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Braving the bitter cold, I travelled more than seven hundred
miles back to the old home I had left over twenty years before.

我冒了严寒，回到相隔二千余
里，别了二十余年的故乡去。

厳しい寒さの中を、二千里の果てから、別れて二十年にもな
る故郷へ、わたしは帰った。

时候既然是深冬；渐近故乡时，
天气又阴晦了，冷风吹进船舱中，
呜呜的响，从蓬隙向外一望，苍黄
的天底下，远近横着几个萧索的荒
村，没有一些活气。我的心禁不住
悲凉起来了。阿！这不是我二十年
来时时记得的故乡？

もう真冬の候であった。そのうえ故郷へ近づくにつれて、空
模様は怪しくなり、冷たい風がヒューヒュー音をたてて、船の
中まで吹き込んできた。苫のすきまから外をうかがうと、鉛色
の空の下、わびしい村々が、いささかの活気もなく、あちこち
に横たわっていた。覚えず寂寥の感が胸にこみあげた。 ああ、
これが二十年来、片時も忘れることのなかった故郷であろう
か。

It was late winter. As we drew near my former home the day
became overcast and a cold wind blew into the cabin of our
boat, while all one could see through the chinks in our
bamboo awning were a few desolate villages, void of any sign
of life, scattered far and near under the sombre yellow sky. I
could not help feeling depressed.

Ah! Surely this was not the old home I had remembered for
the past twenty years! The old home I remembered was nor in
the least like this. My old home was much better. But if you
asked me to recall its peculiar charm or describe its beauties,
I had no clear impression, no words to describe it.

我所记得的故乡全不如此。我的故
わたしの覚えている故郷は、まるでこんなふうではなかっ
乡好得多了。但要我记起他的美丽， た。わたしの故郷は、もっとずっとよかった。その美しさを思
说出他的佳处来，却又没有影像， い浮かべ、その長所を言葉に表そうとすると、しかし、その影
没有言辞了。
はかき消され、言葉は失われてしまう。

And now it seemed this was all there was to it. Then I
rationalized the matter to myself, saying: Home was always
like this, and although it has not improved, still it is not so
depressing as I imagine; it is only my mood that has changed,
because I am coming back to the country this time with no
illusions. This time I had come with the sole object of saying
goodbye.

仿佛也就如此。于是我自己解释说：
故乡本也如此，——虽然没有进步，
也未必有如我所感的悲凉，这只是
我自己心情的改变罢了，因为我这
次回乡，本没有什么好心绪。

The old house our clan had lived in for so many years had
already been sold to another family, and was to change hands
before the end of the year. I had to hurry there before New
Year's Day to say goodbye for ever to the familiar old house,
and to move my family to another place where I was working,
far from my old home town.

我这次是专为了别他而来的。我们
多年聚族而居的老屋，已经公同卖
给别姓了，交屋的期限，只在本年，
所以必须赶在正月初一以前，永别
了熟识的老屋，而且远离了熟识的
故乡，搬家到我在谋食的异地去。
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やはりこんなふうだったかもしれないという気がしてくる。
そこでわたしは、こう自分に言い聞かせた。もともと故郷はこ
んなふうなのだ──進歩もないかわりに、わたしが感じるよう
な寂寥もありはしない。そう感じるのは、自分の心境が変わっ
ただけだ。なぜなら、今度の帰郷は決して楽しいものではない
のだから。 今度は、故郷に別れを告げに来たのである。
わたしたちが長いこと一族で住んでいた古い家は、今はもう
他人の持ち物になってしまった。明け渡しの期限は今年いっぱ
いである。どうしても旧暦の正月の前に、住み慣れた古い家に
別れ、なじみ深い故郷をあとにして、わたしが今暮らしを立て
ている異郷の地へ引っ越さねばならない

At dawn on the second day I reached the gateway of my home.
Broken stems of withered grass on the roof, trembling in the
wind, made very clear the reason why this old house could not
avoid changing hands. Several branches of our clan had
probably already moved away, so it was unusually quiet. By
the time I reached the house my mother was already at the
door to welcome me, and my eight-year-old nephew,
Hung-erh, rushed out after her.

第二日清早晨我到了我家的门口
了。瓦楞上许多枯草的断茎当风抖
着，正在说明这老屋难免易主的原
因。几房的本家大约已经搬走了，
所以很寂静。我到了自家的房外，
我的母亲早已迎着出来了，接着便
飞出了八岁的侄儿宏儿。

明くる日の朝早く、わたしはわが家の表門に立った。屋根に
は一面に枯れ草のやれ茎が、折からの風になびいて、この古い
家が持ち主を変えるほかなかった理由を説き明かし顔である。
一緒に住んでいた親戚たちは、もう引っ越してしまったあとら
しく、ひっそり閑としている。自宅の庭先まで来てみると、母
はもう迎えに出ていた。あとから八歳になる甥の宏児もとび出
した。

Though mother was delighted, she was also trying to hide a
certain feeling of sadness. She told me to sit down and rest
and have some tea, letting the removal wait for the time
being. Hung-erh, who had never seen me before, stood
watching me at a distance.

我的母亲很高兴，但也藏着许
多凄凉的神情，教我坐下，歇息，
喝茶，且不谈搬家的事。宏儿没有
见过我，远远的对面站着只是看。

母は機嫌よかったが、さすがにやるせない表情は隠しきれな
かった。わたしを座らせ、休ませ、茶をついでくれなどして、
すぐ引っ越しの話はもち出さない。宏児は、わたしとは初対面
なので、離れた所に立って、じっとわたしの方を見つめていた。

But finally we had to talk about the removal. I said that
rooms had already been rented elsewhere, and I had bought a
little furniture; in addition it would be necessary to sell all the
furniture in the house in order to buy more things. Mother
agreed, saying that the luggage was nearly all packed, and
about half the furniture that could not easily be moved had
already been sold. Only it was difficult to get people to pay up.

但我们终于谈到搬家的事。我
说外间的寓所已经租定了，又买了
几件家具，此外须将家里所有的木
器卖去，再去增添。母亲也说好，
而且行李也略已齐集，木器不便搬
运的，也小半卖去了，只是收不起
钱来。

だが、とうとう引っ越しの話になった。わたしは、あちらの
家はもう借りてあること、家具も少しは買ったこと、あとは家
にある道具類をみんな売り払って、その金で買いたせばよいこ
と、などを話した。母もそれに賛成した。そして、荷造りもほ
ぼ終わったこと、かさばる道具類は半分ほど処分したが、よい
値にならなかったことなどを話した。

"You must rest for a day or two, and call on our relatives, and
then we can go," said mother.
"Yes."
"Then there is Jun-tu. Each time he comes here he always
asks after you, and wants very much to see you again. I told
him the probable date of your return home, and he may be
coming any time."

