
時間 英訳 和訳

2s
What’s the most irritating thing my 

parents say to me? 親に言われて一番イラッとする言葉は？
4s That’s too much cologne. "それはコロンのつけすぎだ"
7s That’s how girls end up dead. "そうやって女の子は死んでいくんだ"
9s Don’t talk black to me. "悪口はやめろ"

11s It’s inappropriate because she’s your 

teacher. "先生だから不謹慎だ "とか。
14s How do you even talk black? どうやってブラックトークするの？

16s
End words with "izzle"? [ Alex ] It’s 

"talk back," you idiot.
黒人語ってどんなの？ “口答えする(トークバック)
な”よ

20s Oh. ああ
22s Act more like an adult. “大人になれ”

25s What does "act more like an adult" even 

mean? 一体 どういう意味よ？

28s
[ Laughs ] Look at you, you’re soaked! 

That is so lame. 濡れてるじゃないか！ダサいわね
32s You’re the one who wanted to do it! あなたがやりたかったのよ！
34s What are you two doing? 二人で何してるの？
36s Oh, I picked up one of those Water 

Weasels.
ウォーターウィーゼルを手に入れました。

37s
You hook it on the end of the hose and it 

flies around in the air. ホースの先に引っ掛けて 空中を飛ぶんだ

40s
Just like a weasel. Yeah. Look at how 

awesome. He’s so wet.
イタチのようにね なるほど 見て、すごいでしょ。
濡れてるよ

44s I put the weasel in my pants. 僕はイタチをパンツに入れたんだ
46s He totally did. [ Laughs ] [ Alex ] Dork! ウケる！
48s Is there a reason why my window’s wet? なんで 窓が濡れてるの？
50s Hmm. Very difficult to say. I don’t know. なんでだろう 分かるか？
52s Up top– Ow! Ow! What’s wrong? 痛い！どうしたの？
55s

Little– Sweetie, you okay? Little 

twinge. Yeah. ちょっと...スウィーティー、大丈夫？少し痛む ああ

58s - I’ll call 911. - Maybe the firemen will 

come. - 911に電話するわ。- 消防士が来てくれるかも
1:01 - No, no! No, no! - [ Alex ] Give me it! - 駄目だ！やめてくれ！
1:03

The firemen in our town have a reputation 

for being hot. この町の消防士は熱いと評判だ

1:07
Do I resent that? Of course not. These 

guys are my friends. I play basketball 

with them. I bake for ’em.

恨みでもあるのか？そうじゃないわ 彼らは私の友
人です。一緒にバスケもするし 彼らのためにケー
キを作ります。

1:11 My question is: What’s hot? 質問だが、何がホットなんだ？
1:14 [ Jay ] Come on! Let’s go! Let’s go! おいで！ 行こうぜ！

1:16
Coming. Manny, it’s inappropriate 

because it’s your teacher.
今行くよ マニー、それは不適切だよ 君の先生だか
らね

1:19
What’s the big deal anyway? [ Vehicle 

Approaches ] どこ行くの？
1:21 It’s a surprise. You’ll see. Oh, my God! サプライズだ すごい！
1:24 [ Gloria ] Ay, Jay, you didn’t? Yes, I 

did. まさか 鉄板焼きの店を 予約した

1:27 I got us into that new Benihana. 新しいベニハナに入ったわ
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1:28
They got a chef there that can flip a 

shrimp into his own hat.
そこのシェフは海老を自分の帽子に入れることがで
きるのよ

1:31 What the hell? 何なんだ？
1:34 Dad! There’s my boy! [ Laughs ] パパ！ 息子よ
1:38 The hell is he doing here? Jay. 何しに来た？

1:39
No. He was supposed to pick up Manny 

yesterday and disappointed him again, as 

usual.

昨日マニーを迎えに行って、いつものようにがっか
りさせられるはずだった。

1:43 Now he just sails in here out of the blue? 今、彼はここに突然現れたの？
1:46 I don’t like the guy. Do I have reasons? 

Yeah. 俺はあいつが嫌いだ。理由があるのか？あるよ
1:49 Good reasons? Yeah. 良い理由？ああ
1:52

How many reasons do I need? None. I don’t 

like the guy.
どれだけの理由が必要なんだ？ないね。あの男は好
きじゃない。

2:08 So I would have called, but while I was 

buying this boat for a friend,
だから電話しようと思ったんだけど、友達のために
このボートを買っている間に、

2:11
- I got chased out to sea by another boat 

y "tiqui tiqui". - Were they pirates?
- "ティキ・ティキ "という別の船に 追いかけられ
たんだ - 彼らは海賊だったのか？

2:15
I didn’t stop to ask. Well, it’s not hard 

to tell.
と聞かれても答えられなかった。まあ、わからなく
もない。

2:17
Did they have curvy swords and sing songs 

about how fun it is to be a pirate?
湾曲した剣を持っていて、海賊になるのがいかに楽
しいかという歌を歌っていたのかな？

2:20
[ Laughing ] Wow. Jay. Such a beautiful 

house, huh? [すごいな Jay. とても美しい家ですね。
2:24 So, we were just headed out to dinner. 夕食に行くところだったのよ
2:26

What, you think I show up empty-handed? I 

brought dinner– lobsters!
手ぶらで来たとでも？ロブスターを持ってきたん
だ！

2:29 Did you catch them with your bare hands? 

