
時間 英訳 和訳

2s
Here's what you missed last week: 

Quinn's pregnant, 先週の見逃しをご紹介します。クインが妊娠した

4s
and Puck's the father, but everybody 

thinks it's Finn. パックが父親だが 皆はフィンだと思っている

6s You're a punk who doesn't deserve to have 

Quinn お前はチンピラだクインと付き合う資格は無いな

7s
as his girlfriend. Except for Quinn's 

parents, who don't know anything... at 

all.

恋人にする資格が無い クインの両親以外は何も知
らない...全くね

11s They just know she's in the Celibacy 

Club.
彼女が禁欲クラブに入っていることだけは知ってい
る

13s
Well, call the Vatican! We got ourselves 

another immaculate conception.
バチカンに電話しろ！また、無原罪の受胎をしてし
まった。

16s And that's what you missed on... それはあなたが見逃したもの...
23s Ballad. バラードだ
25s From Middle English, balade. 中世英語のバラードだ
29s Who knows what this word means? この言葉の意味を知っている人は？
31s It's a male duck. オスのアヒルだよ
32s Kurt. カートだ
33s A ballad is a love song. バラードとは愛の歌です。
36s Sometimes, but they don't always express 

love.
時にはね でもいつも愛を表現するわけじゃない

38s
Ballads are stories set to music-- which 

is why they're the perfect storm of self-
expression.

バラードは音楽に合わせた物語です...それが自己表
現の完璧な嵐である理由です。

44s
Stories and music are the way we express 

feelings that we can't get out any other 

way.

物語と音楽は、私たちが他の方法では出せない感情
を表現する方法です。

48s Okay, now, sectionals are in a few weeks さて、あと数週間でセクション・ファイナルですが

51s
and there's a new rule this year-- we 

have to perform... a ballad.
今年は新しいルールがあります バラードを演奏し
なければなりません...

54s Looks like my weekly letter to the Ohio 

Show Choir Committee finally paid off!
オハイオ州のショー・コーラス委員会に毎週手紙を
出していたのが、ついに報われたようですね。

59s Okay. So here's our assignment for the 

week: さて、今週の課題です。
1:01 I'm going to pair you off, 二人一組になってもらいます
1:02

and I want you to pick a ballad to sing to 

your partner. バラードを1曲選んで 相手に歌ってもらいます

1:05 Look them right in the eye, 相手の目を見て
1:07 find the emotion you want to express, 表現したい感情を見つけて
1:10 I pick Quinn. 私はクインよ
1:12 No, no, no. いやいやいや
1:14 Your partners will be chosen by fate. あなた方のパートナーは運命的に選ばれます。
1:17

ALL: Ooh! Ooh, yeah. I put all your names 

in this hat. 名前を書いた紙が入ってる
1:20 Whoever you choose is your partner. あなたが選んだ人があなたのパートナーです。
1:22 (whispering): I bet the duck's in the 

hat.
アヒルが帽子の中に入っているのは間違いないわ
ね。

1:24
SANTANA: But Matt's out sick today. He 

had to go to the hospital, 'cause they 

found a spider in his ear.

でも、マットは今日は病欠なんだ。彼は病院に行か
なければならなかった、なぜなら耳の中にクモを見
つけたからだ。
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1:29
Um... I guess I'll just have to put my 

name in the hat for now. 帽子の中に自分の名前を入れておくことにします。
1:32 Who's up first? 最初に登場するのは？
1:36 Mercedes. メルセデスよ
1:41 Quinn. クイン
1:46 Kurt. カートだ
1:50

Mr. Shue, I don't know if I can do this 

with another guy.
シュエさん、他の男と一緒にできるかどうかわから
ないわ

1:52 The fates have spoken, Finn. 運命の出会いだ、フィン
1:55 Other Asian. 他のアジア人。
1:58 Brittany. ブリタニー
2:03 No way. Looks like I get you, Mr. Shue.

ありえない。シュウさん、あなたのことがよくわか
りました。

2:08 Uh... you know what? あの...あのね？

2:10 Maybe we should just wait until Matt gets 

back.
マットが帰ってくるまで待ったほうがいいんじゃな
い？

2:12 The fates talked, Mr. Shue. 運命の出会いですね、シューさん。

2:14
(laughter) Would you mind clarifying 

what kinds of songs you want us to sing?
(どんな曲を歌えばいいのか、明確にしてもらえま
せんか？

2:18 Why don't you let Mr. Schuester and I 

demonstrate. シューターさんと私で実演してみましょうか。
2:20 Brad, "Endless Love" in B-flat, please. 「エンドレス･ラブ」を
2:23 It's my favorite duet. 私のお気に入りのデュエット曲です
2:24

I really don't think that's an 

appropriate song, Rachel. それは適切な曲ではないと思いますよ レイチェル

2:28
Why? It's a great song, and it's a 

perfect ballad.
どうして？素晴らしい曲だし 完璧なバラードだか
らよ

2:31 Yeah. I really like that song, Mr. Shue. ええ、その曲は本当に好きです、シューさん。
2:41 ♪ My love... ♪ いとしい人よ…
2:44 KURT: I could totally sing this song with 

Finn. フィンと一緒に歌ってもいいですね。

2:47
But screw him if he's thinks he's taking 

the Diana Ross part from me.
でもダイアナ・ロスのパートを 僕から奪おうとし
ているようには見えないな

2:50 ♪ The only thing that's right... ♪ たった１つの光
2:54

PUCK: I love the days when I don't wear 

underwear. ♪ My first love... ♪ 俺はノーパンで 常に臨戦態勢

2:58
FINN: I never noticed how nice Rachel's 

butt is.
レイチェルのお尻がどんなに素敵か気づかなかっ
た。

3:00
Oh, crap, I think Quinn knows I'm staring 

at it.
ああ、ヤバい、僕がそれを見つめていることをクイ
ンが知っていると思うよ。

3:05 ♪ You're every step I make ♪ あなたは私の歩み
3:12 ♪ And I ♪ ♪ I ♪ ♪ I want to share ♪ 君と分かち合いたい
3:19 ♪ All my love with you ♪ 私の愛を貴方に
3:25 ♪ No one else will do ♪ 誰にも渡さない
3:31

♪ And your eyes ♪ ♪ Your eyes, your eyes ♪ 

♪ They tell me how much you care ♪ あなたの目に 　　私への愛があふれてる

3:45
RACHEL: Wow. I've never noticed this 

before, because he's always trying to 

destroy my career,
私のキャリアを 邪魔してきた先生の目が̶

3:49 but Mr. Shue has really pretty eyes. こんなにステキとは…
3:51 ♪ My endless love... ♪ この永遠の愛を
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3:55
And really nice teeth. He's obviously 

invested in good oral hygiene, and 

that's important to me.

そして、本当に素敵な歯。彼は明らかに良い口腔衛
生に投資していますそれは私にとって重要なことで
す。

3:59 It shows wonderful self-esteem. 素晴らしい自尊心の表れだわ
4:01 ♪ I'll be that fool ♪ ♪ For you ♪ あなたに夢中なの
4:07 ♪ I'm sure ♪ 分かってるわ…
4:10 WILL: I don't like the way その目はやめろ
4:13

Oh, I shouldn't have sungthis song to 

her. Crap! She lookscrazy right now.
ああ、彼女にこの歌を歌うんじゃなかった。くそ
っ！今の彼女はおかしいぞ

4:17 I knowthis look. この表情は知っている
4:22 ♪ You'll be the only one ♪ あなたしかいないの
4:27

♪ Oh ♪ ♪ 'Cause no ♪ ♪ No one can't deny ♪ 

♪ This love I have inside ♪ "誰にも邪魔させない" "僕の愛を

4:38 ♪ And I'll give it all to you ♪ ♪ My love ♪ "その全てを貴方に""私の愛を
4:47 BOTH: ♪ My endless love. ♪ この永遠の愛を
4:53 RACHEL: Okay, this is amazing. すごいわ
4:54

When I'm singing with him, it's like I'm 

seeing him for the first time. 一緒に歌って 初めて魅力に気づいたわ

4:58 And what I'm seeing is super... super 

cute.
一緒に歌って 初めて魅力に気づいたわ 目の前の彼
は めちゃくちゃキュート

5:07 Okay. こんな感じだ
5:18 Sweetie, スィーティー。
5:20 I' m so proud of you. あなたを誇りに思うわ
5:24 The Chastity Ball is so important to your 

father. お父様にとって貞操ボールはとても重要なのよ

5:27
QUINN: God, I miss the firm support of my 

polyester Cheerios uniform!
ポリエステルのチェリオスのユニフォームでしっか
り支えられていたのが懐かしいわ

5:31 The control panel hid my baby bump 

perfectly. 操作パネルは私の乳房を完璧に隠してくれました。

5:35
That's odd. We had this custom-made a 

month ago.
変だな。これは1ヶ月前にオーダーメイドしたもの
です。

5:38
I had a really big lunch today at school. 

