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一元八角七。全都在这儿了，其中六
角是一分一分的铜板。这些分分钱是杂货
店老板、菜贩子和肉店老板那儿软硬兼施
地一分两分地扣下来，直弄得自己羞愧难
当，深感这种掂斤播两的交易实在丢人现
眼。德拉反复数了三次，还是一元八角七，
而第二天就是圣诞节了。

１ドル８７セント。 それで全部。 しかもそのう
ち６０セントは小銭でした。 小銭は一回の買い物
につき一枚か二枚づつ浮かせたものです。 乾物屋
や八百屋や肉屋に無理矢理まけさせたので、 しま
いに、こんなに値切るなんてという無言の非難で
頬が赤くなるほどでした。 デラは三回数えてみま
した。 でもやっぱり１ドル８７セント。 明日は
クリスマスだというのに。

There was clearly nothing to do but flop down on the shabby
little couch and howl. So Della did it. Which instigates the
moral reflection that life is made up of sobs, sniffles, and
smiles, with sniffles predominating.

除了扑倒在那破旧的小睡椅上哭嚎之
外，显然别无他途。

これでは、まったくのところ、粗末な小椅子に突
っ伏して泣くしかありません。 ですからデラはそ
うしました。 そうしているうちに、 人生という
ものは、わあわあ泣くのと、しくしく泣くのと、
微笑みとでできており、 しかも、わあわあ泣くの
が大部分を占めていると思うようになりました。

While the mistress of the home is gradually subsiding from
the first stage to the second, take a look at the home. A
furnished flat at $8 per week. It did not exactly beggar
description, but it certainly had that word on the lookout for
the mendicancy squad.

当这位家庭主妇逐渐平静下来之际，
让我们看看这个家吧。一套带家具的公寓
房子，每周房租八美元。尽管难以用笔墨
形容，可它真真够得上乞丐帮这个词儿。

この家の主婦が第一段階から第二段階へと少しづ
つ移行している間に、 家の様子を見ておきましょ
う。 ここは週８ドルの家具付きアパートです。 全
く筆舌に尽くしがたいというわけではないけれ
ど、 浮浪者一掃部隊に気をつけるためにアパート
という名前をつけたに違いありません。

In the vestibule below was a letter-box into which no letter
would go, and an electric button from which no mortal finger
could coax a ring. Also appertaining thereunto was a card
bearing the name "Mr. James Dillingham Young."

楼下的门道里有个信箱，可从来没有
装过信，还有一个电钮，也从没有人的手
指按响过电铃。而且，那儿还有一张名片，
上写着“詹姆斯·迪林厄姆·杨先生”。

階下には郵便受けがありましたが手紙が入る様子
はなく、 呼び鈴はありましたが人間の指では鳴ら
せそうもありません。 その上には「ミスター・ジ
ェームズ・ディリンガム・ヤング」 という名前が
書かれた名刺が貼ってありました。

The Gift of the Magi
By O. Henry
(1905)

One dollar and eighty-seven cents. That was all. And sixty
cents of it was in pennies. Pennies saved one and two at a
time by bulldozing the grocer and the vegetable man and the
butcher until one's cheeks burned with the silent imputation
of parsimony that such close dealing implied. Three times
Della counted it. One dollar and eighty- seven cents. And the
next day would be Christmas.

德拉这样作了，可精神上的感慨油然
而生，生活就是哭泣、抽噎和微笑，尤以
抽噎占统治地位。

“迪林厄姆”这个名号是主人先前春
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その「ディリンガム」の文字は、 その名の持ち主

The "Dillingham" had been flung to the breeze during a
former period of prosperity when its possessor was being paid
$30 per week. Now, when the income was shrunk to $20,
though, they were thinking seriously of contracting to a
modest and unassuming D. But whenever Mr. James
Dillingham Young came home and reached his flat above he
was called "Jim" and greatly hugged by Mrs. James
Dillingham Young, already introduced to you as Della. Which
is all very good.

风得意之际，一时兴起加上去的，那时候
他每星期挣三十美元。现在，他的收入缩
减到二十美元，“迪林厄姆”的字母也显
得模糊不清，似乎它们正严肃地思忖着是
否缩写成谦逊而又讲求实际的字母Ｄ。不
过，每当詹姆斯·迪林厄姆·杨回家，走
进楼上的房间时，詹姆斯·迪林厄姆·杨
太太，就是刚介绍给诸位的德拉，总是把
他称作“吉姆”，而且热烈地拥抱他。那
当然是再好不过的了。