No. 素手で捕まえたのか？いや

2:32 - But I bought them with my bare hands. - 

Wow! - でも素手で買ったんだよ - すごい！

2:36
And I have some nice wine, a good Cuban 

cigar for Jay.
ワインもあるし、ジェイにはキューバ産の葉巻も
ね。

2:38
Hey, why don’t you take a picture of him 

with your new camera phone.
新しいカメラ付き携帯電話で彼の写真を撮ったらど
うだ？

2:42
- I don’t have a camera phone. - You do 

now.
- カメラ付き携帯電話なんて持ってないよ - 今は
持ってるでしょ？

2:45
Awesome! All of this excitement, my 

heart is just going. すごい！この興奮が、私の心を動かしているのよ

2:49
Now, listen to me. You bring that with 

you when you come visit me this summer.
よく聞いてくれ。この夏、私の家に遊びに来るとき
には、それを持ってくるんだ。

2:53
We’ll go in a race car with my friend, and 

after that, maybe a bullfight.
俺の友達と一緒にレースカーに乗って、そのあとは
闘牛かな。

2:56
I know all these guys. The matadors, 

they’re like artists.
闘牛の連中はみんな知っているよ。マタドール（闘
牛士）は芸術家のようなものさ。

3:00 You’re quite the bullfight artist 

yourself. 君も闘牛の芸術家だね

3:02
I, uh– Manny, why don’t you show your 

father to the kitchen? マニー、お父さんをキッチンに案内してくれない？

3:05 Por favor. Dios mío. Someone put on some 

music. 今夜は音楽をかけて 踊ろうぜ
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3:08 - Tonight, we dance! - Oh, we’re gonna 

dance. - 今宵、我々は踊る！- ああ、俺たちは踊るんだ

3:10
Oye, mi amor, ¿está bien que me quede 

aquí esta noche? 踊るとも

3:15
What did he say? Does he need money for 

the lobsters? 彼は何と？ロブスターを買うのにお金がいるって？
3:18 Jay, be nice. "Be nice." ジェイ、優しくね "親切に"

3:20
I could be sitting grill-side, watching 

a guy build an onion volcano.
グリルサイドに座って 玉ねぎ火山を作る男を見て
いたのに

3:23
Instead, I got Rico Suave in my kitchen, 

and I got a stolen boat in my driveway.
代わりにリコ・スアベがキッチンに来て 盗まれた
ボートが車道に来たんだ

3:28
If it was for me, he’d be out of my life. 

But it’s good for Manny to be with his 

father.

もし俺のためだったら、彼は俺の人生から消えてい
ただろう。でも、マニーが父親と一緒にいるのはい
いことだ。

3:32
I just can’t believe you ever fell for 

that act.
あなたがあの演技に引っかかったなんて信じられな
いわ。

3:35 Colombians can be very persuasive. コロンビア人は説得力がある。

3:39
They can make you agree to things before 

you even know it. You must have been 

pretty naive.

知らないうちに同意させられてしまう 君は かなり
世間知らずだったんだね

3:43
Yeah. But now I’m with the right man, 

okay? Right.
そうだね。でも今は いい人と一緒にいるよ？そう
ですね

3:47 Javier is only going to stay one night. 

Good. ハビエルは1泊しかしないわ いいね

3:50 Wait, what? 待って、何？

3:57
Don’t be mad. I just got up to change her. 

[ Sniffles ]
怒らないで 私は彼女を変えるために立ち上がった
だけです。

4:01
Well, Mitchell really wanted to 

Ferberize the baby. ミッチェルは冷たい

4:03
Ferberize. It is a method of getting the 

baby to sleep through the night... “ファーバー法”という 寝かしつけ法を試してる

4:07
by, yes, basically letting her cry 

herself to sleep. そう、基本的には自分で泣いて寝かせることでね。
4:11 Torture. It’s not torture, Cam. 拷問だよ 拷問じゃないわよ カム

4:14
It’s just hard if you happen to be a 

person who hates to hear another person 

suffer.

人が苦しむのを聞くのが嫌いな人にはつらいかもし
れないわね。

4:20 [ Mitchell ] Or two people suffer. 2人が苦しむのもね

4:27
No, no. You got up to comfort her, which 

only teaches her that every time she 

cries,

そうじゃなくて あなたは彼女を慰めるために立ち
上がった 彼女が泣くたびにパパが入ってきて 慰め
てくれるということを教えただけだ

4:30 her daddy will come in and cuddle her and 

put on her favorite–

彼女が泣くたびに、彼女のパパが来て彼女を抱きし
め、彼女のお気に入りのものを着せてくれるという
ことを教えるだけだ。

4:32 [ Chainsaw Whirring ] What are we 

watching? 何を見るの？

4:35
Brian De Palma’s controversial 

masterpiece Scarface.
ブライアン・デ・パルマ監督の名作「スカーフェイ
ス」。

4:39 [ Machine Gun Fire ] For the baby? 赤ん坊のために？
4:41

She happens to like it. I don’t know if 

it’s the colors or the sounds– たまたま好きだったのよ 色や音のせいかな？
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4:44
Oh, here comes the nightclub massacre. 

She loves it.
ナイトクラブの大虐殺が始まるぞ 気に入ったよう
だ

4:46
Watch her little eyelids. It’s so cute. 

They get so heavy.
彼女の小さなまぶたを見て とてもかわいいわ 重く
なるんだよ

4:50 [ Phil ] Oh, that’s bad. [酷いわね
4:52 Oh, honey. I’m fine. No, I’m fine. 大丈夫？ ああ　ちょっと…
4:54 I’m just– Okay, that’s cancer. ガンみたい
4:57 Maybe it’s just a kidney stone. "Just," 

Claire? ただの腎臓結石かも "ただ "ってクレア？

4:59
- What’s going on, guys? - It’s nothing. 

