
時間 英訳 和訳
1s Beautiful morning, isn’t it? 美しい朝ですね。
4s It’s a shame you have to work, huh? Yeah. 仕事があるのは残念だよね？そうですね。
6s Anyway, I’d like a large sausage and 

pepperoni– とにかく、ソーセージとペパロニの大盛りを...

9s
It’s my stuff, okay? Just keep your hands 

off my stuff! Hey!
俺のものだぞ、いいか？俺の物に手を出すな！お
い！

13s I didn’t put my hands on your stuff. 俺は手を出してないぞ
15s Hey! Just a second, Derek. What is the 

problem? ちょっと待って デレク どうしたんだ？

18s Alex read my journal. I did not! アレックスが僕の日記を読んだ 読んでないよ！
21s Why would I even want to read your stupid 

journal? なぜ君の日記を読む必要があるんだ？

23s
Because it contains the details of a 

life, and you don’t have one!
人生の詳細が書かれているからだよ君には何もない
のにね！

27s Oh! Alex, don’t read Haley’s journal. アレックス、ヘイリーの日記は読まないで！
29s Sorry. My daughters. You got kids? ごめんなさい 私の娘たちよ 子供がいるの？
33s Oh. What grade are you in? Phil! ああ 何年生ですか？フィル！
35s Oh, that’s my wife, Claire. ああ、それは私の妻、クレアです。
37s Luke was using my computer for this. ルークはこのために私のコンピュータを使った
41s I’m gonna have to, uh, call you back. 掛け直さないといけないわね

44s
He told me he needed it to do homework, 

and then I find this, a-a picture...
彼は宿題をするのに必要だと言ったそして これを
見つけた写真は...

47s
of a topless woman, with the biggest 

boobs I have ever seen, driving a 

tractor.

トップレスの女性の写真を見つけた今まで見た中で
最大のオッパイでトラクターを運転してた

54s
Okay. Um– Uh, first of all, that’s a 

combine, not a tractor. Phil!
なるほど。まず第一に、それはトラクターではなく
コンバインだ フィル！

58s
Phil! It is smut, and our 10-year-old is 

looking at smut!
フィル！10歳の子供が汚いものを見ているのよ！

1:01 It’s disgusting! Completely 

unacceptable. 気持ちが悪い！完全に受け入れられない
1:04 Here’s the thing. That was my picture. これは、 これは僕の写真だ

1:07
Well, not really mine. There’s this guy 

at work who sends out these links. 

Doesn’t matter who. Gil Thorpe.

本当は私のじゃないんだけどね。職場にこのような
リンクを送ってくる男がいる。誰でもいいんだけど
ね。ギル・ソープです

1:11
He sent out another one of the same woman 

dressed as a battleship.
彼は戦艦の格好をした同じ女性の別の写真を送って
きました。

1:15
You know, the– You get– Yeah. And then 

one of the Transformers– And then it–
ほら、あの......そうだ。それからトランスフォーマ
ーの写真を送ってきました

1:20 Anyway, I had every intention of telling 

Claire. とにかく、私はクレアに話すつもりでした。
1:24 I just wanted her to calm down first. まずは彼女に落ち着いて欲しかったんだ。
1:26

Where are you going? I’m going to pick up 

Luke from his sleepover. どこへ行くんだ？ルークを迎えに行くんだ
1:29 We need to talk to him about this now. 今すぐ彼と話す必要があるわ
1:31

Claire, this is a very delicate 

situation. Mm-hmm. クレア これは非常に微妙な状況だ そうですね

1:34
If we don’t handle it right, Luke might 

end up having an unhealthy attitude 

about sex...

正しく対処しないと ルークは不健康な態度で終わ
るかもしれない セックスについて...

1:37 or agribusiness. アグリビジネスについてもね
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1:39 We’ll talk about it when he gets home. 彼が帰ってきたら話しましょう。
1:43 Okay, fine. わかった、わかった。
1:44

But I am telling him that every time he 

looks at porn, God kills a puppy.
でも、彼がポルノを見るたびに、神が子犬を殺すと
言っているのよ。

1:49 Maybe I should be the one to talk to him. 私が話してあげるべきね
1:51 [ Gloria ] I am a very lucky woman. 私はとても幸運な女性です。
1:53 I have a wonderful family, a beautiful 

home. 素晴らしい家族と美しい家があります。
1:57 There’s nothing that I would change. 変えることは何もありません。
2:03 I hate the dog butler. 犬の執事は嫌いだ

2:07
I keep forgetting it’s there. And every 

time it happens, it scares me all over 

again.

そこにいることを忘れてしまう その度に、また怖
くなる。

2:11 Sometimes, at night, I think it’s the 

devil. 時々 夜になると 悪魔だと思うの

2:15 [ Whispers ] El diablo. 悪魔(エル･ディアブロ)
2:17 Barkley? He’s hilarious. バークリーは最高だ

2:20
I was in Vegas last month and I was 

winning. [ Laughs ]
先月、ラスベガスで勝ったんだよ。[優勝したんだ]

2:24
And I thought, I could do the usual, be a 

chump, give the money back to the casino, カジノにお金を返してしまうか

2:27
or I could do something smart and buy 

something for myself at the casino 

store.