に週３０ドルの収入があった繁栄の時代にはそよ
風にはためいてきました。 でもいまや収入は２０
ドルに減ってしまい、 文字たちはもっと慎ましく
謙遜な「Ｄ」一文字に押し縮めようかと真剣に考
えているようでした。 しかし、ジェームズ・ディ
リンガム・ヤング氏が家に帰って二階のアパート
に着くと、 すでにデラとしてご紹介済みのジェー
ムズ・ディリンガム・ヤング夫人が、 「ジム」と
呼びながら、いつでもぎゅうっと夫を抱きしめる
のでした。 これはたいへん結構なことですね。

Della finished her cry and attended to her cheeks with the
powder rag. She stood by the window and looked out dully at
a gray cat walking a gray fence in a gray backyard. Tomorrow
would be Christmas Day, and she had only $1.87 with which
to buy Jim a present. She had been saving every penny she
could for months, with this result. Twenty dollars a week
doesn't go far. Expenses had been greater than she had
calculated. They always are. Only $1.87 to buy a present for
Jim. Her Jim. Many a happy hour she had spent planning for
something nice for him. Something fine and rare and
sterling--something just a little bit near to being worthy of the
honor of being owned by Jim.

德拉哭完之后，往面颊上抹了抹粉，
她站在窗前，痴痴地瞅着灰濛濛的后院里
一只灰白色的猫正行走在灰白色的篱笆
上。明天就是圣诞节，她只有一元八角七
给吉姆买一份礼物。她花去好几个月的时
间，用了最大的努力一分一分地攒积下
来，才得了这样一个结果。一周二十美元
实在经不起花，支出大于预算，总是如此。
只有一元八角七给吉姆买礼物，她的吉姆
啊。她花费了多少幸福的时日筹划着要送
他一件可心的礼物，一件精致、珍奇、贵
重的礼物——至少应有点儿配得上吉姆
所有的东西才成啊。

デラは泣くのをやめ、頬に白粉をはたくのに意識
を集中させました。 デラは窓辺に立ち、灰色の裏
庭にある灰色の塀の上を灰色の猫が歩いているの
を物憂げに見ました。 明日はクリスマスだという
のに、ジムに贈り物を買うお金が１ドル８７セン
トしかありません。 何月も何月もコツコツとため
てきたのに、これがその結果なのです。 週２０ド
ルでは、大したことはできません。 支出はデラが
計算した以上にありました。 支出というものはい
つだってそういうものでした。 ジムへの贈り物を
買うのに１ドル８７セントしかないなんて。 大切
なジムなのに。 デラは、ジムのために何かすばら
しいものをあげようと、長い間計画していたので
す。 何か、すてきで、めったにないもの ―― ジ
ムの所有物となる栄誉を受けるに少しでも値する
何かを。

房间的两扇窗子之间有一面壁镜。也
许你见过每周房租八美元的公寓壁镜吧。
一个非常瘦小而灵巧的人，从观察自己在
一连串的纵条影象中，可能会对自己的容
貌得到一个大致精确的概念。德拉身材苗
条，已精通了这门子艺术。

その部屋の窓と窓の間には姿見の鏡が掛けられて
いました。 たぶんあなたも８ドルの安アパートで
見たことのあるような姿見でした。 たいそう細身
で機敏な人だけが、 縦に細長い列に映る自分をす
ばやく見てとって、 全身像を非常に正確に把握す
ることができるのでしょう。 デラはすらっとして
いたので、その技術を会得しておりました。

There was a pier-glass between the windows of the room.
Perhaps you have seen a pier-glass in an $8 flat. A very thin
and very agile person may, by observing his reflection in a
rapid sequence of longitudinal strips, obtain a fairly accurate
conception of his looks. Della, being slender, had mastered the
art.
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Suddenly she whirled from the window and stood before the
glass. her eyes were shining brilliantly, but her face had lost
its color within twenty seconds. Rapidly she pulled down her
hair and let it fall to its full length.

突然，她从窗口旋风般地转过身来，
站在壁镜前面。她两眼晶莹透亮，但二十
秒钟之内她的面色失去了光彩。她急速地
折散头发，使之完全泼散开来。

急にデラは窓からくるりと身をひるがえし、その
鏡の前に立ちました。 デラの目はきらきらと輝い
ていましたが、顔は２０秒の間、色を失っていた
のでした。 デラは手早く髪を下ろし、その長さい
っぱいまで垂らしました。

Now, there were two possessions of the James Dillingham
Youngs in which they both took a mighty pride. One was Jim's
gold watch that had been his father's and his grandfather's.
The other was Della's hair. Had the queen of Sheba lived in
the flat across the airshaft, Della would have let her hair
hang out the window some day to dry just to depreciate Her
Majesty's jewels and gifts. Had King Solomon been the
janitor, with all his treasures piled up in the basement, Jim
would have pulled out his watch every time he passed, just to
see him pluck at his beard from envy.