Go back to bed.
- どうしたんだ？- 何でもないわ ベッドに戻りなさ
い

5:02 No, but Dad– Don’t touch me. いや でもパパ... 触らないで
5:04 I bet it’s just a kidney stone. "Just" 

again. きっとただの腎臓結石だよ また "ただ "かよ

5:07
Someone get your mom a glass of water... 

and a piece of gravel from the driveway 

and see how she likes it.

誰かママに水を持ってきてくれ...車道の砂利を持っ
てきてくれ...どうかな？

5:11
Why is everybody yelling? Something’s 

wrong with Dad. なんでみんな叫んでるの？パパが変なの
5:14 Don’t frighten him. Come here. 彼を怖がらせないで こっちへ
5:16 Oh, that’s gotta be death! Death is 

coming! ああ、それは死に違いない！死が来る！

5:19 Okay, you need to go to the hospital. 

Yeah. よし、病院に行った方がいい。ああ

5:21
No, no, no. I just need a pill. Give me 

the biggest one you can find.
いや、いや、いや、いや。薬が必要なんだ 一番大
きいのをくれないか

5:24 Honey, breathe. Just-Just breathe. ハニー、息をして。息をして

5:26
That’s what I told you when you were in 

labor and you threw my smoothie at me. 

Pill!

陣痛が来た時に私のスムージーを投げた時にも言っ
たでしょう？薬！

5:30 - Okay, I’m calling. - No, no, it’s fine! - わかった、電話するよ - いやいや、大丈夫！
5:32

It’s actually– It’s fine. It’s passing. 

It’s passing. 本当に...大丈夫だよ 過ぎたことだ 過ぎたことだ

5:35
I am sorry to alarm everyone. I think I 

was probably just overreacting,
皆さんを驚かせてしまってすみません。過剰反応だ
ったかもしれません。

5:37 because there’s an alien inside of me! 私の中にエイリアンがいるのよ！
5:39 [ Haley ] Oh, my God. お腹の中にエイリアンが…
5:41

[ Phil ] Oh, close it down. I am 

definitely gonna call.
おお、それを閉じてください。私は絶対に電話する
わ。

5:42 All systems down. All systems down. 全機能をやられた！
5:52 Son of a bitch. What’s the matter? あの野郎！ 何？
5:54 He’s playing on my pool table, that’s 

what. 俺のビリヤード台で遊んでるんだよ。

5:57
Probably got himself a nice drink too. 

Where you going, Jay?
多分、自分でも良い酒を飲んでいるだろう どこに
行くの ジェイ？

5:59 Just to check things out, okay? Come on. ちょっと確認するだけだよ？勘弁してくれよ
6:02

You hear that? Now he’s messing around 

with my remote control. 聞いたか？俺のリモコンをいじっているぞ

6:05
You can’t hear that from here! [ Clicks 

Tongue ] 聞こえないでしょ
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6:10
Hey, there. Hey, Jay. Listen, I’m sorry. 

Did I wake you up?
ハビエル 悪いね　起こした？

6:13 No. No, I’m a light sleeper. いや　最近眠りが浅くてな
6:16

That’s what happens when you get older. 

Oh, you’re not old. 年をとるとそうなるのよね 年寄りじゃないわよ

6:19 I didn’t say I was old. I never sleep much 

anyway. 年寄りとは言っていない どうせあまり寝ないし。

6:22 Life is just more interesting after 2:00 

a.m. 夜中の2時を過ぎると人生が面白くなるんだよ。

6:25
You know, the liquor tastes better, the, 

uh, women are more beautiful. 酒は美味いし女は綺麗だし

6:29
What is it they say? That the night 

belongs to the poets and the madmen. 何て言ったっけ？"夜は詩人と狂人のもの
6:35 Which are you? Perhaps both. あなたはどちらですか？たぶん両方だな
6:37 And I think maybe you too, huh? 君もそうなのかな？
6:40 I see a picture over here of you on a 

motorcycle. バイクに乗ったあなたの写真がここにあるわ。
6:42 You ride? I used to. 乗るの？昔はね。
6:44 Used to? Used to? 昔？使ってた？

6:47
Jay, the saddest words in any language, 

my friend. Yeah.
ジェイ、どんな言語でも最も悲しい言葉だよ、友よ 

そうだな
6:51

Hey, help me out here. Everybody sees you 

as this great guy.
おい、助けてくれよ 誰もがあなたを偉大な男とし
て見ています。

6:55 You know, you live this life of 

adventure. あなたは、冒険の人生を送っている
6:58 How come I don’t buy a word of it? どうして俺はその言葉を信じないんだ？
7:01 All I see is a dad who doesn’t show up. 私が見ているのは現れない父親の姿だ

7:03 Hey, Manny knows me. I live in the now.
おい、マニーは俺を知ってるぞ 私は今を生きてい
る

7:05

Well, I was living in the yesterday when 

Manny was crying outside that door... 

’cause you didn’t show up for the 10th 

time.

マニーがドアの外で泣いていたとき 私は昨日を生
きていたのよ・・・ あなたが10回目に来なかった
からよ

7:11
And when I don’t come, you think, uh– 

what, I’m just off chasing a good time, 

hmm?