カジノストアで自分のために何かを買うのもいいか
もしれないと思いました。

2:32 He’s already a family favorite. 彼はすでに家族の人気者だ。
2:33

Rub his chin, a little under there. He 

likes that.
彼のあごをこすって、そこの下を少しだけ。彼はそ
れが好きだ。

2:36
There you go. Beautiful. There you go. 

[ Laughs ] いいね キマってる

2:39
He’s a dog and a butler. I mean, who 

couldn’t love him? 犬の執事だぞ 最高じゃないか

2:45 Ya me cansé. いまいましい！
2:56 [ Clattering ] Dog. バカ犬！
3:13

- [ Cameron ] Okay, ready to go. - Make 

sure you pee first. 行こう トイレは？

3:16
- What am I, seven years old? - No. You do 

not want to go during the show.
- 僕は子供？ - ショーの最中にしてはいけませ
ん。

3:19
The marionettes stop what they’re doing, 

march to the edge of the stage and point 

at you.

マリオネットは、作業をやめて、ステージの端まで
行って、あなたを指差す。

3:22
Okay, that sounds terrifying. No, it’s 

really funny. 恐ろしそうだな いや、本当に面白いよ

3:25
Oh, one of my favorite childhood 

memories was attending the Moscow 

Marionette Theater.

私の子供の頃の一番の思い出は、モスクワ・マリオ
ネット・シアターに参加したことです。

3:31
I grew up one mile away from Missouri’s 

largest waterslide.
私はミズーリ州最大のウォータースライダーから1
マイルのところで育ちました。

3:34 And third largest in the country. アメリカで3番目に大きい
3:36

Oh, really, Cam. You never mentioned 

that before. そうなんだ、カム。今まで言わなかったわね
3:38 You feel like– Feel like a torpedo. 魚雷のような気分だわ

2



3:42
Hey, Cam, does the gardener usually work 

on Saturdays? カム 庭師は土曜も働くの？

3:45 I don’t know. He comes when we need him. 知らないわよ 必要な時に来てくれます。
3:46 He’s like Batman but straight. 今日は頼んでない
3:48 [ Sobbing ] [ Cameron ] Is he crying? 泣いてる？
3:51

Oh, yeah. We should probably go out the 

back, huh? そうみたい 裏口から出ようか

3:55
He’s clearly in pain. How can you just 

turn your back on a friend like that? 友人が泣いてるのに 見て見ぬふり？

3:59 A friend? Really? Yeah? What’s his name? 友人？　名前は？
4:02 Caesar Salazar. シーザー・サラザール

4:04
You made that up. You were gonna say 

"Caesar Salad."
作り話だな "シーザー・サラダ "と言おうとしただ
ろ

4:08 Was not. Cam. Come on. Really? 違った カム 勘弁してくれよ 本当に？

4:13
All right, don’t worry, Lily. I’m sure 

we’ll get to the show on time.
心配しないで リリー ショーの時間には間に合う
よ。

4:16 I’m sure Dad is just gonna go out and give 

an encouraging word to the gardener,
パパはきっと庭師に励ましの言葉をかけに行くんだ
よ。

4:20 hopefully mention the snail problem, うまくいけばカタツムリの問題も言ってくれる
4:22 and then we are gonna be on– No. そうすれば、私たちは...ダメだ。
4:25 No, no. Cam, no– いや、いや。カム、ダメ...
4:30 - Hello. - I don’t think he speaks 

English. - こんにちは。- 彼は英語を話せないと思うわ

4:32

Okay, this might be a good time to 

mention to you... that the marionettes 

are not kind to latecomers. They bend 

over and show their bloomers.

マリオネットは遅れてきた人には優しくないんだよ 

腰をかがめてブルマを見せるんですよ

4:38 Okay, I speak a little Spanish. Señor– 私はスペイン語を少し話せます セニョール...
4:41 Would you like to make water and have our 

bed? お水を入れて ベッドにしませんか？

4:47 Gracias. [ Sobbing ] ありがとうございます [ Sobbing ]

4:50
What was that? I just asked him if he 

wanted to have a glass of water... 今のは何？水を飲みたいか聞いただけだよ

4:54
and sit down for a minute, like any kind 

person would.
親切な人がするように、ちょっと座ってみただけで
す。

5:16
Okay, I checked the rest of the computers 

in the house. I didn’t find any more 

porn.

家中のPCをチェックしたけど これ以上のポルノは
ありませんでした。

5:19
That was hardly porn. It was a topless 

woman on a tractor.
あれはポルノとは言えません。上半身裸の女性がト
ラクターに乗っていたのよ

5:21
You know what they call that in Europe? A 

cereal commercial.
ヨーロッパでは何と呼ばれているか知っています
か？シリアルのCMだよ

5:25
I should go talk to him. Honey, honey, 

honey. I got this. I got this.
彼と話してくるわ ハニー、ハニー、ハニー。任せ
て 任せてください。

5:28
No, no, no, no. I got this. I got this. I 

was his age once.
いや、いや、いや、いや。私はこれを得た。私はこ
れを得た。私も昔はこの歳だったわ

5:31 Breasts are like these scary, mystical 

things... 胸は怖くて神秘的なもので...

5:36 that he’s drawn to like Frodo to Mordor.
モルドールのフロドのように 惹かれてしまうのよ
ね
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5:39
Okay, I’m definitely going– No, no, no, 

no, no.
わかった、絶対に...いや、いや、いや、いや、い
や。

5:41
Boys don’t want their moms talking to ’em 

about sex... 男の子はママにセックスの話をされたくない...

