
Ｔ： こんにちはお久しぶりです 

Ｌ： あ，お久しぶりですー 

Ｔ： はい，えー，お元気でしたか？ 

Ｌ： おかげさまで元気です 

Ｔ： はい，えー，この一年で，あのー，なんか，大きな変化とか，なんかありました

か？ 

Ｌ： うーん（んー），へ，大きな変化って言えばー（ええ），そな［そんな］特別はな

いけど（はい），ただあのー，仕事のー，ほら，あのー，ま，なんという，経済，

全体的に経済が不景気でね（はい），仕事も（ええ）大変なってきなたと思います 

Ｔ： あーそうですか（はい），で，アルバイ，お仕事は前と同じ，（違います）あの，

仕事ですか？，ええ 
Ｌ： 去年の（はい）１２月からちょっと，違う会社に入ってました 

Ｔ： そうですかー（はい），その，どんな今お仕事なさってるか伺っていいですかー？ 

Ｌ： うーん，今の仕事は（はい），あの前の仕事と比べて，なんか，うん，楽は楽です

ね（はい），たた［ただ］なんとなく始めたばっかりというか，なんかやりかい

［やりがい］がないなー，と思ってね… 

Ｔ： ん，やり？ 

Ｌ： やりかい［やりがい］（あー），かい，何かち（はい），ただ時間つぶすというか

（はい），お金，給料もらうだけっていうような感じになってきたね 

Ｔ： あー，そうですかー，前のお仕事はなんか縫製工場でしたよねー 

Ｌ： はい，そうですねー（はい），それをほら，あの，長年やってきたので（はい），

まあ，あの，まず，例えば人一枚の服出来上がるに（ふーん），そういうなりの

（うん），喜びが（うん）感じるんですよね（はい），だ，今ののは（うん），電

子部品の工場なんですが（ほーほーほーほー），うん，たとば［例えば］，簡単で

（はい），楽，体もそんなに疲れないんですけど（はい，はい），やっぱり喜びも

悲しみもないんですね＜笑＞ 

Ｔ： あーそうですか＜笑＞ 

Ｌ： 感じないです＜笑＞ 

Ｔ： あー，なんかちょっと１年前に（はい），あのー，縫製工場でいずれ自分が（あ

ー），会社をやってみたいなーて仰ってたのを（うん）覚えてるんですけど 

Ｌ： そう，そうですよー（はい），あたしもそういう社長の話として（はい），そうい

うやる気が出たきたけど（はい），やっぱり，なんていうか，やっぱり経済が悪く

て，ほら，会社でも，あと仕事つながらない時あるんですよ（はい），何回か休ま

されたんですね（ええ），それで私だけ休まされて，また他の人にやらして，すご

い，社長に，なんか，たまされた［騙された］ような気がしてね（ふーん），うん 
Ｔ： そうです（うん）かー，あの，もしね（はい），あの，えー，そういうチャンスが

あって（うん），あの，自分で会社をやるとしたら，どんなふうなね，その，不況

の時にも強い何か，あの，アイディアってありますかねー？ 

Ｌ： あーまだそん（うん），そこほど考えてないんですけど（ええ），多分（はい），

大変だと思うんですね（うん），いつ，もしそうやるとすれば，やっぱり，なん



て，家庭と仕事とか（ふーん），どちらかを，あのー，なんていう（うん），選べ

なきゃいけない（はい）ん**てね（はい），もし仕事一心とやるすれば，家庭の方

はあんまり（んー）手がつけれなくなるとか（はい），だから，今はまだ，早いか

なー，子どもまだ小さいのに（うん），そういう事業［じゅぎょう］立てるのも

（うーん），まだ早いかなって 

Ｔ： あ，そうですかー（うん），それで，今回は（はい），あの，はい，分かりまし

た，あの，前の時にね，やっぱり，お仕事するにはすごく人間関係，がとっても大

事だって仰ってたと思う（そうですねー）んですけど（うーん），今はいかがです

か？ 

Ｌ： 今もうねー（うん），あの，中々難しいと思います（うーん），今新しいの会社に

入っても（んー），やっぱりその会社のなりの（うん）人間関係が（うん）複雑

（うん），ですね（うん），表面はみんな（うん），笑顔って言ってるけど，悪口

回ってると（ふーん）動きが，聞いてるんですよ（はい），噂がね 

