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EXT. HARU'S HOUSE - GARDEN - DAY  

Two 40-ish sisters work in the garden outside their shack in 
the hilltop seaside village of Inuoka, Japan. They are 
harvesting vegetables, placing them in baskets. The younger 
sister, Chiyo, plucks a large ripe tomato from a plant.

EXT. ハルの家　－庭　－　昼

日本の犬岡という丘の上にある海辺の村に、40代の姉妹二人が小屋の外の庭
を手入れをしている。姉妹は野菜を摘み、カゴに入れる。妹の千代は庭から完
熟トマトを摘み取る。

CHIYO
Mmm, I love tomatoes!

千代
ん～、トマト大好き！

Chiyo brings the tomato to her mouth.

千代はトマトを口に運ぶ。

HARU
No! That is for the mayor 
and his household. There is 
grain in the house for us. 
The vegetables are for the 
mayor.

ハル
こら！それは市長のよ！私達は穀物
がうちにあるでしょ。野菜は市長に
渡すの。

Chiyo reluctantly puts the tomato in the basket.

千代はしぶしぶトマトをカゴに入れる。

CHIYO
Why is this your garden, 
anyway?

千代
ってかさあ、なんでこの庭は姉さん
のものなわけ？

HARU
Because it's my house.

ハル
だって、ここは私の家だもの。
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CHIYO
You live with the mayor and 
his wife. This should be my 
house.

千代
姉さんは市長夫婦と住んでるんだか
ら、ここは私の家ってことにしたほ
うがいいんじゃないかしら。

HARU
It was bequeathed to me, and 
I'm not giving it up. 
Besides, what if I lose my 
job with the mayor? You 
should be grateful you even 
have a place to stay.

ハル
この家は私に遺贈されたんだから、
諦めないわよ。 
それに、もし私が市長のところで働
けなくなったらどうするのよ？ 
千代は住める場所があるんだから感
謝すべきでしょ。

CHIYO
God, this is hard. I was not 
made for this!

千代
ああ、大変。こんな事するために生
きてるんじゃないんだから!

HARU
Patience, younger sister. 
Hard work will pay off.

ハル
千代、辛抱よ。いつか努力は報われ
るわ。

Haru notices that Chiyo is not working, but staring out to 
sea.

ハルは千代が海を眺めてさぼっていることに気づく。

CHIYO
There is a ship!

千代
あ、船よ！

HARU
There are often ships. Let 
us get these vegetables 
harvested before the sun 
rises high.

ハル
いつもの事よ。 
さぁ、日が昇る前にさっさとこの種
を植えちゃいましょ。

CHIYO
This one is different.

千代
いつもの船と違うわね。
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HARU
What does it matter? Ships 
are the business of men. 
Gardens are the business of 
women. Dig, younger sister!

ハル
それがどうかしたの? 
船は男の仕事。 
庭仕事は女の仕事。ほら、千代ちゃ
ん掘って！

Chiyo gazes at the ship a moment longer, then bends to her 
work again. She sneaks a small cherry tomato into her mouth 
and savors it quietly as she picks another large ripe tomato 
and puts it in the basket.

千代は長い間船を見つめた後、庭仕事に戻る。プチトマトをこっそりつまみ食
いし、完熟トマトをカゴに入れる。

EXT. VILLAGE SQUARE - EVENING

There is a general hubbub, as the Daimyo walks into town 
with his entourage of samurais.

EXT. 村の広場 - 夜

大名が武士を連れて町に入ると、大騒ぎになる。

EXT. HARBOR - DAY

EXT. 港 - 昼

An American sailing warship sits in the harbor.

アメリカの帆船が港にいる。

INT. AMERICAN SHIP - GALLEY - DAY

INT. アメリカの船 - 厨房 - 昼

Ship's cook Albert Jenkins, 50, stands in the galley of the 
ship, intently studying a sheaf of parchment papers filled 
with Japanese kanji characters as a pot threatens to boil 
over.
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船のコックであるアルバート・ジェンキンス(５０歳)は船の厨房に立ち、鍋が
沸騰し続けている中、漢字で埋め尽くされた羊皮紙の束を熱心に黙読してい
る。

JENKINS
to himself( )

Finally, I am about to see 
this great land I have so 
often dreamed about.

ジェンキンス
自分自身に( )

ついに、これまでずっと夢に見てた
地を見れるぞ。

A sailor enters the galley.

船員が厨房に入る。

SAILOR
Jenkins! Captain wants to 
see you!

船員　
ジェンキンス！キャプテンが会いた
いそうです。 

JENKINS
Right away! (saluting 
unnecessarily) Thank you, my 
friend!

ジェンキンス
すぐ行くよ!

不必要に敬礼( )
ありがとう!

Jenkins takes a step in mid-salute and trips over a sack of 
grain on the floor. Papers fly from his hand as he falls, 
but he protects the precious parchment against his chest as 
he goes down. The sailor shakes his head and chuckles as 
Jenkins gets to his feet.

ジェンキンスは敬礼中に一歩踏み出し、床の穀物の袋につまずく。 
ジェンキンスが倒れる時、羊皮紙が彼の手から飛び出すが、倒れ込む前に貴重
な羊皮紙を彼の胸で守り抜く。着地すると、船員は首を振ってクスクス笑う。

INT. IZAWA'S  HOUSE - DAY

The mayor of Inuoka, GONZABURO IZAWA, 50, sits on a 
platform. His wife, FUNE, 40, sits by the door, fanning 
herself. His aide, KENJIRO, 60, enters.

INT. 井澤の家 - 昼

5.



犬岡の市長である井澤権三郎（５０歳）は乗降場に腰かける。彼の妻である舟
（４０歳）はドアの傍に座って涼んでいる。彼の配下である健次郎（６０歳）
が入る。

IZAWA
excited( )

Kenjiro, the Daimyo comes!

井澤
興奮して( )

健次郎、大名様が来られたぞ!

KENJIRO
Trouble, sire?

健次郎
なにか不都合がございましたか?

IZAWA
smiling( )

No no no. He needs 
something...and we have it! 
He needs an interpreter to 
make a treaty with the 
Americans. Summon the old 
man who knows English!

井澤
にっこり笑って( )

いや、いや、いや。 
大名様はな、、、アメリカ人と条約
を結ぶ為の通訳が必要なんだ。あの
英語がわかる老人を連れて来なさい
！

KENJIRO
My lord, Eitaro-san has 
died.

健次郎
井澤様、エイタロウさんはお亡くな
りになりましたよ。

IZAWA
Really?

井澤　
本当か?

KENJIRO
Yes, six months ago, sire. 
Of the cholera.

健次郎
あ、はい, 井澤様。６ヶ月前に。 
コレラ菌で。

IZAWA
Why was I not informed?!

井澤
どうして私には知らされなかったん
だ?!
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KENJIRO
You spoke at his funeral, my 
lord.

健次郎
あのう、井澤様、エイタロウさんの
葬式に出ておられましたよね。

Fune rolls her eyes.

舟は目をぐるりとさせる。

IZAWA
Why did you not remind me? 
You wish me to appear a fool 
in front of the Daimyo?

井澤
なんで言ってくれなかったんだ?　お
前は私に大名様の前で恥をかかせた
いのか？ 

Fune suppresses a smile.

舟は笑みを抑える。

KENJIRO
No, my lord.

健次郎
いえ。

IZAWA
Who else in Inuoka speaks 
English?

井澤
犬岡村で他に誰が英語を話せるんだ?

KENJIRO
No one, my lord.

健次郎
誰もおりません。

IZAWA
Find someone!

井澤
探してきなさい!

KENJIRO
Yes, my lord.

健次郎
承知しました。

Kenjiro starts to go, but Fune stops him on his way out.

健次郎が行こうとするが、舟がドアのところで制止する。
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FUNE
Kenjiro, is it true the 
Daimyo's wife also died of 
the cholera?

舟
健次郎さん、御大名様の奥様もコレ
ラ菌で亡くなられたのは本当なのか
しら？

KENJIRO
Yes, my lady. So 
unfortunate.

健次郎
はい。残念ですが、そのようです。

FUNE
Hmm, yes. Perhaps an 
interpreter is not all he is 
looking for.

舟
そっか。じゃあ、もしかしたら大名
が探しておられるのは通訳だけじゃ
ないのかもね。

She primps.

彼女は身なりを整える。

KENJIRO
Milady?

健次郎
奥様?

FUNE
Run along, Kenjiro. Try to 
find my poor husband an 
interpreter in this humble 
little village.

舟
健次郎、行ってきなさい。 
どうしようもないうちの主人の為
に、このちっぽけな村で通訳を探し
てきてちょうだい。

KENJIRO
Yes, madam.

健次郎
承知しました。

INT. HARU'S HOUSE - DAY

INT. ハルの家　－　昼　
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Haru hands Chiyo some money.

ハルは千代にお金を渡す。

FUNE
I don’t have a main course 
to cook for the mayor 
tonight. Take this money and 
buy five pieces of sea 
bream. Five, got it?