“你休息一两天，去拜望亲戚
本家一回，我们便可以走了。”母亲
说。
“是的。”
“还有闰土，他每到我家来时，
总问起你，很想见你一回面。我已
经将你到家的大约日期通知他，他
也许就要来了。”

「一、二日休んだら、親戚回りをしてね、そのうえでたつと
しよう。」と母は言った。
「ええ。」
「それから、閏土ね。あれが、いつも家へ来るたびに、おま
えのうわさをしては、しきりに会いたがっていましたよ。おま
えが着くおよその日取りは知らせておいたから、いまに来るか
もしれない。
」

这时候，我的脑里忽然闪出一
幅神异的图画来：深蓝的天空中挂
着一轮金黄的圆月，下面是海边的
沙地，都种着一望无际的碧绿的西

この時突然、わたしの脳裏に不思議な画面が繰り広げられた
──紺碧の空に金色の丸い月がかかっている。その下は海辺の
砂地で、見渡す限り緑の西瓜が植わっている。そのまん中に十
一、二歳の少年が、銀の首輪をつるし、鉄の刺叉を手にして立

At this point a strange picture suddenly flashed into my
mind: a golden moon suspended in a deep blue sky and
beneath it the seashore, planted as far as the eye could see
with jade-green watermelons, while in their midst a boy of
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eleven or twelve, wearing a silver necklet and grasping a steel
pitchfork in his hand, was thrusting with all his might at a
zha which dodged the blow and escaped between his legs.
This boy was Jun-tu. When I first met him he was just over
ten--that was thirty years ago, and at that time my father was
still alive and the family well off, so I was really a spoilt child.
That year it was our family's turn to take charge of a big
ancestral sacrifice, which came round only once in thirty
years, and hence was an important one. In the first month the
ancestral images were presented and offerings made, and
since the sacrificial vessels were very fine and there was such
a crowd of worshippers, it was necessary to guard against
theft. Our family had only one part-time labourer. (In our
district we divide labourers into three classes: those who work
all the year for one family are called full-timers; those who
are hired by the day are called dailies; and those who farm
their own land and only work for one family at New Year,
during festivals or when rents are being collected are called
part-timers.) And since there was so much to be done, he told
my father that he would send for his son Jun-tu to look after
the sacrificial vessels.

瓜，其间有一个十一二岁的少年， っている。そして一匹の「チャー」を目がけて、ヤッとばかり
项带银圈，手捏一柄钢叉，向一匹 突く。すると「チャー」は、ひらりと身をかわして、彼のまた
猹⑵尽力的刺去，那猹却将身一扭， をくぐって逃げてしまう。
反从他的胯下逃走了。
这少年便是闰土。我认识他时，
也不过十多岁，离现在将有三十年
了；那时我的父亲还在世，家景也
好，我正是一个少爷。那一年，我
家是一件大祭祀的值年。这祭祀，
说是三十多年才能轮到一回，所以
很郑重；正月里供祖像，供品很多，
祭器很讲究，拜的人也很多，祭器
也很要防偷去。我家只有一个忙月
（我们这里给人做工的分三种：整
年给一定人家做工的叫长工；按日
给人做工的叫短工；自己也种地，
只在过年过节以及收租时候来给一
定人家做工的称忙月），忙不过来，
他便对父亲说，可以叫他的儿子闰
土来管祭器的。他便对父亲说，可
以叫他的儿子闰土来管祭器的。

この少年が閏土である。彼と知り合った時、わたしもまだ十
歳そこそこだった。もう三十年近い昔のことである。そのころ
は、父もまだ生きていたし、家の暮らし向きも楽で、わたしは
坊ちゃんでいられた。ちょうどその年は、わが家が大祭の当番
にあたっていた。この祭りの当番というのが、三十何年めにた
だ一回順番が回ってくるとかで、ごく大切な行事だった。わた
しの家には「忙月」が一人いるだけである。(わたしの郷里で
は、雇い人は三種類ある。年間通して決まった家で働くのが「長
年」、日決めで働くのが「短工」、自分でも耕作するかたわら、
年末や節季や年貢集めの時などに、決まった家へ来て働くのが
「忙月」と呼ばれた。)一人では手が足りぬので、彼は自分の
息子の閏土に祭器の番をさせたいが、とわたしの父に申し出
た。

When my father gave his consent I was overjoyed, because I
had long since heard of Jun-tu and knew that he was about
my own age, and when his horoscope was told it was found
that of the five elements that of earth was lacking, so his
father called him Jun-tu (Intercalary Earth). He could set
traps and catch small birds.

我的父亲允许了；我也很高兴，
因为我早听到闰土这名字，而且知
道他和我仿佛年纪，闰月生的，五
行缺土⑷，所以他的父亲叫他闰土。
他是能装弶捉小鸟雀的。

父はそれを許した。わたしもうれしかった。というのは、か
ねて閏土という名は耳にしていたし、同じ年ごろなこと、また
閏月の生まれで、五行の土が欠けているので父親が閏土と名づ
けたことも承知していたから。彼はわなをかけて小鳥を捕るの
がうまかった。

I looked forward every day to New Year, for New Year would
bring Jun-tu. At last, when the end of the year came, one day
mother told me that Jun-tu had come, and I flew to see him.
He was standing in the kitchen. He had a round, crimson face
and wore a small felt cap on his head and a gleaming silver
necklet round his neck, showing that his father doted on him
and, fearing he might die, had made a pledge with the gods

我于是日日盼望新年，新年到，
闰土也就到了。好容易到了年末，
有一日，母亲告诉我，闰土来了，
我便飞跑的去看。他正在厨房里，
紫色的圆脸，头戴一顶小毡帽，颈
上套一个明晃晃的银项圈，这可见

それからというもの、来る日も来る日も新年が待ち遠しかっ
た。新年になれば閏土がやって来る。待ちに待った年末になり、
ある日のこと、母がわたしに、閏土が来たと知らせてくれた。
とんでいってみると、彼は台所にいた。つやのいい丸顔で、小
さな毛織りの帽子をかぶり、キラキラ光る銀の首輪をはめてい
た。それは父親の溺愛ぶりを示すもので、どうか息子が死なな
いようにと神仏に願をかけて、その首輪でつなぎ止めてあるの
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and buddhas, using the necklet as a talisman. He was very
shy, and I was the only person he was not afraid of. When
there was no one else there, he would talk with me, so in a
few hours we were fast friends.
I don't know what we talked of then, but I remember that
Jun-tu was in high spirits, saying that since he had come to
town he had seen many new things. The next day I wanted
him to catch birds.
"Can't be done," he said. "It's only possible after a heavy
snowfall. On our sands, after it snows, I sweep clear a patch of
ground, prop up a big threshing basket with a short stick, and
scatter husks of grain beneath. When the birds come there to
eat, I tug a string tied to the stick, and the birds are caught in
the basket. There are all kinds: wild pheasants,. woodcocks,
wood-pigeons, 'blue-backs'. . . ."
Accordingly I looked forward very eagerly to snow.

