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My New Career in Dream Translation 
Hayley Cox 

I came to Japan with a knowledge of Japanese greetings and little else. In the seven months since arriving, I have devoted countless hours 
to studying.  I can now understand a good deal, but speaking is still a struggle. I can engage in some small talk. I can offer a few complete 
sentences about very specific subjects. I can hold “almost-conversations” with great force of will and creative linguistic maneuvering. 

Most of my sensei have some scrapings of English, but the assistant sensei, those with whom I interact the most outside the classroom, 
have next to none. This makes for stilted exchanges with many pauses to look up meanings on the internet and it usually devolves into me 
nodding and pretending to understand, but I am always touched that they keep trying. Even if it means they come to me for translations of 
things that defy translation. 

A few weeks back, one such assistant sensei pulled me aside during a free period. I settled in, ready to for our usual round of phone 
dictionary-aided conversation. 

But instead of the familiar dictionary app, she pulled up her voicemail and had me listen to two recordings of her 5 year old grandson. Her 
grandson who lives in America and had left messages to her in English. She played the first message and I quickly realized this kid was 
describing a dream. Great, this’ll be easy to translate. 

Here is the gist: There was a monster, but not a scary monster (his mom asked and he very proudly declared he wasn’t scared). The sky 
“sparkled” and the big monster danced and it was “a lot of fun.” 

The second dream featured a giant sun and giant parents that grew tall enough to touch the sky. This dream wasn’t so fun, but he made it 
clear that this was his own story from his dream, like the ones in the books but not actually from the books. His dream. Okay, understood. 

Thanks to kid-speak and the audio quality of voicemails, I only understood about a third of what was said. This would definitely be one of 
those scenarios where I just look fascinated and nod along with the rambling youngster. But there was my sensei. Looking at me 
expectantly. 

Big sigh. Where to start? 

Well, let’s start with, “he is describing a dream.” If only I knew the word for dream… Pause for a quick internet search and discover 
“dream” was in fact the key word I were missing when a first grader asked me a question yesterday. But I digress. Turn back to sensei. 

I convey the word for dream. Well, asks sensei (in Japanese), is it a sleeping dream or a life dream? Uh, sleeping dream. What’s the word 
for sleep? It’s basic, I learned it in, like, the first couple weeks. Why does all my vocabulary always run off at times like this? Oh yes, I 
remember now. I’ll add a little charade to ensure understanding. It failed. Let’s try again. Good, possible understanding reached. I’m never 
really sure. 

Okay next, there was a monster. Cool, easy. My sensei heard her daughter ask the grandson if it was scary in Japanese. No, he said it was 
fun. Yep, that’s what he said. Yup, really. Oh did I mention the dancing? The monster. The monster was dancing. Monster. Dance. Was fun. 
(I’m not speaking in complete sentences, sigh.) Also the sky sparkled. What’s “sparkled”? Uh… sparkled, sparkled… Pause for another 
internet search. 

So yes, the sky sparkled. Why? Really couldn’t tell you. Dream logic, huh? Wait, that’s doesn’t 
translate… Cue disarming smile! 

Now we move onto the second voicemail with the second dream. Nope, I have no idea if they 
are related. Since they are separate voicemails I assume not- sorry. Too much English. 

The parents (yes, I know that one!) grew (shoot, gotta look that one up) very tall and could 
touch the sky. Yes, that is rather funny, isn’t it. Except he thought it was scary. Yeah, he didn’t 
like it. Nope, no monster this time, at least not that I could tell. Also, the sun was very big. 
Don’t know how that relates, but all good stories need setting, right? Whoops, too much 
English. 

Am I sure this is two dreams, not one? Absolutely not. But that will complicated things, so… 
Yes, two dreams. Definitely. Oh shoot, she understood when he mentioned books. No, this is not 
a story from a book, it’s his dream… but it is “like a book.” Don’t understand? Uh… did you 
notice my disarming smile? 

By the end of this close to 20-minute exchange, I think I largely conveyed the heart of her 
grandson’s dreams. And though it got hairy in the middle, it was really rather fun. Talking past 
each other can be a real headache sometimes, but more often than not, it just lends itself to fond 
memories and funny stories. 
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私の新しいキャリア 
ヘイリー・コックス 

私はあいさつと少しの日本語だけを知って日本に来ました。日本に来てからの７か月間、私は熱心に何時間も勉強をしました。今ではある程度の
ことは理解できますが、話すことにはまだ苦労しています。ちょっとした簡単な会話に加わることはできるようになりました。そして、特定の話
題については、少しですが完璧な文で話せます。とても強い意志と、クリエイティブな言葉を生み出すことで「会話に近い会話」を持つこともで
きます。 