ハル
今晩市長にお出しするメインコース
がないわ。このお金で鯛を５切れ買
ってきて。５切れよ、わかった？

CHIYO
Yes, five pieces of sea 
bream. Geez!

千代
はいはい、５切れでしょ。わかった
わよ！

FUNE
Bring it to the mayor’s 
house, using the back 
entrance. As soon as you 
can.

舟
裏口から市長の家に持って行って
ね。 できるだけ早くお願いよ。

CHIYO
Alright.

千代
はーい。

INT. IZAWA'S HOUSE - EVENING

IZAWA paces back and forth. Fune sits calmly.

INT. 井澤の家　－　夜

井澤は行ったり来たりしている。舟は落ち着いて座っている。

IZAWA
Where is Kenjiro? Oh, we are 
doomed!

井澤
健次郎はどこだ？　あー、もう俺ら
は終わりだ。

FUNE
"We"?

舟
”俺ら”ですって?

EXT. HARBOR - EVENING

A naval warship, the USS Rhode Island, its sails down, sits 
in the harbor.
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EXT. 港 - 夜

海軍の軍艦であるUSSロードアイランドは、帆を下ろして港にいる。

INT. U.S.S. RHODE ISLAND - EVENING

CAPTAIN WOODBURY sits at his desk, writing. There is a knock 
at the door.

INT. U.S.S　ロードアイランド　－　夜

ウッドベリー船長は机に座り、書いている。ドアがノックされる。

CAPTAIN WOODBURY
Who calls?

キャプテン　ウッドバリー
誰だ？

JENKINS
Albert Jenkins.

ジェンキンス
アルバート.ジェンキンス　です。

CAPTAIN WOODBURY
Enter.

キャプテン　ウッドバリー
入りなさい。

Albert Jenkins enters, carrying pieces of parchment filled 
with Japanese kanji.

アルバート．ジェンキンスは漢字が書かれた羊皮紙を数枚持って入る。

JENKINS
Sir, I am honored to be 
called for this most 
exciting duty!

ジェンキンス
このような任務に就かせていただき
誠に光栄です。

CAPTAIN WOODBURY
Is it certain you can 
perform it?

キャプテン　ウッドバリー
確かに出来るんだろうな?
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JENKINS
Yes sir. Quite certain. See, 
I have brought my writings 
of the kanji. The Japanese 
language is very dear to my 
heart, sir. I spend every 
free moment with the kanji.

ジェンキンス
はい、もちろんです。 
ほら、私が書いた漢字の書物を持っ
て来ました。私にとって日本語は心
から大切なものなんです。暇さえあ
れば漢字に時間を費やしています。

Woodbury peruses the papers.

ウッドベリーはその紙を熟読する。

CAPTAIN WOODBURY
Very impressive, Jenkins. 
But it is critical that our 
translator also speak the 
language.

キャプテン　ウッドバリー
ジェンキンス、これは驚いたよ。 
でも私達の通訳は話せる事が重要な
んだ。

JENKINS
Uh, of course, sir. Of 
course, I do. How, how could 
I not?

ジェンキンス
ああ、もちろんです。もちろん話せ
ます。 え、出来ないとでも？

CAPTAIN WOODBURY
May I have a demonstration?

キャプテン　ウッドバリー
じゃあ見せてもらえるかい？

JENKINS
Certainly, sir, I would. But 
of course you wouldn’t 
understand it.

ジェンキンス
もちろんですよ。 
でもキャプテンは理解出来ないか
と。

CAPTAIN WOODBURY
I’m told the Japanese 
language is very melodic. I 
would love to hear some. 
Simply, say whatever comes 
to your mind, in Japanese.

キャプテンウッドバリー
日本語は旋律的だと聞いているが。
是非聞いてみたい。何でも良いから
思い浮かんだ事を日本語で言ってみ
てくれ。 

JENKINS
I uh, uh,...

ジェンキンス
えーっと、、、

CAPTAIN WOODBURY
Shall I look for another 
translator, Jenkins?

キャプテン　ウッドバリー
ジェンキンス、他の者を探した方が
良さそうかい？
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JENKINS
No sir. Alright.

ジェンキンス
いえ、大丈夫です。

melodically, with (
gesticulations

旋律的に、身振りありで)

Watashi, yokohama hakapuko desimande 
baki-baki, mon fai ifi nokan, dale 
nokan bugo. Anomatapiya, desu-ka. 
Hai. Sooo desu. Hooonto desu.

ワタシ、ヨコハマ ハカプコ デシマンデ 
バキバキ, モン　ファイ　オカン ダレ ノカン 
ブゴ。 アノマトピ デスカ。 
ハイ、ソウデス。ホントウデス。

Woodbury eyes him for a moment, then:

ウッドベリーは彼を一瞬じろっと見て、

CAPTAIN WOODBURY
Splendid, Jenkins! Just, 
splendid! I’m sorry if it 
seemed I doubted you.

キャプテン　ウッドバリー
素晴らしいじゃないか! 
見事だよ、ジェンキンス! 
疑ったりしてすまなかったね。

JENKINS
Not at all, sir.

ジェンキンス
いえいえ。

CAPTAIN WOODBURY
It’s just that we are 
negotiating one of the first 
treaties outside the 
capital, and your work will 
set the example for half a 
nation!

キャプテン　ウッドバリー
私達は首都外で最初の条約の1つを交
渉しているんだ。君の役割は国の半
分の模範となるだろう！

Jenkins is hit by the import of his task, a bit stunned.
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ジェンキンスは彼の責務の重要さに衝撃を受け、少し驚く。

CAPTAIN WOODBURY
Dismissed, Jenkins!

キャプテン　ウッドバリー
ジェンキンス、行っていいぞ。

Jenkins leaves. Once on the other side of the door, he 
presses his fingers to his temples.

ジェンキンスは出ていく。ドアを背に、こめかみを指で押さえる。

JENKINS
to himself( )

"A task for two. A task for 
two." Translation is always 
a task for two.

not believing it( )
I’ll be fine.

ジェンキンス
自分で( )

"２人の仕事、２人の仕事" 
通訳はいつも２人の仕事。

信じていない( )
大丈夫だ。

EXT. VILLAGE SQUARE - EVENING

The Daimyo and his samurais march closer. Villagers stand 
and watch, making sure not to look directly at them.

EXT. 村の広場 - 夜

大名と侍達の行列が近づいてくる。村人達は立ち上がって見る。目を合わさな
いようにして見ている。

INT. MAYOR'S HOUSE - EVENING

Izawa watches from his window as the Daimyo approaches.

INT. 市長の家　－　夜 

井澤は大名が近づいて来るのを窓から見ている。

IZAWA
Kenjiro has not returned. 
What am I to do?

井澤
健次郎が帰ってこないな。 
どうしようか?
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FUNE
Perhaps we should go outside 
and greet him.

舟
一緒に外に出て大名様にご挨拶した
ほうが良さそうね。

IZAWA
"We"? You will come with me? 
For support?

井澤
"一緒に"? 
お前も一緒に来るのか?わしの支えに
か ?

FUNE
Yes, yes, support.

舟
はい、そうですよ、貴方の支えに。

They go outside to greet the Daimyo.

二人は外に出て大名に挨拶する。

EXT. IZAWA'S HOME - DAY

Izawa and Fune step outside, just as the Daimyo and his 
group of samurai arrive at their door.

EXT. 井澤の家　－昼
大名と侍達は家の前に着くと同時に井澤と舟は外に出る。

IZAWA
Your lord, I--

井澤
お大名様、あの、、

MATSUNOSUKE, the Daimyo's #1 samurai, draws his sword and 
slashes a hanging lantern, which crashes to the ground and 
starts a fire.

大名の一番手の侍、松之助、は刀を抜いて提灯を切り落とし、地に落ちた提灯
が燃え上がる。

MATSUNOSUKE
The Daimyo speaks first! Not 
the vassal!

松之助
最初に話すのはお大名様だ。家臣は
黙ってろ。
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DAIMYO
Matsunosuke, tsk, tsk, tsk.

to Hikonosuke( )
Please.

大名
彦之助。 はあ．．．。

彦之助に( )
頼む。

HIKONOSUKE, the #2 samurai, puts out the fire.

大名の二番手である彦之助は火を消す。

DAIMYO
Izawa.

大名
井澤。

IZAWA
Yes, my lord.

井澤
はい、お大名様。

DAIMYO
I have a problem, which I 
hope you can solve.

大名
ちょっと問題があってな。君に頼め
るかと。

IZAWA
My lord, I would do anything 
in my power, but--

井澤
お大名様、何でもおっしゃってくだ
さい、ですが、、

FUNE
Please, my lord, come have 
some tea and we will help 
you resolve your situation.

舟
お大名様、どうぞお茶を召し上がっ
てください。私達でよろしければお
助けいたします。

DAIMYO
You are very gracious, 
milady.

大名
君はとても優しい人だね。

FUNE
Please, call me Fune.

舟
舟と呼んでください。
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Fune flirts, using her fan, and gestures for all to go 
inside.