现在，詹姆斯·迪林厄姆·杨夫妇俩
各有一件特别引以自豪的东西。一件是吉
姆的金表，是他祖父传给父亲，父亲又传
给他的传家宝；另一件则是德拉的秀发。
如果示巴女王①也住在天井对面的公寓
里，总有一天德拉会把头发披散下来，露
出窗外晾干，使那女王的珍珠宝贝黔然失
色；如果地下室堆满金银财宝、所罗门王
又是守门人的话，每当吉姆路过那儿，准
会摸出金表，好让那所罗门王忌妒得吹胡
子瞪眼睛。

さて、ジェームズ・ディリンガム・ヤング家には、
誇るべき二つのものがありました。 一つはジムの
金時計です。 かつてはジムの父、そしてその前に
はジムの祖父が持っていたという金時計。 もう一
つはデラの髪でした。 シバの女王が通風縦孔の向
こう側のアパートに住んでいたとしましょう。 あ
る日、デラが窓の外にぬれた髪を垂らして乾かそ
うとしたら、 それだけで、女王様の宝石や宝物は
色あせてしまったことでしょう。 また、ソロモン
王がビルの管理人をやっていて、宝物は地下室に
山積みしていたとしましょう。 ジムが通りがかり
に時計を出すたび、王様はうらやましさのあまり、
ひげをかきむしったことでしょう。

So now Della's beautiful hair fell about her rippling and
shining like a cascade of brown waters. It reached below her
knee and made itself almost a garment for her. And then she
did it up again nervously and quickly. Once she faltered for a
minute and stood still while a tear or two splashed on the
worn red carpet.

此时此刻，德拉的秀发泼撒在她的周
围，微波起伏，闪耀光芒，有如那褐色的
瀑布。她的美发长及膝下，仿佛是她的一
件长袍。接着，她又神经质地赶紧把头发
梳好。踌躇了一分钟，一动不动地立在那
儿，破旧的红地毯上溅落了一、两滴眼泪。

さて、そのデラの美しい髪は褐色の小さな滝のよ
うにさざなみをうち、 輝きながら彼女のまわりを
流れ落ちていきました。 髪はデラの膝のあたりま
で届き、まるで長い衣のようでした。 やがてデラ
は神経質そうにまた手早く髪をまとめあげまし
た。 ためらいながら１分間じっと立っていまし
た。 が、そのうちに涙が一粒、二粒、すりきれた
赤いカーペットに落ちました。

她穿上那件褐色的旧外衣，戴上褐色
的旧帽子，眼睛里残留着晶莹的泪花，裙
子一摆，便飘出房门，下楼来到街上。

デラは褐色の古いジャケットを羽織り、褐色の古
い帽子をかぶりました。 スカートをはためかせ、
目にはまだ涙を光らせて、 ドアの外に出ると、表
通りへ続く階段を降りていきました。

她走到一块招牌前停下来，上写着：
“索弗罗妮夫人——专营各式头发”。德

デラが立ち止まったところの看板には、 「マダ
ム・ソフロニー。ヘア用品なら何でも。」と書いて

On went her old brown jacket; on went her old brown hat.
With a whirl of skirts and with the brilliant sparkle still in
her eyes, she fluttered out the door and down the stairs to the
street.
Where she stopped the sign read: "Mne. Sofronie. Hair Goods
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of All Kinds." One flight up Della ran, and collected herself,
panting. Madame, large, too white, chilly, hardly looked the
"Sofronie."

"Will you buy my hair?" asked Della.
"I buy hair," said Madame. "Take yer hat off and let's have a
sight at the looks of it."
Down rippled the brown cascade.
"Twenty dollars," said Madame, lifting the mass with a
practised hand.
"Give it to me quick," said Della.

拉奔上楼梯，气喘吁吁地定了定神。那位
夫人身躯肥大，过于苍白，冷若冰霜，同
“索弗罗妮”的雅号简直牛头不对马嘴。

“你要买我的头发吗？”德拉问。

“我买头发，”夫人说。“揭掉帽子，
让我看看发样。”
那褐色的瀑布泼撒了下来。
“二十美元，”夫人一边说，一边内
行似地抓起头发。
“快给我钱，”德拉说。

ありました。 デラは階段を一つかけのぼり、胸を
どきどきさせながらも気持ちを落ち着けました。
女主人は大柄で、色は白すぎ、冷ややかで、とう
てい「ソフロニー」という名前のようには見えま
せんでした。
「髪を買ってくださいますか」とデラは尋ねまし
た。
「買うさ」と女主人は言いました。 「帽子を取っ
て見せなさいよ」
褐色の滝がさざなみのようにこぼれ落ちました。
「２０ドル」手馴れた手つきで髪を持ち上げて女
主人は言いました。
「すぐにください」とデラは言いました。

Oh, and the next two hours tripped by on rosy wings. Forget
the hashed metaphor. She was ransacking the stores for Jim's
present.