5:43
any more than girls want their dads 

talking to ’em about periods,
女の子がお父さんに生理の話をされるのと同じよう
にね。

5:47 bras and girdles and all that stuff.
ブラジャーやガードルなどの話をしてほしいと思っ
ているのと同じです。

5:49
You do know that women stopped wearing 

girdles, like, 30 years ago?
女性がガードルを着けなくなったのは30年前だと
知っていますか？

5:52
Honey, I know, I know. That-That-That is 

exactly the kind of sexual revolution...
ハニー、私は知っている、私は知っている。それ、
それはまさに性的革命だわ...

5:57 that our son is going through right now. 私たちの息子が今経験していることです。
5:59 So, just– Let’s just– just trust it. だから、ただ、ただ、それを信じましょう。
6:03 Fix that step. Just know,

そのステップを修正してください。知っておいてく
ださい。

6:05 I will handle this, okay? 私に任せてください、いいですか？
6:12 [ Gasps ] El diablo. エル･ディアブロ！

6:15
Hey, Gloria, do you have any idea why 

Barkley was in the guest room?
グロリア バークリーが客室にいた理由に 心当たり
は？

6:18 I was just doing a little redecorating. ちょっとした模様替えをしていただけです。

6:21
Sometimes it’s good to move things 

around just to see how they look. 時には物を動かして見てみるのもいいでしょう。
6:24 Yeah, but the guest room? That’s crazy. でも客間に？それはおかしい。
6:26 He’s not a guest. He works for us. 彼は客じゃないわ 私たちのために働いているのよ

6:29
Hey, give me a hand here, will you? - I 

think his jacket shifted while I was 

moving him. - Ay, cómo no.

ちょっと手を貸してくれないか？- 動かしているう
ちに 上着がずれてしまったようです - そうなんで
すか？

6:33
We can’t have you untucked, our little 

butler. That doesn’t make any sense, 

does it, boy?

服を脱がされては困るんだよ 執事君 それじゃ意味
がないじゃないか？

6:39 Ay? What was that? Is he all right? "アイ"？今のは何？彼は大丈夫なの？

6:41
- Ay, no. My bracelet got caught a little 

bit here. - Well, don’t panic.
- ああ、いや ブレスレットが少し引っかかってし
まった。- 慌てないで

6:43 I’m not panicking. All right, try to 

relax.
パニックになってないよ。わかった、リラックスし
てくれ。

6:46
We can fix him. Let me take a better look. 

Come here, boy.
彼を治すことができる。もっとよく見てみましょ
う。こっちに来いよ

6:50 Luke? Hey, Dad. ルーク？やあ、父さん
6:52 Hey, buddy. Um, look. 入るよ 実は…

6:55
- [ Door Closes ] - You and I need to have 

a little talk. - あなたと私は少し話をする必要があります。

6:58 - About what? - Well, it’s about computer 

stuff. どんな？ パソコンのことだ

7:09
How do you make sure you’ve deleted 

something after you read it? 読んだ後に削除したことをどうやって確認するの？
7:14 Sorry, Jay. It was an accident. ごめん、ジェイ。事故だったんだ

7:16
You know, I’m beginning to think you 

don’t like Barkley that much. 君はバークレーが好きじゃないようだね

7:19
I mean, first you hide him in the guest 

room, and now this. 最初は客間に隠しておいて 今度はこれか
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7:22
It’s ridiculous. I didn’t mean to hurt 

it.
馬鹿げてるわ 傷つけるつもりはありませんでし
た。

7:24 First of all, let’s cut the "it"s. He is a 

he. まず第一に、"それ "はやめよう。彼は彼だ。

7:27
And you can pretend to be innocent all 

you want, but action speaks louder than 

words.
潔白を装うのは構わないが行動は言葉よりも雄弁だ

7:31 Yeah. They can be very revealing.
そうですね。彼らは非常に明らかにすることができ
ます。

7:34 What are you trying to say? 何を言おうとしてるの？

7:36
Nothing. But you have to admit that the 

dog butler is a little ridiculous.
別に でも、犬の執事がちょっとおかしいのは認め
ざるを得ない。

7:41
You know what else I think is ridiculous? 

That mountain of pillows you have on our 

bed.

他にもバカバカしいと思うことがあるのよ？私たち
のベッドに置いてある山のような枕。

7:44
I feel like I’m working on a loading dock 

just trying to get under the covers. 布団に入るのに 苦労しそうだわ

7:48 [ Gloria ] They’re pretty. They’re a damn 

nuisance. 綺麗だけど 迷惑なんだよ

7:50
Okay, forgive me for trying to make our 

home beautiful. 家を美しくしようとする私を許してね

7:53
You know, if I can put up with those, you 

can put up with a piece of art.
私が我慢できるなら 芸術作品も我慢できるでし
ょ？

7:56
This is not art. This is an unholy mix 

between man and beast. これは芸術ではありません。人と獣の混血だわ

8:01
But, fine, if you love it so much, put it 

wherever you want.
でも、そんなに好きなら、好きなところに置けばい
いよ。

8:06
Thank you. Where you going? To get some 

more pillows? ありがとうございます どこ行くの？枕を買いに？

8:08
No, don’t worry. It’ll be a long time 

before I bother you again with my 

pillows.