舟はいやらしく扇と身ぶりでみんなを家に招く。

INT. MAYOR'S HOUSE - EVENING

IZAWA
My lord, I've looked--

井澤
お大名様、あの、、先日、、。

FUNE
Civilized people have tea 
first, and then talk 
business, do we not, my 
lord?

舟
お大名様とお話する時は、まずはお
茶をいただいて、それから仕事の話
をする。お大名様、そうですよね?

DAIMYO
Izawa, you are lucky to have 
such a wise wife, who keeps 
the high customs even in 
such a humble village.

大名
井澤。こんな村でも高い仕来りを守
れる出来た嫁を持てて、君は運がい
いな。 

IZAWA
Well, yes, my lord. We try.

井澤
あ、はい。精進しております。

Haru brings tea, and Fune performs an elaborate ceremony, 
taking quite a bit of time. When it's done, Izawa looks 
panicked.

ハルはお茶を持ってきて、舟は時間をかけて精巧に茶を立てる。出来上がった
時、井澤は焦っているように見える。

IZAWA
My lord, I truly wish I 
could--

井澤
お大名様、あのですね。。 
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FUNE
Give you some delicacies, 
but fresh sea bream is all 
we can offer. But of course 
first we will have an 
appetizer.

舟
お口に合うかわかりませんが、新鮮
な鯛でしたらご用意できます。でも
まずは前菜をいただきましょう。

INT. IZAWA'S KITCHEN - EVENING

INT. 井澤家の台所 - 夜

Chiyo comes in the rear kitchen door with a package.

千代は袋を持って台所の扉の裏に来る。

HARU
You’re here. Was the fish 
fresh?

ハル
あら、千代。魚は新鮮だった？

She opens the package. There are four pieces plus one piece 
that is only half.

ハルは袋を開ける。魚は四切れと半分だけだった。

HARU
(she already knows the 
answer) Chiyo...what 
happened to the fifth piece?

ハル
既に答えをわかりながらも( )

千代。。。最後の一切れはどうした
の？

CHIYO
I was hungry. I hadn’t eaten 
anything but grain all week.

千代
お腹が減っちゃって。今週穀物しか
食べてなかったから。

HARU
Ahh, Chiyo! What am I going 
to do?!

ハル
もう、千代！どうするのよ？！

CHIYO
Just cut them up and serve 
them over noodles, with a 
sauce.

千代
細かく切ってお蕎麦の上に乗せてタ
レをかけちゃえば。

HARU
Hmm, yes, that should work. 
But it doesn’t mean what you 
did was right.

ハル
んー、そうね、たぶんそれでいける
わね。でもだからってあんたがした
事は良くないわよ。

CHIYO
Bye.

千代
じゃあ。
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Chiyo turns to go, just as the mayor's wife enters.

千代が出ていこうとすると、市長の妻が入ってくる。

FUNE
Is this your sister?

舟
妹さん？

HARU
Yes.

ハル
はい。

FUNE
You don't look at all alike. 
She’s pretty. You just cook. 
She can serve the Daimyo.

舟
あら全然似てないのね。彼女は美人
ね。あなたはただ料理だけしてれば
いいから。彼女に料理を出してもら
いましょう。

Fune leaves without waiting for a response.

舟は返事を待たずに去る。

CHIYO
I’m not working for that 
woman!

千代
あの女の為になんか働かないわよ！

HARU
Please. Dinner needs to be 
especially good tonight. 
Izawa has bad news for the 
Daimyo.

ハル
お願いだから。今夜の晩食は得に良
くしなきゃだめなのよ。井澤はお大
名様に悪い知らせを伝えるんだか
ら。

CHIYO
I can have some tomatoes?

千代
ちょっとトマトもらえる？

HARU
Okay, I can mix in some 
daikon to make it go around.

ハル
いいわよ、大根と一緒に混ぜたら美
味しいわよ。

CHIYO
Alright, I will help you. 
But I don’t like her.

千代
わかったわ。手伝ってあげる。でも
あの人好きじゃない。
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HARU
You don’t have to like her, 
you just have to serve her. 
It’s what I do.

ハル
別に好きにならなくったっていい
の、ただ料理を出すだけよ。私だっ
てそうしてる。

CHIYO
Just for tonight.

千代
今夜だけね。

HARU
She only needs you for 
tonight. Tomorrow she will 
forget all about you.

ハル
奥さんは今夜だけあんたが必要な
の。明日になればあんたの事は全部
忘れてるわよ。

CHIYO
Hmph!

千代
ふん！

INT. IZAWA'S DINING ROOM - EVENING

INT.　井澤家の　－夜

FUNE
Well, first we will start 
with an appetizer.

舟
じゃあ、まずは前菜から始めましょ
う。

Chiyo comes out with an appetizer. The diners ooh and aah 
over it, and Fune starts serving it.

千代は前菜を持って出てくる。食卓には歓声が上がり、舟は前菜を配膳し始め
る。

INT. IZAWA'S KITCHEN - EVENING

INT.　井澤家の台所　－夜

Chiyo enters from the dining room.

千代が食卓から入ってくる。
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CHIYO
So, what's this horrible 
news?

千代
で、悪い知らせって何なの？

HARU
The Daimyo needs a 
translator, to make a treaty 
with the Americans. Izawa's 
servant, Kenjiro, has gone 
to look for one, but old 
Eitaro-san has died, and 
Kenjiro will find no one.

ハル
大名様はアメリカ人と条約を結ぶた
めに通訳が必要なの。井澤のしもべ
の健次郎が探したけど、年寄りの英
太郎さんは亡くなっちゃったし、誰
も見つけられないわ。

CHIYO
I know English.

千代
私、英語わかるよ。

HARU
chuckling( )

You don’t know English.

ハル

馬鹿にして笑う( )
あんた、英語出来ないでしょ。

CHIYO
to Kenjiro( )

I spent 15 years in 
Nagasaki, sometimes I worked 
with foreigners.

千代
健次郎に( )

１５年も長崎にいて時々外国人と一
緒に働いてたのよ。

HARU
Until your rose faded.

ハル
花が枯れるまでね。

CHIYO
I know enough English. 
Besides, the American 
translator will know 
Japanese, so it doesn't 
matter if I know English or 
not.

千代
英語は十分理解出来る。それに、ア
メリカ人の通訳は日本語が出来るん
だから、私の英語が伝わらなくった
って大丈夫よ。 

Kenjiro enters by the back door. He is downhearted.

健次郎は裏口から入る。落ち込んでいる。

HARU
No luck?

ハル
全然だめ？
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KENJIRO
There is no one in the 
village who speaks English.

健次郎
英語を話せる者がこの村に誰もいな
い。

CHIYO
I speak English.

千代
私、英語話せるわよ。

HARU
No you don't.

to Kenjiro( )
It's not your fault.

ハル
いいえ、話せないでしょ。

健次郎に( )
あなたのせいじゃないわ。

KENJIRO
I will be blamed.

健次郎
あー、責められる。

HARU
Izawa will be blamed.

ハル
井澤が責められるわね。

INT. IZAWA'S DINING ROOM - EVENING

INT.　井澤家の食卓　－　夜

The food has all been eaten.

食事は完食された。

DAIMYO
That was a fantastic dinner, 
Fune-san.

大名
舟さん、ご馳走様。

FUNE
It was my pleasure. Now, how 
about dessert?

舟
お粗末様です。甘味はいかがですか
？

DAIMYO
I could not eat another 
bite.

大名
いやー、もう腹いっぱいだよ。
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INT. IZAWA'S KITCHEN - EVENING

INT.　井澤家の台所　－　夜

KENJIRO
I must deliver the bad news.

健次郎
話してこなきゃ。

Kenjiro goes through the door into the dining room. Chiyo 
goes to the doorway.

健次郎はドアを通って食卓に入る。 千代は戸口に行く。

HARU
Stop! What are you doing? 
They have not requested 
dessert yet.

ハル
ちょっと！何してるの？まだ甘味は
言われてないでしょ。

CHIYO
My rose...has only just 
begun to bloom!

千代
もう一花咲かせなくっちゃ！

INT. IZAWA'S DINING ROOM - EVENING

INT.　井澤家の食卓　－　夜

IZAWA
Kenjiro! Good news?

井澤
健次郎！いい知らせを聞かせてもら
おうか？

Izawa can see from Kenjiro's face that it is not.

井澤は健次郎の顔からそうではないことがわかる。

KENJIRO
Please understand, sir, I 
interviewed several 
candidates--thus the delay-- 
but--

健次郎
市長、わかってください、何人かの
候補者と面接をしました-
したがって遅れます-がしかし-
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Chiyo bursts through the door, smiling.

千代は襖をバッと開け、にこっと笑顔を見せる。

KENJIRO
But then I remembered Chiyo!

健次郎
しかし、千代がいました！

DAIMYO
A woman! Well, this is 
highly irregular! Is this 
some kind of joke, Izawa?

大名
女か! いやあ、まいったなあ! 
井澤、これは何かの冗談だろ？

Izawa turns to Fune.

井澤は舟に目を向ける。

IZAWA
Is it?

