
T:  あー，こんにちは，お久しぶりです 

L:  お久しぶりです 

T:  えーと今 4時ですね，今まで学校でしたか？ 

L:  はい，今終わったばかりです 

T:  そうですか（はい），あのー，高校が終わって，この専門校に入って半年ですよね？ 

L:  はい（ええ），半年です 

T:  ですねー，どんな生活かちょっと教えてください 

L:  はい？ 

T:  どんなせ，一日ですか？ 

L:  どんな一日（はい），えっとー（うん），普通に（うん），｛ブレス｝，そうですね，あの

（うん），まず，車の整備なんで（はい），ちょ，いつもとは，勉強っていうか（はい），

体を動かす方が多いんで（ふーん），結構（うん），＜息を吐く＞，んー，そうまず，学校

で（うん），着替えて（うん），それでも（うん），車を（うん），整備する，自主場があ

って（はい，はい），あ，今は（うん），ん，朝から（うん）放課後までずっと自主なんで

（そうですかー），一日ずっと車をいじってるんで（はー），結構楽しい 

T:  いいですねー，好きなことですものねー 

L:  はい 

T:  でその，高校時代と，今って，どんなところが，あのー，一番大きく違ってますか？んー 

L:  大きく違って… 

T:  割と高校時代も自習多かったですよね？ 

L:  あー（はい），はい，でも（はい），こっちの方が（はい），一日中自主なんで（はー），

だから，まず，机の，に座ることがないので 

T:  あ，そうですかー 

L:  はい，でも，冬になれば，自主がなくなって，ずっと勉強なんで 

T:  ふーん，でも自習する前にやっぱり，理論的なこととか，色々，机にこう（あ，それ…），

座ってかと思ったんですけど 

L:  入学してから（はい），２，３ヶ月は（はい），午前が勉強で（はい），午後は自主だった

（はい）んですけど（ええ，ええ），でなんか（うん），八月から（うん），一日中自主に

なったんです 

T:  あ，そうですかー 

L:  はい 

T:  じゃすいません，その，今度はいち，一日を聞きたいんですけど（はい），4 時に学校終わ

ってから（はい），えーと寝るまでのことをちょっと詳しく（はい）教えてください＜笑＞ 

L:  えっと 

T:  はい，例えば今日でも，あの，金曜日 

L:  えっと，毎日なんすけど（はい），学校終わったらすぐバイトに行って（はい），あとあー

バイトの時間までにちょっと（んー），立ち読みして（うん，うん），したりして（うん，

うん），でバイトが（うん），5時から，9時，今日は 10時まで（はい）なんで（はい），

でバイト終わったらすぐかいって［帰って］（うん），あと疲れてるので（うん），うん，

た，ご飯食べて（うん），風呂入って（うん），あと寝るだけ 



T:  あ，じゃあ復習とかはそういうのいらないんだ 

L:  あ，はい，いらないんです 

T:  あ，自習だから 

L:  はい 

T:  あ，それはいいですね＜笑＞ 

L:  はい，そこちょっと助かってます 

T:  はい，今ちょっとあの，車で（はい），前を通ったんですけど，すごくいい環境で（あ），

あの，あれなんですけども，もし私がね（はい），あのー，そこに東京から来てね（はい），

「あ，ここに私の息子入れたい」と思って（＜笑＞），えっとここに自動車大好き（はい），

な息子がいたとして，えー｛L｝さんに出会ってね，あのー「ここどんな学校ですか」って

来て，できるだけ詳しくね，父兄に，説明してください， 

L:  難しいなー 

T:  こんな楽しいとおっしゃった…自動，すいません，自動車整備課に関心があるんですけど

（はい），あのー学生さんですよね？ 

L:  はい 

T:  ちょっとできるだけ詳しく教えてください 

L:  はい，えっと 

T:  ことになったとして，お願いします 

