him soon! Where is he?" 

「本当？」ケイティーが言った。「すぐに会いたい！ どこにいるかな。」 

 

"Just behind the door." said the Queen. 

「ドアのすぐ後ろよ。」女王が言った。 

 

"You are a liar." said Catie. 

「嘘ばっかり。」ケイティーが言った。 

 

She thought she was kidding her. 

彼女は、母親がからかっているのだと思った。 

※”No kidding!”「冗談はやめてね。」 

※No smoking.といっしょ。No + 動名詞で、「～禁止！」 
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"Joe? Can you hear me?" said the queen. 

「ジョー？聞こえるかしら。」女王が言った。 

 

"Yes, I can. I don't know who it is, but wait for a moment please. I'm changing my clothes here." 

said Joe. 

「聞こえます。どなたかはわからないけど、一瞬待ってもらえませんか。ここで着替えをしているんです。」 

※I don’t know who it is. 

「どなたかわからないです。」 

※性別もわからない場合等によく用いられる。 

 

"Two moments!" said the King. 

「できればもう一瞬！」王様が言った。 

 

"Darling, please tap a dress for her." said the Queen. 

「ダーリン、タップしてドレスを彼女に。」女王が言った。 

 

"I know you are getting married soon, you know. I have a special power on the groundside, too." 

said the Queen. 

「もうすぐ結婚するのよ、あなたは。地上では私にも特別な力があるのよ。」 

 

She knew it was coming. 

彼女には、未来が予知できた。 

 

Catie changed her clothes into a white dress. 

ケイティーは白のドレスに着替えた。 

 

The queen tapped her fingers too, to make it brighter. 

女王もタップして、そのドレスをより白くした。 

 

"Do I look alright?" said Catie. She was a little bit nervous. 

「大丈夫かな。」ケイティーが言った。すこし緊張していた。 

 

"Yes, you look wonderful." said the Queen. 

「ええ。すごく素敵よ。」女王が言った。 
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"Are you ready, Dar?" said the Queen. 

「ダーリン、準備はできた？」女王が言った。 

 

"We are ready." said the King. 

「準備完了。」王様が言った。 

 

"Why am I wearing a tailor?" said Joe. 

「どうして燕尾服なんて着ているんだろう？」ジョーが言った。 

 

"Don't worry, this is inside the church." said the King. 

「心配いらない。ここは教会の中だから。」王様が言った。 

 

The King knew the Queen can read minds and the future. 

王様は、女王が心と未来を読めるのを知っていた。 

 

And she had sent a secret message to her husband. 

そして彼女は夫に秘密のメッセージを送っていたのだった。 

 

He knew it would come. 

彼にもその未来がやってくるであろうということがわかった。 

※It will come.が時制の一致の影響を受けて過去形になってるだけ。 

※王様のほうは「推量・推測」にすぎないことがわかる。 

 

ex.) It is raining soon. 

  「雨になるね。」（もう雨はほぼ確定。） 

  It is going to rain soon. 

  「すぐに雨が降りそう。」（空模様からするに雨ね。） 

  It will rain soon. 

  「すぐ雨が降るでしょう。」（そんな気がする。） 

※進行形でも未来を表せる。雨だと判断できる材料がそろっている場合。 

※助動詞（will）で未来を表す場合は、[推量・推測]の域を超えない。雨にならない可能性もある。 

 

All of a sudden, Joe's chakra started to open. 

突然、ジョーのチャクラが開き始めた。 
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Not only from his forehead, but from all his chakras. 

額のチャクラからではなく、すべてのチャクラからだった。 

 

"Wow, you look greater than before." said the King. 

「うわぁ。さっきよりもすごく見えるよ。」王様が言った。 

 

"You are my...?" said Joe. 

「あなたは私の・・・？」ジョーが言った。 

 

"Oh, don't you recognize me?" said the King. 

「私がわからないのかな？」王様が言った。 

※recognize[]「（再）認識する。」 

ちなみに。 

 

Q. 訳してね。 

Don’t you recognize me? --- Yes, I do. 

「私がわからないのかな？」「いいえ。」（わかります。） 

Don’t you recognize me? --- No, I don’t. I don’t recognize you. 

「私がわからないのかな？」「はい。」（あなたのことが思い出せません。） 

※否定疑問文のときは、日本語の「はい。」と「いいえ。」が逆転する！ 

 

He tapped his fingers and made a crown on his head. 

彼は指をタップして、頭の上に王冠を載せた。 

 

"Oh, you are the King!" said Joe. 

「ああ、王様！」ジョーが言った。 

 

"We are going to have a wedding ceremony here." said the King. 

「ここで結婚式を挙げるんだ。」王様が言った。 

 

"You and somebody?" said Joe. 

「あなたと誰かが？」ジョーが言った。 

 

"No. You and somebody." said the King. 

「違うよ。君と誰かさんだよ。」王様が言った。 



Atlantis英語総合学院 

"Ah, please wait. I'm confused. Anyway, I have someone special." said Joe. 

「えっと。ちょっと待ってください。混乱してるんです。いずれにせよ、僕には相手がいますから。」ジ

ョーが言った。 

 

"Oh, I know. You mean Catie, right?" said the King. 

「知ってるよ。ケイティーだろ？」王様が言った。 

 

"How'd you...?" said Joe. 

「いったいどうしてそんな・・・。」ジョーが言った。 

※How would you (know…?)が省略されている。 

 

"Pipe organ, start!" said the King. 

「パイプオルガン、スタート！」王様が言った。 

 

The music started. 

音楽が始まった。 

 

 

"I hope it will stop raining soon." said the King. 

「もうじき雨が止めばいいのにね。」王様が言った。 

 

"I hope so, too." said Joe. 

「僕もそう思います。」ジョーが言った。 

※soが表しているのは前の   。 

 

Suddenly, the rain stopped. 

突然、雨がやんだ。 

 

"Wow, this is a miracle! You see? The sunshine!" said the King. 

「わぁ。奇跡だ！ 見えるかい？ 太陽の光だよ！」王様が言った。 

 

"I hope I can see a rainbow." said the King. 

「虹が見えるといいな。」王様が言った。 

It seemed that he hadn't recognized his power yet. 

彼にはまだ、特別な力が認識できていないようだった。 
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※これは、過去における現在完了[完了]。大過去じゃないよ。 

 

A rainbow appeared between the clouds. 

雲の切れ間から、ひとすじの虹が現れた。 

 

"I'm nervous." said Joe. 

「緊張するなぁ。」ジョーが言った。 

 

The last time I got nervous was... 

最後に緊張したのはといえば・・・ 

 

"Oh? Is this the first? I think I have already got two kids." said Joe. 

「あれ？ これは一回目？ 子供が二人いるんだぞ。」ジョーが言った。 

 

"Don't worry, Joe." said the King. "I like marriages." 

「心配いらないよ、ジョー。」王様が言った。「結婚はいいもんだよ。」 

 

 

今日はこれでおしまい。＾＾ 

 

おにいちゃんの口座番号は、 

 

セブン銀行 バラ支店 （普通）1052750 

イワキリ マサト  

 

です。 

 

よそに振り込まないでね。＾＾； 

 

1,000円です。ひと家庭。（兄弟割引。） 

※もしよろしかったら。 

 

というわけで。 

 

よろしくね。＾＾ 今日はツケにしといてね。 

 