Really big tacos.
今日、学校ですごく大きなランチを食べたの。本当
に大きなタコス。

5:46 No worries, sweetie. 心配しないで、あなた。

5:48
I'll just take it down to the tailor 

tomorrow. We'll let it out a little bit.
明日、仕立て屋さんに持って行って 少しずつ出し
ていきましょう。

5:51

The problem here, honey, is, you know, I 

just don't think you've been getting 

enough exercise ever since you quit the 

Cheerios.

ここでの問題は、ハニー、チェリオをやめてから、
十分な運動をしていないと思うんだ。

5:57 Am I right? Yeah. そうでしょ？そうよ
5:58 Yeah. That's right. そうだね その通りです。

5:59
I mean, you used to spend hours every day 

doing backflips and high kicks,
あなたは毎日何時間もかけてバク転やハイキックを
していたのに

6:03
and now, I mean, now you spend all your 

free time 今は、自由な時間は全て

6:06
sitting on a stool in the dark singing 

show tunes. 暗闇の中で椅子に座って歌を歌っている

6:09 Do you know how many calories you burn 

singing?
歌うことでどれだけのカロリーを消費するか知って
いますか？

6:12 Not very many. RUSSELL: Judy! あまり多くない ジュディ！
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6:14 Glenn Beck is on! グレン・ベックが出てる！
6:17 Oh! Wait. Hold on. 待って、待って
6:20 Oh, I don't want to see! 見たくないよ！
6:22 Daddy, it's not like we're getting 

married. パパ、結婚するわけじゃないんだから
6:24 I don't want-- oh. 見たくない...ああ
6:27 Oh, look at you. あら、見て。
6:30 Speaking of getting married, 結婚といえば..,
6:32 how's that boy 付き合っている男の子は

6:34
you've been dating? Yeah. Yeah. He's 

not, uh, pressuring you at all, is he?
付き合っている男の子は？ええ 彼は君に圧力をか
けたりしてないよね？

6:38 No! No, he's a gentleman. いやいや、彼は紳士だよ。
6:41 I'm glad to hear that. Mm-hmm. それはよかった そうですか
6:43 That's why I'm inviting him over だから彼を招待したんだ
6:45 Wonderful. Refresher? 素晴らしい リフレッシャー？

6:47
Honey, I don't want you to lift a finger 

for me. ハニー、僕のために指一本動かすのはやめてくれよ
6:50 Tsk. I'm your wife. チッ。私はあなたの妻よ。
6:52

(chuckles) My little lemon drop. Oh! I 

gotta go catch Glenn. (clears throat)
私の小さなレモンドロップ。ああ、グレンを捕まえ
に行かなきゃ。(咳払い)

7:04 Mr. Schuester? Yeah? シューターさん？何でしょう？

7:06
I just wanted to confirm that we're set 

to rehearse our ballad at 4:00 sharp this 

afternoon.

確認したいのですがバラードのリハーサルは今日の
午後4時ちょうどですよね？

7:10 Oh. Isn't Matt back yet? ああ マットはまだ戻らないの？
7:13 No, it's just... you and me, all week 

long.
いや 君と僕だけだよ 今週いっぱいはね

7:18 Great. 素晴らしい
7:20 Well... I'll see you at 4:00. じゃあ... 4時に会いましょう
7:26 Is there something else? 他に何かありますか？
7:28 I just wanted to give you this. あなたにこれを渡したいと思いました。
7:34 Open it. 開けてみてください。
7:37 Gold stars are kind of my signature 

thing. 金色の星は私のシグネチャーのようなものです。

7:40
I figure every time you wear it, you can 

think of me and the star you're helping 

me become.

君がこれを身につけるたびに、僕のことを思い出し
て、僕がスターになる手助けをしてくれるんじゃな
いかと思ってね。

7:47 WILL: It's happening... 始まったよ...
7:48 again. また始まった。
7:50 It always starts with a novelty gift. 始まりはいつも、ノベルティグッズから。
7:53 I mean, you can't blame her, Will. つまり、彼女を責めることはできないよ、ウィル。

7:55
I mean, if we were going to rank 

crushworthy teachers at this school, 

you'd be number one with a bullet.

この学校の教師をランク付けするとしたら、あなた
は弾丸で1位になるでしょうね。

8:02
Uh... well, I... when did, when did this 

start with Rachel? ええと...その...レイチェルとはいつからですか？

8:06 We sang a duet in Glee Club-- "Endless 

Love." 「エンドレス･ラブ」を 歌ってからだ

8:10 Okay, in hindsight, that was probably a 

mistake.
今にして思えば、あれは間違いだったのかもしれな
い。

8:15 I can't handle going through this again. もう2度と経験したくない
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8:17
Sorry, going through, um, going through 

what again? ごめん 何を？

8:19 Have I ever told you about... これまでに話したことがあるかな・・・
8:22 Suzy Pepper? スージー・ペッパー？
8:25

So the alpacas start there and, uh, 

travel down towards Guatemala.
アルパカはそこから出発してグアテマラに向かって
旅をする。

8:29
Suzy Pepper wasn't the first schoolgirl 

crush,
スージー・ペッパーは 初めての女子高生ではない
が

8:32 but she was the hardest. 一番の憧れだった
8:34 It happened about two years ago, 約2年前の出来事だ
8:36 before you were a teacher here. あなたがここの先生になる前です
8:37 Suzy was... unique. スージーは・・・ユニークだった
8:39

Mr. Shue, how do you conjugate the 

verb... to love?
シュウ先生、「愛する」という動詞の活用はどうで
すか？

8:56 Peppers. ペッパーズ

8:58
So you can wear them and think of me-- 

Suzy Pepper.
これを身につければ 私を思い出すことができるわ 

スージー・ペッパーよ
9:01

I thought it would burn out like the 

others,
他のペッパーのように 燃え尽きてしまうと思って
いたわ

9:07 Hello? もしもし？
9:09 (heavy breathing) Who is it? Who died? 誰ですか？誰が死んだの？
9:12 (heavy breathing continues) (荒い息遣いが続く)
9:14 Suzy Pepper? スージー・ペッパー？
9:16 You knew it was me just by the sound of my 

breath. 息の音で私だとわかったでしょ？
9:19 That's so romantic. とてもロマンチックだわ。
9:21

Listen, you little psycho, this is 

Will's wife. いいか、このサイコ野郎、彼はウィルの妻だ。

9:24
And if I don't get enough sleep, my anti-
depressants won't work, and then I'll go 

crazy and I'll kill you.