L:  車好きなら結構あの，いっぱい車を触れるので（うん），えっとすごくいいと思うし（う

ん），えっと，まあ学校も，多分，ん，確か最近立て直したばかりなので（ふーん），すご

く中も綺麗だし（んー），えっと，先生たちも面白い先生たちばっかりなんで（ふーん），

はい，だから，結構いいと思います 

T:  じゃその自動車整備の（はい）勉強の中身をちょっと教えてください 

L:  なか（はい），中身ですか？，中身，あ，今ーやってるのは，えっと，エンジンを（うん），

ばらして（うん），で測定したり（うん），と。壊れてる部品を交換したりして（うん），

で今組み立てて（ほー），組み立てをやってます 

T:  あ，そうなんですかー 

L:  はい 

T:  え，で，先生面白い先生多いと仰ったんですけど（はい），例えばどんな面白い先生がいる

んですか？＜笑＞，1人ちょっと紹介してください， 

L:  い，ちょ…，い，はい，えーと｛人名１｝先生（はい），っていう先生がいて（はい），＜

つぶやく＞はい… 

T:  うん，どんな方ですか？ 

L:  いえね，言えないです（あーはい），あのー，そ，そっち系で人（はい），あの，結構（は

い），てか，男子だけなので（うん），その，まあ，ふざけた話とか（んー）いっぱいして

（うん），でも（うん），まあ自習してる時は（うん），結構厳しい（うん）んですけど

（うん），でも（うん），結構好きです 

T:  あー，そうですかー（はい），いいですねー（はい），で，その学校で取れる資格みたいな

の，どんなものがあるんですか？ 

L:  あー，えっと，せい，自動車整備 2級（うん），と（うん），あとよく分からない 



T:  あーそうですかー，わかりました，はい，入ったばっかりですもんねー（はい），そうです

かー，あのー，はい，あの，わかりました，今あの，アルバイトをやってるって仰ったんだ

けど（はい），どんなお仕事か聞いていいですか？ 

L:  あ，コンビニ（ええ，ええ）で（はい），普通に接客業して（ふーん），ます 

T:  そうですかー（はい），さっき 4時から，ま，9時とか 10時で（はい），はー，今までやっ

てた中で，一番困ったことって何ですか？ 

L:  え，それバイトですか？ 

T:  はい，バイトしてるときに 

L:  あ，と，自分タバコ吸わないので（ええ），で，結構（うん）タバコ買いに来る人，結構お

客さんいて（うん），でタバコの名前言っても（うん），わからないので（うん，うん），

そこがちょっと最初はすごく困ったす 

T:  あーそうですかー（はい），なるほどねー，え，タバコなんですけど（はい），最近もう，

あのー，まあタバコ吸わないからあれですけどねー，禁煙者がどんどん増えてますよねー？ 

L:  そうですか 

T:  あ，そうですか，あのー，だけどタバコが好きな人はー（はい），あんまりそれ禁煙にしな

いでー，できるだけもっともっと喫煙コーナー増やして欲しい（あー）って意見もあったり

しますよね？ 

L:  はい 

T:  あの，｛L｝さんどう思いますか？それについて， 

L:  でも，自分は吸わないので（ええ），減ってくれた方が嬉しいですけど 

T:  あー，だけどもやっぱり自由ですからー（はい），そういうのもっとね（はい），増やして

って言うのには聞いた方がいいんじゃないかなーと思ったりもするんですけどね 

L:  まあ（うん），吸いたい人は（うん），はい（うん），増やして欲しいと思うかも（んー）

知れないけど，でも（うん），自分は＜微笑＞ 

T:  ふーん，そうですか（はい），全然吸ってない，東京ではねー，なんか中学生辺りから吸っ

てる（あー），人がいるんですけど 

L:  結構友達も吸ってる人るんです 

T:  ですよねー，そういうのってどうしたらー，これ良くないことですよねー（はい），どうや

ったらもっともっと減らすことができるでしょうかね？ 

