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浦島太郎
 
     昔、浦島太郎という人がありました。ある日、浜辺を通っていると、子供が大勢集まって、何か騒いでいました。
見ると、亀を一匹捕まえて転がしたり、たたいたりして、いじめているのです。浦島が「そんなかわいそうなことを
するものではないよ。」と言いましたが、子供らは、「何かまうものか、僕たちが捕まえたのだもの。」と言ってなか
なか聞きません。「そんならおじさんにその亀を売っておくれ。」と言って、亀を買い取りました。浦島は亀の背中
をなでながら、「もう二度と捕まるなよ。」と言って、海へ放してやりました。
 
     それから二、三日後のことでした。浦島が船に乗っていつものとおり釣りをしていると、「浦島さん、浦島さん。」
と呼ぶものがあります。誰だろうと思って、振り返って見ると、大きな亀が船のそばへ泳いで来て、ぴょこんとお辞
儀をしました。そうして、「この間はありがとうございました。私はあの時助けていただいた亀です。今日はお礼に
竜宮へおつれしましょう。さあ、私の背中へお乗りください。」と言って、背中に乗せました。
 
     間もなく竜宮に着きました。たいやひらめなどが迎えに出て来て、奥の立派な御殿へ通しました。美しい玉や
貝で飾ったその御殿は、目も眩しいほどきれいです。そこへ、乙姫様が出ていらっしゃいました。そうして、「この間
は亀を助けてくださってありがとうございました。どうぞゆっくり遊んでいってください。」と言って、いろいろごち
そうをしてくださいました。たいやひらめなどが面白い踊りを踊りました。
 
     浦島は、あまり面白いので、家へ帰るのも忘れて、毎日毎日楽しく暮らしていました。しかし、そのうちに、お父
さんやお母さんのこと考えると、家へ帰りたくなりました。そこで、ある日乙姫様に、「どうも長くお世話になりまし
た。あまり長くなりますから、これでおいとまをいたします。」と言いました。
 
     乙姫様はしきりに止めましたが、浦島がどうしても聞きませんので、「それでは、この箱をあげます。しかしどん
なことがあっても、ふたを開けてはいけません。」と言って、きれいな箱をお渡しになりました。浦島は箱を抱え、
亀に乗って海の上へ出ました。

     もとの浜辺へ帰って来ますと、驚きました。村の様子はすっかり変わっています。住んでいた家もなく、お父さ
んもお母さんも死んでしまって、知った人は一人もおりません。こんな時に、箱を開けたら、どうかなるかもしれな
いと思って、乙姫様の言ったことも忘れて、そのふたを開けました。すると、中から白い煙がすうと立ち上り、浦島
は髪もひげも一度に真っ白になって、お爺さんになってしまいました。

浦島太郎 Urashima Taro   そんなら If that’s the case..., If so..., Well then...  ひらめ fl ounder (fi sh)

浜辺 beach    買い取る to buy, to purchase   御殿 palace, court

騒ぐ to make noise, to be noisy, to make a fuss  なでる to brush gently, to stroke, to caress  玉 precious stone (Jade)

亀 tortoise, turtle    放す to set free, to turn loose, to separate  眩しい dazzling, radiant

捕まえる to catch, to arrest, to seize   ぴょこんと quickly, action of quickly bowing  乙姫 (youngest) princess

転がす to roll    お辞儀 bowing and greeting   いとま 1. spare time, free time  2. quitting (job), leaving

たたく to strike, clap, beat, drum   竜宮 Palace of the Dragon King   しきりに 1. requently, often  2. eagerly, strongly

いじめる to torment, to tease   たい sea bream (fi sh)    すうと quietly, gently, softly / すっと

単語
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