井澤
だよな？

FUNE
Let me explain, my lord. My 
husband asked Kenjiro to 
find us the very best 
interpreter.　We had hoped, 
but never expected,that the 
very best might also be a 
woman.

舟
お大名様、説明させてください。 
夫は健次郎に腕のいい通訳を探すよ
う頼んだんです。きっと見つかると
思っていたのですが、まさか女性だ
とは思ってもいませんでした。

DAIMYO
Izawa, up til now your wife 
has impressed me greatly, 
but now I begin to wonder. 
What's your explanation for 
this?

大名
井澤、今まで君の嫁はなかなか大し
たもんだと思ったが、今回はちょっ
となあ。どう説明してくれるんだ？
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IZAWA
Well, sir, I asked Kenjiro 
to try to find a woman, 
because...because...

井澤
お、お大名様、健次郎に女を探せと
言ったんです。なぜかと申します
と。。。

FUNE
My husband is trying to be 
delicate, sire. The fact is 
that the Americans are fools 
for women. Especially 
Japanese women. They've been 
at sea for months, then they 
arrive here and behold the 
beauty and the culture of 
Japanese women. A Japanese 
woman as interpreter is the 
best way to maintain a 
certain influence over her 
American 

舟
主人は繊細なんです。実際のとこ
ろ、アメリカ人は女性に見る目があ
りません。特に日本人女性には。彼
らは何ヶ月も海に出て、ここに到着
し、日本の女性の美しさと文化を見
ます。通訳としての日本人女性は、
アメリカ人に確かな影響力を維持す
るための一番の手段だと思うんで
す。

DAIMYO
I think I see what you mean. 
Indeed! You are as 
intelligent as you are 
beautiful, Fune-san.

大名
言いたいことはまあわかったよ。そ
の通りだ！舟さんは美人なうえにや
はり頭もいい。

EXT. BEACH - EVENING

EXT.　浜辺　－　夜

Jenkins is rowed ashore by an OARSMAN in a small boat. 
Matsunosuke and Hikonosuke are there to greet him. Jenkins 
trips over the gunwale as he gets out of the boat. As he 
tries to stop himself from falling into the water, he loses 
his grip on his portfolio and it flies into the air. 
Matsunosuke catches it in midair, and Hikonosuke grabs 
Jenkins and prevents him from splashing into the water face 
first.

ジェンキンスは小さなボートでOARSMANにより岸に漕ぎ出される。

松之助と彦之助が出迎える。 
ジェンキンスはボートから降りるときにガンネルにつまずく。 
水に落ちないようにすると、手が滑り自分のポートフォリオは中を舞う。 
松之助は空中でキャッチし、彦之助はジェンキンスをつかみ、顔から水に突っ
込まないよう助ける。
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JENKINS
Whoa! Arigato! Very arigato, 
yes indeed!

ジェンキンス
わあ！アリガト！本当にアリガト！

The two samurai silently help him to dry land. Matsunosuke 
gives Jenkins his portfolio.

二人の侍は静かに彼が？？のを手伝う。 

松之助はジェンキンスにポートフォリオを渡す。

JENKINS
collecting himself( )

Well then. Doumo... Daiyo... 
Doooko?

ジェンキンス
自分で言い直しながら( )

えっと、じゃあ。ドウモー…　ダイヨ
ウー…　ドーコー？

MATSUNOSUKE
Daimyo.

松之助
大名。

JENKINS
Daimyo, yes. I know the 
kanji for it. It's "big" 
plus "name." I can read it.

ジェンキンス
ああ、ダイミョウね。漢字はわかる
よ。'大きい’に'名前’と書くんだよ
ね。読めるよ。

HIKONOSUKE
Come.

彦之助
来て。

Jenkins notes the word for "come."

JENKINS
to himself( )

"Kite. Come."

ジェンキンス
自分自身に( )

"キテ。　来て"

The two samurai lead him away from the beach.

JENKINS
to himself( )

Well, I'm off to a good 
start, I think.

ジェンキンス
自分自身に( )

まあ、出だしはいいかな。
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INT. MAYOR'S HOUSE - EVENING

INT.　市長の家　－　夜

Kenjiro presents Chiyo for the Daimyo to see. She turns 
around slowly, as if to show herself off, yet modestly. In 
the kitchen, Haru puts her ear to the door to listen in.

健次郎は千代を大名に会わせる。 
千代は自分を誇示するようにゆっくりと振り返るが、控えめにする。 
厨房では、ハルはドアに向けて耳を傾ける。

DAIMYO
Well, she is easy on the 
eyes. She might well be able 
to influence the American 
translator.

to Chiyo( )
So, you have worked with 
Americans?

大名
ほう、なかなかいい女じゃないか。 
アメリカ人の通訳に影響を与えるこ
とができるかもしれないな。
（千代へ）
それで、君はアメリカ人と一緒に働
いたことがあるんだね？

CHIYO
Extensively, my lord.

千代
幅広くございます、お大名様。

DAIMYO
And they were satisfied with 
your services?

大名
それで彼らは君の奉仕に満足したの
か？

CHIYO
Yes, quite satisfied.

千代
はい、かなり満足されておりまし
た。

Haru's looks says: "I'll bet they were, you slut!"

ハルの目は語る：　「きっとそうだったんでしょうね、この痴女！」

DAIMYO
And why are you not still in 
Nagasaki?

大名
で、何で君はもう長崎にいないんだ
ね？

CHIYO
I missed my hometown. And my 
sister.

千代
地元に帰りたかったんです。姉もい
ますし。

Haru's look says: "Bullshit!"

ハルの目は語る：「うそつけ！」　
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DAIMYO
You have no husband?

大名
旦那はいないのか？

CHIYO
No my lord.

千代
おりません、お大名様。

DAIMYO
Well, given the situation, I 
for one am glad you came 
back to Inuoka. My own 
interpreter was taken by the 
cholera. So many good people 
gone.

大名
まあ、状況を考えると、犬岡に戻っ
てきてよかったんじゃないかな。 
私自身の通訳はコレラにやられて
ね。本当にたくさんの人が逝ってし
まったんだ。

The Daimyo sighs, thinking of his wife.

大名は溜息をつき、亡き妻の事を考える。

DAIMYO
Well then. The American 
interpreter should arrive 
this evening. We will begin 
tomorrow.

to Fune( )
Now, how about that homemade 
dessert!

大名
よし、じゃあアメリカ人の通訳は今
晩到着するはずですだから。 
明日から始めよう。
（舟に）
さあ、自家製デザートをもらおうか
！

Haru hears this and bolts away from the door.

ハルはそれを聞き、ドアからさっと離れる。

INT./EXT. GUEST HOUSE - EVENING

The samurais escort Jenkins into the guest house. As he 
enters, they point to his shoes, and motion that he should 
remove them.

INT./EXT. 客間 - 夜

侍達は客間にジェンキンスを案内する。入室時、侍達は彼の靴を指して、脱ぐ
ように示す。

SAMURAI #3
Shoes!

侍 #3
靴!
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JENKINS
not understanding( )

Oh, my shoes! You like them? 
Made in London, highest 
quality.

ジェンキンス
理解せずに( )

あー、靴ね！いいでしょ？ロンドン
の最高品質の靴なんだ。

As he tries to step into the guest house, the samurais grab 
him, hold his legs, and take his shoes off.

客間に入ろうとすると侍達は彼を掴み足を押さえ靴を脱がせる。

JENKINS
Oh, shoes off. Well, yes, 
that makes sense. Doumo, 
then! Arigatou as well. 
G'night then. Cheers.

ジェンキンス
あー、靴を脱げと。 
そっか。わかったよ。 
じゃあ、ドウモ! 
そしてアリガトウ。オヤスミ！

The samurais take their leave.

侍達は出ていく。

JENKINS
to himself( )

Well, it's rather late. I 
suppose I'll get some sleep 
and see what the morning 
brings.

ジェンキンス
自分に( )

あ、すっかり遅くなってしまった
な。 
ちょっと寝て、朝どうなるかだな。

INT./EXT. IZAWA'S DINING ROOM - EVENING

INT./EXT.　井澤家の食卓　－　夜

The Daimyo and his samurais are leaving.

大名と侍達は去る。

DAIMYO
Thank you for a most 
wonderful dinner. It is most 
appreciated.

大名
素晴らしい夕食をどうも。すまない
ね。
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FUNE
It was nothing.

舟
とんでもございません。

IZAWA
It was our pleasure to have 
you here in our humble 
village. We hope you enjoy 
its many wonders.

井澤
こんな村ですが、お迎え出来幸いで
ございます。どうか楽しんでいって
下さい。

DAIMYO
looking at Fune( )

I already am. Oh, and it is 
regrettable about the 
lantern.

大名
舟を見て( )

もう楽しんでおる。 
あー、提灯に関してはすまなかった
ね。

FUNE
It was only a lantern.

舟
ただの提灯ですから。

DAIMYO
Next time I go to Nagasaki I 
will bring you a new one.

大名
また長崎に行く際は新しいのを持っ
ていくよ。

NOTE: The next two lines are overlapping.