俺が来なかったとき、君はこう思うだろう 俺はた
だ楽しい時間を過ごしたいだけなんだ、と？

7:16
You ever think it might be hard for me, 

coming here? 私がここに来るのは難しいと思わない？
7:19 Why? Because of Gloria? なぜ？グロリアのため？
7:23 Because of you. お前のせいだ
7:33 [ Mitchell ] Cam! [カム！
7:37 [ Phone Beeps ] Okay, they’re on their 

way. [向かってるわよ

7:39
Okay, kids, gather around. Like you’re 

hugging me, but don’t touch me, okay? 子供たち　集まれ でも痛いから触るな

7:45 Now look, I’m gonna be fine. パパは必ずよくなる

7:48
- We know, Dad. - We don’t know that. It’s 

a miracle I’m standing up.
- 分かってるよ、パパ - それはわからないよ 立っ
ているのが奇跡なんだ。

7:51
But look, in case anything happens– 

[ Groans, Exhales ] でもね、万が一何かあったら...
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7:56
I want you to know that if I’d had time, I 

would have fixed that step.
私に時間があれば、そのステップを修正していたこ
とを知ってもらいたい。

7:59 Thanks, Dad. I love you. ありがとう
8:01 [ Crying ] Don’t cry, Luke. I’m okay. 泣くな ルーク 大丈夫だから
8:05 I broke the coffee table! コーヒーテーブルを壊した！
8:07 That’s okay. What? いいさ…　何？
8:09

I broke the glass coffee table. The one 

you swore you didn’t break, ガラステーブル お前だったのか？

8:13 and then we blamed Esperanza and fired 

her... そしてエスペランサを責めてクビにした...

8:15
and she stole a turkey at Thanksgiving 

for her family and got deported?
そして彼女は家族のために感謝祭で七面鳥を盗み、
国外追放された?

8:19 Yeah. Damn it! そうだ 畜生!
8:20 I’m sorry. [ Groaning ] You will be 

sorry! すまない [後悔するわよ

8:23 [ Doorbell Rings ] [ Haley ] They’re 

here! あなたは何をしたいの？
8:26 [ Exhales ] Did you hear that? あなたは何をしているの？
8:29 Hmm. Luke broke the– そうだな ルークが壊したのは...

8:31
- Hey, you changed your clothes. - Well, 

I had– I had to get dressed.
- おい、服を変えたのか？- まあ、私は服を着なけ
ればならなかった。

8:35
Into that sexy, clingy– Oh, my God. It’s 

the firemen. そんなセクシーな服を… 消防士のためか

8:38
No, sweetie. And lipstick! I’m out here 

convulsing in agony and you’re looking 

for cute tops to wear?

違うよ、君。口紅も！悶々としているのに 可愛い
トップスを探しているの？

8:44 I just threw on the first thing I could 

find. 最初に見つけたものを着ただけよ

8:46
We got a minute, if you wanna try on some 

tighter jeans– [ Groans ]
私たちには時間がある、もしあなたがタイトなジー
ンズを試着したいなら...

8:49 Oh, Phil, sweetie. Oh, no. フィル　誤解よ

8:51
By all means, Claire, we want you looking 

your sexiest... when the hunky, gay 

firemen get here!

ぜひともクレア 最高にセクシーな姿で 消防士を迎
えましょう

8:55 How we doing? We’re great. どう？ 大丈夫
8:57 - He meant me! Ohh! - All right. 大丈夫じゃない！
9:02 [ Mitchell ] Cameron! キャメロン！
9:06

No, listen, Jay. You’re a tough guy to 

compete with. Look at all you have.
いや、聞いてくれ、ジェイ。君は競争するにはタフ
な男だ。あなたが持っている全てを見て

9:09 So Manny has to suffer? No. You’re right.
それで、マニーは苦しまなければならないの？い
や、君の言うとおりだ

9:12 Look, I’m going to try harder. いいか、俺はもっと頑張るよ
9:15

But maybe it’s a good thing that he has 

the two of us.
でも、あの子には私たち2人がいてよかったのかも
しれない。

9:17 From you, he learns stability. あなたから彼は安定性を学び
9:19

From me, he learns how to be spontaneous, 

grab life by the throat. 私からは自発的に人生を掴む方法を学ぶのよ

9:23

Well, we do a little throat grabbing 

ourselves around here, you know. We were 

on our way to Benihana when you showed 

up.

まあ、このあたりでは私たちもちょっとした喉のつ
かみ方をしますからね。あなたが現れたとき、私た
ちはベニバナに行く途中でした。
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9:29 Hey, as long as my boy follows his 

passion. 私の息子が情熱を持っている限りはね

9:31
The worst career decision I ever made was 

playing baseball, but I loved every 

minute of it.

最悪の決断は野球をすることだったでも僕はその全
てを愛していたよ

9:36 You played baseball? [ Scoffs ] 野球を？
9:38 I lived baseball. 夢中だった ３Ａ止まりだったが―

9:40 I only made it to Triple-A, but I played 

with all those guys– Sosa, McGwire.

私はトリプルAまでしか行きませんでしたが、ソー
サ、マグワイアなどの選手と一緒にプレーしまし
た。

9:45
You look like you played some. I played 

in high school. あんたも？ 高校の時は そこそこ打てた

9:47 I was all right. Never hit a curve ball. 高校の時は そこそこ打てた 変化球以外は

9:51
So that’s a dream of yours? To– To hit a 

curve? Used to be.
それがあなたの夢なんですか？カーブを打つこと
が？昔はね

9:54
Used to be. Ugh. Por favor. I said that 

again, right? また“昔”か また言ったな

9:58
Hey, please. Come on. You’re right, I 

shouldn’t say that.
ねえ、お願いします。頼むよ そうだよね、言っち
ゃいけないよね。

10:00
- What are you guys doing? - Manny, did we 

wake you up? I’m sorry.
- あなたたち何してるの？- マニー、俺たち君を起
こしちゃった？ごめんよ

10:03 No. I was doing my science extra credit. いや、俺は科学の特別単位を取ってたんだ

10:06 - Of course you were. - So, can I play?
- もちろんそうだよね - それで、僕もやってい
い？

10:09 That’s up to your dad. それは君のパパ次第だよ
10:11

Actually, I think we’re done with pool 

for right now.
実は、今のところプールはやめた方がいいと思うん
だ。

10:13 I have a better idea for the three of us. 