睡眠不足になると抗うつ剤が効かなくなって、気が
狂いそうになってあなたを殺すわよ。

9:28 Terri... Stop calling! テリー... 電話しないで！
9:31 (sighs) Can't you handle anything, Will? (ため息) 何も対処できないのか、ウィル？
9:35 Terri was right-- (school bell ringing) テリーは正しかった... (学校の鐘が鳴る)
9:37 or so I thought. そう思っていた。
9:39 I decided to be honest with Suzy, 俺はスージーに正直に話すことにした
9:41 face this head-on. 正面から向き合うことにした
9:43 Okay. How'd that go? わかった どうだった？

10:17
It was the world's hottest pepper. She 

had it shipped
世界一辛い唐辛子だった。彼女はそれをメキシコの
シナロアから

10:20 from Sinaloa, Mexico. Oh, no. メキシコのシナロア州から そんな...
10:21 Oh, gosh. What happened to her? なんてこった 彼女に何が起こったんだ？

10:23
Well, the ambulance arrived just in 

time. The pepper burned holes in her 

esophagus.

ちょうど救急車が到着しました。唐辛子は彼女の食
道に穴を開けました。

10:26
And she was in a medically induced coma 

for three days. そして3日間 昏睡状態に陥りました

10:29
That's why I can't just tell Rachel to 

back off. だからレイチェルに手を引けとは言えないんだ
10:32 These girls are too fragile. 彼女たちはあまりにも壊れやすいのです。

5



10:34
Wow. Okay. How about this? Why don't you 

take your own advice. Right? Do what you 

told the kids to do.

すごいな よし これならどうだ？自分の忠告を聞い
てみたらどうだ？そうだろ？子供たちに言ったこと
をやるんだ

10:40
If you're... if you're feeling awkward 

telling Rachel how you feel,
レイチェルに自分の気持ちを伝えるのが 気まずい
と思うなら-

10:44
then why don't you, um, you know, sing it 

to her? 歌ってみたらどうかな？
10:46 Let her down gently. 優しく諭すように。
10:49 And don't wear that tie. ネクタイはしないでね。
10:53 Sing to me everything you feel. 感じたことをすべて私に歌ってください。
10:57 Okay. いいよ
11:06 I can't. I can't. I can't sing to a dude. できないわ できないわ 男の人には歌えないわ
11:09 You have to try. やってみてよ。

11:10
I can't, okay! I can't! I'm sick and 

tired of people pushing me to be somebody 

I'm not.

できないよ、大丈夫！無理だよ！人に無理強いされ
るのはウンザリだわ

11:18
Your lashing out at me is fantastically 

compelling and inappropriate.
君が僕に怒りをぶつけるのは素晴らしく説得力があ
って不謹慎だよ

11:23 Dude, I'm sorry. すまないな
11:25 You're really awesome, Kurt. 君は本当に素晴らしいよ、カート。
11:28 I'm just under a load of crap right now. 俺は今、最悪の状況に置かれているんだ
11:31 Girls. 女の子たち。
11:33 They're your problem. 彼らはあなたの問題です。
11:35 They're up, they're down. 上がったり下がったり。
11:37 Girls. 女の子
11:47 It's the baby. 赤ちゃんがいるのよ
11:51 She's my daughter, and... 彼女は私の娘で...
11:54

there's so many things I want to say to 

her, and I'm never going to be able to.
彼女に言いたいことがたくさんあるんだけど、絶対
に言えない。

12:00 Like what? どんなことを？
12:02 Well... そうだな...
12:03

like how I don't want her to think that 

her father just abandoned her. 父親に捨てられたと思われたくないこととか

12:08
How I would do anything for her. How, no 

matter what I do, I'm always thinking 

about her.

彼女のために何でもすること 何をしていても彼女
のことを考えてしまう。

12:15
How I'm going to spend my whole life 

loving her, and she's never even going to 

know.

一生をかけて彼女を愛すつもりだが、彼女はそれを
知ることすらできないだろう。

12:22 You got to let it out. それを吐き出すんだ
12:28 How? どうやって？
12:32 By singing. 歌うことでね。
12:33 I'll Stand By You by the Pretenders. 「スタンド･バイ･ユー」は？
12:36

It's in your wheelhouse, and I know you 

know it from the radio
あなたの好みの曲だし、ラジオで聞いて知っている
と思うけど

12:39
because it's a classic. And you do well 

with the classics, especially in the 

soft rock mode.

名曲だからね そして、あなたはクラシック、特に
ソフトロック系の曲を得意としていますよね。

12:44 Yeah, I do like that song, but... 確かにあの曲は好きだけど......。
12:47 how is it going to make me feel better 

again?
どうしたらまた気分が良くなるんだろう？
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12:50 By singing it out. 歌ってみるんだ。
12:52 To the audience. 観客に向かって。
12:54 Imagine your little girl sitting there.

あなたの小さな娘がそこに座っているのを想像して
みてください。

12:59 Thank God I never missed a piano lesson. ピアノのレッスンを休んだことがなくてよかった
13:14 ♪ Oh ♪ ♪ Why you look so sad? ♪ なぜそんなに 　　悲しそうなんだい？

13:20
♪ Tears are in your eyes ♪ ♪ Come on and 

come to me now ♪ そんなに涙をためて 　　　　僕の元へおいで

13:29 ♪ When the night falls on you ♪ 夜に押し潰され 　　途方に暮れている

13:32 ♪ You don't know what to do ♪
夜に押し潰され 　　途方に暮れている 何でも打ち
明けて 　　僕の愛は変わらない

13:35
♪ Nothing you confess ♪ ♪ Could make me 

love you less ♪ 何でも打ち明けて 　　僕の愛は変わらない

13:41 ♪ I'll stand by you ♪ (full band joins in) 君のそばにいる
13:45 ♪ I'll stand by you ♪ "僕は君の味方だ
13:48 ♪ Won't let nobody hurt you ♪ "誰にも君を傷つけさせない
13:52 ♪ I'll stand by you ♪ "僕は君の味方だ
13:55 ♪ Take me in into your darkest hour ♪ "僕を連れて行って""君の暗闇の中へ
13:59 ♪ And I'll never desert you ♪ "決して君を見捨てたりしない
14:03 ♪ I'll stand by you ♪ "僕は君のそばに居る
14:07 ♪ I'll stand by you ♪ "僕は君の味方だ
14:10 ♪ Won't let nobody hurt you ♪ 誰にも傷つけさせない
14:14 ♪ I'll stand by you. ♪ "僕は君の味方だ
14:19 Finn, what's going on? フィン、どうしたの？
14:27 What are you doing? 何をしてるの？
14:29 Uh, nothing. いや 別に
14:35 Were you just singing to a sonogram? 超音波検査の時に歌ってたの?
14:38 Uh-huh. そうだよ
14:56 Is Quinn pregnant? クインは妊娠してるの？
14:59 (sobbing): Mom. (すすり泣き): ママ
15:01 I'm sorry. I'm so sorry. ごめんね 本当にごめんなさい
15:04 I screwed up, Mom. ママ、失敗しちゃった
15:07 It's going to be okay. きっと大丈夫だよ。
15:17 I can't believe you told your mom. ママに話したなんて信じられないわ。
15:18 What if she tells my mom? ママに言ったらどうするの？

15:20
No, she's not. Half the school knows. 