ほとんどの先生が英語を使って話しかけてくれたり、教室の外で私がよく話す先生たちも日本語で話しかけてくれたりします。私は話している間、
インターネットで意味を調べるために時間を取ったり、うなずいたり、分かっているふりをしたりしてしまいますが、お互いに理解しようと頑張っ
ていることに感動しています。たとえそれが、私にとって難しすぎる翻訳を持ってきていたとしても。 

数週間前、休み時間中にアシスタントの先生が私を呼びました。私はそこに座り、私たちの普段の、辞書の補助付きの会話をしようとしました。 

しかし、よく使っている辞書アプリを使うのではなく、彼女はボイスメールを取り出し、５歳になるお孫さんの２つの録音音声を私に聞かせてく
れました。彼女のお孫さんはアメリカに住んでいて、英語でメッセージを残していました。１つめのメッセージを彼女が再生し、わたしはすぐに
それが夢について説明しているものだと気づきました。よかった。これは簡単に訳せるだろう。 

話をまとめると、モンスターがいて、でも、怖いモンスターではない。（彼の母親が彼に質問し、それに対して彼は自信をもって怖くなかったと
言いました。） 

空が「キラキラして」、大きなモンスターがダンスして、それは「おもしろかった」 

２つ目の夢は大きな太陽と、空に手が届くほど背が高くなった大きな両親についてでした。 

この夢はさほどおもしろくなく、でも、それは彼の夢についての話であることは明らかでした。本の中の話のようで、実際は本の話ではない。彼
の夢だ。OK。わかった。 

子どもの話と録音再生の音質のため、話している内容の３割ほどしか理解できませんでした。 

これはまた間違いなく興味を持っているようなふりをし、まとまりのない子どもの話にうなずくだけのシナリオの一つになりかねない。でも、私
の横には先生が。私の方を期待しながら見ている。 

大きくため息。さぁどこから始めよう。 

まずは「彼は夢について話している」ところから始めよう。もし私がドリームの日本語の単語を知っていれば……ネット検索をし、「ドリーム」
は昨日、私の小学１年生の生徒が質問してきたときに、聞き逃していたキーワードということに気づきました。それはさておき、先生の方を向き
なおりました。 

ドリームという言葉を日本語の夢という言葉にして、先生は（日本語で）聞きました。夢は、寝ているときの夢か将来の夢という意味の夢なのか。
えっと、寝ている間の夢。 

スリープは日本語でなんだっけ。これは基本だ。日本に来た最初の数週間のときに習ったはず。どうしてわたしの単語はいつもこんな時に限って
出てこなくなるの？あぁ、思い出した。わたしはしっかり理解してもらうためにジェスチャーを少し付け足しました。失敗した。もう一回。よかっ
た。おそらく理解してもらえただろう。確信は持てないけれども。 

オッケー、次はモンスターがいた。これは簡単だ。娘さんがお孫さんに日本語で怖かったかどうか尋ねたのを先生は聞いていたから。でも、彼は
面白かったと言った。ああ、彼が言ったのはそれだ。そう。本当に。あ、私はモンスターが踊っていたこと言ったっけ？モンスター。モンスター
は踊っていた。モンスター。ダンス。はおもしろかった。（きちんと文になっていない。はぁ。ため息をつく。）そして空はキラキラしていた。
“スパークル“って日本語でなんだろう。えっと、スパークル、スパークル。またネットで検索。 

そう。空はキラキラしていた。どうして？それは教えられない。彼の夢の話でしょ？待って、それは訳せない…とりあえず愛想笑い。 

では２つ目の夢のボイスメールに移ろう。いや、この２つに関連性があるかどうかわからない。このボイスメールが別々だったから、ないと思う
けど……ごめんなさい。英語ばっかり。 

両親（イエス、これは知ってる！）grew (しまったこれも調べないと)は空に手が届きそう
なほど背が高くなった。これは面白いよね。彼がこれを怖いと思ったことを除いては。
そう。彼はこれを嫌いだった。いや、少なくとも私が言えるのは、今回はモンスターは
いなかった。さらに太陽がとても大きかった。これがどう関係してるかわからないけど、
いい話には設定が必要でしょう？うわー、また英語だらけ。 

これ１つじゃなくて２つの夢ってことであってるのかな？絶対1つじゃないよね。でも、
複雑……だから２つの夢。絶対そう。しまった。先生は彼が本について言ったことは理
解してるんだった。いや、これは本の話じゃなくて夢の話。でも、本のお話みたいな夢。
わからない？えっと、私の愛想笑いに気付いて？ 

２０分近いこの会話の最後のころには、お孫さんの夢のほとんどの部分を伝えられたと
思います。そして、途中でごちゃごちゃとしたわりには、どちらかというととても楽しかっ
たです。 

お互いに過去の話を話すことは時々頭が痛くなることもありますが、それ自体には過去
の思い出やおもしろかった話を思い出すことに役立っています。 

訳: 上野鮎美 (Ayumi Ueno)


