
T:  あ，｛Ｔ姓｝です，宜しくお願いします 

L:  ｛Ｌ姓｝です，宜しくお願いしまーす 

T:  ｛Ｌ姓｝さんですね（はい），あのー，｛Ｌ姓｝さんは，日本にいらしてどれぐらいになるんですかー？ 

L:  んー，10年になります 

T:  あー（はい），そうですかー，はい，で，｛地名１｝の街は，あのー，に住んで 10 年ですよね？（そうで

すねー），えー，（もう）あのー，はい 

L:  もう，だいぶ慣れてきました（そうですか），生活習慣にもー（はい），んー環境にも（ええ），うん，だい，

段々，慣れてきました 

T:  そうですかー 

L:  はい 

T:  最初にいらしたとき，10 年前（はい），あのー，こう，の，どこからいらしたんでしたっけ中国でしたよ

ねー 

L:  中国の｛地区名１｝省から 

T:  あ，｛地区名１｝省ですか（はい），いらして，一番ちょっと，あの文化が違って，大変だなーと思ったこ

とは，どういうことでしたかー？ 

L:  うーん，やっぱり言葉の違（はい）ってー（ええ），言葉が全然分かんなかったから困りましたねー 

T:  そうですかー，でそれを日本語はどんなふうに勉強さったんですか？ 

L:  えー，最初は日本に来て（はい），1 ヶ月ちょっとで赤ちゃん，あの，妊娠して（はい），それから，あの

ー，赤ちゃん産んでから（はい），｛人名１｝も（うん），娘も（はい），ちゅご［中国］から来て（ええ），そ

の時，一緒に日本語教室に来て，びんきょう［勉強］始まったんです，なので… 

T:  そこからもう初めて（はい）日本語の勉強を（そうですねー，そこで…），それでここまですごいですね

ー 

L:  はは，うん，とんでもないです 

T:  そうですか，はい，で，今あのー，仕事からいら，あのー，お帰りになったってことなんですけど（は

い），どんな仕事をしてらっしゃるんですか？ 

L:  あのー，ローソンの（うん），店員，ん，やってます 

T:  そうですか（はい），あのー，どんな，こう，お仕事か，もうちょっと詳しく教えていただけますか？毎日

どんな，ことをしてらっしゃるんでしょうか 

L:  うーん，毎日（はい），レジやったり（ええ），しんだし［品出し］したり（うん），掃除（うん），と，はちう

［発注］，今年，あのー去年の（うん），11 月から（うん），はちゅう［発注］とか，はい，やってもらうこと

になって（はい），色々と 

T:  そうですか，はい（はい），でそれは毎日ですか？お仕事は？ 

L:  んー月曜日から，金曜日まで（そうですか），土曜日は隔週 

T:  お休みですね（はい），じゃあ，お休みの土曜日（うん）の朝（うん）起きてから，ずっと寝るまでを，詳

しく，こう，教えてください，どんな生活ですかー？ 

L:  土曜日ですかー？ 

T:  はい 

L:  えー，うん，朝起きてからまず（うん），んーご飯の準備（んー），朝ごはんの準備とか（はい）やって，

やっぱり一週間，んーたまった，うちの中の掃除とか（うん，うん），色々と（うん），あとー，うーん，ば

あちゃんのこととか（うん），うん，子どもやっぱり土曜日休みだから（はい），息子連れて，出かけた



り（はい），買い物したり（ふん，ふん），うん（うん），んー，冬寒い時だと（はい），温泉に行ったり，＜

笑＞（へー），ちょっと，んー，うん，一日楽しく過ごしたいなーと（あーそうですか）思うけど，はい，そ

れで（はい），えー，一日（うん），えー， 

T:  そうですか，あのー，こう，土曜日だったりすると（うん），テレビを見たりする時間もありますか？ 

L:  ありますねー（んー），んー，土曜日，あたしあの，事件ドラマが好きで， 

T:  ん，事件？ 

L:  事件ドラマが好きで 

T:  例えば？はい 

L:  うーん，例えば，あのー，んー，木曜日の，八時，えー，夕方八時ごろ，入ってるドラマとか（何でしょ

うか？），あと，水曜日の相棒が 