Your mom knows.
そんなことはないよ 学校の半分は知ってる 君のマ
マも知ってる

15:21 Who else do you want to tell? Huh? 他に誰に言いたいの？え？
15:23 But she's not going to tell anybody. でも彼女は誰にも言わないよ。

15:25
All this baby drama is making my rosacea 

act up.
赤ちゃんのドラマのせいで 酒さがひどくなってる
のよ

15:28
I know. I just feel bad for them, having 

to go through this on their own. そうだね。一人で抱え込むのは気の毒だわ
15:32 Let me see what I can do. 私に何ができるか考えてみます。
15:34 I'll report back later. 後で報告します。
15:35 QUINN: No, you're wrong, I'm right. いや、君は間違っている、僕は正しいよ。
15:37

I'm right, okay? She doesn't talk to 

other moms.
私が正しいのよ、いい？彼女は他の母親と話をしま
せん。

15:42 How do you explain her constant 

irritation with you?
彼女がいつもあなたにイライラしているのをどう説
明しますか？

15:45 It's because she's a girl. 彼女が女の子だからだよ
7



15:48
No, I think it's the pregnancy hormones 

or something. They make her kind of nuts.
いや、妊娠ホルモンのせいかな 頭がおかしくなる
んですよ。

15:52 It's enough to want to give up women 

altogether. 女をやめたいと思うくらいにね。

15:56
Anyway, thanks for the advice about 

singing to the baby like that.
とにかく、赤ちゃんに向かって歌うことについての
アドバイスをありがとう。

15:59 Uh, worked like a charm. 魔法のようにうまくいったよ。
16:01 I owe you one, dude. (pats arm) 1つ借りができたな。(腕をなでる)
16:05 KURT: Okay, I'll admit it. 認めますよ。

16:07
I'm madly in love with Finn. I have been 

since the first time we met.
俺はフィンを愛している 初めて会った時からずっ
とね

16:16 Dude. デュード
16:17

Impulse control. He was my knight in 

shining armor.
衝動制御。彼は私にとって、輝く鎧をまとった騎士
でした。

16:21
My feelings lingered stronger as we 

bonded over Glee. Then football.
グリーで意気投合してから、私の気持ちはより強く
残りました。そしてフットボール。

16:26 Your T zone is dangerously dry. あなたのTゾーンは危険なほど乾燥しています。
16:29 Your... your T zone. あなたの...あなたのTゾーン。

16:34
Twice a day. It's very mild and has a 

built-in sunblock.
1日に2回も。とてもマイルドで、日焼け止めも内蔵
されています。

16:38 Cool. いいね
16:41 I don't know why I find his stupidity 

charming. なぜ彼の愚かさを魅力的に感じるのかわからない。

16:44
I mean, he's cheating off a girl who 

thinks the square root of four is 

rainbows.

4の平方根が虹だと思っている女の子を 騙している
んだからね

16:48 I guess that's love for you. それが君にとっての愛だと思うよ
16:50 Eyes on your own paper. 自分の論文に目を向けよう。
16:54

I know it seems weird that I'm helping 

Finn with Quinn, クインのことでフィンを助けるのは変だと思うけど

16:56
but rest assured, it's all part of a 

master plan.
でも安心してください、これはすべて計画の一部な
んです。

16:59
No matter what I door how much I assist 

him with his ballad, she's going to end 

up disappointing him

どんなに私がドアを開けても、どんなに彼のバラー
ドを手伝っても、結局彼女は彼を失望させて

17:03
and breaking his heart. And then... 

he'll be crying into my shoulder pads.
彼の心を傷つけることになる そして彼は僕の肩パ
ッドで泣くんだ

17:13 Okay. So I'm really excited. わかったわ 私はとても興奮している。

17:15
I have picked a medley of songs that's 

going to be a fantastic teaching tool
メドレー曲を選びました素晴らしい教材になるでし
ょう

17:18 about how to sing a great ballad. バラードの歌い方について
17:20 Why is Miss Pillsbury here? なぜピルズベリーさんがここに？
17:24

I, too, am very curious about the power 

of the ballad. 私もバラードの力にはとても興味があります。

17:26
You know, I'm thinking of doing some 

career counseling in song. Emma, want to 

just...? S.A.T. prep...

歌でキャリアカウンセリングをしようと思っている
んです エマ ちょっといいかな? S.A.T.準備...

17:31 Yeah. ああ
17:32 Yeah. Okay. ああ よし
17:33 Rachel, this is a mash-up レイチェル、これはマッシュアップだ
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17:36
of "Young Girl" by Gary Puckett and the 

Union Gap
ゲイリー・パケット・アンド・ザ・ユニオン・ギャ
ップの「ヤング・ガール」と

17:38
and the 1980 Police classic, "Don't 

Stand So Close to Me."
1980年のポリスの名曲 "Don't Stand So Close 

to Me "のマッシュアップです。

17:41
And I want you to listen very closely to 

the lyrics because I really mean what I'm 

singing.

歌詞をよく聞いてください私が歌っていることは本
気ですから

17:47 Really listen. 本当に聞いてください。
18:00 ♪ Young teacher, the subject ♪ 若い教師は 　　女生徒の憧れの的
18:03 ♪ Of schoolgirl fantasy ♪ "女子高生の夢

18:07
♪ She wants him so badly ♪ ♪ Knows what 

she wants to be ♪
"彼が欲しくてたまらない" "自分がどうありたい
か

18:14 ♪ With all the charms of a woman ♪ "女としての魅力に溢れてる
18:21 ♪ You've kept the secret of your youth ♪ "青春時代の秘密を抱えている
18:27

♪ Book marking, she's so close now ♪ ♪ 

This girl is half his age ♪ "あの娘はもうすぐだ" "あの娘は彼の半分の年齢
18:33 ♪ Don't stand ♪ ♪ Don't stand so ♪ ダメだ　近づくな
18:37 ♪ Don't stand so close to me ♪ 近寄らないでくれ 君はどうかしてるよ

18:41 ♪ Young girl, you're out of your mind ♪
君はどうかしてるよ その愛は間違ってる 　　　　
目を覚ますんだ

18:44
♪ Your love for me is way out of line ♪ ♪ 

Better run, girl ♪ その愛は間違ってる 目を覚ますんだ

18:49 ♪ You're much too young, girl ♪ 君は若すぎる

18:54 ♪ Temptation, frustration ♪
誘惑とフラストレーション 思わず彼は泣きたくな
る

18:59 ♪ So bad it makes him cry ♪ 思わず彼は泣きたくなる その香水とメイクで
19:02 ♪ Beneath your perfume and makeup ♪ その香水とメイクで
19:08 ♪ You're just a baby in disguise ♪ 幼さを隠してるだけ
19:15

♪ Get out of here ♪ ♪ Before you have the 

time to change your mind ♪ もうよすんだ 　　きっと気が変わる

19:22 ♪ 'Cause I'm afraid ♪ ♪ You'll go too far 

♪ これ以上 暴走するな

19:29 ♪ Don't stand ♪ ♪ Don't stand so ♪ ダメだ　近づくな
19:32 ♪ Don't stand so close to me ♪ 近寄らないでくれ 君はどうかしてるよ

19:35 ♪ Young girl, you're out of your mind ♪
君はどうかしてるよ その愛は間違ってる 　　　　
目を覚ますんだ

19:39
♪ Your love for me is way out of line ♪ ♪ 

Better run, girl ♪ ♪ Don't stand ♪ ♪ Don't 

stand so ♪
その愛は間違ってる 目を覚ますんだ

19:46
♪ Don't stand so close to me ♪ ♪ You're 

much too young, girl. ♪ 君は若すぎる
19:59 So, Rachel, じゃあ、レイチェル。

20:03
do you think you understood the message I 

was trying to get across with that 

ballad?

私があのバラードで伝えようとしたメッセージを 

理解してくれたと思いますか？

20:06
Yes. It means I'm very young, and it's 

hard for you to stand close to me.
ええ、私がとても若いので、あなたが私の近くに立
つのは難しいということです。

20:10 (sighs) Um, no, um... (sighs) うーん、いや、あの...。

20:13 Emma, would you mind helping me out here? 

Um, was that the message that you got?

エマさん、ちょっと手伝ってくれませんか？ええ
と、それはあなたが受け取ったメッセージでした
か？
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20:17 You're a a very good performer. あなたはとても良い演技をする人です。
20:20 He's very good. 最高よね
20:21

RACHEL: Well, I for one can't wait to go 

home and work
家に帰って、自分のメドレーを作るのが待ち遠しい
です。

20:24 on a medley of my own for tomorrow,
明日のために自分のメドレーを作るのが待ち遠しい
です。

20:26 because this lesson has given me... なぜなら、このレッスンは私に...
20:29 No, Rachel, that really wasn't the... いや、レイチェル、それは本当に...
20:35 Bravo. ブラボー
20:46 Thanks for coming over, Kurt. 来てくれてありがとう、カート。

20:48
I know you're into fashion and that kind 

of stuff.
あなたがファッションやそういうものに 興味があ
るのは知ってるわ

20:50
And I need to find something nice to wear 

to the Fabrays' for dinner, so...
ファブリーズの夕食に着ていく服を 見つけないと
いけないから...