"Just now it is too cold," said Jun-tu another time, "but you
must come to our place in summer. In the daytime we'll go to
the seashore to look for shells, there are green ones and red
ones, besides 'scare-devil' shells and 'buddha's hands.' In the
evening when dad and I go to see to the watermelons, you
shall come too."
"Is it to look out for thieves?"
"No. If passers-by are thirsty and pick a watermelon, folk
down our way don't consider it as stealing. What we have to
look out for are badgers, hedgehogs and zha. When under the
moonlight you hear the crunching sound made by the zha
when it bites the melons, then you take your pitchfork and
creep stealthily over. . . ."
I had no idea then what this thing called zha was--and I am
not much clearer now for that matter--but somehow I felt it
was something like a small dog, and very fierce.

他的父亲十分爱他，怕他死去，所 だ。彼は人見知りだったが、わたしにだけは平気で、そばにだ
以在神佛面前许下愿心，用圈子将 れもいないとよく口をきいた。半日もせずにわたしたちは仲よ
他套住了。他见人很怕羞，只是不 くなった。
怕我，没有旁人的时候，便和我说
话，于是不到半日，我们便熟识了。
我们那时候不知道谈些什么，只记
得闰土很高兴，说是上城之后，见
了许多没有见过的东西。第二日，
我便要他捕鸟。他说：
“这不能。须大雪下了才好。我们
沙地上，下了雪，我扫出一块空地
来，用短棒支起一个大竹匾，撒下
秕谷，看鸟雀来吃时，我远远地将
缚在棒上的绳子只一拉，那鸟雀就
罩在竹匾下了。什么都有：稻鸡
，角鸡，鹁鸪，蓝背……”
我于是又很盼望下雪。

その時何をしゃべったかは、覚えていない。ただ閏土が、城内
へ来ていろいろ珍しいものを見たといって、はしゃいでいたこ
とだけは記憶に残っている。明くる日、鳥を捕ってくれと頼む
と、彼は、
「だめだよ。大雪が降ってからでなきゃ。おいらとこ、砂地に
雪が降るだろ。そうしたら雪をかいて、少し空き地をこしらえ
るんだ。それから、大きなかごを持ってきて、短いつっかえ棒
をかって、くずもみをまくんだ。そうすると、小鳥が来て食う
から、その時遠くの方から、棒に結わえてある縄を引っぱるん
だ。そうすると、みんなかごから逃げられないんだ。なんだっ
ているぜ。稲鶏だの、角鶏だの、鳩だの、藍背だの……。」 そ
れからは雪の降るのが待ち遠しくなった。

闰土又对我说：
“现在太冷，你夏天到我们这里来。
我们日里到海边捡贝壳去，红的绿
的都有，鬼见怕也有，观音手⑸也
有。晚上我和爹管西瓜去，你也去。”
“管贼么？”
“不是。走路的人口渴了摘一
个瓜吃，我们这里是不算偷的。要
管的是獾猪，刺猬，猹。月亮底下，
你听，啦啦的响了，猹在咬瓜了。
你便捏了胡叉，轻轻地走去……”

閏土はまた言うのだ。
「今は寒いけどな、夏になったら、おいらとこへ来るといい
や。おいら、昼間は海へ貝殻拾いに行くんだ。赤いのも、青い
のも、なんでもあるよ。
『鬼おどし』もあるし、
『観音様の手』
もあるよ。晩には父ちゃんと西瓜の番に行くのさ。おまえも来
いよ。」
「どろぼうの番?」
「そうじゃない。通りがかりの人が、のどが渇いて西瓜を取
って食ったって、そんなの、おいらとこじゃどろぼうなんて思
やしない。番するのは、あなぐまや、はりねずみや、チャーさ。
月のある晩に、いいかい、ガリガリって音がしたら、チャーが
西瓜をかじってるんだ。そうしたら手に刺叉を持って、忍び寄
って……。」

我那时并不知道这所谓猹的是怎么
一件东西——便是现在也没有知道
——只是无端的觉得状如小狗而很

その時わたしはその「チャー」というのがどんなものか、見
当もつかなかった──今でも見当はつかない──が、ただなん
となく、小犬のような、そして獰猛な動物だという感じがした。

4

"Don't they bite people?"
"You have a pitchfork. You go across, and when you see it you
strike. It's a very cunning creature and will rush towards you
and get away between your legs. Its fur is as slippery as
oil. . . ."

凶猛。
“他不咬人么？”
“有胡叉呢。走到了，看见猹了，
你便刺。这畜生很伶俐，倒向你奔
来，反从胯下窜了。他的皮毛是油
一般的滑……”

「かみつかない?」
「刺叉があるじゃないか。忍び寄って、チャーを見つけたら
突くのさ。あんちくしょう、りこうだから、こっちへ走ってく
るよ。そうしてまたをくぐって逃げてしまうよ。なにしろ毛が
油みたいにすべっこくて……。」

I had never known that all these strange things existed: at
the seashore there were shells all colours of the rainbow;
watermelons were exposed to such danger, yet all I had
known of them before was that they were sold in the
greengrocer's.

我素不知道天下有这许多新
鲜事：海边有如许五色的贝壳；西
瓜有这样危险的经历，我先前单知
道他在水果电里出卖罢了。

こんなにたくさん珍しいことがあろうなど、それまでわたし
は思ってもみなかった。海には、そのような五色の貝殻がある
ものなのか。西瓜には、こんな危険な経歴があるものなのか。
わたしは西瓜といえば、果物屋に売っているものとばかり思っ
ていた。

"On our shore, when the tide comes in, there are lots of
jumping fish, each with two legs like a frog. . . ."

“我们沙地里，潮汛要来的时候，
「おいらとこの砂地では、高潮の時分になると『跳ね魚』が
就有许多跳鱼儿只是跳，都有青蛙 ぱい跳ねるよ。みんなかえるみたいな足が二本あって……。」
似的两个脚……”

Jun-tu's mind was a treasure-house of such strange lore, all of
it outside the ken of my former friends. They were ignorant of
all these things and, while Jun-tu lived by the sea, they like
me could see only the four corners of the sky above the high
courtyard wall.

阿！闰土的心里有无穷无尽的
希奇的事，都是我往常的朋友所不
知道的。他们不知道一些事，闰土
在海边时，他们都和我一样只看见
院子里高墙上的四角的天空。

Unfortunately, a month after New Year Jun-tu had to go
home. I burst into teats and he took refuge in the kitchen,
crying and refusing to come out, until finally his father
carried him off. Later he sent me by his father a packet of
shells and a few very beautiful feathers, and I sent him
presents once or twice, but we never saw each other again.

