
ビートルズ エリナー・リグビー 和訳 

  

この曲はエリナー・リグビーという孤独な老女と誰からも相手にされないマッケンジー神父を悲劇的に描いた架空の物語的な

曲です。 リヴァプールのセント・ピーターズ教会にあるウールトン共同墓地にエリナー・リグビーのお墓は実在しますが関係あ

りません セント・ピーターズ教会はジョンとポールが初めて出会った場所でもあります。 

  

Ah, look at all the lonely people 

あの孤独な連中を見てみろよ 

Ah, look at all the lonely people 

ほら あの孤独な連中を見てみなって 

Eleanor Rigby picks up the rice in the church where a wedding has been 

エリナー・リグビーは結婚式をやっている教会で米粒を拾ってる 

Lives in a dream 

うすぼんやりと生きているって感じだな 

Waits at the window, 

ライスシャワーが始まる迄は窓辺で待っている 

wearing the face that she keeps in a jar by the door 

気味の悪い顔だな 余った米は扉の傍にある壺に入れてるんだ 

Who is it for? 

誰の為に？ 

All the lonely people 

全ての孤独な人々は 

Where do they all come from? 

何処から来たんだろうな？ 

 

All the lonely people 

全ての孤独な人々は 

Where do they all belong? 

何処に居場所があるんだ？ 

Father McKenzie writing the words of a sermon that no one will hear 

マッケンジー神父が説法を書いている 誰も聞きに来ないのにな 

No one comes near 

知り合いすら近くには誰も居ない 

Look at him working, 

見ろよ 何かやってるぜ 

 

darning his socks in the night when there's nobody there 

穴の空いた靴下を縫ってるんだ 周りには誰も居ない 孤独な夜 

 

What does he care? 

誰がマッケンジー神父の身なりなんか気にする？ 
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All the lonely people 

全ての孤独な人々は 

Where do they all come from? 

何処から来たんだろうな？ 

All the lonely people 

全ての孤独な人々は 

 

Where do they all belong? 

何処に居場所があるんだ？ 

Ah, look at all the lonely people 

見なよ あの孤独な連中を 

Ah, look at all the lonely people 

見なよ あの孤独で居場所も無い連中を 

Eleanor Rigby died in the church and was buried along with her name 

エリナー・リグビーは教会で死んだ 簡素な墓には彼女の名が刻まれている 

 

Nobody came 

墓には誰も来ない 

Father McKenzie wiping the dirt from his hands as he walks from the grave 

マッケンジー神父は手に付いた泥を拭う 墓を掘った時に付いた泥を 

No one was saved 

誰も救われなかった 

All the lonely people (Ah, look at all the lonely people) 

全ての孤独な人々（見ろよ あの孤独な連中を） 

 

 

 

 

 

Where do they all come from? 

あの連中は何処から来たのだろうか？ 

All the lonely people (Ah, look at all the lonely people) 

全ての孤独な人々（見ろ あの身寄りの無い連中を） 

Where do they all belong?  

奴等は何処に居場所があるんだ？ 
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The Long And Winding Road / The Beatles 

 - ザ ロング アンド ワインディング ロード / ビートルズ の歌詞和訳です。今回の楽曲は The Beatles（ビートルズ）のア

ルバム、"Let It Be"に収録されている楽曲です。タイトルの和訳は「長く、曲がりくねった道」 

 

The Beatles / The Long And Winding Road - Lyrics 

ビートルズ / ザ ロング アンド ワインディング ロード - 日本語 和訳 

 

The long and winding road that leads to your door 

あなたの扉へと続く、長く曲がりくねった道のり 

Will never disappear 

それは決して消えることはない 

I've seen that road before it always leads me here 

ここにたどり着く前から僕にはその道が見えていたんだ 

Leads me to your door 

あなたのもとへ僕を導いておくれ 

 

The wild and windy night that the rain washed away 

激しい風の吹く夜は雨に流され 

Has left a pool of tears crying for the day 

明日を求める涙の溜まりがあとに残った 

Why leave me standing here, let me know the way 

どうして僕を置いていくの？ 進むべき道を教えてよ 

Many times I've been alone and many times I've cried 

何度も一人ぼっちになって、何度も涙を流してきた 

Anyway you'll never know the many ways I've tried 

そんな僕の歩んできた努力の道のりを、あなたは知らない 

And still they lead me back to the long and winding road 

そして僕はまた長く曲がりくねった道に連れ戻される 

 