20:54
I couldn't be more pleased and honored to 

help you find something vintage and 

appropriate to wear.

ヴィンテージで相応しいものを 見つけるお手伝い
ができて とても嬉しいし光栄です

20:59 Here it is. はい、これです。
21:02

My mom never had the heart to throw this 

stuff out. 母はこんなものを捨てる勇気はありませんでした。

21:09
Here, hang on to that for the next time 

Puck throws you in the Dumpster. 今度パックに捨てられた時のために 持っていてね

21:14 My dad's the same way. うちの父も同じです。

21:17
My mom died ten years ago, and he still 

keeps her toothbrush on the holder by 

their sink.

母は10年前に亡くなりましたが、父は未だに母の
歯ブラシを洗面台の横のホルダーに置いています。

21:21
The broken dresser in their room still 

smells like her perfume.
彼らの部屋の壊れたドレッサーは、まだ彼女の香水
のような匂いがする。

21:29
I know it's stupid, but sometimes I'll 

sneak in there
バカげているとは思うけど、たまにこっそり入って
いって

21:31 and open all the drawers and lie on the 

floor 引き出しを全部開けて、床に寝転んで
21:34 and close my eyes and just smell her. 目を閉じて彼女の匂いを嗅ぐんだ
21:37 That's not stupid. それは馬鹿げたことではありません。
21:43

I guess in a way, I'm lucky I never knew 

him, you know? ある意味では、彼を知らなくてよかったと思うよ。
21:53 Check this out. これを見てください。
22:00 Not half bad. 半端じゃないですね。
22:01 (chuckles) Your father had good taste. (笑) お父さんの趣味がいいね。
22:05 I can't believe it fits. これが似合うなんて信じられないよ。
22:13 Uh, thanks. ああ、ありがとう。
22:23 My father was brave enough 私の父は勇敢でした
22:25

to fight in some desert thousands of 

miles away, 何千キロも離れた砂漠で戦っていたのですから。

22:28 and I can't even go over to Dudley Road
ダドリーロードに行って、ファブリーズに真実を伝
えることもできない。

22:30 and tell the Fabrays the truth.
ダドリーロードに行って ファブリーズに真実を伝
えることもできない

22:34
Your father didn't charge into the 

breach empty-handed. He had a weapon.
あなたのお父さんは手ぶらで突撃したわけではあり
ません。武器を持っていました

22:40 You think I should bring a gun? 銃を持っていくべきだと？
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22:43
N-No, I think you should use your 

greatest weapon-- いいえ、あなたの最大の武器は...
22:47 your voice. 声だよ
22:56 Hey, sweetie, I'm home. ねえ、あなた、私は家にいます。
23:03 Something smells good. 何かいい匂いがするわね
23:17 Oh, thanks. ありがとう いいえ

23:19
RACHEL: You're welcome. Casserole's 

almost ready. Hope you like venison. キャセロールが もうすぐできます

23:29 Why did you even let her in the house? なぜ入れた グリークラブの子でしょ
23:31 'Cause she said she was one of your Glee 

kids. グリークラブの子でしょ
23:33 It didn't take me five minutes 5分もかからなかったよ
23:34 to realize she's in love with you.

彼女があなたに恋していることは5分もかからなか
ったわ

23:36 She asked if she could see your baby 

pictures. 彼女は赤ちゃんの写真を見たいと言ってきた。

23:39 What, so now you're making her clean our 

bathroom? それで彼女にバスルームの掃除をさせているのか？

23:42

Look, Will, I have been dealing with 

these schoolgirl crushes for years. So 

why shouldn't I get a little something 

out of it?

学生時代の恋心には 何年も付き合ってきたのよ 何
かを得てはいけないのか？

23:46 Do you have any more Ajax? もっとエイジャックスはないの？
23:48 Oh, in the linen closet, sweetie. リネン庫にあるわよ
23:53 This is immoral, Terri. これは不道徳よ テリー
23:56 No, honey, you know what's immoral? 何が不道徳なのかわかる？

23:58
Is me having to deal with the fact that my 

husband spends
夫が一日中、若い女性と過ごしているという事実に 

対処しなければならないのよ
24:00

all day with young girls who are perkier 

and younger than I am.
私の夫が一日中、私より元気で若い女の子たちと過
ごしていることです。

24:04
I have a rash on my belly from that cocoa 

butter that your mother sent me.
ママが送ってくれたココアバターのせいで お腹に
吹き出物ができたわ

24:09
Do you have any idea how much it burns 

when I sweat? 汗をかくとどれだけ火傷するかわかっているの？

24:12 I can't scrub the floors as hard as she 

can.
私は彼女のように一生懸命床を磨くことができな
い。

24:14
Baby, if it's that bad, you have to let me 

see it. It might be infected.
ベイビー、そんなに悪いなら見せてくれないと。感
染しているかもしれない。

24:17
What, so now I'm going to show you the 

bleeding pustules on my skin? 血の混じった膿疱を見せろというの？

24:20
Wow, yeah, no, that's not going to send 

you into the loving arms of some teenage 

slut.

そんなことをしても、10代の淫乱女に愛想を尽か
されるだけだぞ。

24:23
For the last time, I am not having an 

affair with any of my students,
何度も言いますが、私は生徒の誰とも関係を持って
いません。

24:27
and you are not allowed to turn one of 

them into your slave 生徒の一人を奴隷にしてはいけません

24:30
because you have this irrational fear of 

me leaving you. 私があなたの元を去ることを恐れているからです
24:32 But why not, huh, しかし、なぜそうしないのでしょうか？
24:33 if it's win-win for everyone? 誰もが得をするのなら？
24:35 Look, she's a really good cook. 彼女は料理が上手いんだよ
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24:37 (groans) Try it. (やってみて
24:37 Where are you going? どこへ行くんだ？
24:39 I'm taking Rachel home. レイチェルを家に連れて行く

24:41
Can you ask her to dust the blinds in the 

craft room first?
その前に工芸室のブラインドを 掃除してもらって
いい？

24:44 RACHEL: Mr. Schuester? シュー先生 何だい
24:47 Yes, Rachel? はい、レイチェル？

24:48 Why do I have to sit in the backseat?
なぜ後部座席に？ 法律で子供は後ろと 決められて
る

24:50 Um, it's the law. ええと、法律で決まっているんです。
24:52 Children have to ride in the back. 子供は後ろに乗らなければなりません。
24:54 Children under seven. 7歳以下の子供です
24:56 Well, I'm just concerned for your 

safety. 君の安全を考えてのことだよ
25:00 Really? 本当に？
25:02 Um... no, not really. ええと...いいえ、そうではありません。

25:09
I think we should take advantage of this 

golden alone time
二人きりの時間を利用して バラードの練習をしよ
う

25:11
and practice our ballad. That would be 

great, but I don't have
バラードの練習をしよう それはいいけど、車に音
楽がないよ

25:15
any music in the car. It's okay, I made us 

a CD.
車の中に音楽がないわ 大丈夫よ CDを作ってあるか
ら

25:23 ♪ Ah, crush ♪ 首ったけよ
25:29

♪ I see you blowin' me a kiss ♪ ♪ It 

doesn't take a scientist ♪ あなたが私に 　　投げキスをした

25:34 ♪ To understand what's going on, baby... 