メモ：　次の２行は重なる。

IZAWA
That's not necessary.

井澤
とんでもございません。

FUNE
If you insist.

舟
もし、そうおっしゃってくださるの
なら。

DAIMYO
It would be the proper thing 
to do. Goodnight, then.

大名
して当然の事だろう。じゃあ寝ると
するか。
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IZAWA
Goodnight.

井澤
おやすみなさい。

FUNE
Goodnight.

舟
おやすみなさい。

The Daimyo leaves.

大名と侍達は去っていく。

EXT. GARDEN - MORNING

Chiyo sits in the garden. Hikonosuke brings Albert to her, 
then leaves.

EXT. 庭　－　朝

千代は庭に座る。彦之助はアルバートを千代の元へ連れてきて、去っていく。 

Albert bows.
アルバートはお辞儀する。

JENKINS
Konnichiwa.

ジェンキンス
コンニチハ。

CHIYO
a bit puzzled( )

あ、おはようございます。

千代
少し困惑して( )

あ、おはようございます。

They both laugh nervously.

ぎこちなくお互い笑う。
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JENKINS
Did I get that wrong? I 
don't speak Japanese very 
well.

ジェンキンス
間違えたかな？　私はあまり日本語
が話せません。

CHIYO
日本語をお願いします。

千代
日本語をお願いします。

JENKINS
What? Ah yes, nihongo. I 
know that one. I'm really 
much better with the kanji, 
though.

ジェンキンス
え、あーはい、ニホンゴ。わかる
よ。でも漢字のほうがずっと得意な
んだよね。

CHIYO
漢字？

千代
漢字？

JENKINS
Kanji, hai.

ジェンキンス
カンジ、ハイ。

CHIYO
英語が話せません。 
日本語でお願いします。

千代
英語が話せません。 
日本語でお願いします。

JENKINS
Nihongo, yes. Got that. If 
you don't mind, though, I'd 
like to speak English.

ジェンキンス
ニホンゴ、はい。わかるよ。もしよ
かったら、英語で話したいんだけど
な。

CHIYO
英語じゃなくて。 日本語！

千代
英語じゃなくて。 日本語！

JENKINS
Yes, Japan, I do love Japan. 
I'm sorry, uh, I'm Jenkins. 
Watashi, Jenkins.

ジェンキンス
はい、日本ね。日本大好きだよ。
あ、ごめんなさいね、えっとー、私
はジェンキンス。ワタシ、ジェンキ
ンス。
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CHIYO
私は千代。ジェンキンスさん？

千代
私は千代。ジェンキンスさん？

JENKINS
Hai. Chiyo-san. Very nice. 
So, where did you learn 
English?

ジェンキンス
ハイ、チヨサン。とてもいいね。ど
こで英語を勉強したの？

CHIYO
日本語でお願いします！

千代
日本語でお願いします！

Jenkins abruptly stands up.

ジェンキンスは急に立ち上がる。

JENKINS
Wait a minute! You don't 
understand a word I'm 
saying!

ジェンキンス
ちょっと待った！一言も僕が言った
事理解してないじゃないか！

CHIYO
何ですか？

千代
何ですか？

JENKINS
You were supposed to speak 
English!

ジェンキンス
君は英語を話せるはずでしょ！

CHIYO
ジェンキンズさんは日本語を話せな
いんですね！

千代
ジェンキンズさんは日本語を話せな
いんですね！

JENKINS
This is just great!

ジェンキンス
なんてこった！
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CHIYO
御大名様に合わせる顔がないわ‥！

千代
大名様に合わせる顔がないわ‥！

JENKINS
What am I going to tell the 
captain? What do I say when 
I go back to the ship?

ジェンキンス
キャプテンに何て伝えればいいんだ
？船に戻ったら皆に何て言えばいい
んだ？

Saying this, he gestures to the ship.

そう言って、船の身ぶりをする。

CHIYO
船？

千代
船？

JENKINS
Funny?

ジェンキンス
ファニー？

CHIYO
はい。ふね！

千代
はい。ふね！

JENKINS
Funny?! I hardly think so!

after a moment( )
Oh, "fune"...”fune" is 
"ship"?

ジェンキンス
おかしい？！そうは思わないね！

少しして( )
あー、’フネ’。。。’フネ’は’船’？
）

He points to the ship.

彼は船を指し示す。

JENKINS
"Fune"?

ジェンキンス
’フネ’？
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CHIYO
船、はい。

千代
船、はい。

JENKINS
points to the ship( )

Ship.

ジェンキンス
船を指して( )

船。

CHIYO
"Shippu."

千代
"シップ"

JENKINS
"Fune" - shippu. "Funny" - 
"haha."

ジェンキンス
’フネ’　ー　船。’ファニー’　−　’
あはは。’）

CHIYO
大名様は私を...
 (she motions slit throat)

千代
大名様は私を...

喉を切るふりをする( )

JENKINS
Shippu captain...

motions slit throat( )

ジェンキンス
シップ　キャプテン。。。

同じく喉を切るふりをする( )

They look at each other and laugh at their small but finally 
mutual understanding. It's a start.

二人は顔を見合わせて、やっと少しだけ伝わった事に笑う。幕開け。

EXT. GARDEN - MORNING

EXT.　庭　－　朝

After a moment of awkward silence and smiles, Chiyo does a 
combination of miming and speaking:

ぎこちない沈黙と笑顔を見せた後、千代は身振り手振りを使って話す：
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CHIYO
“Hi"/Sun.

pointing to it( )
"Hiru"/Noon. (“moving it” to 
noon position) "Daimyo" 
(fingers “walking” to them)

千代
“ひ"/太陽.

指で指して( )
"ひる"/
昼.（“指を動かしながら”昼の方向
を指す）
“だいみょう”（指で太陽と昼に向か
って“歩く”）

JENKINS
Oh shit!

ジェンキンス
あ、しまった！

CHIYO
?shit,” what is ޚ “

千代
“ お排便　”　え、何ですか？

(NOTE:  ޚ is pronouunced “Oh,” and means “honorable,” 
therefore to her it sounds like he is saying “honorable 
shit.”)

（メモ：　ޚ　は「お」と発音され、「立派な」という意味になる。したがっ
て、千代にとってはジェンキンスが「立派な排便」と言っているように聞こえ
る。

JENKINS
Oh shit, oh shit!

ジェンキンス
ああ　しまった、ああ　しまった！

CHIYO
"御 shit,” what is?

千代
“ おお排便”　え？

Jenkins shrugs and decides, What the heck. He mimes poop 
coming out of his butt.

ジェンキンスは肩をすくめて仕方なく決意する。身振りでお尻から出てくる便
を表現する。

Chiyo puzzles about this, then mimes the same, to confirm.

千代はこの意味を解き、それから同じことを真似して確認する。

CHIYO
"御  shit "desu ka"/(this 
is)?

千代
お排便　”ですか”　　

JENKINS
Hai.

ジェンキンス
ハイ。
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Now it’s Chiyo who grimaces and shrugs. Americans are weird 
to make “shit” honorable, she thinks.

今度は千代がしかめっ面して首を傾ける。「排便」を丁寧語で話すアメリカ人
を変だと思う。

CHIYO
“Shit”..."ii desu ka"/(good 
is)?

thumbs up( )

千代
“排便”．．．”いいですか”？

親指を上げてグッドのサイン( )

JENKINS
No, “shit” bad.

thumbs down( )

ジェンキンス
いや、“排便”　は良くない。

親指を下げてバッドのサイン( )

Jenkins is frantic. He mimes as he speaks:

ジェンキンスは必死に身振り手振りで話す：

JENKINS
Daimyo, come, sun up, thumbs 
down, shit!

ジェンキンス
大名が来て、日が昇ったら、良くな
いんだよ、最悪！

He grabs his head with both hands.

ジェンキンスは両手で頭を抱える。

Still puzzled by the poop thing, Chiyo carries on, and tries 
to calm them both down. She does a gesture with both hands 
in front of her head, then moving them down slowly as she 
breathes out to relax. [Note: This is a qigong movement I 
will explain to the actors.]

まだうんちの事に戸惑いながら、千代は続けて自分自身とジェンキンスを落ち
着かせようとする。 
千代は両手を頭の前にかざし、息を吐きながらゆっくりと下に動かしてリラッ
クスさせる。 [メモ：これは、JOHNが役者に説明する気功の動き。]

CHIYO
“Calm,” Jenkins-san “Calm.”

千代
“落ち着いて、” ジェンキンスさん 
“落ち着いて”

She does the calming gesture again. He imitates it.

千代は再び心を落ち着かせる身振りをする。ジェンキンスはそれを真似る。

JENKINS
Hai. “Calm.”

ジェンキンス
ハイ。“落ち着いて”
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He breathes, and calms down.

ジェンキンスは深呼吸し、落ち着く。

CHIYO
points “you”( )

Jenkins-san, "daijobu"/
(Okay)?

千代
“ジェンキンス”を指さして( )

ジェンキンスさん、大丈夫？

JENKINS
Watashi "daijobu"/(okay). 
Arigatou. Anata, Chiyo-san, 
"daijobu"/(okay)?