T:  あ，ちょっとそれの（はい），どんな，あのー，事件ドラマか教えていただけますか？，私知らないんで

す，はい 

L:  **＜笑＞ 

T:  どんなの？ 

L:  あ，面白いなーと（ええ，ええ）思って見てるだけで（ええ，でもちょっと教えてください），**にはいつ

も見てるわけじゃないし（ええ，ええ），な，相棒のなか（はい），スギシタさんの言葉（うん）とか，喋り

方とか（うん），それが（うん）好きで（ふーん），見てるんですよ 

T:  あーそうですか（はい），じゃあなんか，他にこう，映画でもいいんですけど（はい），こう，はい，何か

好きなものってありますか？ 

L:  映画はね（ええ）残念ですけど（ええ），日本に来てから映画は見たことない 

T:  テレビでとか，ビデオでもないですか？ 

L:  あー（あー，**），んー（はい），んー，テレビ入ってるドラマとか（うん），なんかしか見てないです（あ，

そうですかー）ね，あまりビデオとかなんか（あー），借りたことがない，ない 

T:  なるほどねー，わかりました，はい，さっきあの，子どもも土曜日休みだから（うん）連れて出たりって

仰ったんですけど（はい），ちょっとお子さんのこと伺ってもいいですか？ 

L:  はい 

T:  今は，小学校ですか？ 

L:  小学校 3年生です，きょうだい 

T:  あ，そうです（はい），そうですかー（はい），であの，えっと，日本の小学校と（うん），｛地区名 1｝省

の小学校って，まあ，あの，随分違うんでしょうか？やりか… 

L:  全然違いますね 

T:  あ，ちょっとそこを教えて下さい，是非知りたいです 

L:  うーん（はい），中国の子どもは（はい），日本の子どもより（はい），もっと大変だと思いますねー（あ

そうですか），うん，あの，がこう［学校］入るだけじゃなくて（はい），色々塾とかなんか習いごととか

（ん＾），今中国みんな，あの＾，家族，一人っ子なので（はい），みんな立派に育てたい（はー）気持ち

が（うんうんうん），うん（うん），みんなそういう風にやってるんで（ええ），日本の子どもは，学校に行

って（うん），毎日楽しく過ごす（うん，うん），時間で（うーん，うんうん），遊んだり（うん），びんきょう

［勉強］したり（んー），あのーびんきょう［勉強］だけじゃなくて（うん），健康的にも，体育とか（うん），

音楽とか（うん），なんでも（うん）習ったり（うん）とかするんだけど（うん），何か楽しそうな（はい），が

こ［学校］生活（はい），だと思うんで（はい）， 



T:  で，｛Ｌ姓｝さんとしては，どっちが，あの，これ，いいと思われますか，やり方として，もう全く違います

よね，ある意味ねー 

L:  そうですねー（はい），でもわたしから，＜笑＞（うん），私は（うん），やっぱり日本の方がいいじゃな

いかなー（うん），と思って（うん），やっぱる［やっぱり］6 歳から，学校に入ると（うん），また［まだ］子

どもなので（うん），ちっちゃくて（うん），やっぱり遊ぶでも（うん），楽しく（うん），んー，遊びながら（う

ん），物を覚えたりとか（ふんふんふん）すると，それ，その方がいいじゃないかなー（んー）と思って，

厳しくちっちゃいから一生懸命勉強勉強（うん）勉強勉強，ばっかりだと（うん），遊ぶ時間もなく（う

ん），んーやっぱり，日本の教育がいいなーと思うけど 

T:  そうですか（はい），あの，ねー，それ聞いて嬉しいんですけど（うん），でも，何か日本はそうやって

のんびりとやるから（うん），これから，国際的な競争には負けるよって意見もありますよね？ 

L:  私はそうは思わないですけどー（はい），やっぱり子どもは成長していけば（はい），中学校くらいに

なっていけばー，自分の気持ちを持って（ふんふんふん），あのー自分から，びんきょう［勉強］した

いなーって（うんうんうん），よめ［夢］を持って（うん），自分は，あの，将来何かなりたいなー（ふー

ん）って，そういう気持ちが強ければ（ふんふん），自分のよめ［夢］（うん）を（うん），叶うために（う