♪ その意味は分かるわ
25:40 It wasn't finished. 完成してなかったのね
25:42

Yeah, well, the acoustics are horrible 

in the car. ああ、車の中の音響効果は最悪だからな

25:47
So... how's it going with Puck? Are you 

guys still seeing each other?
それで...パックとはどうなってるの？まだ付き合っ
てるのか？

25:51 I broke things off. 別れました。

25:52
He was too immature, as are all the boys 

in high school.
彼はあまりにも未熟だった 高校生の男の子はみん
なそうだけど

25:56
I need a man who can keep up with me 

intellectually and creatively.
私には知的にも創造的にもついてこれる男性が必要
です。

26:00
Well, that's a tough road for most high 

school boys.
ほとんどの高校生男子にとって、それは厳しい道の
りですよね。

26:06 That's why I have my sights set much 

higher.
だからこそ、私はもっと高みを目指しているので
す。

26:16 (school bell ringing) (学校のベルが鳴る)
26:17 Stay away from him. 彼に近づかないで。
26:20 You're going to get hurt bad. ひどい目に遭いますよ。
26:22 You can't threaten me, Pepper. 私を脅してはいけないよ、ペッパー。
26:24 You should be. あなたはそうすべきよ。
26:29 Oh, you're on the second floor? あら、あなたは2階にいるの？
26:31 Oh, you're right above me. ああ、あなたは私の真上にいる。
26:33 Girl, you? 女の子、あなたは？
26:35 I am a hot damn mess. 私は暑苦しくてしょうがない。
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26:37
I found out today that my hamster is 

pregnant in biology class, and I just 

started weeping.

今日、生物の授業でハムスターが妊娠していること
を知って、涙が出てきたわ。

26:42 No, no, I think that's a great idea. いやいや、それはいい考えだと思うよ。
26:44 We're supposed to be rehearsing. リハーサルをしているはずなのに。
26:48 I'll hit you back. 殴り返してやる。
26:50 This is bad, dude. All our ballads are 

terrible これはひどいな、おい。バラードは全部ダメ
26:52 'cause we're all so distracted. 気が散ってしまうから

26:54
We're all worried about Finn and Quinn 

and Babygate. We can't even sing about 

our emotions

フィンやクインの事が気になってベビーゲートの事
も 自分の感情を歌うこともできない

26:58
'cause we're so worried about theirs. 

Who cares? 気になって歌えない 誰が気にするの?

27:01 Um, we all do, みんな気にしてるよ
27:03

so we decided we're all going to sing 

them a ballad だから皆でバラードを歌う事にした
27:05 to show that we got their backs. みんなでバラードを歌おう
27:07 Are you kidding me? からかってるのか？
27:08 There's no way I'm singing to them. 彼らのために歌うなんてありえないよ。
27:10 (groans) It's not fair. (不公平だわ
27:11 Finn gets everything. フィンが全てを手に入れる
27:13 He gets the sympathy, he gets the girl. 同情もされるし、彼女もされる
27:15 What is your problem? 何が問題なんだ？
27:18 I am. 僕は...
27:21 What? 何？
27:28 All right, look. 分かったよ
27:30

You need to get something through your 

Mohawk real quick. そのモヒカン頭に何かを吹き込むんだ

27:33
You're the baby's daddy. It takes a hell 

of a lot more
君は赤ん坊の父親なんだぞ 父親になるには多くの
ことが必要だ

27:35
to be a father, and that role's already 

been cast.
父親になるにはもっと大変なことが必要で、その役
はもう決まっているんだ。

27:37 because Quinn chose Finn, クインがフィンを選んだから
27:40 and you need to accept that and move on それを受け入れて前に進まないと
27:42

'cause you have no business messing up 

that girl's life あの子の人生を台無しにしてはいけないからな
27:44 any more than you already have. これ以上は無理だ
27:47 You need to back off. 手を引くんだ。
27:49 You owe her at least that much. 彼女にはそのくらいの義務がある
28:00 Mmm, it's a lovely ham. うーん、いいハムだね

28:03
Thank you. There is no beating Judy's 

ham.
ありがとうございます ジュディのハムには勝てま
せん。

28:06 (laughs) Well, I cure all my own meats. (肉は全部自分で焼いてますから
28:13 I'd like to propose a toast. 乾杯しようじゃないか
28:16 QUINN: Daddy. パパ
28:17

No. Russell and his famous toasts. 

(Russell chuckles)
いいえ、ラッセルと彼の有名なトーストです。(ラ
ッセルが笑う)

28:22 The Fabrays ファブレー家は
28:24 are a tight-knit family. 家族の絆は強いですね。
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28:26 I have been blessed with a loving wife,
私は愛すべき妻と2人の素晴らしい娘に恵まれまし
た。

28:29 two remarkable daughters. 2人の素晴らしい娘たちに恵まれました。
28:32 My first married a wonderful Christian 

man
一人目の娘は、素晴らしいクリスチャンの男性と結
婚しました。

28:35 who owns his own chain of UPS stores. 彼はUPSのチェーン店を経営しています。
28:37 My second daughter-- 次女は
28:38 little Quinnie-- we are just so proud of 

her. クインは私たちの誇りです。
28:42 Captain of the Cheerios. チア部のキャプテン。
28:45 President of the Celibacy Club. 禁欲クラブの会長です。
28:46

(heart thumping) I got a little peek at 

the dress. ドレスを少し覗いてみました。

28:50
I'm certain she's a shoo-in for princess 

of the...
彼女がプリンセス・オブ・ザ・イヤーに選ばれるの
は間違いないでしょうね...

28:53
(chuckles) But tonight we are very glad 

to welcome しかし、今夜は彼女の新しい友人...

28:56 her new friend-- quarterback, no less.
彼女の新しい友人...クオーターバックを歓迎したい
と思います。

28:58 I have to go to the bathroom. トイレに行ってきます。
29:02 Uh... too much pop. 炭酸飲料の飲み過ぎですね。
29:06

Oh, wait, it's right through the 

kitchen, sweetheart.
ああ、待って、それはキッチンを通っています、あ
なた。

29:11 He wears a helmet when he plays, right? 彼はヘルメットを被ってプレーするんでしょ？
29:13 He's just intimidated by you, Daddy. パパにビビってるんだよ
29:24 Well, hello, Finn Hudson. やあ、フィン・ハドソン。

29:26 I'm at the Fabrays and I'm freaking out.
今ファブリーズにいるんだけど パニックになっち
ゃって

29:28 What does a heart attack feel like? 心臓発作ってどんな感じなの？

29:29
Settle down, cowboy. This is why we 

burned the disc
落ち着けよ カウボーイ そのためにディスクを焼い
たんだ

29:31 and spent all that time rehearsing. リハーサルにも時間をかけたのに
29:32 I can't do it. Yes, you can. 僕にはできないよ。いや、できるさ。

29:34 Just remember the power of the ballad. I 

have to go; they'll think I'm pooping.

バラードの力を思い出してください。私は行かなけ
ればならない、彼らは私がうんこをしていると思う
だろう。

29:52 That's my kitchen radio. それは私のキッチンラジオです。
29:54 Yeah, I need to borrow it. 借りたいんだけど
29:55 Finn, what's this? フィン これは何？

29:58
Well, we have this assignment in Glee 

Club to sing a ballad. グリークラブの課題でバラードを歌うんだ
30:01 They're all about expressing バラードは表現力が命
30:03

the things you can't find any other way 

to say. 他に言いようの無い事を表現するんだよ
30:05 Oh, God, Finn, don't. やめてよ フィン
30:06 Please don't. 頼むからやめてくれ
30:09 No, I need to do this for both of us. 二人のために必要なことなんだ
30:19 ♪ You're having my baby ♪ "僕の子供を産んでくれ

30:24
♪ What a lovely way of saying how much you 

love me ♪
"何て素敵な言葉なんだろう""僕をこんなに愛して
るなんて

30:30 ♪ You're having my baby ♪ "僕の赤ちゃんを産んでくれて
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30:33
♪ What a lovely way of saying ♪ ♪ What 

you're thinking of me ♪
"何て素敵な言葉なんだろう" "僕の事を想ってくれ
ている

30:39 ♪ I can see it ♪ ♪ Your face is glowing ♪ "僕には分かる" "君の顔は輝いている

30:46
♪ I can see it in your eyes ♪ ♪ I'm happy 

you know it ♪
"君の瞳に映っている" "君が知っている僕は幸せ
だ

30:51 ♪ That you're having my baby ♪ 私の赤ちゃんを産んでくれて

30:55
♪ You're the woman I love ♪ ♪ And I love 

what it's doing to you ♪
"君は僕が愛した女性" "君にしていることが大好
きだ

31:01 ♪ You're having my baby ♪ "僕の子供を産んでくれた

31:05
♪ You're a woman in love and I love ♪ ♪ 

What's going through you ♪
"君は恋する女性""僕は君を愛している""君の中に
あるもの

31:10 ♪ The need inside you ♪ "君の中の欲求が
31:14 ♪ I see it showing ♪ "それが見えて来る
31:17