Ｔ： それはほとんどが日本人の人ですよね？ 

Ｌ： うん，そこはほとんど（ああ）日本人です 

Ｔ： あー，いわゆる日本人の（うん），本音と建前っていう（そう，そう，そう），そ

れですかねー（うん），私，あの，中国の人がはっきりものを言うのとっても好き

なんですけどー，あのー，どうやったらもう少しね，日本人がー，思ったことを，

そのまま，ストレートに出すようになって行くんでしょうねー，うーん 

Ｌ： **，まだそこまではー（うーん），頭（うん，うん）使ってーって考えてないけど

（はい），今またその会社で（はい），時間つぶすだけです（あ，そうですかー，

うん），でも今こち［こっち］（はい）縫製会社今もう，あのー，忙しくなってき

てね（うん），社長に電話来て（はい），あのー，戻ってきてって電話来たんです

けどね 

Ｔ： あ，そうなんですかー（**），じゃあ今気持が揺れてますか？ 

Ｌ： 揺れてます（はい），悩んでるー（んー，んー，んー），どうすればいいですかっ

て，まあ正直に言えば（うん），あの，縫製会社は長年でやってるけど，やっぱり

その，時間と量がね，すごく疲れるんですね（うん，んー，なるほどねー），大変

です，でも，今ほら（うん），こっちが何ヶ月やって（はい），ら，体が楽，楽

（うん，うん，うん）だってね，またそこに戻る（うん）時には慣れるかなと（ん

ー）心配です 

Ｔ： うーん，そうですかー（うん），あのー，前に新聞を毎朝読むのが，えの，趣味と

言うか（あ，…），毎日習慣で読んでるって仰ってたんですけど最近の，えー，ニ

ュースで，特に印象に残ってることってありますか？ニュースの中で 

Ｌ： うーん，やっぱり最近オリンピックですね（はい，はい）バンクーバーのね（は

い），すごいんですね（はい），**，選手たちは一生懸命頑張ってる姿見たらすご

いなと思う 

Ｔ： あーなるほどね 

Ｌ： そう特に（はい，はい），あのー，なんていうか試合するときは（はい），あの，

中国の選手も出てるといっぱいあるんですよ（はい），それで子どもたちにね，



あ，ママこれ中国人だ，中国の選手だよ，中国頑張れ頑張れってね，子ども，私よ

り子どもの方が盛んに中国の方応援してるって，あービックリしたっていうかね 

Ｔ： あ，そう（そうです）ですかー，へー，あ，それは意外だったんですね 

Ｌ： あーはい，あ，意外とね… 

Ｔ： あー，なるほどねー 

Ｌ： でも（はい），日本のテレビニュースでたら，そんなに，外国の選手出る（はい）

場面が少ないんですよ（そうですねー，はい），やっぱり，あの，日本の選手の出

る（はい），**（ええ），**… 

Ｔ： あの，確かにね華やかでいいですけど（うん），あそこまで行くにはー，もう，か

なりの人がね（うん，…），小さい時からスケート，例えばフィギュアスケ，スケ

ートだったらスケートスケートってやってきてますよねー（はい），もう楽しみも

少しねー，あの… 

Ｌ： うん，土日は（はい）見てるのはあの，やっぱり（はい），フィ，ギ，ギア，アイ

ス，なんだっけ，フィギュアか（フィギュアスケート，はい，はい），**，それ

が，あの，真央ちゃんね（はい），すごいですね 

Ｔ： そうですねー，はい 

Ｌ： がんばってます（うん），多分やっぱりそういうしてる時がかなり，なんていう

か，なん，なん，なんて言えばいいか（はい），シャ，シャント， 

Ｔ： ん？ 

Ｌ： んー，緊張感とかが（はい，はい）すごいんです，ストレス（はい）すごい，それ

を，あの，抑えるのも大変だと思いますね 

Ｔ： そうですよねー（うん），自分自身もねー（はい），そのし，試合の中で 

Ｌ： 勝てなきゃいけないです 
Ｔ： んー，で，あのー，そこについて行くから，家族でね，一緒にこう，動けないって

いう，あのー，キムヨナなんかも，そんな話を聞いてますけども，はい 

Ｌ： ね， 

Ｔ： なるほどねー，で，そのお子さんですけど，何年生ですか，今？ 