呵，接着而至的两个小时犹如长了翅
膀，愉快地飞掠而过。请不用理会这胡诌
的比喻。她正在彻底搜寻各家店铺，为吉
姆买礼物。

ああ、それから、薔薇のような翼に乗って２時間
が過ぎていきました。 …なんて、使い古された比
喩は忘れてください。 デラはジムへの贈り物を探
してお店を巡っておりました。

She found it at last. It surely had been made for Jim and no
one else. There was no other like it in any of the stores, and
she had turned all of them inside out. It was a platinum fob
chain simple and chaste in design, properly proclaiming its
value by substance alone and not by meretricious
ornamentation--as all good things should do. It was even
worthy of The Watch. As soon as she saw it she knew that it
must be Jim's. It was like him. Quietness and value--the
description applied to both. Twenty-one dollars they took from
her for it, and she hurried home with the 87 cents. With that
chain on his watch Jim might be properly anxious about the
time in any company.

她终于找到了，那准是专为吉姆特制
的，决非为别人。她找遍了各家商店，哪
儿也没有这样的东西，一条朴素的白金表
链，镂刻着花纹。正如一切优质东西那样，
它只以货色论长短，不以装璜来炫耀。而
且它正配得上那只金表。她一见这条表
链，就知道一定属于吉姆所有。它就像吉
姆本人，文静而有价值——这一形容对两
者都恰如其份。她花去二十一美元买下
了，匆匆赶回家，只剩下八角七分钱。金
表匹配这条链子，无论在任何场合，吉姆
都可以毫无愧色地看时间了。

そしてとうとうデラは見つけたのです。 それは確
かにジムのため、ジムのためだけに作られたもの
でした。 それほどすばらしいものはどの店にもあ
りませんでした。 デラは全部の店をひっくり返さ
んばかりに見たのですから。 それはプラチナの時
計鎖で、デザインはシンプルで上品でした。 ごて
ごてした飾りではなく、 素材のみがその価値を主
張していたのです ―― すべてのよきものがそう
あるべきなのですが。 その鎖は彼の時計につける
のにふさわしいとまで言えるものでした。 その鎖
を見たとたん、これはジムのものだ、とデラには
わかりました。 この鎖はジムに似ていました。 寡
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黙だが、価値がある ―― この表現は鎖とジムの
両者に当てはまりました。 その鎖には２１ドルか
かり、デラは８７セントをもって家に急いで帰り
ました。 この鎖を時計につければ、 どんな人の
前でもちゃんと時間を気にすることができるよう
になるでしょう。
Grand as the watch was, he sometimes looked at it on the sly
on account of the old leather strap that he used in place of a
chain.

尽管这只表华丽珍贵，因为用的是旧
皮带取代表链，他有时只偷偷地瞥上一
眼。

時計はすばらしかったのですが、 鎖の代わりに
古い皮紐をつけていたため、 ジムはこそこそと見
るときもあったのです。

When Della reached home her intoxication gave way a little to
prudence and reason. She got out her curling irons and
lighted the gas and went to work repairing the ravages made
by generosity added to love. Which is always a tremendous
task, dear friends--a mammoth task.

德拉回家之后，她的狂喜有点儿变得
审慎和理智了。她找出烫发铁钳，点燃煤
气，着手修补因爱情加慷慨所造成的破
坏，这永远是件极其艰巨的任务，亲爱的
朋友们——简直是件了不起的任务呵。

デラが家に着いたとき、興奮はやや醒め、分別と
理性が頭をもたげてきました。 ヘアアイロンを取
り出し、ガスを着けると、 愛に気前の良さを加え
て生じた被害の跡を修繕する作業にかかりまし
た。 そういうのはいつも大変な仕事なのですよ、
ねえあなた ―― とてつもなく大きな仕事なので
すよ。

Within forty minutes her head was covered with tiny,
close-lying curls that made her look wonderfully like a truant
schoolboy. She looked at her reflection in the mirror long,
carefully, and critically.

不出四十分钟，她的头上布满了紧贴
头皮的一绺绺小卷发，使她活像个逃学的
小男孩。她在镜子里老盯着自己瞧，小心
地、苛刻地照来照去。

４０分のうちに、デラの髪は小さく集まったカー
ルで覆われました。 髪型のせいで、まるで、ずる
休みした学童みたいに見えました。 デラは、鏡に
うつる自分の姿を、長い間、注意深く、ためつす
がめつ見つめました。

"If Jim doesn't kill me," she said to herself, "before he takes a
second look at me, he'll say I look like a Coney Island chorus
girl. But what could I do--oh! what could I do with a dollar
and eighty- seven cents?"