♪ Whoa, the seed ♪ ♪ Inside you, baby... ♪ 

(turns music off) 君に宿った子が…
31:40 There must be some sort of mistake here. 何かの間違いでは？
31:41 Quinnie, クイニ-。
31:42 we raised you right. あなたを正しく育てたわ
31:44 You... you did. あなたは...あなたはした
31:46

We didn't even have sex. I'm sorry. Can 

we just stop with the lying, please?
セックスもしていないのに。ごめんなさいね。嘘を
つくのはやめてくれないか？

31:51 But I... When you were about five years 

old, でも... 君が5歳くらいの時

31:54
I took you and your sister down to an 

Indians game.
君と君の妹を連れて インディアンの試合に行った
んだ

31:57
All the other dads brought their sons, 

but my two girls 他の父親は息子を連れてきたが 私の2人の娘は...

32:02 Daddy. パパ
32:05 Your sister made it through the whole 

game, 君の妹はゲームを最後までやり遂げた。
32:07 but you fell asleep in my lap. あなたは私の膝の上で眠ってしまった。
32:10 I kept hoping nothing exciting would 

happen,
興奮するようなことが起こらないようにと願ってい
た。

32:13 'cause I didn't want the crowd to get too 

loud-- 観客がうるさくしないようにと思って...
32:18 ...wake you up. 起こしてしまわないように
32:24 Didn't matter. でも、そんなの関係ない。
32:29 You stayed asleep in my arms 君はゲームが終わるまで私の腕の中で眠っていた
32:32 till the game ended. ゲームが終わるまで
32:35 Daddy, I'm so sorry. パパ、ごめんなさい。
32:43 You need to leave. 出て行ってくれ
32:46 Please, Daddy can we talk about this? お願い、パパ......このことについて話し合える？
32:48 Finn is a good guy. フィンはいい人だよ
32:51 He loves me. 私を愛してくれてる
32:56 Get out of my house. 俺の家から出て行け
32:59 You can't do that. She didn't do anything 

wrong. それはダメだよ あの子は何も悪くないのに

33:02 Please, Mrs. Fabray, do something. ファブレイ夫人 何とかして下さい

33:05
(crying) If she wanted to do something, 

she would've when she found out that I 

was pregnant.

(その気になれば 私の妊娠を知った時に 決断する
はず
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33:12 You knew? 知ってたの？
33:15 I-- no. 私は...
33:16 She didn't tell me anything. 彼女は何も言ってくれなかった
33:20 And I needed you. だから君が必要だった
33:22 I needed my mom. ママが必要だったんだ
33:25 And you were so scared of what he would do 彼が知ったら何をするかわからないと思ったから
33:28 if he found out 彼が知ったら
33:29 you just pushed it aside あなたはそれを脇に追いやった
33:31 like we do every bad feeling in this 

house. この家での嫌なことは全てそうするように

33:36 If you don't talk about it, it doesn't 

exist. 話さなければ、存在しないことになる。
33:39 Now do not turn this on us! 私たちのせいにしないで！
33:41 You are the disappointment here! あなたには失望したわ！
33:48 Because I'm not a little girl anymore? 私がもう少女ではないから？
33:52 Because I made a mistake? 私が失敗したから？
33:54 Who are you? あなたは誰？
33:58 I don't recognize you at all. 私はあなたを認識していません。
34:00 I'm your daughter. 私はあなたの娘です。
34:03 Who loves you. あなたを愛しています。
34:05

And who knows this must be really hard 

for you,
これがあなたにとって本当に難しいことだと知って
います。

34:08
but I just need my daddy to hold me, and 

tell me that it's going to be okay.
パパに抱きしめてもらって、大丈夫だよって言って
もらいたいんです。

34:24 Please. お願いします
34:31 (sobbing) Judy! ジュディ！

34:41
Honey, how many times have I told you, 

you gotta turn these T-shirts right side 

out before you...

何度も言ってるけど Tシャツは裏返しにしない
と...

34:46 Um... Mom, Quinn's parents threw her 

out. ママ、クインの両親は彼女を追い出したのよ
34:52 Could she stay here for a couple of days? 2、3日ここに滞在してもらえませんか？
34:56 Yeah, of course she can. ええ、もちろんよ
35:01 Honey, you can stay here as long as you 

want. 好きなだけ居ていいのよ
35:08 Hey, Barbra Streisand, ねえ バーブラ・ストライサンドさん
35:10 we need to have a little talk. ちょっと話があるんだ
35:12 I have nothing to say to you, Pepper. 何も言うことはないわ ペッパー
35:13 If you continue to stalk me, I'll press 

charges. これ以上ストーカー行為を続けるなら告発するわよ

35:15
Everyone knows what you are. You're the 

school crazy.
みんなあなたの事を知っているわ あなたは学校の
キチガイ

35:18 I was crazy. 私は狂っていた
35:19 Crazy in love. 愛に狂った

35:21
There's nothing you can say that's going 

to change
あなたが何を言っても 私のシューターさんへの気
持ちは変わりません

35:22
the way I feel about Mr. Schuester. Ours 

is a love for the ages.
シューターさんへの気持ちは変わらないわ 私たち
は時代を超えた愛を持っています。

35:26 Your threats will just make our love grow 

stronger.
あなたの脅しは、私たちの愛をより強くするだけで
す。

16



35:28
Let me tell you a few things I learned 

from two years of intense psychotherapy
私が2年間の激しい心理療法と食道移植から学んだ
ことを少しお話しましょう。

35:31 and an esophagus transplant. 食道の移植から学んだことをお話ししましょう。
35:33 Lesson number one: 教訓その1。
35:35 You and Shue? It won't work. あなたとシュー？うまくいかないよ。
35:38 We're not so different, you and me. あなたと私はそれほど違いはないわ。
35:42 We're both mildly attractive 二人とも魅力的なんだ
35:45 Love is hard for us. 私たちにとって愛は難しい
35:47 We look for boys we know we can never 

have.
絶対に手に入らないとわかっている男の子を探すん
だ。

35:49 Mr. Shue is a perfect target シュエさんは、私たちの自尊心の問題にとって
35:51 for our self-esteem issues: 私たちの自尊心の問題の

35:54 He can never reciprocate our feelings, 

which only reinforces the conviction

彼は私たちの気持ちに応えることができないので、
私たちは愛される価値がないという確信を強めるだ
けです。

35:56 that we're not worthy of being loved.
私たちは愛される価値がないという確信を強めてし
まうのです。

35:59 Trust me. I'm a cautionary tale. 私を信じてください。私は戒めの物語なのです。
36:05 You need to find some self-respect, 

Rachel. 自尊心を取り戻すんだ、レイチェル。
36:08 Get that mildly attractive groove back. その魅力的なノリを取り戻すんだ
36:26 Mr. Schuester, I'm ready when you are!