Ｌ： んと，上の子は４月か４年です（そうですかー），うん（あ，はい）下の子は，４

月から２年ですね 

Ｔ： はい，はい（うん），いかがですか，日本の，えー，小学校（うーん），えー，な

んか感じることありますか？日本と中国との違いみたい… 

Ｌ： やっぱり違うんですねー（はい），中国と，中国の学校今では（はい），あのー，

学習に，１において，他のことをまず，次にして，まずと，なんていうか，まず勉

強，成績が，それが一番重視するんですけど，えーと日本ではー，あの小学校か

ら，やっぱり生活面の，そういうしゅう，生活習慣とか，人間と，友だちと関わる

とか，それを（うん），重視して（うん，うん），いるんですよね，それで学，成

績とかは（うん）まだ，次になっていくんですね 

Ｔ： うん，うん 

Ｌ： それが（はい），うん，相当かん，最初は，あの，日本の，あの，こう言って子ど

もの勉強のせいせ，あの，勉強のヨウヨクとか，良くないなと思ったけど 



Ｔ： ん？勉強の？ 

Ｌ： よ，よ，ヨヨク（はい），欲か（はい），うん，そ**が良くないなと思ったけど

（はい），それで，やっぱり，あのー，生活面と，あの，友達の関わりが，あの，

よくつーて［ついて］いけば（はい），その，自然に大きくなったら，あの勉強が

つーて［ついて］いけると思ってます 

Ｔ： あーそうですかー，じゃあ，そっちの生活とか，そっち重視はいいことだって… 

Ｌ： いいだと思います 

Ｔ： はい，ただ世の中では，そうやって日本がね（うん），そちらに，まあ人間力とか

そっちばっかり考えてると（うん），中国とか韓国がもう，が，学習学習（そうで

すね），ってすごい錆びついてしまうって意見もありますよね 

Ｌ： それは子どもたちも大変ですよ今（はい），なんか宿題がね（はい），手が疲れる

ほど，と終わらないんだ，ですね 

Ｔ： 中国ですか？ 

Ｌ： うん（はー），みんあ休みの日にまだ（はい）塾とか（はい）ねー，色々あって大

変です 

Ｔ： ですね 

Ｌ： うちの（はい）姉の子どももね（はい），うちのちょじょ［長女］と同じ（うん，

うん）くらいで，１年したって（はい），家に帰って，すごい宿題（うん），２時

間ぐらいの宿題あります（うん）ですよ 

Ｔ： それだけやっている（うん），色んなね，その中国も韓国も… 

Ｌ： それでもほら（はい），やっぱり，やりすぎて（あー），なんた，なんか子どもも

嫌がって，なってるじゃないんですか，嫌がるんですよねー（そうですかー），遊

ぶ（あー），やっぱり子どもが遊びたがって（はい），それいけないって（うん）

親が怒って（はい），叩いたりして（はー），かわいそうだろうな（うん，うん）

って，やっぱり日本の子ども幸せだってね，小学生が 

Ｔ： そうですか，じゃああの，｛Ｌ｝さんから見たら（うん），こういうふうに育てた

方がいい（うん），あまり学習学習ってしない方がいいっていう意見… 

Ｌ： いいですね（はい），やっぱりバランス良く（んー），いけばいいと思います（ん

ー），ね，例えばあの（はい），その**は大事では，１年生は１０分で（はい），

２年生にじゅ，２０分で，そういうかくし，学習，家庭学習の時間もしきちんとや

っていけば，大丈夫と思います 

Ｔ： うーん，そうですか（うん），じゃあ逆に，あの，中国の，あの，勉強勉強ってい

う，やり方はちょっと問題だと思うんですね… 

Ｌ： 大変，そういう子どもをね（はい），そういう色々詰め込んで（はい），そういう

話し方とか（はい），そとみれば，子どもらしくないんですね（んー），やっぱり

子どもは子どもの時代に，こどもらしくてかわいくて（うん），あの，楽しんでい

けばいいなと思います 

Ｔ： うーん，と，やっぱり中国は，あの，一人っ子政策よくなか，良くないんでしょう

かね？１人の子どもにかけてしまうっていう（あー），ちょっとそのあたりご意見

お願いします 



Ｌ： そうですね（はい），いま社会的に（はい），あのー，そういう現象，現象が出て