Now that my mother mentioned him, this childhood memory
sprang into life like a flash of lightning, and I seemed to see
my beautiful old home. So I answered:
"Fine! And he--how is he?"
He's not at all well off either," said mother. And then, looking
out of the door: "Here come those people again. They say they

可惜正月过去了，闰土须回家
里去，我急得大哭，他也躲到厨房
里，哭着不肯出门，但终于被他父
亲带走了。他后来还托他的父亲带
给我一包贝壳和几支很好看的鸟
毛，我也曾送他一两次东西，
但从此没有再见面。

ああ、閏土の心は神秘の宝庫で、わたしの遊び仲間とは大違い
こんなことはわたしの友達は何も知ってはいない。閏土が海辺
る時、彼らはわたしと同様、高い塀に囲まれた中庭から四角な
眺めているだけなのだ。
惜しくも正月は過ぎて、閏土は家へ帰らねばならなかった。
別れがつらくて、わたしは声をあげて泣いた。閏土も台所の隅
に隠れて、嫌がって泣いていたが、とうとう父親に連れてゆか
れた。そのあと、彼は父親にことづけて、貝殻を一包みと、美
しい鳥の羽を何本か届けてくれた。わたしも一、二度何か贈り
物をしたが、それきり顔を合わす機会はなかった。

今、母の口から彼の名が出たので、この子供のころの思い出
现在我的母亲提起了他，我这儿时
が、電光のように一挙によみがえり、わたしはやっと美しい故
的记忆，忽而全都闪电似的苏生过
郷を見た思いがした。わたしはすぐこう答えた。
来，似乎看到了我的美丽的故乡了。
「そりゃいいな。で──今、どんな? ……。」
我应声说：
「どんなって……やっぱり、楽ではないようだが……。」そ
“这好极！他，——怎样？……”
う答えて母は、戸外へ目をやった。
“他？……他景况也很不如
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want to buy our furniture; but actually they just want to see
what they can pick up. I must go and watch them."
Mother stood up and went out. The voices of several women
could he heard outside. I called Hung-erh to me and started
talking to him, asking him whether he could write, and
whether he would be glad to leave.
"Shall we be going by train?"
"Yes, we shall go by train."
"And boat?"
"We shall take a boat first."
"Oh! Like this! With such a long moustache!" A strange shrill
voice suddenly rang out.
I looked up with a start, and saw a woman of about fifty with
prominent cheekbones and thin lips. With her hands on her
hips, not wearing a skirt but with her trousered legs apart,
she stood in front of me just like the compass in a box of
geometrical instruments.

意……”母亲说着，便向房外看， 「あの連中、また来ている。道具を買うという口実で、その辺
“这些人又来了。说是买木器，顺 にあるものを勝手に持っていくのさ。ちょっと見てくるから
手也就随便拿走的，我得去看看。” ね。」
母は立ち上がって出ていった。外では、数人の女の声がして
母亲站起身，出去了。门外有
几个女人的声音。我便招宏儿走近 いた。わたしは宏児をこちらへ呼んで、話し相手になってやっ
面前，和他闲话：问他可会写字， た。字は書ける? よそへ行くの、うれしい? などなど。
「汽車に乗ってゆくの?」
可愿意出门。
「汽車に乗ってゆくんだよ。」
“我们坐火车去么？”
「お船は?」
“我们坐火车去。”
「初めに、お船に乗って……。」
“船呢？”
「まあまあ、こんなになって、ひげをこんなに生やして。
」
“先坐船，……”
“哈！这模样了！胡子这么长了！” 不意にかん高い声が響いた。
一种尖利的怪声突然大叫起来。
我吃了一吓，赶忙抬起头，却
见一个凸颧骨，薄嘴唇，五十岁上
下的女人站在我面前，两手搭在髀
间，没有系裙,张着两脚，正像一个
画图仪器里细脚伶仃的圆规。

びっくりして頭を上げてみると、わたしの前には、ほお骨の
出た、唇の薄い、五十がらみの女が立っていた。両手を腰にあ
てがい、スカートをはかないズボン姿で足を開いて立ったとこ
ろは、まるで製図用の脚の細いコンパスそっくりだった。

I was flabbergasted.
"Don't you know me? Why, I have held you in my arms!"
I felt even more flabbergasted. Fortunately my mother came
in just then and said:
"He has been away so long, you must excuse him for
forgetting. You should remember," she said to me, "this is
Mrs. Yang from across the road. . . . She has a beancurd
shop."

我愕然了。
“不认识了么？我还抱过你咧！”
我愈加愕然了。幸而我的母亲
也就进来，从旁说：
“他多年出门，统忘却了。你
该记得罢，”便向着我说，“这是斜
对门的杨二嫂，……开豆腐店的。”

わたしはドキンとした。
「忘れたかね? よくだっこしてあげたものだが。」
ますますドキンとした。幸い、母が現れて口添えしてくれた。
「長いこと家にいなかったから、見忘れてしまってね。おまえ、
覚えているだろ。」 とわたしに向かって、
「ほら、筋向かいの
楊おばさん……豆腐屋の。」

Then, to be sure, I remembered. When I was a child there was
a Mrs. Yang who used to sit nearly all day long in the
beancurd shop across the road, and everybody used to call her
Beancurd Beauty. She used to powder herself, and her
cheekbones were not so prominent then nor her lips so thin;
moreover she remained seated all the time, so that I had
never noticed this resemblance to a compass. In those days
people said that, thanks to her, that beancurd shop did very

哦，我记得了。我孩子时候，
在斜对门的豆腐店里确乎终日坐着
一个杨二嫂，人都叫伊“豆腐西施”
⑹。但是擦着白粉，颧骨没有这么
高，嘴唇也没有这么薄，而且终日
坐着，我也从没有见过这圆规式的
姿势。那时人说：因为伊，这豆腐

そうそう、思い出した。そういえば子供のころ、筋向かいの豆
腐屋に、楊おばさんという人が一日じゅう座っていて、「豆腐
屋小町」と呼ばれていたっけ。しかし、その人なら白粉を塗っ
ていたし、ほお骨もこんなに出ていないし、唇もこんなに薄く
はなかったはずだ。それに一日じゅう座っていたのだから、こ
んなコンパスのような姿勢は、見ようにも見られなかった。そ
のころうわさでは、彼女のおかげで豆腐屋は商売繁盛だとされ
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good business. But, probably on account of my age, she had
made no impression on me, so that later I forgot her entirely.
However, the Compass was extremely indignant and looked
at me most contemptuously, just as one might look at a
Frenchman who had never heard of Napoleon or an American
who had never heard of Washington, and smiling
sarcastically she said:
"You had forgotten? Naturally I am beneath your notice. . . ."