ジェンキンス
ワタシ"ダイジョウブ"。アリガト
ウ。アナタ、チヨサン、"ダイジョウ
ブ"？

CHIYO
Hai. "Daijobu"/(I am okay).

千代
はい。"大丈夫"。

JENKINS
Okay, "watashi daijobu"/(I'm 
okay). Let's begin.

points to the sun( )
Sun. Sun is "hi"?

ジェンキンス
よし、"ワタシ　ダイジョウブ"。始
めよう。

太陽を指さして( )
太陽。太陽は"ヒ"？

CHIYO
Hai. Hi, "sun"?

千代
はい。ひ。"サン"？

JENKINS
Hai. Sun. "Hi." Okay, "hi" 
up there? (points to noon 
position)

ジェンキンス
はい。太陽。"ヒ"　あーわかった、
"ヒ"はあそこ？

正午の位置を指さして( )

CHIYO
(points to noon position) 
Hiru.

千代
（正午の位置を指さして）　昼。

JENKINS
getting excited( )

Hi, hiru. Hi, hiru, 
daimyo... (remembering from 
the samurais) kite!

ジェンキンス
興奮して( )

ヒ、ヒル。ヒ、ヒル、ダイミョウ．
．．（侍達の事を思い出して）
キテ！

Chiyo starts to walk toward him, obeying his command to 
come. Then she stops when she realizes he meant "Daimyo is 
coming."

千代はジェンキンスの命令に従い、彼に向かって歩き始める。 
それから、「大名が来る」という意味だという事に気付き、立ち止まる。
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CHIYO
Ahh. Daimyo wa "kimasu."

fingers walking( )

千代
あああ。大名は"来ます"

指を使って歩く仕草( )

She explains the difference between "kimasu" (is coming) and 
"kite" (Come!).

千代は"来ます"と"来て"の違いを説明する。

CHIYO
"Kimasu"/(Coming.) (then, 
with a pretend stern 
expression) "Kite"/(Come!)

千代
"来ます"　（船尾のふりをして）"
来て"

Jenkins comes toward her, as commanded. Then he stops and, 
mimicking her, says:

命令されたように、ジェンキンスは千代に向かって来る。 
それから立ち止まり、千代を真似て言う：

JENKINS
(pretending sternness)
 "Kite!"/(Come!)

ジェンキンス
船尾のふりをして( )

"キテ！"

She takes a couple steps toward him, and stops. They both 
realize they are too close for strangers to stand, but they 
are both somewhat excited at being so close to an exotic 
person of the opposite sex. After an awkward pause, each 
takes a step back.

千代はジェンキンスに向かって数歩歩き、立ち止まる。二人とも、他人にして
は立つ位置が近すぎることに気付くが、エキゾチックな異性にかなり近距離で
あることになぜか興奮している。 
ぎこちなく止まった後、二人とも一歩後ろに下がる。

CHIYO
(points to self and "finger 
walks") Watashi wa kimasu. 
(points to Jenkins and 
"finger walks") Anata wa 
kimasu. (points to imaginary 
daimyo and "finger walks") 
Daimyo wa kimasu.

千代
自分を指差し"指が歩く"のを見せ(
る)

私は来ます。（ジェンキンスを指差
し"指が歩く"のを見せる）あなたは
来ます。（大名を想像して指差し"指
が歩く"のを見せる）大名は来ます。

JENKINS
Aha! (big smile, "finger 
walking") Everyone kimasu!

ジェンキンス
ああ！（いい笑顔で"指が歩く"のを
見せる）
みんな　キマス！

Jenkins takes out his quill pen and papers, and hands them 
to Chiyo.
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ジェンキンスは羽ペンと紙を取り出し、千代に渡す。

JENKINS
"Kimasu"...kaite kudasai.

ジェンキンス
"キマス"．．．カイテ　クダサイ。

She writes. He looks.

千代は書く。ジェンキンスは見る。

JENKINS
(to himself) 
Oh my, good!
 (memorizing, excited) 
Kimasu!
 (to Chiyo) 
"Daimyo"...kaite kudasai.)

ジェンキンス
自分自身に( )

なんてこった！
暗記して興奮している( )

キマス！
千代に( )

"ダイミョウ"．．．カイテ　クダサ
イ。

Chiyo writes, as Jenkins admires her and looks at the kanji.

千代が書くと、ジェンキンスは憧れの目で漢字を見る。

JENKINS
"Hiru"...kaite kudasai.

ジェンキンス
"ヒル"．．．カイテクダサイ。

He sees what she writes, and puts it in his mind.

ジェンキンスは千代が書いたのを見て、暗記する。

JENKINS
memorizing( )

"Hiru"...noon.
to Chiyo( )

"Chiyo"...kaite kudasai.

ジェンキンス
暗記しながら( )

"ヒル"．．．昼。
千代に( )

"チヨ"．．．カイテ　クダサイ。

She writes her name. He gets closer to get a good look at 
it.

千代は自分の名前を書く。 ジェンキンスはよく見るために近づく。

CHIYO
"Chiyo"...lovely!

千代
"チヨ"．．．　いいでしょ！

BREAKFAST DAY 1

朝食　1日目

The Daimyo arrives to find only Fune in the room.
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大名は舟だけを見つけるために部屋に到着する。

FUNE
Good morning, Daimyo-sama.

舟
おはようございます、お大名様。

DAIMYO
Good morning, Fune-san. 
Izawa is not here?

大名
おはよう、舟さん。井澤はここにい
ないのか？

FUNE
He sometimes arrives for 
breakfast after I do.

舟
井澤は時々私の後に朝食を食べに来
るんです。

Kenjiro enters, bringing tea. He serves it, then leaves.

Izawa arrives, a bit disheveled.

健次郎はお茶を持って入って来る。お茶を出し、出ていく。

少し乱れて井澤が到着する。

IZAWA
Please excuse me, Daimyo-
sama, for being late.

井澤
お大名様、遅れてしまい、申し訳ご
ざいません。

DAIMYO
It’s quite alright. I do not 
resent being left along with 
Fune-san.

to Fune( )
Your maidservant (女中) does 
not serve breakfast?

大名
ああ、構わんよ。舟さんと二人でい
るのは悪くないからな。

舟に( )
女中は朝食を出しに来ないのかい？

FUNE
In the morning she goes to 
the markets to buy food for 
the rest of the day. Kenjiro 
provides a light breakfast 
for us.

舟
あの子は朝にその日の分の食料を買
い出しに行くんです。健次郎が私達
の朝食を用意いたします。

DAIMYO
I see.

大名
おう、そうか。

Kenjiro arrives with breakfast, distributes it, then waits.

健次郎は朝食を持って到着し、配って待つ。
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FUNE
He is preparing a larger 
meal for your samurai, and 
will bring more food for 
you, if you wish it.

舟
侍の方へ多めの朝食をご用意してお
ります、もしよろしければお大名様
にもっと多めにお出し出来ますが。

DAIMYO
A light meal will be fine 
for me.

大名
軽くで十分だ。

Kenjiro leaves.

健次郎は去る。

DAIMYO
Izawa, I have some time to 
kill before checking on the 
translators at noon. Perhaps 
you can show me the rest of 
your estate?

大名
井澤、通訳を確かめる前に少し正午
まで時間がある。土地を見てみたい
んだがな？

IZAWA
I think some things are not 
in order yet for your 
inspection, sire.

井澤
あー、ちょっと視察のためにはまだ
整っていないと思いますが。

FUNE
Daimyo-sama, perhaps you 
would like to see some of 
our fine pottery?

舟
お大名様、あの、私達の高級陶器を
見たいですか？

IZAWA
I hardly think the Daimyo--

井澤
いや、ちょっとそれはお大名様には
ちょっーー

DAIMYO
That would be nice. There is 
nothing in the code of 
bushido that forbids the 
appreciation of lovely 
things.

大名
あー、見てみようか。武士道の規範
には、良いものの鑑賞を禁ずるもの
はないからな。

FUNE
Wonderful. I will give you a 
tour of the town. You can 
see the kiln, and the 
pottery.

舟
いいですね。じゃあまずは私が町を
案内さしあげます。窯と陶器を拝見
していただけますわ。

DAIMYO
I would enjoy that. Izawa, 
will you accompany us?

大名
なかなか楽しそうだな。井澤、一緒
に来れるかい？

41.



Note to Translator: in the following line, "unfinished 
business" means getting back into bed with Haru, so maybe 
the dialogue in Japanese can also have some subtle double 
meaning.

IZAWA
I have unfinished business 
to attend to. If you will 
excuse me.

井澤
私は終わらせないといけない用事が
ありますのでちょっと。

DAIMYO
Certainly.

大名
おー、そうか。

IZAWA
In fact, if you will not be 
insulted, may I leave now?

井澤
では、もしご迷惑でなければここで
失礼させていただいてもよろしいで
しょうか？

FUNE
Go right ahead.

舟
どうぞ、お構いなく。

IZAWA
I was asking the Daimyo.