きたんですよね（はー），何十年前かもう（はい），そういう一人っ子政策って

（はい），今になっては，例えば２つかて［家庭］で，子どが１人ずつで，その

ー，子どもをね，あのー，結婚すれば（はい），将来的になんて，年寄り４人もい

る（うん）わけじゃないんですか（はい），それでも，子どもたちに（うん）とっ

ては，あの，なんていうか，負担がすごい（んー）んじゃないですかね（んー），

あんま日本みたいに年金貰ってる場合じゃないんだし（うん，うん），それ子ども

にとっても（うん）大変ですね（あー），ぎゃく，あのー，昔では，なんて言うん

だ，あまず，農村［ロウソンウ］，農村［ロウソンウ］の部分では（はい），えー

と，男の子がいいんですよね（はい），女の子を（はい）**（ええ，うん），それ

で，**すればいいってね，赤，女の赤ちゃん生まれたら，すぐ，投げたり（はい）

捨てたりする（はい）ね，男を生むまで（はい），辞めないってか（はい）それ

で，今になっては，その，その時代の子どもおっきくなってるね，**，社会という

のは，男の方が多いんですよ（はい，そうですね），女子が少なくてね（はい），

それで男ってのは将来的に，あの，結婚するも（んー），大変になってくるんです 

Ｔ： はい，はい，なるほどねー，で，どうしたらいいんですかねー，これすごいアンバ

ランスですよねー， 

Ｌ： やっぱり（はい），なんていう，日本，中国では（はい），男にいれば，将来老後

の，あの，せいか，しょう，老後の（はい）生活とか，あのー，面倒見てくれる

（うん），男いれば（うん），面倒む，見てもらえるんですよね（はい），女の子

だとすれば嫁に行ってしまうけ（うん），ですから（うん），老後の心配ですね

（はい），やっぱりそういう，そういう考えを直す，直すには（はい），えーと，

やっぱり，あのー，人の老後の心配を（うん），えーと，なくすために（うん），

なんか，政策考えなきゃいけないんですね 

Ｔ： はい，具体的にちょっと 

Ｌ： ＜笑＞ 

Ｔ： どんな政策がいいでしょうか＜笑＞，はい 

Ｌ： ＜笑＞ 

Ｔ： なんか，その，つもりでお話してください，はい 

Ｌ： んー，今の中国って言えばほら，あの，ちゃんとしたの会社に勤めてる人とか（は

い），政府機関に勤めてる人しか（はい），あの，年金とかがもらえないんですよ

ね（はーはい），やっぱり（うん）みんなが（うん，うん），老後に（うん，う

ん），みんなも（うん）らえるように（うん），そういう（うーん）政策，計画立

てて［たて］行けば，そういう老後の心配なくす，なくなれば（うーん），**，男

の子しか産めないとか（んー），そういうかん，おと，男の子いなくても（うん，

うん），老後の心配いらない（うーん）っても，それでいいじゃないかなって 

Ｔ： なるほどねー，そうですよねー，いいご意見ありがとうございました，はい，あの

ー，ちょっと話は変わるんですが（うん），前なんか**かなんかが趣味って聞いた

んですけ，今の趣味はなんですか？ 

Ｌ： 今なんもやってないですね， 



Ｔ： なにもしてないんですか 

Ｌ： やってない 

Ｔ： そうですかー，はい 

Ｌ： まーちょっとパソコンの勉強がしてます 

Ｔ： おー，あ，どんな勉強かちょっと 

Ｌ： あの，ワット［ワード］，あのパソコンのワット［ワード］をね，（はい）できる

ように（はい），がんばって（そうなんですかー）います 

Ｔ： それは何か目的があるんですか？これをこういうのをしたいとか… 

Ｌ： うん，将来（はい），まそういう何か仕事を，今ほら，ＩＴ社会なってるんだから

（はい），何かやるでも，パソコンてきれば［できれば］（うん）いいなって（ん

ー），そういう言われて，まず身につけておけば（うん），将来的に（うん），な

んか，役立てるなんじゃないかなって 

Ｔ： んー，じゃあ，将来はどんなことをやりたいですか？ 

Ｌ： あー 

Ｔ： 夢でいいですから教えてください，できるだけ詳しく教えてください，はい 

