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A long way out in the deep blue sea there lived a fish.
Not just an ordinary fish, but the most beautiful fish in the 
entire ocean. His scales were every shade of blue and green 
and purple, with sparkling silver scales among them.

The other fish were amazed at his beauty.
They called him Rainbow Fish. “Come on, Rainbow Fish,” 
they would call. “Come and play with us!” But the Rainbow 
Fish would just glide past, proud and silent, letting his scales 
shimmer.

One day, a little blue fish followed after him. “Rainbow 
Fish,” he called, “wait for me! Please give me one of your 
shiny scales. They are so wonderful, and you have so many.”

“You want me to give you one of my special scales? Who 
do you think you are?” cried the Rainbow Fish. “Get away 
from me!” 
Shocked, the little blue fish swam away. He was so upset, 

he told all his friends what had happened. From then on, no 
one would have anything to do with the Rainbow Fish. 
They turned away when he swam by.

What good were the dazzling, shimmering scales with no 
one to admire them? Now he was the loneliest fish in the 
entire ocean.
One day he poured out his troubles to the starfish. “I really 

am beautiful. Why doesn’t anybody like me?”
“I can’t answer that for you,” said the starfish. “But if you 

go beyond the coral reef to a deep cave you will find the 
wise octopus. Maybe she can help you.”

The Rainbow Fish found the cave. It was very dark inside 
and he couldn’t see anything. Then suddenly two eyes 
caught him in their glare and the octopus emerged from the 
darkness.

“①                                            ,” 
said the octopus with a deep voice. 

“②                                                

あおく ふかい とおくの うみに，１ぴきの さかな

が すんで いた。 なみの さかなじゃ ない。

うみじゅう さがしても，こんなに きれいな さかな

は いなかった。 にじのように，さまざまな いろあ

いの，あおと みどりと むらさきの うろこ。

その なかに きらきら かがやく ぎんの うろこ。

ほかの さかなたちは めを みはった。 そして，か

れを にじおと よんだ。

「おいでよ，にじおう。 いっしょに あそぼう！」

だが，にじおうは ただ すいすい とおりすぐるだ

け。

へんじも せず，とくいに なって，うろこを きらき

らさせて。

ある ひ，ちいさな あおい さかなが あとを おっ

て，よびかけた。

「にじおう，まってよ！ おねがいだから，きみの そ

の きらきらうろこを １まい おくれよ。

すごく すてきなんだもの。それに，きみには そんな

に たくさん あるんだもの。」

「ぼくの この とくべつな うろこを くれだって？

いったい だれさまの つもりなんだ？」

にじうおは さけんだ。

「とっとと あっちへ いけ！」

びっくりして，あおい さかなは およぎさった。

どう して いいか わからず，ともだち みんなに

その はなしを して まわった。それからは，だれひ

とり にじうおに かかりあおうとは しなく なっ

た。

にじおうが くると，みんな そっぽを むく。

めも くらむような きらきらうろこも，だれにも ほ

めて もらえなければ，なんの やくに たつだろう？

にじおうは，うみじゅうで いちばん さびしい ひと

りぼっちの さかなに なって しまった。

ある ひ，にじうおは なやみを ひとでに うちあけ

た。

「ぼくは こんなに きれいなのに，どうして だれに

も すきに なって もらえないんだ？」

「そんな こと おれに わかるもんか。」と，ひとで

は いった。

「でも さんごしょうを こえて，ふかい ほらあなへ

いって みな。かしこい たこに あえるよ。 あの

ばあさんなら，きみを たすけて くれるかもな。」

にじおうは ほらあなを みつけた。なかは とても

くらく，なにも みえなかった。すると とつぜん，ふ

たつの ぎらぎら ひかる めが にじうおを とら

え，くらやみから たこが あらわれた。

「

                       」

ひくい こえで たこは いった。

「

                       



This is my advice. Give a glittering scale to each of the 
other fish. You will no longer be the most beautiful fish in 
the sea, but you will discover how to be happy.”