L:  どうやったら（んー），どうなんでしょう（んー），でも（うん），みんな結構（うん），

誰もいないとこで吸ってるから 

T:  だからいいですか？ 

L:  いやーでも 

T:  体にも良くないですよね？ 

L:  よくないですけど（はい），どうにもならないと思うんですけど… 

T:  どうにもならない 

L:  はい 

T:  んー，なるほどねー，でもちょっと吸ってみたいなって気にはならないですか？ 

L:  あ，ないですね（あー），煙がちょっと，うん，ダメなんで 

T:  あーもともと（＜微笑＞），そうですかー，はい，分かりました，あの，話は変わるんです



が（はい），さっきちょっと立ち読みをしてから，ば（あーはい），バイトっておっしゃた

んだ，ですけど（はい），最近何かいろんな漫画とか，本とか読みましたか？読んでます

か？ 

L:  はい，最近，なに読んだ（うん），あーはい（うん），最近は（うん），ワンピースか， 

T:  あーちょっとそれの（はい），ストーリーをできるだけ詳しく教えてください 

L:  ストーリー（はい），はい 

T:  お願いします 

L:  （うん），えっと海賊の話なんですけど（はい），えっと，ど，ルフィーっていう，キャラ

クターが（はい），主人公で（はい），で，そのルフィーと仲間たちが，で，ルフィーが海

賊王になりたいって（うん），それで旅をしていて（はい，はい），で色んな敵を倒しつつ

（うん）仲間を集めて（うん），る途中 

T:  ふーん，例えばどんな，その，途中にあったんですか，エピソード 

L:  エピソード（うん），とー，んー，んー（うん），＜つぶやく＞，とー（はい），今，どこ

… 

T:  なんか，一つだけ紹介してください 

L:  はい（はい），えっとー（はい），今は（うん），ルフィーが（うん），義理のお兄さんを

（ええ），がいて（うん），そのお兄さんを助けようとして（うん），でそ，ん，ルフィー

の義理のおじ，お兄さんが，今海軍に捕まってて（へー，はいはい），それを助けようとし

て（うん），で助けに行って（はい），で海軍と戦って（ええ），で助け出すんだけど（う

ん），でも（うん），出した後に（うん），助け出した後に（うん），そのお兄さんが（う

ん），海軍に殺され（うん，うん）て，それにまあルフィーが（んー），ちょっと悲しんで

る（あー）ところです 

T:  なんですか（はい），そのルフィーってどういう人なんですか？その性格というか，それか

ら外見というか，ちょっと教えてく l ださい， 

L:  えっと（うん），むに，麦わら帽子をかぶってて（ええ，ええ），後は（うん），その，**

では（うん），ゴム人間なんです，**か，で，性格は（うん），何（うん），お調子者？ 

T:  お調子者 

L:  ＜笑＞，お調子者かなー（あー），ふざけてるというか（んー），そんな感じだけど（うん，

うん），いざとなれば（うん），たよ，頼れる（ふーん），船長みたいな 

T:  あ，なるほど，そのワンピースの，魅力って何ですか？ 

L:  なんですか（んー）…うーん，その（うん），なんだろうな，その，仲間を（うん），思う

気持ち（あー）とか，あと，旅をし（うん），進むにつれて，どんどん（うん），強くなっ

ていくところが，好きです 

T:  あーなるほど，仲間を思う気持ちと旅，へーそうですかー，で｛L｝さんにとって，その，

大切な仲間っていますよね？ 

L:  はい 

T:  んー，それはやっぱり高校の学校に，新しい学校に，来てから，またできましたか？ 

L:  あー，まあこっちに来てからも（んー），ちょっとは（んー）できたと思う，＜でょう＞ 

T:  あー良かったですねー，そうするとここは２年だから，もうまた就職みたいなことが始まっ

てくるんですか？ 



L:  はい，もう（うん），でも，１年生の期間も就職，多分，冬２，３月ぐらいにもう，試験あ