Vamos. 私たち3人には良いアイデアがあるわ バモス。

10:19
So, how do you know this guy? He owes me a 

little favor.
で、この人とはどうやって知り合ったの？彼にはち
ょっとした借りがあるんだ

10:28 This is the coolest night ever! 最高にクールな夜だぜ！
10:31 Now, let’s see about that curve ball. さて、あのカーブボールを見てみようか。
10:38 Out. I thought you were– 出た。私はあなたが...
10:40 Those were pillows. Come on. Come on. 枕だよ さあ 頑張れ。

10:43
[ Groaning ] Cameron, do you realize how 

infuriating this is?
キャメロン、これがどんなに腹立たしいことか分か
ってるの?

10:47
The whole point of Ferberizing... is to 

teach her to put herself to sleep, and 

you keep ruining it.
リリーが泣くたびに 抱っこしてたら意味がない

10:52
I can’t help it. I’m like a mother bear. 

When I hear my cub crying, I have to run 

to her.

どうしようもないわね。私は母熊のようなもので
す。子熊の泣き声が聞こえたら、すぐに駆け寄らな
いといけないの。

10:57 Except you’re not a bear. Get in our 

room. あなたは熊じゃないけど 私たちの部屋に入って

11:00 Get– Cam, get in there. Get in there. カム、そこに入って 入って

11:03
Cut it out. All the way– Our room. Get! 

Get in there. 切るんだ 俺たちの部屋だぞ 入れ！入るんだ

11:07 Come on. Come on. Get in there. Get! 乗って 頑張れ そこに入って 行け！
11:11 That’s so unfair. Why not? それはとても不公平です。なんでだよ？
11:13 Because that’s how girls end up dead. そうやって女の子は死んでいくんだから。
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11:15 - Hey, honey. - Hey, guys. - ヘイ、ハニー。- やあ、みんな。

11:17
We just wanted to see how you’re doing. 

Is this a bad time?
どうしているかと思ってね タイミングが悪かっ
た？

11:20
No, we’re just giving him something to 

relax before the procedure. いや、処置の前にリラックスさせるためのものだよ
11:22 Which is gonna go just fine. 順調に進んでいますよ
11:24 - Oh, we know. - We don’t know. - ああ、わかっている。- わからないわ

11:26 In case it doesn’t, promise me you’ll be 

nice to your new fireman daddy.
万が一、うまくいかなかった場合は、新しい消防士
のパパに優しくすると約束してください。

11:30
- Unbelievable. - My wife got dressed up 

for the firemen last night.
- 信じられないな。- 妻は昨夜、消防士のためにド
レスアップした。

11:33
I didn’t get dressed up for the firemen. 

Those heels were really hot.
私は消防士のためにお洒落をしたわけではありませ
ん。ヒールがすごく暑かった

11:37 - You put on heels? - Let’s drop it. - ヒールを履いたのか？- 捨てましょう。
11:39 What are they doing to you, Dad? お父さん、彼らはあなたに何をしているの？

11:41
I have a little scratchy rock inside of 

me and they’re sliding in a tube and 

sucking it out.

体内に小さな岩があってそれをチューブで吸ってる
んだよ

11:46 You’re not scared, are you? 怖くないんだろうな？
11:48

When was the last time you saw your old 

man scared? 親父が怖がってるのを最後に見たのはいつだ？

11:51
When you walked through the spiderweb. 

When we were playing with the Ouija board 

and the wind blew the door shut.

蜘蛛の巣をくぐったとき。占い板で遊んでいて 風
でドアが閉まってしまった時。

11:56
There was no wind, buddy. We brought 

something forth.
風なんてなかったんだよ、相棒 何かを運んできた
んだ

12:00 Oh. This stuff’s really hitting me. ああ この物質は本当に私を襲っている。
12:03 My insides feel like velvet. 体内がベルベットのようだ
12:05

Why don’t you guys wait out in the 

hallway, okay? 廊下で待っててくれないか？
12:07 Feel better, Dad. I will. 気をつけてね、パパ。そうするよ
12:09 - Love you, Dad. - Love you. 大好きよ パパもだ

12:11
- [ Haley ] Love you. - Luke, buddy, hold 

back a sec. ルーク　待て おいで

12:15 This is not gonna happen, okay, これは起こらないよ
12:18

but there is a scenario where you could 

be the man of the house...
しかし、あなたが家の主人になるシナリオがありま
す...

12:20 and you need to know all the PIN numbers 

and passwords.
全ての暗証番号とパスワードを知っておく必要があ
ります。

12:22 741– I don’t wanna be the man of the 

house. 741- 俺はなりたくないね。

12:25
Now, don’t talk black to me. Honey, your 

dad’s gonna be fine.
暗い話はやめてくれ ハニー、お父さんは大丈夫だ
よ。

12:28
Why don’t you wait out in the hall. He’ll 

be fine, okay?
廊下で待っていてね。彼は大丈夫よ、いい？

12:31
Honey, I’m just gonna run them to school. 

I’ll be back right after.
子供たちを学校に連れて行くだけだから すぐに戻
ってくるわ

12:34 Okay. Claire? Yeah. わかった クレア？そうよ
12:38 You did get dressed up, didn’t you? おしゃれしたんだね？
12:40

I pulled on the first thing I saw, okay? 