いや、心配しないで。枕のことでまたお邪魔するの
はだいぶ先になりそうです。

8:17 Why is Dad in Luke’s room with the door 

closed?
なぜパパはドアを閉めたままルークの部屋にいる
の?

8:19
They are having a little talk. Is Luke 

being punished?
ちょっとした話をしているのです。ルークはお仕置
きされているの？

8:22
Is that just your favorite thing, when 

your brother or sister gets into 

trouble?

お兄ちゃんやお姉ちゃんがトラブルに巻き込まれる
のが好きなんですか?

8:25 My favorite is when they’re both in 

trouble.
私のお気に入りは、彼らが両方とも問題を抱えてい
るときです。

8:28
So, what’d he do? Did he cheat on a test? 

He’s a cheater.
それで、彼は何をしたの? テストで不正行為をした
の? 彼は詐欺師だ

8:31 He did not cheat on a test. 彼はテストで不正をしていません。
8:32 Did he lie? He lies all the time. Alex.

彼は嘘をついた？彼はいつも嘘をついています。
Alex.

8:35 Alex. Sorry. I’m just worried about 

Luke. アレックス ごめんなさい ルークが心配なんだ

8:39
A lot of parents are hitting again. I 

appreciate your concern,
多くの親がまた叩いている あなたの心配に感謝し
ます

8:42 but your father has it under control. 助言は結構 パパに任せてるから
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8:44 [ Chuckles ] Twenty-four. 24
8:47 Twenty-five. 25
8:49 Flincher! Free slap. Bring it up. 動いたな！ 手を出せ
8:59 Ow! Twenty-nine. 29
9:00 Can I be on the bottom now? Yep. 私も下になっていい？うん。
9:06 - [ Sighs ] - Mmm. How’d it go? どう？
9:09

Well, he was really embarrassed, but 

everything’s– everything’s fine now. すごく反省してた もう大丈夫だ

9:13 What’d you say? Well, you know, 何て？ 誰にも言わないと 約束したんだ

9:15
- I kinda promised him we’d keep 

everything between us. - Mm-hmm.
誰にも言わないと 約束したんだ 君が何か言えば あ
いつが恥をかく

9:19
Matter of fact, he’d be mortified if you 

brought it up with him... ever.
実際のところ、彼はあなたがそのことを持ち出した
ら 困惑するでしょうね... ...絶対に

9:23 - Oh, God, really? - Yeah. - あら、そうなの？- ああ
9:25 That actually makes me feel kinda bad. それはちょっと嫌な気分になりますね
9:28

Well, you’re probably just feeling a 

little tense from all this. 君はこの件で少し緊張しているんだろうね
9:34 I know I am. 私もそうだけど
9:36 You know what might help the situation? この状況を改善する方法を知っていますか？
9:41 Really? Right now? 本当に？今から？

9:45
I meant going out for a few pizzas. 

Where’s your mind?
ピザを食べに行こうと思ってね あなたの心はどう
なってるの？

9:52 I guess I live in a house full of sex 

maniacs. セックス・マニアの家に住んでるんだと思う。
9:57 [ Cameron ] Amigo? アミーゴ？
9:59 We can’t help you if you won’t come out. 出てきてくれないと、助けられないよ。
10:02

[ Man ] Gracias por invitarme a su casa y 

apiadarse de mis lágrimas. 〈家に邪魔して すまない〉

10:06 What’d he say? Something "house" 

something. 何て言ったの？"家 "とか言ってた

10:08
Come on. The show starts in a half hour, 

and we still have to pick up Manny. Can we 

just– Come on. Move this thing along!

さあ ショーは30分後に始まるのに まだマニーを迎
えに行かないと いい加減にしてくれよ 早くしてく
れ！

10:13 Okay, this man is in crisis. さて、この男は危機に瀕しています。

10:15
He could have a family health issue or a 

personal health issue or a financial 

matter.

家族の健康問題や個人的な健康問題あるいは経済的
な問題を抱えているかもしれない

10:20
Stop. You’re getting all this from 

"something house something"?
やめてよ "なんとかハウスなんとか "で 判断して
るのか？

10:22
Let’s just call Gloria and have her deal 

with it, okay? グロリアに電話して対処してもらおうぜ？
10:26 It is a human being, Mitchell. "それ "は人間だよ ミッチェル
10:28 Named Caesar Salad. Okay. 名前はシーザーサラダ そうか

10:30
What’s going on with you? Cam, you– you 

always do this. どうしたんだ？カム...君はいつもこうだ

10:33
It’s like you’re incapable of hearing 

anyone’s sad story... without making it 

your job to fix it.

誰かの悲しい話を聞いても、それを解決するのが自
分の仕事だと思っているみたいだ。

10:38
And then, my needs– my needs come second. 

Your needs right now...
そして自分の欲求を...自分の欲求は二の次だ 今のあ
なたのニーズは...