店的买卖非常好。但这大约因为年
龄的关系，我却并未蒙着一毫感化，
所以竟完全忘却了。然而圆规很不
平，显出鄙夷的神色，仿佛嗤笑法
国人不知道拿破仑⑺，美国人不知
道华盛顿⑻似的，冷笑
说：
“忘了？这真是贵人眼高……”

た。たぶん年齢のせいだろうか、わたしはそういうことにさっ
ぱり関心がなかった。そのため見忘れてしまったのである。と
ころがコンパスのほうでは、それがいかにも不服らしく、さげ
すむような表情を見せた。まるでフランス人のくせにナポレオ
ンを知らず、アメリカ人のくせにワシントンを知らぬのをあざ
けるといった調子で、冷笑を浮かべながら、
「忘れたのかい? なにしろ身分のあるおかたは目が上を向い
ているからね……。」

"Certainly not . . . I . . ." I answered nervously, getting to my
feet.
"Then you listen to me, Master Hsun. You have grown rich,
and they are too heavy to move, so you can't possibly want
these old pieces of furniture any more. You had better let me
take them away. Poor people like us can do with them."
"I haven't grown rich. I must sell these in order to buy. . . ."
"Oh, come now, you have been made the intendant of a
circuit, how can you still say you're not rich? You have three
concubines now, and whenever you go out it is in a big
sedan-chair with eight bearers. Do you still say you're not
rich? Hah! You can't hide anything from me."
Knowing there was nothing I could say, I remained silent.

“那有这事……我……”我惶恐着，
站起来说。
“那么，我对你说。迅哥儿，你阔
了，搬动又笨重，你还要什么这些
破烂木器，让我拿去罢。我们小户
人家，用得着。”
“我并没有阔哩。我须卖了这些，
再去……”
“阿呀呀，你放了道台⑼了，还说
不阔？你现在有三房姨太太；出门
便是八抬的大轿，还说不阔？吓，
什么都瞒不过我。”

「そんなわけじゃないよ……ぼくは……。
」わたしはどぎま
ぎして、立ち上がった。
「それならね、お聞きなさいよ、
迅ちゃん。あんた、金持ちになったんでしょ。持ち運びだって、
重くて不便ですよ。こんなガラクタ道具、じゃまだから、あた
しにくれてしまいなさいよ。あたしたち貧乏人には、けっこう
役に立ちますからね。」
「ぼくは金持ちじゃないよ。これを売って、その金で……。」
おやおや、まあまあ、知事様になっても金持ちじゃない? 現に
お妾が三人もいて、お出ましは八人かきのかごで、それでも金
持ちじゃない? フン、だまそうたって、そうはいきませんよ。
」
返事のしようがないので、わたしは口を閉じたまま立ってい
た。

"Come now, really, the more money people have the more
miserly they get, and the more miserly they are the more
money they get . . ." remarked the Compass, turning
indignantly away and walking slowly off, casually picking up
a pair of mother's gloves and stuffing them into her pocket as
she went out.

我知道无话可说了，便闭了口，
默默的站着。
“阿呀阿呀，真是愈有钱，便愈是
一毫不肯放松，愈是一毫不肯放松，
便愈有钱……”圆规一面愤愤的回
转身，一面絮絮的说，慢慢向外走，
顺便将我母亲的一副手套塞在裤腰
里，出去了。

「ああ、ああ、金がたまれば財布のひもを締める。財布のひ
もを締めるからまたたまる……。」コンパスは、ふくれっつら
で背を向けると、ぶつぶつ言いながら、ゆっくりした足どりで
出ていった。行きがけの駄賃に母の手袋をズボンの下へねじ込
んで。

此后又有近处的本家和亲戚来
访问我。我一面应酬，偷空便收拾
些行李，这样的过了三四天。

そのあと、近所にいる親戚が何人も訪ねてきた。その応対に
追われながら、暇をみて荷ごしらえをした。そんなことで四、
五日つぶれた。

After this a number of relatives in the neighbourhood came to
call. In the intervals between entertaining them I did some
packing, and so three or four days passed.
One very cold afternoon, I sat drinking tea after lunch when I

一日是天气很冷的午后，我吃
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ある寒い日の午後、わたしは食後の茶でくつろいでいた。表

was aware of someone coming in, and turned my head to see
who it was. At the first glance I gave an involuntary start,
hastily stood up and went over to welcome him.

过午饭，坐着喝茶，觉得外面有人
进来了，便回头去看。我看时，不
由的非常出惊，慌忙站起身，迎着
走去。

に人の気配がしたので、振り向いてみた。思わずアッと声が出
かかった。急いで立ち上がって迎えた。

The newcomer was Jun-tu. But although I knew at a glance
that this was Jun-tu, it was not the Jun-tu I remembered. He
had grown to twice his former size. His round face, once
crimson, had become sallow, and acquired deep lines and
wrinkles; his eyes too had become like his father's, the rims
swollen and red, a feature common to most peasants who
work by the sea and are exposed all day to the wind from the
ocean.

这来的便是闰土。虽然我一见
便知道是闰土，但又不是我这记忆
上的闰土了。他身材增加了一倍；
先前的紫色的圆脸，已经变作灰黄，
而且加上了很深的皱纹；眼睛也像
他父亲一样，周围都肿得通红，这
我知道，在海边种地的人，终日吹
着海风，大抵是这样的。

来た客は閏土である。ひと目で閏土とわかったものの、その
閏土は、わたしの記憶にある閏土とは似もつかなかった。背丈
は倍ほどになり、昔のつやのいい丸顔は、今では黄ばんだ色に
変わり、しかも深いしわがたたまれていた。目も、彼の父親が
そうであったように、周りが赤くはれている。わたしは知って
いる。海辺で耕作する者は、一日じゅう潮風に吹かれるせいで、
よくこうなる。

He wore a shabby felt cap and just one very thin padded
jacket, with the result that he was shivering from head to
foot. He carried a paper package and a long pipe, nor was his
hand the plump red hand I remembered, but coarse and
clumsy and chapped, like the bark of a pine tree.

他头上是一顶破毡帽，身上只一件
极薄的棉衣，浑身瑟索着；手里提
着一个纸包和一支长烟管，那手也
不是我所记得的红活圆实的手，却
又粗又笨而且开裂，像是松树皮了。

Delighted as I was, I did not know how to express myself, and
could only say:
"Oh! Jun-tu--so it's you? . . ."
After this there were so many things I wanted to talk about,
they should have poured out like a string of beads: woodcocks,
jumping fish, shells, zha. . . . But I was tongue-tied, unable to
put all I was thinking into words.