Okay, I’ll drop it,
最初に目についたものを着たのよ、いい？もういい
わ
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12:45 ’cause this stuff is making me fall 

asleep. 眠ってしまいそうだから

12:48
And if I never wake up, I’d hate for the 

last thing you ever said to me to be a 

lie.

目が覚めなかったら、あなたが最後に言ったことが
嘘だったってことにしたくないわ。

13:06
[ Whispering ] I might have gotten 

dressed up just a tiny bit. [ほんの少しだけお洒落をしたかもしれない。
13:16 - I knew it. - Oh, damn it! やっぱり だましたのね！
13:22 [ Gloria ] Manny, we’re gonna be late for 

school. やっぱり だましたのね！

13:24 Why are you so tired today? なぜ今日はそんなに疲れているんだ？
13:30 Any reason I can’t take him? 彼を連れて行ってはいけない理由は？

13:32 I’m surprised you’re up. I know what time 

you went back to bed.
あなたが起きていることに驚きました。あなたが何
時にベッドに戻ったか知ってるわよ

13:35
Oh, it was nothing. We just went out, we 

hit a few balls.
何でもないよ。ただ出かけて ボールを2、3個打っ
ただけさ

13:38
And you’ll never guess where. I guess 

Javier knew a guy. And you know what?
どこに行ったかは わからないだろうけど ハビエル
は男を知ってたんだ 何を知ってるんだ？

13:41
Now that he knows you, the next time he 

needs something, you are the guy.
彼はあなたを知っていて 次に彼が何かを必要とす
るときは あなたがその人よ

13:48 Ay, Dios mío. Did you took him with you? ああ 神よ 彼を連れて行ったのか？
13:50 You couldn’t wait to get to school to do 

that? 学校に行くのを待てなかったのか？

13:52
Manny, vámonos para el colegio. Let’s 

go. We’re gonna be so late. Vámonos. マニー　行くわよ 学校に遅れる

13:56
Vamos a llegar tardísimo, Manny, ¿qué te 

pasa? Get in the car. 遅れそうなんだよ マニー、どうする？車に乗れよ

14:00
I thought you said you wanted me to bond 

with Javier. ハビエルと仲良くしてほしいって 言ってたよな

14:03
I said be nice, Jay. I didn’t say take 

Manny up all night and play games.
優しくしろと言ったんだ、ジェイ マニーを一晩中
連れて行って ゲームをしろとは言ってないよ

14:08 Then we got hot dogs. Ay. Go to sleep! それからホットドッグを食べた ああ 眠って！

14:11
If I wanted to be married to a wild man, I 

would have stayed with Javier.
もし私がワイルドな男と結婚したかったらハビエル
と一緒にいたわね

14:16 Aha! ¿Qué pasa? どうしたんだ？
14:18 - Dad! - [ Gloria ] Por dios, no. - パパ！- パパ！
14:19 [ Jay ] What the hell? 何なんだ？
14:24

Hey, hey, hey, wait a minute. You’re not 

leaving, are you? I’ve got school.
おいおい、ちょっと待てよ。帰るんじゃないだろう
な？学校があるんだ

14:27 - What? School? - Yes, school. - えっ？学校？- そう、学校。
14:30

That’s where people go to learn things, 

like not to keep children up all night.
人々が物事を学ぶために行くところだ子供を一晩中
寝かせてはいけないとかね

14:32 - He told her? - He’s weak. - 彼が彼女に言ったの？- 彼は弱いわ

14:35
Well, listen, you said you used to like 

riding motorcycles, right? So I brought 

you one.

君はバイクに乗るのが好きだったと言っていたね？
だから1台持ってきた

14:39
- I know. But I kind of got work– - 

[ Scoffs ] Work.
- そうだな。でも、ちょっと仕事が入ってしまっ
て......（笑）。

14:42 - Go, Jay. - Yeah, go. そうだよ
14:44 Yes, go, Jay, and take Manny with you 

too! マニーも一緒に連れてく？
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14:47
Okay. No, Manuel Alberto! In the car or I 

put you in the trunk!
冗談よ　車に乗ってなさい

14:51
Jay, I’m not gonna argue anymore. I’m not 

gonna say anything else. Do whatever you 

want.

ジェイ、俺はもう議論するつもりはない。もう何も
言うつもりはない。好きにすればいいさ

14:56
But I don’t wanna hear you any more 

saying that Colombians are crazy,
でも コロンビア人が狂ってると これ以上聞きたく
ない

15:00 ’cause you’re the one that is acting 

crazy, お前が狂ったように振舞ってるからだ

15:02
even though he’s the one that is making 

you act crazy. 彼があなたを狂わせているのに

15:05
So I don’t know what the hell I’m talking 

about! Manny!
だから俺は自分が何を言ってるのかわからないん
だ！マニー！

15:14 You didn’t need to come home during nap 

time. 昼寝の時間に帰ってこなくても良かったのに

15:16 Mmm. Think we proved last night that I 

did. そうだな 昨日の夜、俺は証明したと思うよ

15:19
Well, she’s back there now, so why don’t 

you go, so you don’t get in trouble.
彼女はもう戻ってきてるんだから 君は帰ったほう
がいいよ トラブルに巻き込まれないようにね

15:22
That’s okay. I told everyone that I have 

an unreliable partner, and, uh, they 

understood.

大丈夫だよ。頼りにならない相棒がいることを皆に
話したら理解してくれたよ

15:27
You know what? I don’t need to sit here 

and be condescended to. いいですか？ここに座って見下される必要はないわ

15:30
I’m gonna make myself an ice tea. I will 

bring you down. 私はアイスティーを作るわ あなたを打ちのめすわ

15:34
- You can’t bring me down. - I’ll sweep 

your legs. - 倒せないよ - あなたの足を掃除するわ。

15:40
that the sound of our child in such 

distress doesn’t bother you more.
私たちの子供の苦しそうな声を聞いても、あなたは
もっと悩まないのね。

15:43
She’s not in distress, and this just 

proves that you need this more than she 

does.