井澤
お大名様に聞いたんだよ。

DAIMYO
Certainly.

大名
よかろう。

Izawa leaves. Fune smiles at the Daimyo.

井澤は去る。舟は大名に笑顔を見せる。

AT THE KILN

Fune and the Daimyo enter the pottery factory. They look 
over some samples on display.
窯で

舟と大名は陶器工場に入る。 
二人は展示されているいくつかのサンプルを見る。

FUNE
We are very proud of our 
pottery.

舟
私たちは自分たちの陶器をとても誇
りに思っております。

DAIMYO
I hear it is the finest in 
the region.

大名
この地域で一番だと聞いてるよ。
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FUNE
We are happy it enjoys a 
good reputation.

舟
評判が良いのは幸いです。

DAIMYO
The treaty will give you a 
broader market for it.

大名
条約はここにもっと広く市場を与え
てくれる。

FUNE
It would please me to see 
our humble village prosper.

舟
このちっぽけな村が繁栄してくれた
ら嬉しいです。

DAIMYO
The Dutch have sold much 
Japanese pottery in Europe. 
A treaty would enable us to 
sell directly to the 
Americans.

大名
オランダ人はヨーロッパで多くの日
本の陶器を販売してきたからな。ア
メリカ人にも直接売れるだろう。

Fune picks up a vase.

フネは花瓶を手に取る。

FUNE
What do you think of this 
piece?

舟
これはどう思いますか？

DAIMYO
(looking into her eyes) 
Exquisite.

大名
（舟の目を見て）絶妙だ。

As Fune, flustered, puts it back on the display, she misses 
the shelf, and the vase starts to fall. She and the Daimyo 
catch it together, their hands touching.

Just then Kenjiro appears.

慌てて舟は花瓶をディスプレイに戻そうとすると、棚を逃し、花瓶が落ちそう
になる。 舟と大名は一緒に花瓶を持ち、手が触れる。
ちょうどその時、健次郎が現れる。

FUNE
Kenjiro, what are you doing 
here?

舟
あ、健次郎、何でここにいるの？

KENJIRO
Izawa thought it would be 
prudent for me to accompany 
you.

健次郎
私が一緒に同行するのが賢明だと井
澤様が思われまして。

43.



DAIMYO
She is safe with me.

大名
舟さんは私といるから安全だよ。

KENJIRO
I intend no disrespect, 
sire. I merely follow the 
orders of my master.

健次郎
お大名様、そういう意味ではござい
ません。 
私はただ井澤様の命令に従うだけで
ございます。

DAIMYO
If I had such a beautiful 
wife, I would watch her 
closely too.

大名
まあ、こんなに綺麗な奥さんがいた
ら、私だって心配するだろう。

KENJIRO
Ours is a peaceful village. 
Izawa merely wishes to show 
his respect for his wife, 
that he cares enough to send 
a consort. What do you think 
of our pottery, my lord?

健次郎
私たちの村は平和な村です。 
井澤様は、ただ十分気を配っている
という妻への敬意を示したいだけだ
と思います。 
お大名様、この陶器についてどう思
われますか？

DAIMYO
Truly beautiful. Delicate in 
appearance, but sturdy 
enough to be enjoyed on a 
daily basis.

大名
実に美しい。見た目は繊細だが、毎
日楽しめるほど頑丈だ。

Fune blushes.

舟は顔が赤くなる。

KENJIRO
There are some other 
patterns to be found in the 
adjoining room.

健次郎
別の部屋にはいくつか他の柄がござ
います。

EXT. GARDEN - MORNING

EXT.　庭　―　朝

JENKINS
hands over his heart( )

Nihon-go!

ジェンキンス
胸に手を当て( )

ニホン　ゴ！

CHIYO
How much Japanese do you 
know?

千代
どれくらい日本語を知っていますか
？

44.



Jenkins is eager, but it’s too much for him.

ジェンキンスは熱心だが、さすがに無理がある。

JENKINS
repeats her( )

Nihon-go wa...dore...

ジェンキンス
千代に繰り返す( )

ニホン　ゴ　ワ...　ドレ...

Chiyo thinks, tries another strategy.

千代は考えて、他の作戦を試みる。

CHIYO
Jenkins-san kanji few

signs "few"( )
or kanji many?

signs "many"( )

千代
ジェンキンスさん　漢字　すこし

"すこし"のサイン( )
それとも、漢字　たくさん？

"たくさん"のサイン( )

JENKINS
Oh, kanji... well, yes, hai!

gestures upward( )
Kanji kanji kanji!

gestures sideways( )
Kanji, kanji, kanji, kanji.

ジェンキンス
ああ、カンジ...　えっと、うん、
ハイ！

上向きに身振り手振りで( )
カンジ　カンジ　カンジ！

横向きに身振り手振りで( )
カンジ　カンジ　カンジ　カンジ。

CHIYO
Jenkins-san wa takusan kanji 
o shitteimasu ka?

千代
ジェンキンスさんは　たくさん　漢
字を　知っていますか？

JENKINS
Hai. Takusan kanji. 
“Shitteimasu” — kaite 
kudasai.

ジェンキンス
ハイ。タクサン　カンジ。“シッテイ
マス”　－カイテ　クダサイ。

CHIYO
Hai. Do you know hiragana?

千代
はい。ひらがなは知ってますか？

JENKINS
Oh, hai.

confidently( )
Hiragana, hiragana. 
Katakana, katakana.

ジェンキンス
ああ、ハイ。

自信を持って( )
ヒラガナ、ヒラガナ。　カタカナ、
カタカナ。

CHIYO
writing it( )

"Shittemasu."

千代
それを書く( )

"しっています"

Jenkins reads it.
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ジェンキンスは読む。

JENKINS
Ah, of course, "shittemasu!" 
“To know.” "Shitteimasu" 
kanji, I know that one.

realizing( )
"Shitteimasu" shitteimasu!

ジェンキンス
ああ、もちろん、"シッテイマス!"“
To know.” "シッテイマス" 
カンジ、 それ知ってるよ。

気付いて( )
"シッテイマス" シッテイマス!

CHIYO
correcting him( )

"Shitteimasu" o shitteimasu.

千代
言い方を直して( )

"知っています" 
を　知っています。

JENKINS
"Shitteimasu" o shitteimasu. 
Watashi wa "shitteimasu" o 
shitteimasu.

ジェンキンス
"シッテイマス" ヲ 
シッテイマス。ワタシ　ハ　"シッテ
イマス" ヲ シッテイマス。

CHIYO
Excellent!

千代
すごい！

They both smile. Progress.

二人はにっこり笑う。進歩している。

IZAWA AND FUNE FINISH UP

Izawa and Haru are lying half naked in piles of pillows and 
blankets.

井澤と舟は　終わる

井澤とハルは枕と毛布の山に半裸で横たわっている。

HARU
Shall we go again?

ハル
もう一回どう？

IZAWA
Ha!

joking( )
You are trying to kill me. I 
think twice is enough for 
one morning.

井澤
え！

冗談で( )
殺す気か。朝は２回で十分だと思う
けど。

He gets up and dresses. Haru remains lying down, enticingly.

井澤は起き上がり服を着る。ハルは魅了的に横になっている。
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HARU
You are so funny, sending 
Kenjiro to chaperone Fune 
and the Daimyo, when you and 
I are doing this!

ハル
あなたと私がこうしている時、舟と
大名の付き添い人として健次郎を送
るなんて、あなたって本当に面白い
人ね！

IZAWA
I had to get rid of him, so 
why not avert suspicion from 
us by putting suspicion on 
them?

井澤
健次郎にもう用はないんだ、二人に
疑いをかけることによって俺たちは
疑われないんだからいいだろ？

HARU
You are smarter than you 
seem.

ハル
思ったより冴えてるのね。

IZAWA
I don't know if that is an 
insult or a compliment, but 
yes, it is a classic tactic 
of great leaders.

井澤
侮辱なのか褒めてるのかは知らんが
な、うん、いい指導者の古典的な戦
術なんだよ。

HARU
And great lovers, I think.

ハル
いい愛人も　だと思うけど。

She moves a blanket to show her thigh.

ハルは毛布を動かして太ももを見せる。

IZAWA
You flatter me, but we are 
done for today. They will be 
back before we know it. And 
you should start preparing 
the noon meal.

井澤
そそっても、今日はもう終わりだ。 
舟たちはすぐ戻ってくる。 
君は昼食の準備を始めたらどうだ。

Haru gets up and starts to dress.

ハルは起き上がって服を着始める。

IZAWA
By the way, make sure your 
sister doesn't catch on to 
what we're doing.

井澤
ところで、君の妹にはくれぐれも見
つからないようにしないとな。

HARU
I think she'll be too busy 
trying to get that treaty 
made.

ハル
千代は条約を交わすのにかなり忙し
くなると思うけど。
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IZAWA
Yes, we are so lucky she 
knows English.

井澤
そうだな、君の妹が英語がわかるな
んて、運がいい。

HARU
Pfft!

ハル
は！

IZAWA
What?