“假如吉姆看我一眼不把我宰掉的
话，”她自言自语，
“他定会说我像个科尼
岛上合唱队的卖唱姑娘。但是我能怎么办
呢——唉，只有一元八角七，我能干什么
呢？”

「わたしのことを殺しはしないだろうけれど」と
デラは独り言をいいました。 「ジムはわたしのこ
とを見るなり、 コニーアイランドのコーラスガー
ルみたいだって言うわ。 でもわたしに何ができる
の ―― ああ、 ほんとうに１ドル８７セントで何
ができるっていうの？」

At 7 o'clock the coffee was made and the frying-pan was on
the back of the stove hot and ready to cook the chops.

七点钟，她煮好了咖啡，把煎锅置于
热炉上，随时都可作肉排。

７時にはコーヒーの用意ができ、 フライパンはス
トーブの上にのり、 チョップを焼く準備ができま
した。
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吉姆一贯准时回家。德拉将表链对叠
握在手心，坐在离他一贯进门最近的桌子
角上。接着，她听见下面楼梯上响起了他
的脚步声，她紧张得脸色失去了一会儿血
色。她习惯于为了最简单的日常事物而默
默祈祷，此刻，她悄声道：“求求上帝，
让他觉得我还是漂亮的吧。”

ジムは決して遅れることはありませんでした。 デ
ラは時計の鎖を手の中で二重に巻き、 彼がいつも
入ってくるドアの近くのテーブルの隅に座りまし
た。 やがて、ジムがはじめの階段を上ってくる足
音が聞こえると、デラは一瞬顔が青ざめました。
デラは毎日のちょっとしたことでも小さな祈りを
静かに唱える習慣がありましたが、 このときは
「神さま。 どうかジムがわたしのことを今でもか
わいいと思ってくれますように」とささやきまし
た。

The door opened and Jim stepped in and closed it. He looked
thin and very serious. Poor fellow, he was only
twenty-two--and to be burdened with a family! He needed a
new overcoat and he was without gloves.

门开了，吉姆步入，随手关上了门。
他显得瘦削而又非常严肃。可怜的人儿，
他才二十二岁，就挑起了家庭重担！他需
要买件新大衣，连手套也没有呀。

ドアが開き、ジムが入り、ドアを閉めました。 ジ
ムはやせていて、生真面目な顔つきをしていまし
た。 かわいそうに、まだ２２歳なのに ―― 彼は
家庭を背負っているのです。 新しいオーバーも必
要だし、手袋もしていませんでした。

Jim stopped inside the door, as immovable as a setter at the
scent of quail. His eyes were fixed upon Della, and there was
an expression in them that she could not read, and it terrified
her. It was not anger, nor surprise, nor disapproval, nor
horror, nor any of the sentiments that she had been prepared
for. He simply stared at her fixedly with that peculiar
expression on his face.

吉姆站在屋里的门口边，纹丝不动地
好像猎犬嗅到了鹌鹑的气味似的。他的两
眼固定在德拉身上，其神情使她无法理
解，令她毛骨悚然。既不是愤怒，也不是
惊讶，又不是不满，更不是嫌恶，根本不
是她所预料的任何一种神情。他仅仅是面
带这种神情死死地盯着德拉。

ジムは、ドアの内で立ち止まりました。 うずらの
匂いにじっとしている猟犬と同じように、そのま
ま動きませんでした。 ジムの目はデラに釘付けで
した。 そしてその目には読み取ることのできない
感情が込められていて、 デラは恐くなってしまい
ました。 それは憤怒ではなく、驚嘆でもなく、拒
否でもなく、恐怖でもなく、 デラが心していたど
んな感情でもありませんでした。 ジムは顔にその
奇妙な表情を浮かべながら、 ただ、じっとデラを
見つめていたのです。

Della wriggled off the table and went for him.

德拉一扭腰，从桌上跳了下来，向他
走过去。

デラはテーブルを回ってジムの方へ歩み寄りまし
た。

"Jim, darling," she cried, "don't look at me that way. I had my
hair cut off and sold because I couldn't have lived through
Christmas without giving you a present. It'll grow out
again--you won't mind, will you? I just had to do it. My hair
grows awfully fast. Say `Merry Christmas!' Jim, and let's be

“吉姆，亲爱的，”她喊道，
“别那样
盯着我。我把头发剪掉卖了，因为不送你
一件礼物，我无法过圣诞节。头发会再长
起来——你不会介意，是吗？我非这么做
不可。我的头发长得快极了。说‘恭贺圣

「ジム、ねえ、あなた」デラは声をあげました。「そ
んな顔して見ないで。 髪の毛は切って、売っちゃ
ったの。 だって、あなたにプレゼント一つあげず
にクリスマスを過ごすなんて絶対できないんだも
の。 髪はまた伸びるわ ―― 気にしない、でし

Jim was never late. Della doubled the fob chain in her hand
and sat on the corner of the table near the door that he always
entered. Then she heard his step on the stair away down on
the first flight, and she turned white for just a moment. She
had a habit for saying little silent prayer about the simplest
everyday things, and now she whispered: "Please God, make
him think I am still pretty."
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happy. You don't know what a nice-- what a beautiful, nice gift
I've got for you."