彼女は苦しんでいないし、これはあなたが彼女より
もこれを必要としていることの証明です。

15:47 I’m Ferberizing two babies. 二人の赤ちゃんをフェルベライズしています。
15:49

Raccoons slipped into the Lawsons’ home 

and stole a loaf of bread.
アライグマはローソンの家に忍び込みパンを盗みま
した

15:53
- Your point? - That we left Lily’s 

window open a crack,
- 何が言いたいの？- リリーの窓を開けたままにし
ていたことです

15:56
and those raccoons need something to put 

between that bread, アライグマはパンの間に何かを挟む必要がある

15:58
and that is Lily’s "help me" cry. 

[ Wailing ] I’m coming for you, Lily. No, 

you’re not.

そして、それはリリーの「助けて」という叫びで
す。[私はあなたのために来たのよ、リリー いい
え、あなたは来ない。

16:01
You are not coming, Cameron. Let me go! 

Hey, stop it!
あなたは来ないわ、キャメロン。行かせてよ！お
い、やめろ！

16:09 Stop being such a baby. I’m coming for 

you! 赤ちゃんのようにならないで。迎えに行くよ！
16:15 What? Oh, my ankle. My ankle. [ Wailing ] 足首をひねった
16:24

¡Ay! I guess you didn’t kill yourself in 

the motorcycle today. あら　バイク事故で 死ななかったのね
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16:28
Well, I figured you were looking forward 

to killing me, so I’m not gonna take that 

away from you.

私を殺すことを楽しみにしていたようだから、それ
を奪うつもりはないわ。

16:34 Hey, did Javier call you? No, why? ねえ、ハビエルから電話あった？いいえ、なぜ？

16:36
He’s dragging me to this bar with some of 

his old baseball pals. He was supposed to 

be here at 5:00.

昔の野球仲間とバーに誘われたんだよ 5時にここに
来るはずだったのに

16:41 Ah, he’s dragging you, huh? Yeah. 彼が君を引っ張ってるのか？ああ

16:43
I figured it would be okay. I’ve seen 

half these guys play. Javier says it’s 

cool.

大丈夫だと思ったんだけどな 彼らのプレーの半分
は見たことがある ハビエルはクールだと言ってた

16:48 What? What’s the joke? Nothing. 何だって？何の冗談だ？別に

16:51
It’s just funny to me... that you make 

fun of me because I was seduced by him, 

but here you are–

ただ面白いのは... 私が彼に誘惑されたからといって 

あなたが私をバカにするのは でもあなたはここに
いて...

16:56 No one is getting seduced. 誰もそそのかされてないよ
16:58 I’m doing this for Manny. 俺はマニーのためにやってるんだ

17:00
Yeah, it’s very important for Manny that 

you two go and have a nice picnic in the 

mountains.

ああ、マニーにとっては君たち2人が 山でピクニッ
クをすることがとても重要なんだよ

17:05 First of all, it wasn’t a picnic. We 

stopped for coffee.

まず第一に、それはピクニックではありませんでし
た。私たちはコーヒーを飲むために立ち寄りまし
た。

17:07 They just happened to be selling crepes. たまたまクレープが売ってたんだよ
17:10 Listen. Let me know when he calls, all 

right? 聞けよ。彼が電話してきたら教えてくれよ。
17:12 Geez, it’s almost 6:00. もう6時だぞ
17:17

[ Claire ] The kids are so excited for you 

to come home. 子供たちは あなたの帰りを待っているわ

17:19 Oh, me too. Yeah, Luke made you a sign. 私もよ ルークがサインを作ってくれたわよ
17:22 Oh, he’s a sweetie. Yeah. You seem great. 可愛いわね そうだね。あなたは素晴らしい人ね。
17:27 I am great. Good. 私は素晴らしいです。いいね
17:29 Except for that fireman thing. 消防士の件以外はね。
17:30 You remember it? Mm-hmm. 覚えていますか？うん、うん。

17:32
Yeah, okay. Look, I am sorry. I’m so 

sorry. Ah, no.
ええ、そうね。聞いて、私は申し訳ありません。本
当にごめんなさい ああ、違う。

17:36 There’s no excuse for it. 言い訳できないわね

17:38
I think I just spend so much time in dowdy 

mom clothes, and I’m covered in paste and 

peanut butter,

ダサいママの服ばかり着ていてペーストとピーナツ
バターまみれだし

17:44
and I just– I wanted to feel attractive 

for a second, you know? だから少しでも魅力的になりたかったのよ
17:49 I’m sorry. I really– すまない 私は本当に...
17:51 Honey, I just need a little bit of time. 少しだけ時間が必要なのよ
17:55 Gonna be fine. Okay. 大丈夫だよ そうですか
17:57 Yeah. Okay. はい そうですね。

17:59
I was already fine with it. Here’s the 

deal: Claire messed up. She owed me.
私はすでに大丈夫でした。こうしよう クレアは失
敗した 彼女は俺に借りがある

18:04 This never happens. こんなことは絶対にない。
18:07 Old Phil has a golden ticket. 老いたフィルは金色のチケットを持っている。
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18:09

Now, I could have cashed that in right 

away for something small– get out of 

cleaning the garage, a week at circus 

camp.