Ｌ： ＜笑＞，今仕事探すのも大変だし（ええ）… 

Ｔ： いや十年後とか，もっと，あの，先，お子さんが大きくなったら，まだ 

Ｌ： 考えてないです 

Ｔ： あ，そうですかー，はーい，パソコンは，あのー小学校でもやるんですか，少し

は？あ，今｛地名４｝，｛地名５｝ではやってないんですか？小学校でパソコン？ 

Ｌ： 小学校？ 

Ｔ： はい 

Ｌ： 学校はやってないです， 
Ｔ： あーそうですかー，はい 

Ｌ： 家で（はい），主人も，ほら自分で勉強しながらやってるから（はい），それで，

色んな，あの，パソコンに入れて（うん），それ開けば，やり方教えてくれるの，

そういうの（ふーん）教材あるんじゃない？（はい，はい），それを（ええ）開い

て（はい，うん），見てます 

Ｔ： あー，そうですかー 

Ｌ： そこの上に（うん），一回（うん），教えて（うん，うん）くれたら，たぶ，それ

おわ，聞き終わったら，また自分でやるの（んー），なんかじしゅ，練習があるん

ですよ（うーん），それを一回やって，次々くりけして［繰り返して］いく 

Ｔ： あーそうですか，パソコンって本当に便利で，あのー，いいんですけど，インター

ネットで（うん），なんか色々ね，あのー，問題が起きてますよね（そうですね

ー），あのー，例えば，攻撃して，韓国の女優が，あの，自殺したとかね（う

ん），あの，インターネットのあれはどう思い，われますか？ 

Ｌ： ＜息を吐く＞ 

Ｔ： 便利ですけどちょっと私は問題かなーと思うんですけど 

Ｌ： あー（はい）なんかインターネットで知り合った人と殺したり（あー，のもありま

すよね），あります（はい），でもわるしつ［悪質］で，わるし，悪質だ（は



い），悪質，利用方法，大変ですね（ええ），そこあたしよくわからないです（ん

ー），なんか，インターネット，なんか，そういう管理するの機関あるんじゃない

んですか？ 

Ｔ： あー，そうですか，はい 

Ｌ： そういう（はい），そういうの，＜ブレス＞（はい），管理してるの，所を（え

え），そういうなんか（はい），例えば，書き込みで悪いの書き込み（ええ）見つ

かったらばすぐ削除して（はい），ま，あの，流れ，人を，多くの人に見れないよ

うにした方がいいじゃないかなって（うーん），すごいよく分からないんです 

Ｔ： あー，まだね，そうですかー，はい，あの，前は確かあの，えー，｛Ｌ｝式餃子を

教えていただいたんですけど，今日はまた違う料理を教えてほしいんですけど，な

にか（＜笑い＞）是非是非，ちゅうご，中華料理で教えてください， 
Ｌ： 中華料理（はい），あ，私さい（はい），昨日（はい），あ，２，３日前に（は

い），あれを買ってきました，あの，日本語と言えば，紅葉って言う（うん），食

べ物なんですけど（うん），先生分かりますか？ 

Ｔ： ちょっとじゃあできるだけ詳しく教えてください，はい 

Ｌ： あの，中国ではね（はい），鶏の足（ええ），あの，爪，三本脚付いてる（はい）

のそこだけね，それを食べるんですよ（はい），日本はあまり食べない（ええ）で

すけど（はい），探すのもたいへんだけど（うん），あの，２，３日前買ってきま

した（はい），それを，あの，すごく安くておいしいものですけどね（はい），う

ん，帰って買ってきて（うん），えーと冷凍，冷凍されてるんですけど，冷凍，解

凍するまえに，あの，爪，足についてる爪とか（はい），あの，黒いの焦げを（は

い），取って（はい），それでおっきな鍋に（はい），えっとお湯を沸かして（う

ん），えっとその鶏足を一回，お湯でざっと煮ます（はい），それを，すぐに上

げ，ざるに上げたら水きって（はい），それで他の鍋に（うん），えっと，醤油

と，みりんと，砂糖，あと味のもとね，入れ，混ぜて煮ます（はい），それでちょ

っと沸いたら，えーと，ハッカク，ハッカクも入れて（はい），うん，ハッカクを

入れて，それからあのー，あの，一回お湯，ざっと煮たの，**醤油に入れて（は

い），煮込みます（はい），大体３０分後経ってたら，出来上がりです 