诞’吧！吉姆，让我们快快乐乐的。你肯
定猜不着我给你买了一件多么好的——
多么美丽精致的礼物啊！
”

ょ？ こうしなきゃ駄目だったの。 ほら、わたし
の髪ってすごく早く伸びるし。 『メリー・クリス
マス』って言ってよ、ジム。 そして楽しく過ごし
ましょ。 どんなに素敵な ―― 綺麗で素敵なプレ
ゼントをあなたに用意したか、 当てられないわ
よ」

"You've cut off your hair?" asked Jim, laboriously, as if he had
not arrived at that patent fact yet even after the hardest
mental labor.

“你已经把头发剪掉了？”吉姆吃力
地问道，似乎他绞尽脑汁也没弄明白这明
摆着的事实。

「髪を切ったって？」とジムは苦労しつつ尋ねま
した。 まるで、懸命に頭を働かせても明白な事実
にたどり着けないようなありさまでした。

"Cut it off and sold it," said Della. "Don't you like me just as
well, anyhow? I'm me without my hair, ain't I?"
Jim looked about the room curiously.
"You say your hair is gone?" he said, with an air almost of
idiocy.

“剪掉卖了，”德拉说。“不管怎
么说，你不也同样喜欢我吗？没了长发，
我还是我嘛，对吗？”
吉姆古怪地四下望望这房间。
“你说你的头发没有了吗？”他差不
多是白痴似地问道。

「切って、売っちゃったの」とデラは言いました。
「それでも、わたしのこと、変わらずに好きでい
てくれるわよね。 髪がなくても、わたしはわたし、
よね？」
ジムは部屋をさがしものでもするかのように見ま
わしました。
「髪がなくなっちゃったって？」ジムは何だか馬
鹿になったように言いました。

"You needn't look for it," said Della. "It's sold, I tell you--sold
and gone, too. It's Christmas Eve, boy. Be good to me, for it
went for you. Maybe the hairs of my head were numbered,"
she went on with sudden serious sweetness, "but nobody
could ever count my love for you. Shall I put the chops on,
Jim?

“别找啦，”德拉说。“告诉你，我
已经卖了——卖掉了，没有啦。这是圣诞
前夜，好人儿。好好待我，这是为了你呀。
也许我的头发数得清，”突然她特别温柔
地接下去，“可谁也数不清我对你的恩爱
啊。我做肉排了吗，吉姆？”

「探さなくてもいいのよ」とデラは言いました。
「売っちゃったの。だから、―― 売っちゃったか
らなくなったのよ。 ねえ、クリスマスイブでしょ。
優しくして。 髪がなくなったのは、あなたのため
なのよ。 たぶん、わたしの髪の毛の一本一本まで
神様には数えられているでしょうね」 デラは急に
真面目になり、優しく続けました。 「でも、わた
しがあなたをどれだけ愛しているかは、 誰にもは
かることはできないわ。 チョップをかけてもい
い、ジム？」

"
Out of his trance Jim seemed quickly to wake. He enfolded his
Della. For ten seconds let us regard with discreet scrutiny
some inconsequential object in the other direction. Eight
dollars a week or a million a year--what is the difference? A
mathematician or a wit would give you the wrong answer.

吉姆好像从恍惚之中醒来，把德拉紧
紧地搂在怀里。现在，别着急，先让我们
花个十秒钟从另一角度审慎地思索一下
某些无关紧要的事。房租每周八美元，或
者一百万美元——那有什么差别呢？数

ジムはぼうっとした状態からはっと戻り、デ
ラを抱きしめました。 さて、それではここで１０
秒間、 趣を変えたささやかな事柄について控え目
に吟味をしてみましょう。 週８ドルと年１００万
ドル ―― その違いは何でしょうか。 数学者や知

7

The magi brought valuable gifts, but that was not among
them. This dark assertion will be illuminated later on.

Jim drew a package from his overcoat pocket and threw it
upon the table
"Don't make any mistake, Dell," he said, "about me. I don't
think there's anything in the way of a haircut or a shave or a
shampoo that could make me like my girl any less. But if
you'll unwrap that package you may see why you had me
going a while at first."
White fingers and nimble tore at the string and paper. And
then an ecstatic scream of joy; and then, alas! a quick
feminine change to hysterical tears and wails, necessitating
the immediate employment of all the comforting powers of the
lord of the flat.