“I can’t…” the Rainbow Fish started to say, but 

③                                                         

                                                  
Give away my scales? My beautiful shining scales? Never.

How could I ever be happy without them?

Suddenly he felt the light touch of a fin. The little blue fish 
was back! 
“Rainbow Fish, please, don’t be angry. I just want one little 

scale.”
The Rainbow Fish wavered. Only one very very small 

shimmery scale, he thought. Well, maybe I wouldn’t miss 
just one.

Carefully the Rainbow fish pulled out the smallest scale 
and gave it to the little fish.
“Thank you! Thank you very much!” The little blue fish 

bubbled playfully, as he tucked the shiny scale in among his 
blue ones.
A rather peculiar feeling came over the Rainbow Fish. For 

a long time he watched the little blue fish swim back and 
forth with his new scale glittering in the water.

The little blue fish whizzed through the ocean with his 
scale flashing, so it didn’t take long before the Rainbow Fish 
was surrounded by the other fish. Everyone wanted a 
glittering scale.
The Rainbow Fish shared his scales left and right. And the 

more he gave away, the more delighted he became. When 
the water around him filled with glimmering scales, he at 
last felt at home among the other fish.

Finally the Rainbow Fish had only one shining scale left.    
His most prized possessions had been given away, yet he was 
very happy.
“Come on Rainbow Fish,” they called. Come and play with 

us!”
“Here I come,” said the Rainbow Fish and, happy as a 

splash, he swam off to join his friends.

こう するが いい。 きらきらうろこを １まいず

つ，ほかの さかなに くれて やるのじゃ。それで

おまえは，いちばん きれいな さかなでは なくなる

が，どう すれば しあわせに なれるかが わかるだ

ろう。」

「でも……。」

にじうおは いいかけた。だが，                     

                          

                               

ぼくの うろこを くれて やる？ この きらきらす

る きれいな うろこを？ とんでもない。 うろこが

なくて どう いぇって しあわせに なれるって い

うんだ？

とつぜん，だれかの ひれが にじうおに そっと さ

わった。 ちいさな あおい さかなが もどって き

たのだ！

「にじお，たのむから おこらないでね。ちっちゃな

うろこ １まい だけで いいんだ。」

にじうおは ためらった。 ちいさな ちいさな きら

きら うろこを １まいだけか。 かれは おもった。

まぁ いいさ。 １まいだけなら，おしくも ないだろ

う。

にじうおは ちゅういぶかく， いちばん ちいさな

うろこを はがして，ちいさな さかなに やった。

「ありがとう！ ほんとうに ありがとう！」

ちいさな あおい さかなは ぷくぷく はしゃいで，

きらきらする うろこを じぶんの あおい うろこの

あいだに くっつけた。

にじうおは ふしぎな きもちに おそわれた。

ながい あいだ，にじうおは ちいさな あおい さか

なが，あたらしい うろこを きらきらさせて，みずの

なかを いたり きたり するのを みつめた。

ちいさな あおい さかなは，うろこを きらめかせて

うみを ひゅーんと すっとんで いったので，にじう

おは すぐに ほかの さかなたちに とりかこまれて

しまった。

だれもが きらきらうろこを ほしがった

にじうおは つぎから つぎへと うろこを わけた。

そして うろこを あげれば あげるほど，うれしく

なった。まわりの うみじゅうが きらきらして くる

と，なんだか にじうおは ほかの さかなと いっし

ょに いるのが すっかり たのしく なって きた。

とうとう かがやく うろこは，たった １まいだけに

なった。にじうおは いちばんの たからを みんな

あげてしまった。それなのに，にじうおは とっても

しあわせ。

「おいでよ，にじうお。いっしょに あそぼう！」

みんなは よんだ。

「いま いくよ。」と，にじうおは いって，ぱしゃぱ

しゃと しあわせそうに ともだちの ほうへ およい

でいった。