すぐに換金できたのに... ガレージの掃除から解放さ
れて サーカスキャンプに1週間だよ

18:15 Still fresh. Yeah. まだ新鮮だな そうだな

18:17
But the longer you hold on to it, the more 

the guilt builds, the more you get.
しかし、長く持てば持つほど、罪悪感が募り、得ら
れるものも大きくなる。

18:24 Five years: trip to Paris with my 

buddies. 5年目：仲間とのパリ旅行。
18:27 Ten years: sweet little convertible. 10年目：かわいいコンバーチブル
18:31 Twenty years: 20年目

18:33
hello, fully articulating, five-
function robot...

20年後：完全に動く5つの機能を持ったロボッ
ト...

18:38 that can read my mind and has feelings. 私の心を読み、感情を持っている
18:42

Phil, you’re not leaving without saying 

good-bye, are you? フィル サヨナラも言わずに帰るのか？

18:46 Hey, Elaine. やあ エレーン
18:47 Is this your husband? Uh-huh. あなたの夫ですか？そうだよ

18:49
- Good-bye, Paris. - I’m visiting my 

sister...
- さようなら、パリ。- 姉のところに行ってきまし
た...

18:51
and he was entertaining us all afternoon 

with his card tricks. [ Claire ] Oh.
彼は午後ずっとカードの手品で 楽しませてくれた
わ [あら。

18:55 - Is that Phil? - Hey. [ Chuckling ] - あれはフィル？- ねえ。[ Chuckling ]
19:00 Hey, Mom, Phil’s leaving. ママ　フィルとお別れよ
19:02 - Without a hug? - [ Chuckles ] Wow. ハグもなし？

19:06
Good-bye, fully articulating, five-
function robot with the ability to– 

Good-bye.
僕の心を読める 高知能ロボットともお別れだ

19:12 Brittany, hurry, honey. Phil’s leaving. ブリタニー　来て
19:15 You’re fine. ブリタニー　来て
19:19 - How’s your ankle? - It’s cold. 足首は？ 冷たい

19:22
- I’m sorry I hurt you. - No. No, don’t 

be. I–
- 怪我させてごめんね - いいのよ、そんなことな
いわ 

19:26 I could have just as easily hurt you. 君を傷つけるのは簡単だった
19:29 Well, it’s cute that you think that. そう思ってくれるなんて かわいいじゃないか

19:31
Listen, Cam, I– I can’t always be the bad 

cop here. キャメロン 僕だって憎まれ役は嫌なんだ

19:36
I-I know it’s my issue, but she can’t 

grow up with one huggy, happy, cuddly 

dad...

私の問題なのはわかってるけどあの子は幸せな父親
に囲まれて育つことはできないわ

19:41 and one frowny, lesson-teachy dad. 眉毛のある説教好きな父親では育たない。
19:44

Because guess which one she’s gonna ask 

to walk her down the aisle.
彼女がバージンロードを歩かせるのはどっちだと思
う？

19:52
Uh– Y– Okay, you know what? I can be the 

bad cop sometimes. あのさぁ... 俺は時々悪い警官になる

19:56 I’ll always make her eat her vegetables. 彼女に野菜を食べさせるようにするよ
19:59 - Okay. Dentist. - Deal. - よし 歯医者だ - よし

20:02
- Good. - As long as you make her practice 

her violin.
- よかった - バイオリンの練習をさせてくれたら
ね

20:05 Oh, yeah. The violin. I like that. そうだな バイオリンか 気に入ったよ
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20:07
- And we’re both walking her down the 

aisle. - [ Winces ] バージンロードは３人で歩
20:11 Assuming you can walk by then. それまでに歩けるようになっていればいいけど。
20:13 Ow! Do you need to go to the hospital for 

that? 病院へ行く？
20:15 No, God. No, no. It’s not that bad. いや　その必要はない
20:18 Oh, you meant call 911, didn’t you? いや　その必要はない
20:20 [ Together ] Firemen. 消防士を
20:22 Yeah, you call, and I’m gonna change my 

shirt. 電話して　着替えてくる
20:25 So, if I’m supposed to act like an adult, “大人になれ”って言うけど
20:28 is that act like adults I see in the 

world– 世間一般の大人を指すの？

20:31 - [ Both Shouting ] - or the adults in my 

family? - 家族の中の大人なのか？
20:38 ’Cause if it’s the ones in my family– 私の身近な大人たちは…
20:42 Come on. Let’s go. All right. もう中へ 分かった
20:45 then... それから...
20:48 how hard could that be? 難しいのかな？

20:56
Doing the card tricks at the hospital 

really got me fired up about my magic 

again.

病院でカードマジックをしたことで、自分のマジッ
クに再び熱が入った。

21:00 [ Blows ] Is this your card? これはあなたのカード？
21:03 Yes. Oh, my gosh. 当たり！
21:06 It’s– It’s not, is it? そうじゃないのか？
21:08 [ Clears Throat ] No, uh, no. It’s not. 実は… 違う

21:10
The hardest part is when people forget 

their card, because then I look like the 

idiot.

大変なのはカードを忘れた時で、その時は私がバカ
みたいに見えるから。

21:14
All right. Let’s do it again. We really 

have to go. やり直しだ 行かなきゃ

21:16
You think I like this? I’m sorry. Here. 

I’m gonna teach you one, okay?
私がこれを好きだと思うの？ごめんよ これを 1つ
教えてやろうか？

21:20
On the count of three, just grab this. 

You ready? 3つ数えたら これを握ってください いいかい？
21:24 One, two, three. There it is. 1, 2, 3. これだ
21:26 No. What was that? Wow. 今のは何だ？すごいな
21:30 [ Phil ] Are you kidding me? からかってるのか？
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