For there lay The Combs--the set of combs, side and back,
that Della had worshipped long in a Broadway window.
Beautiful combs, pure tortoise shell, with jewelled rims--just
the shade to wear in the beautiful vanished hair. They were
expensive combs, she knew, and her heart had simply craved
and yearned over them without the least hope of possession.
And now, they were hers, but the tresses that should have
adorned the coveted adornments were gone.

学家或才子会给你错误的答案。麦琪②带
来了宝贵的礼物，但就是缺少了那件东
西。这句晦涩的话，下文将有所交待。

恵者に尋ねたら、誤った答えが返って来るでしょ
う。 東方の賢者は高価な贈り物を持ってきました
が、その中に答えはありませんでした。 何だか暗
いことを申しましたが、ここで述べた言明は、後
にはっきりと光り輝くことになるのです。

吉姆从大衣口袋里掏出一个小包，扔
在桌上。

ジムはオーバーのポケットから包みを取り出す
と、 テーブルに投げ出しました。

“别对我产生误会，德尔，
”他说道，
“无论剪发、修面，还是洗头，我以为世
上没有什么东西能减低一点点对我妻子
的爱情。不过，你只消打开那包东西，就
会明白刚才为什么使我楞头楞脑了。
”

「ねえデラ、僕のことを勘違いしないで。 髪型と
か肌剃とかシャンプーとか、 そんなもので僕のか
わいい女の子を嫌いになったりするもんか。 で
も、その包みを開けたら、 はじめのうちしばらく、
どうして僕があんな風だったかわかると思うよ」

白皙的手指灵巧地解开绳子，打开纸
包。紧接着是欣喜若狂的尖叫，哎呀！突
然变成了女性神经质的泪水和哭泣，急需
男主人千方百计的慰藉。

白い指がすばやく紐をちぎり紙を破りました。 そ
して歓喜の叫びが上がり、 それから、ああ、 ヒ
ステリックな涙と嘆きへと女性らしくすぐさま変
わっていったのです。 いそいで、そのアパートの
主人が必死になって慰めなければなりませんでし
た。

还是因为摆在桌上的梳子——全套
梳子，包括两鬓用的，后面的，样样俱全。
那是很久以前德拉在百老汇的一个橱窗
里见过并羡慕得要死的东西。这些美妙的
发梳，纯玳瑁做的，边上镶着珠宝——其
色彩正好同她失去的美发相匹配。她明
白，这套梳子实在太昂贵，对此，她仅仅
是羡慕渴望，但从未想到过据为己有。现
在，这一切居然属于她了，可惜那有资格
佩戴这垂涎已久的装饰品的美丽长发已
无影无踪了。

包みの中には櫛（くし）が入っていたのです ――
セットになった櫛で、 横と後ろに刺すようになっ
ているものでした。 その櫛のセットは、 デラが
ブロードウェイのお店の窓で、長い間あがめんば
かりに思っていたものでした。 美しい櫛、ピュア
な亀甲でできていて、 宝石で縁取りがしてあって
―― 売ってなくなった美しい髪にぴったりでし
た。 その櫛が高価だということをデラは知ってい
ました。 ですから、心のうちでは、その櫛がただ
もう欲しくて欲しくてたまらなかったのですけれ
ど、 実際に手に入るなんていう望みはちっとも抱
いていなかったのです。 そして、いま、この櫛が
自分のものになったのです。 けれども、この髪飾
りによって飾られるべき髪の方がすでになくなっ
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ていたのでした。
不过，她依然把发梳搂在胸前，过了
好一阵子才抬起泪水迷濛的双眼，微笑着
说：“我的头发长得飞快，吉姆！”

しかし、デラは櫛を胸に抱きました。 そしてやっ
との思いで涙で濡れた目をあげ、微笑んでこう言
うことができました。 「わたしの髪はね、とって
も早く伸びるのよ、ジム！」

随后，德拉活像一只被烫伤的小猫跳
了起来，叫道，“喔！喔！”

そしてデラは火で焼かれた小猫のようにジャンプ
して声をあげました。 「きゃっ、そうだ！」

吉姆还没有瞧见他的美丽的礼物哩。
她急不可耐地把手掌摊开，伸到他面前，
那没有知觉的贵重金属似乎闪现着她的
欢快和热忱。

自分がもらう美しい贈り物をジムはまだ見ていな
いのです。 デラは手のひらに贈り物を乗せ、ジム
に思いを込めて差し出しました。 貴金属の鈍い光
は、 デラの輝くばかりの熱心な気持ちを反射して
いるかのようでした。

"Isn't it a dandy, Jim? I hunted all over town to find it. You'll
have to look at the time a hundred times a day now. Give me
your watch. I want to see how it looks on it."