シューターさん、私はいつでも準備ができています
よ。

36:29
The ballad I've selected has an 

important message
私が選んだバラードには、重要なメッセージが込め
られています。

36:30 that I'm anxious for you to hear. あなたに聞いてもらいたいと思っています。
36:32

Rachel, I'm sorry, I'm going to have to 

stop you.
レイチェル、すまないが君を止めなければならな
い。

36:36 The way you've been acting is totally 

inappropriate. 君の行動は全く不適切だ。

36:40
I'm your teacher, Rachel, and I'm sorry, 

but that's all I'm ever going to be.
私は君の先生だ、レイチェル、すまないが、それが
私のすべてだ。

36:44 I know. 分かってる
36:49 brought these for you as an apology. お詫びにこれを
36:53 And the song I was going to sing was, そして、私が歌おうとしていた曲は、

36:55
Sorry Seems To Be The Hardest Word by 

Elton John, 'cause I know how much you 

love it.
エルトン･ジョンの 「悲しみのバラード」です

37:01 I'm such an idiot. 俺はバカだな
37:05 Mooning over you and cleaning your 

apartment... 君の上で月光浴したり、アパートを掃除したり...
37:09 It's okay. 大丈夫だよ。
37:18 I know it's not always easy for you, 

Rachel.
君にとっていつも簡単ではないことはわかってる
よ、レイチェル。

37:21
And I know that there are some things 

about yourself that you think you'd like 

to change.
変えたいと思うこともあるだろうけど

37:26
(sniffling) But you should know that 

there is some boy out there
でも、あなたを好きになってくれる男の子がいるこ
とを知っておいてください。

37:29
who's going to like you for everything 

you are.
あなたの全てを好きになってくれる男の子がいるこ
とを知るべきです。
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37:32
Including those parts of you that even 

you don't like. 自分でも嫌だと思っている部分も含めて。

37:34
Those are going to be the things he likes 

the most. それが彼の一番好きなところになるんだよ。
37:40 Thanks, Mr. Shue. ありがとう、シューさん
37:45 What do you say we ditch rehearsal today? 今日のリハーサルは中止にしませんか？
37:47 (chuckles) (笑)
37:49 I've got to be honest, Rachel, 正直に言うと、レイチェル。
37:51

you've never really needed much help 

with your ballads. 君のバラードにはあまり助けが必要ではなかった。

37:54
You've been knocking them out of the park 

since day one. 君は初日からバラードを見事に歌い上げた。
38:00 Do you like them? バラードは好きですか？
38:02 They're great. 気に入ってます
38:06 So they just kicked her out? それで彼女は追い出されたの？
38:10 Yeah. Gave her half an hour to pack. そうです。30分で荷造りしろと
38:13 Father set the timer on the microwave. 父が電子レンジのタイマーをセットした
38:16 I'm sorry. I guess my plan kind of 

sucked. すまない 私の計画は失敗だったようだ

38:20 No, uh, this is good. いや、これでいいんだ
38:23

No more secrets. You know, everything's 

out there-- もう秘密はない 全てが公開されるんだから

38:26 all the feelings. And that's better, 

right? すべての感情が その方がいいだろう？

38:33 Yes. Better. そうだな 良いことだ
38:36 Good. 良かった
38:40 All right, well, uh, let's work on your 

ballad. ではバラードを練習しましょう

38:43
You were really helpful when I was trying 

to find mine. 僕の曲を探すのに君はとても役に立った
38:48 I Honestly Love You. 愛の告白」だ
38:53 Sounds awesome. 良い曲だ
38:57 I don't know the song, or whatever, 曲は知らないけど
39:00 but it sounds positive and nice and 

stuff. ポジティブで素敵な曲だわ
39:04 MERCEDES: Hey, you two. お二人さん
39:07 We need to go to the choir room. 聖歌隊の部屋に行きたいんだけど
39:08

Why? Because there's something we want 

to give you and Quinn. どうして？あなたとクインに渡したいものがあるの
39:17 Is there a cake? ケーキはあるの?
39:18 No, there's no cake. いいえ ケーキはありません
39:20 QUINN: Oh. MERCEDES: Be quiet and sit 

down. ああ..: 静かにして座ってください

39:22 Hi, Quinn. ハイ、クイン
39:23

Do you know what's going on? Your fellow 

Glee Club members
何が起きているのか知っていますか？グリークラブ
の仲間が

39:28 want to sing a song for you guys あなた達のために歌を歌いたいの
39:30 to let you know how they feel about you. あなたへの気持ちを伝えるために
39:32 What are you going to sing? 何を歌うの？
39:35 Just listen. The song says everything. いいから聞いて。歌が全てを物語っている
39:47 ♪ Hum-hum-hum-hum ♪ ARTIE: ♪ Hold on ♪ 僕たちの人生には̶
39:51 ♪ Sometimes in our lives ♪ 僕たちの人生には̶ 時々 痛みや悲しみが訪れる
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39:55 ♪ We all have pain ♪ 時々 痛みや 悲しみが訪れる
39:59 ♪ We all have sorrow ♪ "誰にでも悲しみはある
40:02 ♪ But if we are wise ♪ "でも私達が賢明なら
40:06 ♪ We know that there's always tomorrow ♪ "明日があることを知っている
40:13 ALL: ♪ Lean on me ♪ "私に寄り添って
40:15 ♪ When you're not strong ♪ "力が無くても
40:18 ♪ And I'll be your friend ♪ "僕は君の友人だ
40:19 ♪ I'll help you carry on ♪ "君の支えになる
40:25 ♪ For it won't be long ♪ きっと大丈夫
40:28 ♪ Till I'm gonna need somebody to lean on 

♪ 誰にだって 　　頼れる人が必要さ 僕を呼べばいい

40:35 ♪Just lean on me♪ 僕を呼べばいい
40:36 ♪ Call on your brother ♪ 僕を呼べばいい 手を貸してほしい時は
40:38 ♪ Hey♪ ♪ へい♪
40:39 ♪ When you need a friend ♪ "友達が必要な時は
40:41 ♪ We all need somebody to lean on ♪ "みんなで力を合わせよう

40:44 ARTIE: ♪ Somebody to lean on ♪
誰にだって 頼れる人が必要さ 僕も君に助けてもら
うかも

40:46 ALL: ♪ I just might have a problem ♪ 僕も君に助けてもらうかも

40:49 ♪ That you'll understand ♪
僕も君に助けてもらうかも 誰にだって頼れる人が
必要さ

40:52 ♪ We all need somebody to lean on ♪ 誰にだって頼れる人が必要さ
40:56

♪ Lean on me ♪ ARTIE: ♪ Oh, oh if there is 

a load ♪ もしも重荷を抱えて

41:01
♪ There's a load ♪ ♪ You have to face ♪ ♪ 

You have to face ♪ １人では支えきれないなら

41:05 ♪ That you can't carry ♪
１人では支えきれないなら その重荷を半分持って
あげよう

41:09 ♪ I am right up the road ♪ その重荷を半分持ってあげよう

41:12 ♪ I'll share your load ♪
その重荷を半分持ってあげよう だから僕に電話し
て

41:16 ♪ If you just call me ♪ だから僕に電話して 電話して
41:20 ♪ Call me ♪ ♪ I'm calling ♪ "私に電話して" "私に電話して
41:24 ♪ When you need a friend ♪ ♪ Call me ♪ "友達が必要なら""私に電話して
41:28

♪ Call me ♪ ♪ Call me ♪ ♪ Call me ♪ ♪ When 

you need a friend ♪ 友達が欲しくなったら電話して
41:33 ♪ Any time of day ♪ ♪ Call me ♪ いつでも電話してね
41:37 ♪ Ooh, it won't be long ♪ "長くはかからない
41:42 ♪ Till I'm gonna need ♪ "私が必要になるまで
41:46

♪ Somebody to lean on ♪ ♪ Lean on, lean on 

me ♪ "誰かに寄り添って欲しい" "私に寄り添って

41:52
♪ Lean on, lean on ♪ ♪ Lean on me ♪ ♪ Lean 

on me ♪ 僕に頼って
42:01 ♪ Lean on me ♪ ♪ You can lean on me ♪ "私に寄り添って" "私に寄り添って
42:06 ♪ I'm gonna need somebody to lean on ♪ 誰にだって 　　頼れる人が必要さ

42:12
♪ Gonna need somebody to lean on ♪ ♪ 

Hey... ♪ ♪ Somebody to lean on. ♪ 君の力になるよ
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