井澤
ん？

HARU
Nothing. Just congested. 
What shall I make for lunch?

ハル
ああ、何でもないわ。ちょっと喉
が。お昼は何がいいかしらね？

IZAWA
When you came to cook for 
me, did you ever dream we 
would end up as lovers?

井澤
私のために料理をするようになった
時、私達が愛人になるなんて夢見た
ことがあったかい？

HARU
A poor peasant woman cannot 
afford to dream.

ハル
貧しい農民の女は夢を見る余裕なん
てないの。

Izawa looks at her a moment.

井澤はハルを見つめる。

IZAWA
Women! I can never figure 
you out.

井澤
女はなぁ！やっぱり君を理解できな
いな。

Haru merely smiles in reply, and Izawa leaves the room.

ハルはただ微笑むだけで、は部屋を出る。

EXT. GARDEN - MIDDAY

EXT.　庭　－　日中

Chiyo and Jenkins are talking and writing and smiling. It is 
almost noon. She points at the sun.

千代とジェンキンスは話したり、書いたり、笑ったりしている。 
もうすぐ正午になる。 彼女は太陽を指さす。

CHIYO
Almost hiru.

千代
もうすぐ　昼。

JENKINS
“Almost”, kaite kudasai.

ジェンキンス
“もうすぐ”　カイテ　クダサイ。
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CHIYO
Hai.

千代
はい。

She writes, and we see that she has written down many words 
for him now.

千代は書いて、ジェンキンスのために多くの言葉を書き留めているのを見れ
る。

JENKINS
Nan deshou ka?

ジェンキンス
ナン　デショウ　カ？

CHIYO
Sugoi!

千代
すごい！

JENKINS
Arigatou, demo, Daimyo wa 
kimasu. Nan deshou ka?

ジェンキンス
アリガトウ、デモ、ダイミョウ　ハ
　キマス。　ナン　デショウ　カ？

Chiyo thinks for a moment.

千代は少し考える。

CHIYO
I will tell Daimyo, you 
“laryngitis.”

imitates raspy voice( )
“Douzo yoroshiku.”

千代
大名様にはあなたは“喉頭炎”だって
言っておくわ。

がらがら声を真似して( )

“どうぞ　よろしく。”

JENKINS
Demo, watashi wa

points( )
“ears” dekimasu. Daimyo will 
say, “You answer.”

ジェンキンス
デモ、ワタシ　ハ

指さして( )
“耳” デキマス。 ダイミョウ 
はきっと 
“答えなさい”って言うだろう。

CHIYO
You answer little bit. 
Short.

千代
少しだけ答えるの。短く。

JENKINS
Demo, dou? Daimyo o 
wakarimasen.

ジェンキンス
デモ、ドウ？ダイミョウ　ヲ　ワカ
リマセン。

CHIYO
I will give you hand-signal.

千代
あなたに合図するわ。

She writes the kanji for “hand-signal.”
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千代は“合図”の漢字を書く。

JENKINS
Hai, daijobu. Demo, dou?

ジェンキンス
ハイ、ダイジョウブ。デモ　ドウ？

Chiyo proceeds to give him a set of subtle hand signals-- 
using her right hand--that match the answers he is to give 
to the Daimyo. She speaks them in the “laryngitis voice” he 
should use.

千代は右手を使って大名に与える答えと一致する一連の微妙な合図をジェンキ
ンスに教える。 
千代はジェンキンスが使うべき「喉頭炎の声」でそれらを話す。

CHIYO
thumb up( )

Hai.
index finger down( )

Iie.
fist( )

Wakarimasu.
hand flat( )

Arigatougozaimasu.

千代
親指を上げて( )

はい。
人差し指を下げて( )

いいえ。
こぶし( )

わかります。
手を広げて( )

ありがとうございます。

JENKINS
doubtful( )

Daijobu.

ジェンキンス
疑わしく( )

ダイジョウブ。

The Daimyo and his two samurai appear, just out of earshot, 
walking toward Chiyo and Jenkins.

大名と二人の侍は、声の届かない所から千代とジェンキンスに向かって歩いて
くる。

Chiyo writes and says: “Trust.”

千代は書いて、伝える: “信用”

JENKINS
"Trust."

ジェンキンス
“信用。”

The Daimyo arrives, with his samurai.

大名は侍と現れる。

DAIMYO
Good day.

大名

Chiyo bows. Jenkins follows her lead.

千代は頭を下げる。ジェンキンスは千代の先導に従う。
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CHIYO
Good day, Daimyo-sama.

千代
お大名様。

JENKINS
raspy( )

Good day, Daimyo-sama.

ジェンキンス
かすれた声で( )

（？）、オダイミョウ　サマ。

DAIMYO
What’s wrong with him?

大名
どうしたんだ？

CHIYO
Unfortunately, he has 
laryngitis. Difficult sea 
voyage.

千代
あいにく、困難な航海で喉頭炎にな
ったようで。

The Daimyo begins to pace slowly back and forth.

大名はゆっくりと前後に足踏みをする。

DAIMYO
to Jenkins( )

Is this true?

大名
ジェンキンスに( )

本当なのか？

Jenkins has to lean to the left to look around the Daimyo to 
see Chiyo giving the “Hai” signal.

ジェンキンスは、千代が「ハイ」の合図を出すのを見るために、大名を見回す
ために左に寄らなければいけない。

JENKINS
raspy( )

Hai.

ジェンキンス
かすれた声で( )

ハイ。

DAIMYO
Will this interfere with 
your translation work?

大名
それは通訳の仕事に影響するのかね
？

This time, Jenkins has to lean to the right to look around 
the Daimyo and catch Chiyo’s “Iie” signal.

今回は、ジェンキンスは大名を見回して千代の「いいえ」の合図を得るために
右に寄らなければいけない。

JENKINS
raspy( )

Ie.

ジェンキンス
かすれた声で( )

いえ。

DAIMYO
Where did you learn 
Japanese?

大名
どこで日本語を学んだんだ？
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Jenkins looks for the sign, but the Daimyo has planted 
himself firmly in Jenkins’ line of sight, and Jenkins can’t 
see Chiyo’s signal.

ジェンキンスは合図を探しますが、大名はジェンキンスの視線にしっかりと身
を置き、ジェンキンスは千代の合図を見ることができない。

JENKINS
guessing, raspy( )

Umm, wakarimasu.

ジェンキンス
考えて、かすれた声で( )

アー、ワカリマス。

DAIMYO
You should. Where did you 
learn Japanese?

大名
わかるだろ。で、どこで日本語を学
んだんだ？

An awkward pause as Jenkins is silent, leaning alternately 
left and right to try to see past the Daimyo.

ジェンキンスが沈黙し気まずい中、大名の向こう側を見ようと交互に左右に傾
く。

CHIYO
I’m sorry, Daimyo-sama. 
Jenkins still has seawater 
in his ears, from the storm, 
and can’t hear well.

千代
すみません、お大名様。ジェンキン
スは嵐のせいでまだ耳に海水が入っ
ていてよく聞こえないみたいです。

DAIMYO
The seas were calm when I 
arrived.

大名
私が着いた時は海は静かだったが
な。

CHIYO
It...there was...a momentary 
squall. Brief, but fierce.

千代
そ、それは...
一時的な突風があったようでして。 
一瞬で過ぎたよですが、すごかった
みたいです。

The Daimyo continues his pacing.

大名はペースを保つ。

DAIMYO
It seems Jenkins has a weak 
constitution.

to Jenkins, loudly( )
Is this so? Are you sickly?

大名
ジェンキンスは体が弱いのかね。

ジェンキンスに、大きい声で( )
そうなのか？病弱なのかね？

The Daimyo steps in Jenkins’ line of sight again. Jenkins, 
panicked, sways from side to side, trying to look around the 
Daimyo for Chiyo’s signal.
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大名は再びジェンキンスの視線に足を踏み入れる。 
ジェンキンスは動揺し左右に揺れ、大名を見回して千代の合図を探す。

DAIMYO
to Chiyo( )

He seems disoriented.

大名
千代に( )

何だかおかしいな。

The Daimyo grabs Jenkins by the shoulders to keep him from 
swaying.

大名はジェンキンスの肩をつかみ揺れないようにする。

DAIMYO
ARE YOU SICK?

大名
病気か？

JENKINS
just guessing( )

Hai?

ジェンキンス
ただ考えて( )

ハイ？

DAIMYO
Let him get some rest, then 
start again. We wish the 
treaty to be written as soon 
as possible, but that cannot 
happen if this man is sick.

大名
少し休ませて、もう一度やってみる
か。 
できるだけ早く条約を書いてもらい
たいんだが、この男が病気の場合は
そうはいかんからな。

CHIYO
Yes, Daimyo-sama. That is 
wise.

千代
はい、お大名様。それが賢明だと思
います。

DAIMYO
Do your best.

大名
頼んだぞ。

The Daimyo shakes his head at Jenkins’s frailty, and walks 
away. His samurai follow.

大名はジェンキンスの虚弱さに呆れて立ち去る。侍は大名に付いていく。
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