10:42 are a puppet show. 操り人形のようなものだ
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10:44
This man could have lost his brother in a 

cable car accident.
この人は弟をケーブルカーの事故で失ったかもしれ
ない。

10:46 You understood "casa." "カサ "は分かったな

10:48
Okay, fine. If it’ll prove to you... that 

I’m not the obsessive helpaholic that 

you make me out to be,

分かったよ それで君が証明してくれるなら僕は君
が言うような強迫観念的な助け合いの人ではないと

10:53 let’s go to the puppet show. 人形劇を見に行きましょう
10:55 - Cam. - Let’s go. - カム - 行きましょう

10:58
Ay. ¿Dónde está mi novio? Su camión está 

parqueado afuera.
そうだな 私の息子はどこにいるの？あなたのキャ
ミソールは遠くに停まっています。

11:02
- I think this has something to do with 

the gardener. - You think? - 庭師と何か関係があるんじゃない？- そうかな？

11:05
- Just down the hall to the right. - Ay. 

Gracias, gracias.
- 廊下を右に曲がったところよ - ああ グラシア
ス、グラシアス

11:09 Perdón. In there. Okay. 失礼
11:12 - Okay, let’s go. - No, please. - よし、行こう - 頼むよ
11:14

I know it’s killing you not to get back 

there in the middle of that. 途中で戻りたくないのは分かってるわ

11:17 Oh, no, no, no, no. We are going. These 

folks can find their own way out.

ああ、いや、いや、いや、いや。私たちは行きま
す。この人たちは自分で道を切り開くことができ
る。

11:20
And now you’ll know that I’m not a manic 

Mother Teresa out there collecting lost 

souls.

これで私が狂人のマザーテレサではないことがわか
るだろう迷える魂を集めているんだ

11:25 Oh, come on. 勘弁してくれよ
11:32 [ Mitchell ] Dad? [ Jay ] Back here. 父さん？ここに戻って

11:34
- Is Manny ready? - Didn’t you get the 

message? He’s not going.
- マニーは準備できていますか？- メッセージを受
け取らなかったのか？彼は行かないよ

11:37 - What? - Ah, some mandatory cleanup at 

school. - 学校の掃除があるからさ

11:41
- What’s the real reason? - It’s a puppet 

show, Mitch. - 本当の理由は何だ？- これは人形劇だよ、ミッチ

11:44
Perfect. All right, it’s just you and me 

then, Lily. 完璧だ じゃあ、僕と君だけだ、リリー

11:47
How’s the little fortune cookie? Ah, 

she-she’s good. She’s good.
フォーチュンクッキーはどうだ？ああ 彼女はいい
よ いい子だよ

11:51 Where’s Cam? We got into a fight. カムはどこだ？喧嘩しちゃって
11:54 Because of him, I have a house full of 

Latinos. 彼のせいで家中がラテン系になったのよ

11:57
Welcome to my world. So, trouble in gay 

paradise, huh?
私の世界へようこそ ゲイの楽園でトラブルです
か？

12:00 He just can’t say no to anybody who needs 

help. 彼は助けを必要とする人を断れないのよ

12:03
And why do you have to always add the word 

"gay" where it doesn’t belong?
それに、なんでいつも関係ないところで「ゲイ」と
いう言葉を付け加えるんだ？

12:06 Hey, hey, you’re not mad at me. You’re 

mad at the old balls and chain.
おいおい、俺に怒ってるんじゃないよな。怒るの
は、昔の玉と鎖だよ。

12:09 Okay, Dad, good talk. See you later. わかった、父さん、いい話だったよ。またね

12:11 Come on, I didn’t mean it. Hey, I didn’t 

mean it. I’m a little cranky.

おいおい、そんなつもりじゃなかったんだよ。お
い、そんなつもりじゃなかったんだよ。ちょっと不
機嫌でね

7



12:14
I got into it with Gloria a little bit. 

Oh, no. What happened?
グロリアと喧嘩して...ちょっとね そんな... どうした
の？

12:17
Ah, she hates Barkley. It’s the same 

stuff I went over with your mom all the 

time.

彼女はバークレーが嫌いなんだ 君のママといつも
話していたことと同じだよ

12:21
Get rid of the boat. "Get rid of the 

motorcycle." You know, I liked those 

things.

"ボートを捨てろ" "バイクを捨てろ" そういうのが
好きだったんだよ

12:26 Why do you have to get rid of it then? なぜそれを捨てなければならないの？
12:29 You know, actually, I don’t. そんなことはないよ。

12:32 Anyway, I’m gluing his hand on over here. 

His hand came off.
とにかく、私は彼の手をここに接着しています。手
が取れてしまったんだ。

12:35
Rough day, Dad. Your hot, young wife 

doesn’t like your doll.
大変な一日だったね、父さん。若くてセクシーな妻
が 人形を嫌がってる

12:39
Yeah, unlike your big problem, "My 

boyfriend’s too nice to people." "彼氏は人に優しい "という 問題とは違うんだ
12:42 No, see– mmm– that’s not all it is. それだけではありません。

12:45
He helps animals. He’s always 

volunteering for things. Trust me.
彼は動物を助けます いつもボランティア活動をし
ている 信じてよ

12:49 It-It’s worse than it sounds. 思ったより酷いわね
12:51 Who are we kidding? We both got it pretty 

good. 誰が言ってるの？二人ともうまくやっているよ。

12:54
Hell, I’m probably fighting with your 

mom more than I’m fighting with Gloria on 

this thing.

この件ではグロリアよりも お前の母親と喧嘩して
るかもな

12:57
A bird fell out of a tree and he fed it 

with an eyedropper. 木から落ちた鳥にスポイトで餌をやったんだよ

13:00
Just drop it, kid. We’re both with people 

different from us, and that’s gonna 

create stuff, but you want different.