る，就職試験とかあるんです（はー），で，もう決まって（はい），で後 1年ゆっくり勉強

する（ふーん）みたいなです，聞いたんですけど 

T:  そうですか，えっと将来どんな仕事やりたいか，ま，もちろん自動車整備のことですけど

（はい），特に，場所だとか，聞いてもいいですか？ 

L:  場所は（うん），特に，てか街工場みたいな（んー），ところがいいかなーと思ってるとこ

ろです 

T:  前なんか，もっと｛地名１｝よりもっと遠いところでちょっと，住んでみたいなんて（あー，

はい）こと言ってましたけど，今はどうですか？ 

L:  でも，今も多分（うん），ちょっと離れたい気持ち（うん）もある（んー），かな，はい， 

T:  なんかじゃあ，せっかくこういう（はい），｛地名２｝とか，こちらの，ねー，あのー｛地

名３｝ですか？（はい），あのー，若者がとっても大切だし，街のためにも，近くで，って

いう風な考えもありますよね（はい），若い人に残ってほしい，そのあたりどう思いますか，

｛L｝さん，みんな出ていくと困りますよね，せっかくの街づくりが， 

L:  ですね（うん），でも，出ていきたい気持ちも，分からなくもないので 

T:  そこをもうちょっと，もうちょっと説明してください 

L:  え，でもやっぱり（うん），なん，ここ（んー），自然だけなんだけど（はー），遊ぶとこ

ろが，あんまり（んー）ないんですけど，でももっと（んー），遊びたい歳なんで 

T:  あ，なるほど 

L:  ＜笑＞ 

T:  そういうことしたいから＜笑＞，今自然と仰ったけど，素晴らしい自然ですよね？ 

L:  です，はい 

T:  もっともっとここを，観光客が来るようにしたらいいんじゃないかなと私は思ったんですけ

ど，どうですか？ 

L:  どう（うん），でも，自然しかないからなー 

T:  その自然を活かしたらどうでしょうか？ 

L:  どうやって活かす… 

T:  うん 

L:  自然（うん），どう（うん）活かす，うーん，え，でも，結構釣りとか（うん），好きな人

結構東京からも来てるんです 

T:  おーほーほー，そうですかー（はい），ふーん，なるほどね，で，例えばこれだけの素敵な

自然をね，大きなホテル立てて，どんどん，まあね（あー），あの，お客さん呼んできた方

がいいって考えと，仕事ありますよね自然以外（そうですね），で，それと，やっぱ大事な

自然は守って，あんまり人が，こう，押し寄せない方がいいって（あー）いう意見と，両方

ありますね，どっちがいいですか？ 

L:  どっち（うん），どっちも 

T:  でも今，そこで意見が割れていたら｛L｝さんはどうしますか？ 

L:  でも（うん），ここは，このままであってほしいかも知れないです 

T:  うん，でもさっきやっぱりね，街の方が色んな事ができて（はい），そんな歳だからってお

っしゃったから，それができる，自然もあって，両方あればいいかなーと思ったんですけど 



L:  です（んー），けど（はい），でも人がいっぱいくれば（うん），自然が減るような気も，

しなくもない 

T:  あー，で，自然を上手く残して（はい），どんどんこう人を呼ぶような形も，いいんじゃな

いですか？道路を作ったり 

L:  です，＜ブレス＞だ（うん），そっちも（うん），いいと思います（んー），はい，＜ブレ

ス＞，難しい 

T:  うん，そうですか，はい，じゃちょっと戻るんですけど（はい），さっき立ち読みって仰っ

たけど，最近はもう立ち読みをさせないように，こう，セットにして，なんか開けられない

ようになってる（あー），雑誌だとか漫画とか色んな本が（はい），でもそれだと選べない

って両方意見があるんですけど，｛L｝さんどう思いますか？ 

L:  え，でも自分は，あんまり気にしないんで… 

T:  いや，でも立ち読みができないようになっちゃってるんですよ，意外と 