Ｔ： そうですかー，どんな味ですか？ 

Ｌ： あのー，なんか（うん），うちの主人の話では食べるとこないって，食べるところ

はないって言われてるけど，私に食べてはおいしんですよ（うん），その足… 

Ｔ： え，食べるところがないっていうのは？ 

Ｌ： 食べると，なんか，全部骨（あーはいはい＜笑＞）**たんですね，うん，これー

は，全部骨ばかりじゃないんですけど（はい），えーと，その上に，あの，厚いの

皮がありますよね（はい），それがぷりぷりのしかん［食感］で（はい），コラー

ゲンもたっぷりで（あー，お肌にも），美容に効果ある＜笑＞，肌にもいいってね

（んー），それが気になって（んー）好きです，それがすごくおいしいんですよ

（ふーん），こ，歯のこたえもあるだし（ふーん） 

Ｔ： ふーん，そうですか（はい），でも時間がかかりそうですね 

Ｌ： うーん，そうですねー（うん），煮込むの時間ですねー 



Ｔ： はー，最近ね，あの，都会では，特に，お母さんたちが時間をかけて，料理をする

のいやだって言って（はーはー），もうみんなできたもの買ってきてしまうんです

けど 

Ｌ： そうですね，でもうちは今ね（はい），あのー，石油ストーブ付けてるんですよね

（はい），その，鍋るる，鍋は，調味料全部入れて，煮物入れて，ストーブの上に

置くだけどいいんですから，そんなに時間かからないです 

Ｔ： でも，いいですねーそれはねー，とってもあの… 

Ｌ： 簡単（でそれで…），簡単に出来上がり（はい），それでガス代も（はい）節約で

きます 

Ｔ： はい，あ，なるほどー（うん），いいですねー，そうですかー，あの，最近，あの

ー，えー，｛Ｌ｝家，｛Ｌ｝さんのうちでは，えー，何か，あの，大きな，なんで

しょ，イベント，っていうか出来事ってありましたか？ 

Ｌ： 相変わらず 

Ｔ： 相変わらずですか，＜笑＞，そうですかー，はい，あの，新聞大好きておっしゃっ

てたけど，あの，ご家族も読まれるんですか？ 

Ｌ： あ，最近（ええ）よくね（ええ），あの，｛地名｝魁新聞の（はい），あの，暮ら

しの（ふーん），もく，欄目あるんですよね（はい，はい）その，その所に書かれ

たのは，大体，あのーなんか年寄り書いたような文章なんですけれでも（はい），

あの，暮らしの思い出（うん）ってことね（うん）それ読むのが好きですね 

Ｔ： あーそうですか 

Ｌ： たまに（はい），あの，なんていうか（ええ），｛地名｝の生活，昔の生活と今の

生活を書かれたり，それからお母さんの思いでを書かれたり，なんか，あの，ふ，

読んでれば，なんか，ここ普通のことなんだけど（はい），すごい，読み終わった

ら，考えてみれば（うん），あの，実際に心が打たれるところがもうすごいんです

ね 

Ｔ： はー，特に最近で（うん），あー心が打たれたっていうの，ありますか？その一つ

教えてください 

Ｌ： あーそこに（記事…）読めれたのかな（はい），｛咳払い｝，うん，そこに書かれ

たのは，あのなんていうか，あけたら雪国［ゆきくに］なので（はい，はい），雪

かき大変なことですね（ええ），でも，むか，自分，あの，作者がまだ若いころ

に，まずお母さんお父さんからに教えわれて（はい），あのー雪かきをした，した

ですけど（はい），今自分が歳なって，子どもがみな，あの巣立ちにして，遠いと

こ行ったし（はい），あと自分をやら，やらえなきゃならないんですね，それで，

なんか，今年は，あの，おも，思ったようにもないとと［とこ］息子がわざわざ会

社を休みとって（ほー），雪かきを，あの，これを手伝いに来てることだね（へ

ー），それをね，それを感心しましたってことね 

Ｔ： はー（うん），でその記事を中心に（うん），あの，家族で一緒に話したりもする

ことあるんですか？ 

Ｌ： んーと，家族というか（うん），お父さんとね（ええ），お父さんと** 

Ｔ： あの，ご主人とこう，一緒に話し合ったり（はい），いいですねー 