我这时很兴奋，但不知道怎么
说才好，只是说：
“阿！闰土哥，——你来
了？……”
我接着便有许多话，想要连珠
一般涌出：角鸡，跳鱼儿，贝壳，
猹，……但又总觉得被什么挡着似
的，单在脑里面回旋，吐不出口外
去。

He stood there, mixed joy and sadness showing on his face.
His lips moved, but not a sound did he utter. Finally,
assuming a respectful attitude, he said clearly:
"Master! . . .”
I felt a shiver run through me; for I knew then what a
lamentably thick wall had grown up between us. Yet I could

頭には古ぼけた毛織りの帽子、身には薄手の綿入れ一枚、全
身ぶるぶる震えている。紙包みと長いきせるを手に提げてい
る。その手も、わたしの記憶にある血色のいい、まるまるした
手ではなく、太い、節くれだった、しかもひび割れた、松の幹
のような手である。

わたしは感激で胸がいっぱいになり、しかしどう口をきいた
ものやら思案がつかぬままに、ひと言、
「ああ、閏ちゃん──よく来たね……。」 続いて言いたい
ことが、あとからあとから、数珠つなぎになって出かかった。
角鶏、跳ね魚、貝殻、チャー……だがそれらは、何かでせき止
められたように、頭の中を駆けめぐるだけで、口からは出なか
った。

彼は突っ立ったままだった。喜びと寂しさの色が顔に現れ
他站住了，脸上现出欢喜和凄
た。唇が動いたが、声にはならなかった。最後に、うやうやし
凉的神情；动着嘴唇，却没有作声。
い態度に変わって、はっきりこう言った。
他的态度终于恭敬起来了，分明的
「だんな様! ……。」
叫道：
わたしは身震いしたらしかった。悲しむべき厚い壁が、二人
“老爷！……”
の間を隔ててしまったのを感じた。わたしは口がきけなかっ
我似乎打了一个寒噤；我就知
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not say anything.

道，我们之间已经隔了一层可悲的
厚障壁了。我也说不出话。

た。

He turned his head to call:
"Shui-sheng, bow to the master." Then he pulled forward a
boy who had been hiding behind his back, and this was just
the Jun-tu of twenty years before, only a little paler and
thinner, and he had no silver necklet.
"This is my fifth," he said. "He's not used to company, so he's
shy and awkward."

他回过头去说，
“水生，给老爷
磕头。”便拖出躲在背后的孩子来，
这正是一个廿年前的闰土，只是黄
瘦些，颈子上没有银圈罢了。
“这是
第五个孩子，没有见过世面，躲躲
闪闪……”

彼は後ろを向いて、
「水生、だんな様におじぎしな。」と言っ
て、彼の背に隠れていた子供を前へ出した。これぞまさしく三
十年前の閏土であった。いくらかやせて、顔色が悪く、銀の首
輪もしていない違いはあるけれども。「これが五番めの子でご
ざいます。世間へ出さぬものですから、おどおどしておりまし
て…

Mother came downstairs with Hung-erh, probably after
hearing our voices.
"I got your letter some time ago, madam," said Jun-tu. "I was
really so pleased to know the master was coming back. . . ."

母亲和宏儿下楼来了，他们大约也
听到了声音。
“老太太。信是早收到了。我实在
喜欢的不得了，知道老爷回来……”
闰土说。

母と宏児が二階から降りてきた。話し声を聞きつけたのだろ
う。
「ご隠居様、お手紙は早くにいただきました。全く、うれしく
てたまりませんでした、だんな様がお帰りになると聞きまして
……。」と閏土は言った。

"Now, why are you so polite? Weren't you playmates together
in the past?" said mother gaily. "You had better still call him
Brother Hsun as before."
"Oh, you are really too. . . . What bad manners that would be.
I was a child then and didn't understand."

“阿，你怎的这样客气起来。
你们先前不是哥弟称呼么？还是照
旧：迅哥儿。
”母亲高兴的说。
“阿呀，老太太真是……这成什么
规矩。那时是孩子，不懂事……”

「まあ、なんだってそんな、他人行儀にするんだね。おまえ
たち、昔は兄弟の仲じゃないか。昔のように、迅ちゃん、でい
いんだよ。」と母は、うれしそうに言った。
「めっそうな、ご隠居様、なんとも……とんでもないことで
ございます。あのころは子供で、なんのわきまえもなく……。」

As he was speaking Jun-tu motioned Shui-sheng to come and
bow, but the child was shy, and stood stock-still behind his
father.
"So he is Shui-sheng? Your fifth?" asked mother. "We are all
strangers, you can't blame him for feeling shy. Hung-erh had
better take him out to play."

闰土说着，又叫水生上来打拱，那
そしてまたも水生を前に出しておじぎさせようとしたが、子
孩子却害羞，紧紧的只贴在他背后。 供ははにかんで、父親の背にしがみついたままだった。
“他就是水生？第五个？都是生
「これが水生? 五番めだね。知らない人ばかりだから、はに
人，怕生也难怪的；还是宏儿和他 かむのも無理ない。宏児や、あちらで一緒に遊んでおやり。」
去走走。”母亲说。
と母は言った。

When Hung-eth heard this he went over to Shui-sheng, and
Shui-sheng went out with him, entirely at his ease. Mother
asked Jun-tu to sir down, and after a little hesitation he did
so; then leaning his long pipe against the table he handed
over the paper package, saying:

宏儿听得这话，便来招水生，
水生却松松爽爽同他一路出去了。
母亲叫闰土坐，他迟疑了一回，终
于就了坐，将长烟管靠在桌旁，递
过纸包来，说：

言われて宏児は、水生を誘い、水生もうれしそうに、そろって
出ていった。母は閏土に席を勧めた。彼はしばらくためらった
あと、ようやく腰を下ろした。長ぎせるをテーブルに立てかけ
て、紙包みを差し出した。

"In winter there is nothing worth bringing; but these few
beans we dried ourselves, if you will excuse the liberty, sir."

“冬天没有什么东西了。这一

「冬場は、ろくなものがございません。少しばかり、青豆の
干したのですが、自分とこのですから、どうかだんな様に…
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When I asked him how things were with him, he just shook
his head.
"In a very bad way. Even my sixth can do a little work, but
still we haven't enough to eat . . . and then there is no
security . . . all sorts of people want money, there is no fixed
rule . . . and the harvests are bad. You grow things, and when
you take them to sell you always have to pay several taxes
and lose money, while if you don't try to sell, the things may
go bad. . ."

点干青豆倒是自家晒在那里的，请
老爷……”
我问问他的景况。
他只是摇头。
“非常难。第六个孩子也会帮
忙了，却总是吃不够……又不太
平……什么地方都要钱，没有规
定……收成又坏。种出东西来，挑
去卖，总要捐几回钱，折了本；不
去卖，又只能烂掉……”

…。」 わたしは、暮らし向きについて尋ねた。彼は首を振る
ばかりだった。
「とてもとても。今では六番めの子も役に立ちますが、そ
れでも追っつけません……世間は物騒だし……どっちを向い
ても金は取られほうだい、きまりもなにも……作柄もよくござ
いません。作った物を売りに行けば、何度も税金を取られて、
元は切れるし、そうかといって売らなければ、腐らせるばかり
で……。」

He kept shaking his head; yet, although his face was lined
with wrinkles, not one of them moved, just as if he were a
stone statue. No doubt he felt intensely bitter, but could not
express himself. After a pause he took up his pipe and began
to smoke in silence.

