
I am he 

おれがあいつで 

 

As you are he 

あいつがおまえなら 

 

As you are me 

おまえはおれというわけで 

 

And we are all together 

つまりはみんながみんなということなのさ 

 

See how they run 

ブタのように銃から逃げ惑って 

 

Like pigs from a gun 

吹き飛ぶみんなのありさまを 

 

See how they fly 

見物といこうか 

 

I'm crying 

泣けてくるぜ 

 

  

 

 

Sitting on a cornflake 

コンフレークに乗っかって 

 

Waiting for the van to come 

トラックの到着を待っている 

 

Corporation tee shirt 

社名入りのシャツ 

 

Stupid bloody Tuesday 

馬鹿げた血の火曜日 

 

Man, you been a naughty boy 

そこのあんた お行儀がわるいぜ 

 

You let your face grow long 

顔がびろびろに伸びちまってら 

 

I am the eggman (Ooh) 

おれはタマゴ男（Ooh） 



 

They are the eggmen, (Ooh) 

おまえらもタマゴ男（Ooh） 

 

I am the walrus 

おれはセイウチ 

 

Goo goo g' joob 

グーググージュー 

 

Mister city p'liceman sitting pretty 

列をなした街のおまわりさんたちが 

 

Little p'licemen in a row 

カワイイ小さなおまわりさんの上に座っていやがる 

 

See how they fly 

お空に舞うルーシーよろしく 

 

Like Lucy in the sky 

やつらが吹き飛んで 

 

See how they run 

逃げ惑うさまを見物といこうか 

 

I'm crying 

泣けてくるぜ 

 

I'm crying, I'm crying, I'm crying 

まったく涙がちょちょ切れちまうな 

 

Yellow matter custard 

黄色いカスタードが 

 

Dripping from a dead dog's eye 

死んだ犬の目からしたたり落ちる 

 

Crabalocker fishwife pornographic priestess 

“クラバロッカー”、“卑しい女”、“変態の巫女” 

 

Boy, you been a naughty girl 

おいおい勘弁してくれ 躾のなってないそこのお嬢ちゃん 

 

You let your knickers down 

ズボンをずり下げてなにやってんだか 

 

I am the eggman (Ooh) 



おれはタマゴ男（Ooh） 

 

They are the eggmen (Ooh) 

おまえらもタマゴ男（Ooh） 

 

I am the walrus 

おれはセイウチ 

 

Goo goo g' joob 

ググーグジュー 

 

  

 

 

Sitting in an English Garden waiting for the sun 

英国式庭園に腰をおろして 太陽が昇るのを待とうじゃないか 

 

If the sun don't come 

太陽が現れなかったら 

 

You get a tan from standing in the English rain 

きみは英国式の雨にうたれて日焼けをするだけさ 

 

I am the eggman 

おれはタマゴ男 

 

They are the eggmen 

おまえらもタマゴ男 

 

I am the walrus 

おれはセイウチ 

 

Goo goo g' joob g' goo goo g' joob 

グー ググージュー ググーグジュー 

 

  

 

 

Expert texpert choking smokers 

熟練の知ったかぶりが喫煙者の首をしめる 

 

Don't you think the joker laughs at you? 

ジョーカーはきみを笑いものにした そうなんだろ？ 

 

See how they smile like pigs in a sty, 

うす汚いブタ小屋のブタみたいに笑って 

 



see how they snied 

ふがふがいわしているのを見物といこうか 

 

I'm crying 

泣けてくるぜ 

 

Semolina pilchards 

“セルモニア ピルチャーズ”が 

 

Climbing up the Eiffel Tower 

エッフェル塔をよじのぼる 

 

Element'ry penguin singing Hare Krishna 

初等教育を施されたペンギンちゃんがハレクリシュナを歌ってら 

 

Man, you should have seen them kicking Edgar Allan Poe 

そこのあんた こいつは見ものだぞ エドガー・アラン・ポウなんて目じゃないぜ 

 

I am the eggman (Ooh) 

おれはタマゴ男（Ooh） 

 

They are the eggmen (Ooh) 

おまえらもタマゴ男（Ooh） 

 

I am the walrus 

 

おれはセイウチ 

 

Goo goo g' joob 

Goo goo g' joob 

G' goo goo g' joob 

Goo goo g' joob, goo goo g' goo g' goo goo g' joob joob 

Joob joob... 