落としてみろよ、小僧。二人とも自分とは違う人間
と一緒にいて、それが何かを生み出すことになるん
だけど、君は違うものを求めている。

13:06
Your mom and I were perfect on paper and 

you know how that ended.
お前の母親と俺は紙の上では完璧だったが、どうな
ったかは知っているだろう。

13:10 What I got now is a lot better. 今はもっといいものを手に入れた。

13:14
Sure, people look at us sometimes. And 

sometimes even I can’t believe we’re 

together.

確かに、人々は時々私たちを見ます。俺も一緒にい
ることが信じられない時がある。

13:18
- But we’re happy. At the end of the day– 

- [ Footsteps Approaching ] - でも、私たちは幸せです。
13:21 there’s no one I’d rather come home to. “こいつさえ いればいい”と思う
13:27 [ Footsteps Receding ] You mean Gloria. グロリアのことか？
13:32 Who else? 当然だ
13:34 No one. I’ll see you later. 誰もいないわ じゃあまたね
13:37 See you, kid. ああ
13:41 Did you draw on my poster? 私のポスターに落書きを？

13:44
Yeah, I did. Maybe you’ll think about 

that the next time you read my journal.
うん、描いたよ。たぶん次に僕の日記を読むときに
は それについて考えるだろうね

13:48
I didn’t read your stupid journal, and I 

waited in line to get this signed, Haley.

あなたのバカな日記なんて読んでないわ 私はこれ
にサインしてもらうために 並んで待ってたのよ ヘ
イリー
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13:53
Oh, don’t be such a baby. It’s just some 

dude with weird hair.
そんな赤ちゃんみたいなこと言わないでよ 変な髪
型の男がいるだけよ

13:56 That’s Maya Angelou, you idiot. それはマヤ・アンジェロウだよ、馬鹿だね
14:00 Oh, sorry. I don’t follow the WNBA. ああ、ごめん。WNBAは見てないんだ

14:02
You know what? This is the worst thing 

you’ve ever done, and I’ll never forgive 

you!

いいか？これはあなたが今までしてきたことの中で
最悪のことよ絶対に許さないわ！

14:08 You started it! あなたが始めたのよ！
14:10 What are you looking at? Well, I just 

heard– 何を見ているんだ？そういえば、聞いたんだけど...

14:14
I was the one who read Haley’s diary. I 

was playing on her computer and it just 

opened.

ヘイリーの日記を読んだのは僕なんだ。彼女のコン
ピュータで遊んでたら開いたのよ

14:21
Okay, I opened it. But I didn’t mean for 

anyone to fight.
そうか、僕が開いたんだ でも誰かと争うつもりは
なかったのよ

14:26 Oh, home already. Mitchell, hi. Hi.
あら、もう帰ってきたのね ミッチェル、ハイ、ハ
イ

14:30 Hi, Cam. Hi. Did you forget the tickets? ハイ、カム こんにちは チケットを忘れたの？

14:33
No. You know, I was never gonna enjoy the 

show without you, so– いや 君がいないとショーを楽しめないと思って...

14:35
Oh. But you were so excited to take Lily 

to see the Russian marionettes.
ああ でもリリーをロシアのマリオネットに 連れて
行くのを楽しみにしてたでしょ？

14:38
Oh, she’s probably a little young 

anyway. We can just prop her in front of 

the dryer for a half hour.

リリーはまだ幼いだろうから 30分くらい乾燥機の
前に置いておけばいいよ

14:43
Listen, Cam, I-I love that you try and 

help the world,
カム、あなたが世界を助けようとするのはとてもい
いことだわ

14:46
and I’m very lucky to have you in my life. 

Oh, Mitchell.
私の人生にあなたがいてくれてとても幸運だわ あ
あ、ミッチェル。

14:50
How’d everything work out with the 

gardener? Uh, great. Great.
庭師とはうまくいったの？ええと、素晴らしいです 

素晴らしい
14:53

Turned out it was his wedding day, and he 

was a little nervous.
その日は彼の結婚式の日だったんだけど彼は少し神
経質になっていたわ

14:55 Oh– But you know what? There’s no need to 

apologize. でもあのね？謝る必要はありません
14:58 No, I need to. I’ve been very selfish. いや、必要だよ。私はとても利己的でした

14:59 No, no. Sometimes I take things too far.
そうじゃなくて 私は時々、物事をやり過ぎてしま
う。

15:02
Okay. If that ever happens, I will let 

you know. Okay. もしそうなったら あなたに知らせるわ わかった

15:09
Is there a reason I can’t go inside? No. 

No, no. No.
中に入れない理由があるの？いいえ、ありません 

ないわ
15:27

- Mom, can I talk to you? - Sure, honey. 