Ｌ： よくほら，それの（うん），読む時が（うん），今は朝読む時間無くてね（うん，

うん，うん），夜読んでますね，子どもたちが皆寝て（はー），主人と（大抵…）

２人いた時ね 

Ｔ： いいですねー，そしたら意見を色々，これはいいねーて，感動したねーっていう

（うん），そうですかー，その話もね，色々伺いたいんですけど，えーと，ちょっ

とここからロールプレイをしたいんですけど（あ，はい），いいですかー，あの

ー，｛Ｌ｝さんは，自転車乗ってま，使ってますか？ 

Ｌ： あ，乗ります 

Ｔ： そうですかー（うん），あのー，そうですか，じゃあ，えーといいですか，これ読

んでください，はい 

Ｌ： ｛ロールカードを読む：あなたは，駅の前に自転車を置いておきましたが，今は見

当たりません，警察に行って話をしてください｝ 

Ｔ： いいですか，はい（はい），ま，駅じゃなくて，その大きなバス停でもいいです，

後ろいいですか？ 

Ｌ： はい 

Ｔ： いいですか，まあ，一応駅ということにしてよろしいですか？ 

Ｌ： うん 

Ｔ： はい，えー，は，どうしましたか？ 

Ｌ： あ，すみません（はい），あのね，あのー，電車乗る前に（うん），あの，自転車

のて，あのー，なんていうか，自転車とまる所ってなんていって，｛笑｝，あの，

自転車置く場にとまったんですけど（ああ），帰ってきたら（うん）自転車が見当

たらなくなって（うん），どうしたらいいんです，あの，ですか？… 

Ｔ： あー，えーと駅前の自転車置き場に置かれたんですか？ 
Ｌ： はい，そうです 

Ｔ： あーそうですか（うん），えーとどの辺に置いたんですか？ 

Ｌ： ちょっとあの，入口入って真ん中に辺り，おいてました（あー，そうですか）け

ど，あの，両側にもね，他にも自転車おいてますんですね 

Ｔ： はーはーはーはー，えーとすいません，自転車，どんなん自転車ですか？ 

Ｌ： えーと全体的に赤い色でして（はい，はい），えーと，２４型［かた］で（うん，

うん），あの，女子，女子用のデザインの自転車ですけど 

Ｔ： そうですか，もう… 

Ｌ： そんなに新しくはありません 

Ｔ： ほーほーほー 

Ｌ： うん，１年，ぐらい，使い，使ってます（ほーほーほーほ），「使いました」か 

Ｔ： あともうちょっと，できるだけ詳しく特徴を言ってください，はい，はーはーは

ー，かごとかどうですか？ 

Ｌ： かごは，うん，前，あの，なんていうの，前に，あの，白いかごがついてます（は

ーはーはー），で他に，特徴がないんですね，かご普通… 

Ｔ： かごには，何も入ってないんですか？ 

Ｌ： うん，普通の自転車です 



Ｔ： そうですか，わかりました，あと，防犯登録はどうでしょうか 

Ｌ： あ，防犯登録もう期限が切れまして 

Ｔ： え 

Ｌ： あ，それあるか，わからない 

Ｔ： あ，そうですか，はい，わかりました，はいはい，えーと，それじゃー，あ，えー

と，そ，＜ブレス＞じゃあちょっと名前を書いといて下さい（はい），この紙によ

ろしいですか？ 

Ｌ： はいはい，わかりました 

Ｔ： はい，あのー，そしたら後で（はい），えー，連絡しますので（はい），はい，お

名前とね（うん，分かりましたー），書いてください，はい，はいじゃあロールプ

レイ終わりますね，えーと自転車が，見つかんないとか，盗られたことってありま

すか？ 

Ｌ： ううん，ないんです，私は（ええ），自転車買ってない，もらったの自転車なんで

すけれど（あ，そうですかー），古いの 

Ｔ： あ，そうですかー，わかりました，えーと今日は，今１１時１０分ですねー，これ

からどうしますか？ 

Ｌ： あー，それでこれ終わったら（はい），えー，まず，家に帰って（はい），おばあ

ちゃんにご飯を作らなきゃいけ（あー）ないんですね（ええー，ええ，ええ），そ

れからまた仕事にいかなきゃ（あ，そうですかー）いけないんです 

Ｔ： はい，頑張ってくださいね，今日はわざわざありがとうございましたー 

Ｌ： いいえ 

Ｔ： はい 