“漂亮吗，吉姆？我搜遍了全城才找
到了它。现在，你每天可以看一百次时间
了。把表给我，我要看看它配在表上的样
子。”

「ねえ素敵じゃない？ 町中を探して見つけたの
よ。 あなたの時計にこの鎖をつけたら、 一日に
百回でも時間を調べたくなるわよ。 時計、貸して
よ。この鎖をつけたらどんな風になるか見たいの」

Instead of obeying, Jim tumbled down on the couch and put
his hands under the back of his head and smiled.

吉姆非旦不按她的吩咐行事，反而倒
在睡椅上，两手枕在头下，微微发笑。

デラのこの言葉には従わず、 ジムは椅子にどさり
と腰を下ろし、 両手を首の後ろに組んでにっこり
と微笑みました。

“德尔，”他说，
“让我们把圣诞礼物
放在一边，保存一会儿吧。它们实在太好
了，目前尚不宜用。我卖掉金表，换钱为
你买了发梳。现在，你作肉排吧。”

「ねえデラ。僕達のクリスマスプレゼントは、 し
ばらくの間、どこかにしまっておくことにしよう
よ。 いますぐ使うには上等すぎるよ。 櫛を買う
お金を作るために、僕は時計を売っちゃったのさ。
さあ、チョップを火にかけてくれよ」

正如诸位所知，麦琪是聪明人，聪明
绝顶的人，他们把礼物带来送给出生在马
槽里的耶稣。他们发明送圣诞礼物这玩艺
儿。由于他们是聪明人，毫无疑问，他们
的礼物也是聪明的礼物，如果碰上两样东

東方の賢者は、ご存知のように、 賢い人たちでし
た ―― すばらしく賢い人たちだったんです ―
― 飼葉桶の中にいる御子に贈り物を運んできた
のです。 東方の賢者がクリスマスプレゼントを贈
る、という習慣を考え出したのですね。 彼らは賢

But she hugged them to her bosom, and at length she was
able to look up with dim eyes and a smile and say: "My hair
grows so fast, Jim!"
And them Della leaped up like a little singed cat and cried,
"Oh, oh!"
Jim had not yet seen his beautiful present. She held it out to
him eagerly upon her open palm. The dull precious metal
seemed to flash with a reflection of her bright and ardent
spirit.

"Dell," said he, "let's put our Christmas presents away and
keep 'em a while. They're too nice to use just at present. I sold
the watch to get the money to buy your combs. And now
suppose you put the chops on."
The magi, as you know, were wise men--wonderfully
wise men--who brought gifts to the Babe in the manger. They
invented the art of giving Christmas presents. Being wise,
their gifts were no doubt wise ones, possibly bearing the
privilege of exchange in case of duplication. And here I have
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lamely related to you the uneventful chronicle of two foolish
children in a flat who most unwisely sacrificed for each other
the greatest treasures of their house. But in a last word to the
wise of these days let it be said that of all who give gifts these
two were the wisest. O all who give and receive gifts, such as
they are wisest. Everywhere they are wisest. They are the
magi.
Source: Gutenberg Project at:
http://www.gutenberg.org/files/7256/7256-h/7256-h.htm

西完全一样，可能还具有交换的权利。在
这儿，我已经笨拙地给你们介绍了住公寓
套间的两个傻孩子不足为奇的平淡故事，
他们极不明智地为了对方而牺牲了他们
家最最宝贵的东西。不过，让我们对现今
的聪明人说最后一句话，在一切馈赠礼品
的人当中，那两个人是最聪明的。在一切
馈赠又接收礼品的人当中，像他们两个这
样的人也是最聪明的。无论在任何地方，
他们都是最聪明的人。
他们就是麦琪。
①示巴女王（Queen of Sheba）
：基
督教《圣经》中朝觐所罗门王，以测其智
慧的示巴女王，她以美貌著称。
②麦琪（Magi，单数为 Magus）：指
圣婴基督出生时来自东方送礼的三贤人，
载于圣经马太福音第二章第一节和第七
至第十三节。●
来源：

明な人たちでしたから、もちろん贈り物も賢明な
ものでした。 たぶん贈り物がだぶったりしたとき
には、別の品と交換をすることができる特典もあ
ったでしょうね。 さて、わたくしはこれまで、つ
たないながらも、 アパートに住む二人の愚かな子
供たちに起こった、平凡な物語をお話してまいり
ました。 二人は愚かなことに、家の最もすばらし
い宝物を互いのために台無しにしてしまったので
す。 しかしながら、今日の賢者たちへの最後の言
葉として、こう言わせていただきましょう。 贈り
物をするすべての人の中で、この二人が最も賢明
だったのです。 贈り物をやりとりするすべての人
の中で、 この二人のような人たちこそ、最も賢い
人たちなのです。 世界中のどこであっても、この
ような人たちが最高の賢者なのです。 彼らこそ、
本当の、東方の賢者なのです。
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