ん），一生懸命がんばる（うん）気持ちあれば（うん），自分から勉強する気なると（うーん），効果的に

はいいと思うけど（うーん），やっぱり，親いくらが（うん），勉強してください（うん），勉強しなさい，勉

強しなさい，いくら言っても（うん），ほんね［本人］は勉強する気ないと（うん），多分 

T:  なるほどねー（はい），そうなると逆に今度中国の（はい），もう親も（はい），もうみんなでや，勉強勉

強，塾塾，って言うのは，今いいですけど，いつか，問題は起こりませんか？ 

L:  んー，どうだろ（んー），起こるんじゃない（んー）かなーと思うけど 

T:  どんな問題起こりますかねー 

L:  で，んー反抗期になってくると（はい，はい），親の話聞かなくなって（はい），家出をしたり（うん），う

ん（うん），何でも親に（うん）話し（うん）かけなかったりすると（うん），自分の気持ち持ってれば（う

ん），びんきゅう［勉強］してって言っても（うん），親のいた［言った］通りにしないじゃないですかなー

（はい）と思う（はい）けど（うん），うん，私，あの，弟が 2 人がいて（はい），うーん，どっちも子ども 1

人が（はい）いるのでー，やっぱり，うーん，上のー，弟は，子ども今年，あの中学校一年生（はい）

なんだけど（ええ），ちいちゃいから色々学校のびんきょう［勉強］だけじゃなくて，なんか英語もなら

［習い］に行った（うん）り，作文の（うん）書き方もなら［習い］に（うん）行ったり，色々じゅーく［塾］入

ったり（うん）とかなんかしても（うん），やっぱり本人から（うん），本人はやる気ないと（うん），うん，

中々（んー），いい中学校には入れなかったんですよ 

T:  あーそうですかー，なるほどねー，で，私はちょっと全体的にみると，中国の一人っ子政策って（は

い），良かったのかなーと，逆に，まあ，あの時はそれで，あの，色々ね，問題が解決したように見え

ますけどー，長い目で見たら，あれで良かったのかなーと思うんですけど，｛Ｌ姓｝さんはどう思われ

ますかー？ 

L:  えー，そこまでは考えたことないですけど， 

T:  ええ，ええ，でも，はい，今ちょっと意見を，はい，一人っ子政策って，結局甘やかしたりー，もっと子

どもが欲しｈい人にとっては，余計なことですよね？どうでしょうか？ 

L:  でも，あの（はい），中国 1 人するの時は（うん），やっぱり中国の人口は世界一だから（はい），人数

多ければ（うん），負担，国にも負担かかる（ふん，ふん）じゃないかと，思う（ふん，ふん）けど（ふん），

そういう風になって（ふん，ふん），何か，何年度になったら（ふん），2 人でも（ふんふん），いいと話



が 

T:  あーそうなんですか 

L:  はい 

T:  じゃあ一時的な（はい），あれだったんですね 

L:  はい，だと思います 

T:  わかりました，でさっき｛地区名１｝省（はい）ご出身て伺ったんですけど（はい），あのー，｛地区名１｝

のどこですか？ 

L:  ｛地名２｝です 

T:  あ，そうですか（はい），ちょっとどんなところか，詳しく教えてください 

L:  うーん，あた，うーん，広くて（はい），大きな，都会っていうか（はい），うーん（うん）冬は結構寒くて

（うん），あんまり，雪の量は多くないけど（うん），寒さが厳しくて（うん），今年の冬は電話で，お母さ

んから「今年の冬結構寒かったんですねー」（うん），ですので厳しくて，最低きうん［気温］はマイナ

ス 33度ぐらい（はー），なったそうです 

T:  そうですかー（はい），じゃあ｛地名１｝の方があったかくていいですね 

L:  ＜沈黙＞ 

T:  ｛地名２｝と比べるとどうですか？＜笑＞ 

L:  ＜笑＞，でも，どっちも，長く，あのー，生活すれば，慣れてくれば（うん），で，33 歳まで中国に（は

い），でも（うん），行ったときには（ふーん），そんなに寒いと思わなかったし 

T:  あ，と思わなかった，あ，そうですかー 

