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アリババと四十人の盗賊
 

     むかしむかし、ぺルシアに、カシムとアリババという兄弟がおりました。兄のカシムは、
たいそうお金持ちで、弟のアリババは、貧乏なきこりでした。ある日、アリババがロバをつ
れて森へいくと、たくさんの馬の足音が聞こえてきました。見ると、馬に乗った男たちが、
近づいてきます。
     (おそろしい顔をしている。きっと、悪いやつらにちがいない)
アリババはロバをつれて、あわてて物かげにかくれました。そっと数えると、男たちは四
十人います。やがて親方が、岩のまえにたっていいました。
     「ひらけ、ゴマ！」
すると、岩がスーとひらいたのです。男たちはほらあなの中に入ると、もっていた荷物を
おいて、また出てきました。
     「とじろ、ゴマ！」
親方がさけぶと、岩はスーと、とじました。男たちは、馬に乗ると、走りさっていきました。
     「これはすごい、魔法の呪文で、岩がうごくんだ」
アリババは、さっそくまねをしてみました。 
     「ひらけ、ゴマ！」
さっきと同じように、岩がスーと、ひらきました。ほらあなに入ったアリババは、目を見は
りました。 
     「これはすごい！宝の山だ！そうか、ここは盗賊たちの、宝のかくし場所なんだ」
アリババは金貨をロバにつむと、いそいで家に帰りました。

     その夜、アリババは、カシムの家にマスをかりにいきました。
     (貧乏人が、何をはかるのだろう？)
そう思ったカシムは、マスのすみっこに、こっそりと、のりをぬっておきました。そして、ア
リババから返ってきたマスには、のりにくっついた金貨が一まい、はりついていたので
す。カシムは、すぐにアリババの家にいきました。
     「おい、この金貨をどこで手に入れたんだ！言わないと、役人にいいつけるぞ！」
しかたなく、アリババは、宝のありかを教えました。
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ぺルシア Persia    さる to leave, to go away    いいつける to tell on (someone), to report

カシム Cassim (person)    呪文 spell, charm, incantation, magic word  ありか location, whereabouts, hiding place

アリババ Ali Baba (person)   うごく to move, to stir, to shift, to shake, to swing  ひとりじめ monopoly

おる to be (animate), to be, to exist   まね mimicry, imitation, behavior, pretense  くらむ 1. to be dazzled by  2. to be lost in (greed, lust, etc.)

たいそう very much, exaggerated, very fi ne  目を見はる to be amazed (at, by)   山づみ huge mound, heap, pile

貧乏（な） poverty, destitute, poor   盗賊 thief, robber    つめこむ to cram, to stuff, to squeeze, to pack, to crowd

きこり woodcutter, lumberjack   かくし場所 place to hide something   ぞんぶん to one’s heart’s content, as much as one wants

ロバ robber    金貨 gold coin    夢中 daze, (in a) trance, ecstasy, delirium, within a (deep) dream

近づく to approach, to get near, to get closer  つむ to pile up, to stack, to load (car, ship, etc.), to pack  おまじない uttered when using magic, abracadabra, presto

おそろしい terrible, dreadful   マス measuring container, measure   マメ bean

あわてて in hot haste, in confusion   はかる to measure, to weigh   ムギ wheat, barley, oat

物かげ cover, under cover, shelter, hiding  すみっこ corner, nook, recess   トウモロコシ corn

かくれる to hide, to be hidden, to conceal oneself, to disappear こっそり stealthily, secretly   カボチャ pumpkin

そっと softly, gently, quietly, secretly   のり paste, glue, starch    オロオロ nervous, fl ustered, in a dither, all shook up

親方 master    ぬる to paint, to plaster, to lacquer, to varnish, to spread, to smear ドロボウ（する） thief, burglar, robber, theft

スーと straight, quickly, all of a sudden, quietly, gently / すっと くっつく to adhere to, to keep close to   とんでもない unexpected, outrageous, offensive

ほらあな cave, den, grotto   はりつく to cling (to)    ころす to kill

さけぶ to shout, to cry    役人 (government) offi cial    

単語

     (これは、いいことを聞いた。よし、その宝をひとりじめにしてやろう)
カシムはロバをひいて岩山へ出かけていくと、教えられたとおりに、
     「ひらけ、ゴマ！」
と、いいました。スーとひらいた岩の中に入っていくと、そこには目がくらみそうなほどの
宝が山づみにされています。
     「そうだ、岩のとびらをとじてから、ゆっくりとふくろにつめこむとしよう」
カシムが、岩のまえで、
     「とじろ、ゴマ！」
と、いうと、岩はスーと、とじました。
     「よしよし、思うぞんぶん、宝をつめこむぞ」
カシムは夢中で、宝をふくろにつめこみました。ところがたいヘんなことに、外に出ようと
岩のまえに立ったのですが、出るためのおまじないをわすれてしまったのです。
     「ひらけ、マメ。・・・ひらけ、ムギ。・・・ひらけ、トウモロコシ。・・・ひらけ、カボチャ」
オロオロしているうちに、盗賊たちが、もどってきてしまいました。
     「こそドロめ、盗賊からドロボウするとは、とんでもないやつだ！」
カシムは、おこった盗賊たちに、殺されてしまいました。
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