L:  え，でも結構，えでも，そんなになくない＜段々声が小さくなる＞，あるかな（うん），え

でも，読みたい中にはないので 

T:  あ，そうなってない 

L:  はい＜笑＞ 

T:  あー，じゃあなったら困る 

L:  あ，こま，あ，ちょ，困るかもしんないです（んー），ちょ，時間をつぶせないん… 

T:  あ，時間をつぶしたいから（はい），やっぱそうなって，いつでも読めるように（はい），

じゃあこっちの方がどこでもこう開けて読めるんですねー 

L:  はい 

T:  なるほどねー，そのあたりはやっぱりいいですねー（はい），｛地名１｝なんかはねー，は

い，あのー，趣味はなんか，前バスケットってねー（はい），仰ってたけど，何かちらっと，

ボーリングもよく，高校の時はやってたって聞いた… 

L:  ここ［高校］，はい，ちょっと友達に（あー），誘われて（そう），そっからちょっと 

T:  してたんですか？ 

L:  ちょっとの間やってまし 

T:  あ，ゲームとかも 

L:  はい， 

T:  ちょっとじゃあボーリングの，ゲームのまあルールというかどんなものか，全然知らない人

（＜微笑＞），遠い国から来て（＜笑＞），ボーリングを知らない人にどんな，ボーリング

ってどんなもので，ゲームはどんな風にするかを，分かりやすく，しかも詳しく教えてくだ

さい，はい，お願いします 

L:  でも，そんなに詳しくないけど 

T:  ええ，でも，はい，どうぞ 

L:  え，でも，ボーリングは（はい），えーと，ボールを，転がして，ピンを倒すゲームなんで

すけど（はい），その，ピンが十個あって，でそれを，十ゲーム，じゅげむ，ん，10 だっ

け，わ，10 ゲームぐらいやって，それを，多く倒した人の勝ちなんですけど，で，それを

一回ずつ倒して，いくゲームですけど，とー，と，とー，何だ，ガーターとか，とボールが，

ピンとかにあたらなくて，そういう時は，0 で，と，えっと，あ（はい），一回，ん（は



い），違う，一ゲームじゃない（うん），二回投げれて（ええ），で，一回で（うん），10

個，のピンを全部倒せば（はい），一回で終わるんですけど（ええ，ええ），で一回で，ち

ょっとピンが残ったら，もう一回投げれるんですけど（うん），で，それを 10 回やって，

で多くとした（ん？）人の（うん），で，多くピンを倒した人の（んー）勝ちです 

T:  なるほど（それしか…），はいはい，そしてその，ボーリングに（はい），ハマってた時期

のその魅力っていうか，楽しさはどういうところにありましたか？ 

L:  **（んー），友達と（んー），えっと，話しながら（うん），とやってるので（んー），そ

こが，ワイワイ（うん）騒いで（んー），そこが楽しいのかな 

T:  うん，なるほどねー（はい），で，ちょっと最後にこれを聞きたいんですけど，今，何か，

政治が，色んな風に動いてますよね？（はい），民主党も今ねー，代表 2人どちらになるか，

新聞とか読まれますか？ 

L:  ＜微笑＞，テレビも見てない… 

T:  あ，そうですかー，今じゃあ，こう，一番関心のある，ニュースってなんですか？ 

L:  今 

T:  うん，｛L｝さんにとって 

L:  今日（うん），今日ちょっと見たんですけど（はい），誰だっけ，あれ？（うん），あれ？

（うん），なんだっけ…，＜つぶやく＞，あれ？ 

T:  ＜笑＞，忘れました？ 

L:  何… 

T:  あんまり，テレビとか（はい），それから新聞読んだりとか，あのー，ないんですか？ 

L:  はい 

T:  わかりました，はい 

L:  もう帰ったら，すぐ寝て，で，朝（あー）ぎりぎりで起きるので（あ，うん，そうですか

ー）結構，はい 

T:  でもねー，そのねー，自動車整備のねー，実習がそれだけ楽しいのはいいですねー（はい），

はい，えーと，ちょっとここで一つだけロールプレイやりたいんですけど（あ，はい），高