他只是摇头；脸上虽然刻着许
多皱纹，却全然不动，仿佛石像一
般。他大约只是觉得苦，却又形容
不出，沉默了片时，便拿起烟管来
默默的吸烟了。母亲问他，知道他
的家里事务忙，明天便得回去；又
没有吃过午饭，便叫他自己到厨下
炒饭吃去。

首を振りどおしである。顔にはたくさんのしわがたたまれ
ているが、まるで石像のように、そのしわは少しも動かなかっ
た。苦しみを感じはしても、それを言い表すすべがないように、
しばらく沈黙し、それからきせるを取り上げて、黙々とたばこ
をふかした。
母が都合をきくと、家に用が多いから、明日は帰らねばなら
ぬという。それに昼飯もまだと言うので、自分で台所へ行って、
飯をいためて食べるように勧めた。

After he had gone out, mother and I both shook our heads
over his hard life: many children, famines, taxes, soldiers,
bandits, officials and landed gentry, all had squeezed him as
dry as a mummy. Mother said that we should offer him all the
things we were not going to take away, letting him choose for
himself.

他出去了；母亲和我都叹息他
的景况：多子，饥荒，苛税，兵，
匪，官，绅，都苦得他像一个木偶
人了。母亲对我说，凡是不必搬走
的东西，尽可以送他，可以
听他自己去拣择。

彼が出ていったあと、母とわたしとは彼の境遇を思ってため
息をついた。子だくさん、凶作、重い税金、兵隊、匪賊、役人、
地主、みんな寄ってたかって彼をいじめて、デクノボーみたい
な人間にしてしまったのだ。母は、持っていかぬ品物はみんな
くれてやろう、好きなように選ばせよう、とわたしに言った。

That afternoon he picked out a number of things: two long
tables, four chairs, an incense burner and candlesticks, and
one balance. He also asked for all the ashes from the stove (in
our part we cook over straw, and the ashes can be used to
fertilize sandy soil), saying that when we left he would come
to take them away by boat.

下午，他拣好了几件东西：两
条长桌，四个椅子，一副香炉和烛
台，一杆抬秤。他又要所有的草灰
（我们这里煮饭是烧稻草的，那灰，
可以做沙地的肥料），待我们启程的
时候，他用船来载去。

午後、彼は品物を選び出した。長テーブル二個、いす四脚、
香炉と燭台一組み、大秤一本。そのほかわら灰もみんな欲しい
と言った。(わたしたちのところでは、炊事の時わらを燃す。
その灰は砂地の肥料になる。)わたしたちが旅立つ時来て船で
運ぶ、と言った。

That night we talked again, but not of anything serious; and
the next morning he went away with Shui-sheng.

夜间，我们又谈些闲天，都是
无关紧要的话；第二天早晨，他就

夜はまた世間話をした。とりとめのない話ばかりだった。明
くる日の朝、彼は水生を連れて帰っていった。

From her chat with him, mother learned that he was busy at
home and had to go back the next day; and since he had had
no lunch, she told him to go to the kitchen and fry some rice
for himself.
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领了水生回去了。
After another nine days it was time for us to leave. Jun-tu
came in the morning. Shui-sheng did not come with him—he
had just brought a little girl of five to watch the boat. We were
very busy all day, and had no time to talk. We also had quite a
number of visitors, some to see us off, some to fetch things,
and some to do both. It was nearly evening when we left by
boat, and by that time everything in the house, however old or
shabby, large or small, fine or coarse, had been cleared away.

又过了九日，是我们启程的日
期。闰土早晨便到了，水生没有同
来，却只带着一个五岁的女儿管船
只。我们终日很忙碌，再没有谈天
的工夫。来客也不少，有送行的，
有拿东西的，有送行兼拿东西的。
待到傍晚我们上船的时候，这老屋
里的所有破旧大小粗细东西，已经
一扫而空了。

それからまた九日して、わたしたちの旅立ちの日になった。
閏土は朝から来ていた。水生は連れずに、五歳になる女の子に
船の番をさせていた。それぞれに一日じゅう忙しくて、もう話
をする暇はなかった。客も多かった。見送りに来る者、品物を
取りに来る者、見送りがてら品物を取りに来る者。夕方になっ
て、わたしたちが船に乗り込むころには、この古い家にあった
大小さまざまのガラクタ類は、すっかり片づいていた。

As we set off, in the dusk, the green mountains on either side
of the river became deep blue, receding towards the stern of
the boat.

我们的船向前走，两岸的青山在黄
昏中，都装成了深黛颜色，连着退
向船后梢去。

船はひたすら前進した。両岸の緑の山々は、たそがれの中で
薄墨色に変わり、次次と船尾に消えた。

Hung-erh and I, leaning against the cabin window, were
looking out together at the indistinct scene outside, when
suddenly he asked:
"Uncle, when shall we go back?"
"Go back? Do you mean that before you've left you want to go
back?"
"Well, Shui-sheng has invited me to his home. . ."
He opened wide his black eyes in anxious thought.

宏儿和我靠着船窗，同看外面
模糊的风景，他忽然问道：
“大伯！我们什么时候回来？”
“回来？你怎么还没有走就想回来
了。”
“可是，水生约我到他家玩去
咧……”他睁着大的黑眼睛，痴痴
的想。

わたしと一緒に窓辺にもたれて、暮れてゆく外の景色を眺め
ていた宏児が、ふと問いかけた。
「おじさん、ぼくたち、いつ帰ってくるの?」
「帰ってくる? どうしてまた、行きもしないうちに、帰るな
んて考えたんだい?」
「だって、水生がぼくに、家へ遊びに来いって。」 大きな
黒い目をみはって、彼はじっと考えこんでいた。

Mother and I both felt rather sad, and so Jun-tu's name came
up again. Mother said that ever since our family started
packing up, Mrs. Yang from the beancurd shop had come over
every day, and the day before in the ash-heap she had
unearthed a dozen bowls and plates, which after some
discussion she insisted must have been buried there by
Jun-tu, so that when he came to remove the ashes he could
take them home at the same rime. After making this
discovery Mrs. Yang was very pleased with herself, and flew
off raking the dog-teaser with her. (The dog-teaser is used by
poultry keepers in our parts. It is a wooden cage inside which
food is put, so that hens can stretch their necks in to eat but

我和母亲也都有些惘然，于是
又提起闰土来。母亲说，那豆腐西
施的杨二嫂，自从我家收拾行李以
来，本是每日必到的，前天伊在灰
堆里，掏出十多个碗碟来，议论之
后，便定说是闰土埋着的，他可以
在运灰的时候，一齐搬回家里去；
杨二嫂发见了这件事，自己很以为
功，便拿了那狗气杀（这是我们这
里养鸡的器具，木盘上面有着栅栏，
内盛食料，鸡可以伸进颈子去啄，