You left me standing here a long, long time ago 

僕はあなたに置き去りにされたんだ もうずっと、ずっと前のこと 

Don't leave me waiting here, lead me to you door 

このまま放っておかないでよ あなたの扉まで連れていって 

But still they lead me back to the long and winding road 

でも僕はまた、この長く曲がりくねった道に連れ戻される 

You left me standing here a long, long time ago 

僕はあなたに置き去りにされたんだ もうずっと、ずっと前のこと 

Don't keep me waiting here (Don't keep me wait), lead me to you door 

置いていかないで（放っておかないで） あなたの扉のもとまで連れていっておくれ 

Yeah, yeah, yeah, yeah 



Yesterday - The Beatles 歌詞と和訳と解説  

今回は、The Beatles 永遠の名曲、"Yesterday"の歌詞と和訳をお届けします。 

 

Yesterday 歌詞和訳  

 

Yesterday, all my troubles seemed so far away 

Now it looks as though they're here to stay 

oh, I believe in yesterday 

 

昨日は、悩みなんて遥か遠くにいたのに 

今はここにいるかのようで 

Oh, まだ昨日のような日を信じてる 

 

Suddenly I'm not half the man I used to be 

There's a shadow hanging over me 

Oh, yesterday came suddenly. 

 

突然 僕は昔と全然違う男みたいに 

影に覆われているんだ 

Oh, 突然やって来たのさ 

 

Why she had to go? 

I don't know, she wouldn't say 

I said something wrong 

Now I long for yesterday. 

 

どうして彼女は行かなくちゃならなかったんだ？ 

わからないんだ、言ってくれなかった 

何か間違ったことを言ったのかな 

今はもう 昨日のような日を待ちわびてる 

 

Yesterday love was such an easy game to play 

Now I need a place to hide away 

Oh, I believe in yesterday. 

 

昨日までは 愛なんて簡単なゲームだったのに 

今はもう どこか隠れてしまう場所が欲しいんだ 

Oh, まだ昨日のような日を信じてる 

 

Why she had to go? 

I don't know, she wouldn't say 



I said something wrong 

Now I long for yesterday. 

 

どうして彼女は行かなくちゃならなかったんだ？ 

わからないんだ、言ってくれなかった 

何か間違ったことを言ったのかな 

今はもう 昨日のような日を待ちわびてる 

 

Yesterday love was such an easy game to play 

Now I need a place to hide away 

Oh, I believe in yesterday... 

 

昨日までは 愛なんて簡単なゲームだったのに 

今はもう どこか隠れてしまう場所が欲しいんだ 

Oh, まだ昨日のような日を信じてる 

 

 

楽曲解説 

 

"Yesterday"が最初にリリースされたのは、1965 年 8 月リリースのアルバム"Help !"の収録曲としてでした。同

年 9 月にシングルとしてもリリースされ、US ビルボードで 1 位を獲得しています。 

 

作曲のクレジットは Lennon-McCartney で、John Lennon と Paul McCartney の共作となっていますが、アコー

スティックギターとヴォーカル（とストリングス）のシンプルな構成で、Paul McCartney のソロ作品に近い構成に

なっています。 

 

シンプルかつその美しさからか、2000 を超えるカヴァーヴァージョンが存在し、群を抜いて歌われている楽曲

です。数多くの一般投票などでも 1 位を獲得しており、時代を超え、世界中で最も愛されている楽曲の一つと

言っても過言ではないかもしれません。 

 

メロディの構想は、Paul がガールフレンドの家にいる時に思いついたものでしたが、そこからしばらく歌詞のア

イディアが浮かばず、当初は"Scrambled Eggs（スクランブルエッグ）"と呼ばれていました。 

 

下は John Lennon のコメントです。  

『この曲の制作には何か月もかかったんだ。レコーディングセッションでもやったりしたんだけど、みんな 

Scrambled Eggs って呼んでいて、まあジョークみたいになっていたね。曲名には 1 単語が相応しいだろうとは

考えていたけれど、なかなか見つけられずにいたんだ』 

 

その後、65 年の 5 月に Paul が曲名をひらめき、"Yesterday"としてレコーディング、8 月にリリースとなりまし

た。 