What’s going on? - ママ 話してもいい？- もちろんよ どうしたの？
15:31 I feel bad about something I did. 悪いことをしたと思っているの
15:34 Oh, sweetie. Is this about the computer? あら、あなた。パソコンのこと？
15:37

Yeah. Something you shouldn’t have been 

looking at? そうよ 見てはいけないもの？

15:40 Yeah. It was just so freaky. ええ、とても怖かったです。

15:43
I couldn’t stop looking. I know, sweet 

pea.
見るのをやめられなかった わかってるよ、スイー
トピー。
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15:45
But the important thing is you did stop 

looking. Yeah.
でも重要なのは、あなたが見るのをやめたことよ。
そうよ

15:49 After about an hour. 約1時間後にね

15:51
Okay. Well, it’s perfectly normal to be 

curious about these things.
そうか まあ、こういうことに興味を持つのは至っ
て普通のことですよね。

15:56
Some parts were funny. Mm-hmm. And some 

parts just seemed crazy.
面白い部分もありました。うんうん。おかしなとこ
ろもあったけど

16:00
Well, I hope you realize that some of 

those parts weren’t real. Obviously. 

[ Chuckles ]

そのうちのいくつかは現実ではないことを理解して
ほしい。

16:05 But they can be totally real, right? Hmm. 大体は本当でしょ？
16:08 Like Anne Frank’s? What? 日記だもん

16:11
All I know is it really made me wonder 

about Haley. ヘイリーのことが分からない

16:13
That’s disturbing, sweetie. Why Haley? [ 

Footsteps Approaching ] それは気になるわね、あなた なぜヘイリー？

16:16 It was her journal. 彼女の日記よ
16:18 You read my journal? You little creep! あんたが読んだの？
16:20 I’m sorry! I couldn’t help it. 申し訳ありません！私は助けられなかった

16:22
Wait. Haley’s journal too? Luke, you are 

now banned from the computer. What?
待って ヘイリーの日記も？ルーク あなたはコンピ
ューターから追放されたのよ 何？

16:26 What happened? Who’s in trouble? 何があったの？誰が困るの？

16:28
- Luke read my journal! - I told you it 

wasn’t me!
- ルークは私の日記を読んだのよ！- 俺じゃないっ
て言っただろ！

16:30
- You know, I’m gonna kill you. - Haley, 

calm down. - あなたを殺してやるわ - ヘイリー、落ち着いて

16:33
Wait, you’re not even gonna yell at him? 

That was private.
待って、彼に怒鳴るつもりもないの？それは個人的
なことよ

16:35
Oh, please. The most shocking thing in 

there was your spelling.
ああ、お願いだから あそこで一番ショックだった
のは君の綴りだ

16:37 You read it too? あなたも読んだの？
16:39 Am I the only one who hasn’t read it? 読んでないのは私だけ？
16:41

I was looking through the computers in 

the house for pornography. 家の中のパソコンでポルノを探していました。

16:44
- Sick. - Not for me. I wanted to see what 

you guys are looking at.
- 病気ですね。- 自分のためじゃない。あなたたち
が何を見ているのか知りたかったのよ。

16:48 So you’re violating our privacy. プライバシーを侵害しているわけだ。

16:49
When I find out that my children... are 

looking at a naked picture online, they 

don’t have any privacy.

自分の子供が...ネットで裸の写真を見ているのを知
ったら、プライバシーがないと思ってしまう。

16:55
- Who was looking at naked pictures? - 

That doesn’t matter.
- 誰が裸の写真を見ていたのか？- それは重要では
ありません。

16:57 I wasn’t. 私ではない。
16:59 Wasn’t me. That’s gross. I’m 10! 私ではありません。気持ち悪い。私は10歳！
17:02 Wait a minute. What’s wrong with you 

people? ちょっと待てよ。あなたたちはどうしたの？

17:04 If it wasn’t you, who was it? [ Door Opens 

] じゃあ誰が？
17:07 Mangia! お待たせ！
17:11 Rosa, thank you for coming. Gracias. またね カルロス
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17:13
Carlos, let me know how it works out with 

that dentist. Victor, you owe me a dance.
カルロス　歯医者と頑張って ビクター　今度踊ろ
う

17:17 [ Cameron ] Yes, I’m a caring person. そう 私は思いやりのある人間よ

17:19
And without Mitchell, I would just keep 

giving and giving and giving.
そして、ミッチェルがいなければ、私はただ与え続
け、与え続け、与え続けるだろう。

17:22
I’m like a big runaway charity truck and 

Mitchell is my off-ramp full of safety 

gravel.

私は暴走した慈善団体のトラックのようなもので、
ミッチェルは安全な砂利を満載した私のオフロード
ランプです。

17:27
He knows how to say no. He always can put 

himself first.
彼はノーと言うことを知っている。彼はいつも自分
のことを第一に考えることができます。

17:31
He certainly can turn his back on someone 

suffering. Um–
彼は苦しんでいる人に背を向けることができます。
あの...。

17:38 No, really. Keep going. いや、本当に。続けてください。
17:41 - He– - Don’t keep going! - 行かないで！
17:47 - That was nice. - [ Knocking ] いい式だった
17:51

- Oh, God. Dad. - Looks like I missed the 

party, huh? もう パパ！ パーティーか？

17:55 What is– What is that doing here? なぜそれを？
17:57 He is a gift for you and Cam. Thank you. 彼は お前たちに譲る

18:00
He lost his monocle on the drive. Head 

was out the window.
運転中にモノクルを失くしてしまって 頭を窓から
出してた

18:03
Well, they love that. Let’s put him here 

for now.
気に入ったようですね とりあえず、ここに置いて
おこう。

18:07
- [ Mitchell ] I don’t want that. - I 

think he’s cute. - それは嫌だわ - 私は彼がかわいいと思う。

18:08
Let’s give him a chance. I came as soon as 

I heard your message.
彼にチャンスを与えよう。メッセージを聞いてすぐ
に来ました。

18:11 You said that somebody was getting 

married? 誰かが結婚するって言ってたよね？

18:13 Gloria, there you are. I’ve got good 

news.
グロリア、そこにいたのか。いいニュースがあるん
だ

18:21 What’s the matter? どうしたの？
18:26 Honey? Hey. ハニー？ねえ...
18:29 I’m really sorry. 本当にごめんなさい。

18:31
That picture was just something that 

someone sent me. Doesn’t matter who. Gil 

Thorpe.