校卒業する前って，修学旅行とか行きましたよね？ 

L:  はい 

T:  どこ行きましたか？ 

L:  京都，あ？，奈良と大阪かな？ 

T:  あ，奈良と大阪に行ったんですか 

L:  京都も行ったっけ，＜笑＞ 

T:  はい，じゃ，その時にね（はい），あのー，その大阪に行ったときのことにしましょう

（あ），ちょっとこれ声出して読んでください，はい，どうぞ 

L:  ｛ロールカードを読む：あなたは旅行に行って，そこの有名なお菓子を買いました，でも，

古くなっていて食べられません，お菓子を買た［買った］店にてんわ［電話］してくださ

い｝ 

T:  はい 

L:  いいですか？ 

T:  はい 



L:  ちょっとこれ後にありますねー，中国語，いいですか？ 

T:  あーはい 

L:  はい，私大阪のお菓子屋，｛咳｝お菓子屋さんですね（はい），電話してくださいね 

T:  はい 

L:  いいですか，はい，もしもし，浪速堂でございますー 

T:  もしもしあの（はい），この前，あの，修学旅行で（あーはい），行った｛L｝何ですけど

（あ，はい），そこでかた［買った］お菓子が（あ，ありがとうございます），あのー（え

え），期限が過ぎてたんですけど（はい），過ぎていて（はい）食べられなかったんですけ

ど 

L:  ええ，すみません，どんな状態なってますか？お菓子は 

T:  えっとー（はい），お菓子は（はい），見た目は普通なんですけど（ええ，ええ），でも日

にちが二か月前くらいになってるんですけど 

L:  そうですかー（はい）えっとお菓子，ど，どんなお菓子でしょうか 

T:  大阪＜つぶやくように＞，（はい）えっと，クッキーなんですけど 

L:  あ，クッキーで 2か月前ですか 

T:  はい，あーそう，あーそうですかー，わかりました，見た目はあれなんだけども，あれ，え

ーと，もう召し上がって，な… 

L:  いや（はい），食べてないです，まだ 

T:  あ，賞味期限がね（はい）そうですからね，わかりました，じゃあ，それは，えーと，うち

のミスですから，あの，取り替えいたしま，どのようにしたらよろしいですか？ 

L:  えー（はい）と，もうお菓子はいいんですけど，お金を返してもらえないですか？ 

T:  あ，もうお菓子は，そうですか，えーと，｛L｝さんはどちらにお住まいですか？ 

L:  えーと｛地名４｝県，でして… 

T:  あ，｛地名４｝ですか，えーじゃあ返金いたしますが，えーそれじゃあですねー，えーどう

致しましょう，領収書とか御持ちじゃないですね？ 

L:  あーもう捨ててしまいました 

T:  あーそうですか，わかりました，じゃあ後ほど（はい），ファックスを，私どもの方に頂け

ますか？ 

L:  はい，わかりました 

T:  はい，あのー，そちらの，今お電話いただいた下にファックスがありますので（はい），え

ーと，名前と何個入りって書いて（はい），あの，送り先を教えてください 

L:  はい，分かりました 

T:  はい，はい，どうも，ガチャ，はい，こんな経験は無いですよね？ 

L:  はい 

T:  ね，こんなことないですよね 

L:  ないです＜笑＞ 

T:  でも，二ヶ月なんていう**はないと思うんですけど，＜笑＞，はい，そうですか（はい），

大阪に行ったんですか，へー 

L:  大阪は（んー），ユニバーサルスタジオ行ったんす 

T:  豪華ですねー（はい），へーそうですかー，また行きたいぐらい，面白かったですか？ 



L:  あーはい，結構，行きたい，また行きたいです 

T:  はい，今日は 4時半ですから（あ，はい），これからちょっと立ち読みをして，… 

L:  多分も，行って（はい），きんがえて（ふーん），すぐ… 

T:  そうですか，｛店名１｝で，はい，はい，今日はどうもありがとうございましたー，どうも

ー 

L:  ありがとうございましたー 