わたしも、わたしの母も、はっと胸をつかれた。そして話が
また閏土のことに戻った。母はこう語った。例の豆腐屋小町の
楊おばさんは、わたしの家で片づけが始まってから、毎日必ず
やってきたが、おととい、灰の山からわんや皿を十個あまり掘
り出した。あれこれ議論の末、それは閏土が埋めておいたにち
がいない、灰を運ぶ時、一緒に持ち帰れるから、という結論に
なった。楊おばさんは、この発見を手柄顔に、
「犬じらし」(こ
れはわたしたちのところで鶏を飼うのに使う。木の板にさくを
取り付けた道具で、中に食べ物を入れておくと、鶏は首を伸ば
してついばむことができるが、犬にはできないので、見てじれ
るだけである。)をつかんで飛ぶように走り去った。てん足用
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dogs can only look on furiously.) And it was a marvel,
considering the size of her feet, how fast she could run.
I was leaving the old house farther and farther behind, while
the hills and rivers of my old home were also receding
gradually ever farther in the distance. But I felt no regret. I
only felt that all round me was an invisible high wall, cutting
me off from my fellows, and this depressed me thoroughly.
The vision of that small hero with the silver necklet among
the watermelons had formerly been as clear as day, but now it
suddenly blurred, adding to my depression.
Mother and Hung-erh fell asleep.

狗却不能，只能看着气死）
，飞也似 の底の高い靴で、よくもと思うほど速かったそうだ。
的跑了，亏伊装着这么高低的小脚，
竟跑得这样快。
老屋离我愈远了；故乡的山水
也都渐渐远离了我，但我却并不感
到怎样的留恋。我只觉得我四面有
看不见的高墙，将我隔成孤身，使
我非常气闷；那西瓜地上的银项圈
的小英雄的影像，我本来十分清楚，
现在却忽地模糊了，又使我非常的
悲哀。
母亲和宏儿都睡着了。

古い家はますます遠くなり、故郷の山や水もますます遠くな
る。だが名残惜しい気はしない。自分の周りに目に見えぬ高い
壁があって、その中に自分だけ取り残されたように、気がめい
るだけである。西瓜畑の銀の首輪の小英雄の面影は、もとは鮮
明このうえなかったのが、今では急にぼんやりしてしまった。
これもたまらなく悲しい。

母と宏児とは寝入った。

I lay down, listening to the water rippling beneath the boat,
and knew that I was going my way. I thought: although there
is such a barrier between Jun-tu and myself, the children still
have much in common, for wasn't Hung-erh thinking of
Shui-sheng just now? I hope they will not he like us, that they
will not allow a barrier to grow up between them. But again I
would not like them, because they want to be akin, all to have
a treadmill existence like mine, nor to suffer like Jun-ru until
they become stupefied, nor yet, like others, to devote all their
energies to dissipation. They should have a new life, a life we
have never experienced.

我躺着，听船底潺潺的水声，
知道我在走我的路。我想：我竟与
闰土隔绝到这地步了，但我们的后
辈还是一气，宏儿不是正在想念水
生么。我希望他们不再像我，又大
家隔膜起来……然而我又不愿意他
们因为要一气，都如我的辛苦展转
而生活，也不愿意他们都如闰土的
辛苦麻木而生活，也不愿意都如别
人的辛苦恣睢而生活。他们应该有
新的生活，为我们所未经生活过的。

わたしも横になって、船の底に水のぶつかる音を聞きなが
ら、今、自分は、自分の道を歩いているとわかった。思えばわ
たしと閏土との距離は全く遠くなったが、若い世代は今でも心
が通い合い、現に宏児は水生のことを慕っている。せめて彼ら
だけは、わたしと違って、互いに隔絶することのないように…
…とはいっても、彼らが一つ心でいたいがために、わたしのよ
うに、無駄の積み重ねで魂をすり減らす生活をともにすること
は願わない。また閏土のように、打ちひしがれて心がまひする
生活をともにすることも願わない。また他の人のように、やけ
を起こしてのほうずに走る生活をともにすることも願わない。
希望をいえば、彼らは新しい生活をもたなくてはならない。わ
たしたちの経験しなかった新しい生活を。

The access of hope made me suddenly afraid. When Jun-tu
asked for the incense burner and candlesticks I had laughed
up my sleeve at him, to think that he still worshipped idols
and could not put them out of his mind. Yet what I now called
hope was no more than an idol I had created myself. The only
difference was that what he desired was close at hand, while
what I desired was less easily realized.

我想到希望，忽然害怕起来了。
闰土要香炉和烛台的时候，我还暗
地里笑他，以为他总是崇拜偶像，
什么时候都不忘却。现在我所谓希
望，不也是我自己手制的偶像么？
只是他的愿望切近，我的愿望茫远
罢了。

希望という考えが浮かんだので、わたしはどきっとした。た
しか閏土が香炉と燭台を所望した時、わたしはあい変わらずの
偶像崇拝だな、いつになったら忘れるつもりかと、心ひそかに
彼のことを笑ったものだが、今わたしのいう希望も、やはり手
製の偶像にすぎぬのではないか。ただ彼の望むものはすぐ手に
入り、わたしの望むものは手に入りにくいだけだ。
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As I dozed, a stretch of jade-green seashore spread itself
before my eyes, and above a round golden moon hung in a
deep blue sky. I thought: hope cannot be said to exist, nor can
it be said not to exist. It is just like roads across the earth. For
actually the earth had no roads to begin with, but when many
men pass one way, a road is made.

我在朦胧中，眼前展开一片海边
碧绿的沙地来，上面深蓝的天空中
挂着一轮金黄的圆月。我想：希望
是本无所谓有，无所谓无的。这正
如地上的路；其实地上本没有路，
走的人多了，也便成了路。

Source:
Unknown, but probably from “Selected Stories of Lu Hsun”
(Beijing: Foreign Languages Press, 1960), translated by Yang
Hsien-yi and Gladys Yang.

まどろみかけたわたしの目に、海辺の広い緑の砂地が浮かん
でくる。その上の紺碧の空には、金色の丸い月がかかっている。
思うに希望とは、もともとあるものとも言えぬし、ないものと
も言えない。それは地上の道のようなものである。もともと地
上には道はない。歩く人が多くなれば、それが道になるのだ。

出所：青空文庫
http://www.aozora.gr.jp/cards/001124/files/42939_15330.ht
ml
底本：「魯迅全集」改造社
1932（昭和 7）年 11 月 18 日発行
を青空文庫用に京都大学電子テクスト研究会が編集・改訂。
2004 年 8 月 22 日作成
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