あの写真は誰かが送ってくれたものなの。誰であろ
うと関係ありません。ギル・ソープです

18:37 Anyway, I don’t do that stuff. とにかく、私はそんなことはしません。
18:41 You’re all the porn I need. That’s– Uh–

あなたは私が必要とする全てのポルノです。それ
は...

18:43 Honey, it’s fine. It’s fine. Mmm. ハニー、大丈夫だよ。いいのよ うーん...
18:49 Now, it’s fine. これでいいわ
18:53 [ Claire ] I couldn’t care less about the 

picture. 写真のことは気にしないわ

18:55 I was just upset when I thought it was 

Luke. ルークだと思って動揺しただけよ

18:58
Haley, honey, I really wish you would 

give me a hand with all this laundry. You 

never, ever–

ヘイリー、ハニー、この洗濯物を手伝ってくれない
か？あなたは決して、決して...

19:03
[ Claire ] Haley’s off in her own world. 

Alex has never really been a kid.
ヘイリーは自分の世界に閉じこもっている。アレッ
クスは本当に子供ではなかった。
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19:08 But Luke is my baby. でもルークは特別
19:11

Is it really too much to ask that he stay 

a sweet, innocent kid...
彼が甘くて無邪気な子供のままでいることを求める
のは、本当に無理なことなのか...？

19:16 forever? 永遠に？
19:23 Hey, buddy. Um– Here. Sorry. やあ、相棒。ええと...ここです。ごめん。
19:27 We’ll dribble later. 話すのは後にしよう
19:29 Um, I just, uh– I just want to say I’m 

sorry. 僕はただ...謝りたかったんだ

19:32
I never meant to blame you for that whole 

picture thing. 写真のことで君を責めるつもりはなかったんだ。

19:36
Your mom sort of thought it was yours and 

I should have stopped it, but I didn’t.
君のママが君の絵だと思ったから僕が止めるべきだ
ったんだけど止められなかった

19:41 So what was the picture of? で、何の写真だったの？

19:44
Well, it was a woman on a tractor and she 

had her shirt off.
女性がトラクターに乗っていて シャツを脱いでい
たんだ

19:49 Was it hot? 暑かったですか？
19:52 Okay, we’re being honest here. よし、ここは正直に言おう。
19:54 Um, this particular woman– その女性は...
19:58 Well, my tastes do run to the curvy, 私の好みは曲者なのよ
20:00 and the cowboy hat did not hurt one bit. カウボーイハットも似合っていました。

20:03
Couple that with the cutoff jeans– And 

you were asking about the weather, 

weren’t you?

カウボーイハットも似合っていたし、カットオフジ
ーンズも似合っていたし......それに天気のことを聞
いていたんですよね？

20:06 Yeah. そうです。
20:10 Well, this is good. This is good. まあ、これはいい。これでいいんだ。

20:13
You’re gonna be going through some 

changes soon. And I think now you can 

feel safe talking to me about whatever.

君はもうすぐいくつかの変化を経験することにな
る。安心して私に何でも相談してくださいね。

20:30 [ Cameron ] And so it ends. そうして終わりました。

20:32
Sadly, I’ve been summarily dismissed 

from the employ of Masters Cameron and 

Mitchell.

悲しいことに、私はキャメロンとミッチェル両氏の
雇い主から、あっさりと解雇されてしまった。

20:37
The former being an utter delight, and 

the latter being a humorless snoot.
前者は全くの愉快犯、後者はユーモアのない鼻つま
み者。

20:42
Just come on. Get him in the car. The 

thrift shop’s closing. 早く来て 彼を車に乗せて 古着屋が閉店する

20:44
What is this exciting thrift shop you 

speak of?
あなたの言うエキサイティングな古着屋とは何です
か？

20:47
Many of my relatives were taken out of 

their homes... 私の親戚の多くは、家を出て...

20:49
to be released into the green pastures in 

their maturity– 大人になってから緑の草原に放たれて...

20:52
Did you just say "matoority?" Unhand me, 

you brute! "成熟期 "って言った？手を離せ この野蛮人！
20:55 I regret nothing! 悔いはない！
20:57 I’ll pay you. I’m a comfortable man. 金は払うよ。俺は快適な男だ
20:59 I’ve been stealing from your father for 

days. お前の親父から何日も盗んでいたからな

21:02
Oh, is there any better feeling in the 

world than having your ears flap in the 

wind?
耳が風になびくのは最高の気分だろ？
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21:06
You know what? Get out. You mean it? 

Sweet freedom? いいか？出て行け 本気か？甘い自由？

21:09 No, not you, Barkley. Cameron, out. Oh. 君じゃないよ、バークレー キャメロン、出ろ ああ
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