L:  はい（ええ，ええ，ええ），逆に（うん），日本に来てから（うん），あ，意外と寒いなー 

T:  あ，なるほどね，慣れてしまうと，そうですねー，私なんかもこの雪でちょっと驚いているんですけど

も（そうです…），そうですか，で，あの，｛地名 2｝ってね（うん），すごくいいとこって聞いたんですけ

ど（うん），今，やっぱりあのー中国全体，東北地方も（はい），あの，どんどん開発されていって（は

い），環境問題，空気が汚れたりとか，そんなことをちょっと聞いたんですけど，どうですか？ 

L:  ＜ブレス＞，あたしは最近（はい），あんまり何年間も中国（あーそうですねー）帰ってはいないので，

よくわかんない 

T:  あ，はーい，わかりました（すいません），はい，で，あの，さっき，土曜日はご飯作ってって仰ったけ

ど（うん，はい），｛Ｌ姓｝さんの得意料理ってなんですか？ 

L:  得意料理は（うん），水餃子 

T:  あ，じゃちょっと（はい），その｛Ｌ姓｝式（はい）水餃子の（はい）作り方を材料からずっと詳しく教えて

下さい 

L:  うーん，私（うん），は（うん），でも，あのー，同じ中国から来た方でも，作り方がーあのー，様々（ほ

ーほーほー）なので，私には，ちょっと，あのー，小麦粉の（うん）強力粉と（うん）薄力粉を（うん），

半々で（うん），入れて，うーん，あ，で，大体は，んー，500 グラムの小麦粉だと（うん），250 の（お

ーほー），水で（はい），うん，ポロポロにして，あと，こねて（うん），30 分以上寝かせれば（うん），あ

のー，皮の生地から（んー），作れるんで（はい），あと，餃子の具は，あのー，お好みで（うん），＜笑

＞，好きな（うん）ように（うん），うん，うーん，組み合わせたり（うん）して（うん），ん，で（うん），進ん

でいけば（はい），あと大きな鍋に（うん），お湯をたっぷり（はい），沸いて（はい），＜笑＞，ゆがえ

［茹だれ］ば（うん），もう出来上がるっていうこと 

T:  そうですか，で，おいしそうですね（＜笑＞），で，あのー，でも，今ねー，若い人，若いお母さんは，



コンビニでお務めだから（はい）良く分かると思うけど，冷凍食品いっぱいあるから（そうです），餃子

なんて作らなくていいし，ましてや皮なんて，買えばいいって言う風になってますけど（はい），そうい

う人あまり周りにいませんか？ 

L:  いやー，水んー，餃子作るのは中国人だけじゃないかなー（あー），と思うけれど 

T:  あーなるほどね，中国ではみんな手作りで，冷凍 

L:  そうですね 

T:  冷凍なんかあんまり使わない 

L:  はい，やっぱり（うん）冷凍（うん）の味と（うん），あのー，手作り，できたてお味は（うん），やっぱり違

いますね 

T:  そうですよねー，うん，だけどどうですか，｛地名１｝辺りだとみなさん，手作りが，あの，他の料理も

（はい），あのー，東京あたりだとにほん，若いお母さんたちは（うん），なんでもわりと（忙しいから），

はい（はい），どう思いますか？，それについては，私は教育上も良くないと思うんですけど，はい 

L:  でも（うん），便利でいいじゃないかなー，＜笑＞ 

T:  そうですかー，でもやっぱりお母さんの，お袋の味っていうのが私は大事じゃないかな－と思うんで 

すけど 

L:  毎日食べると（うん），特別おいしいと思わないからー，たまに，あの，お母さんの手作りだと（ほー），

おいしいと思うじゃない 

T:  あ，普段は買ってもいいけど，たまにお母さんの＜笑＞，｛Ｌ姓｝さんは毎日ですよねー？ 

L:  時間あったら（ええ），あたしも毎日水餃子には作らないし 

T:  ああ水餃子あれですけど，割とできたのを（ええ）買って（はい）きたりしますか？ 

L:  そうですね（あ，そうですか），やっぱり忙しい時は（はい），時間がない時は（ふんふんふんふん），う

ん（うーん），適当なものに＜笑＞ 

T:  あ，適当に，そうですか＜笑＞，そう… 

L:  買ったりとかするし（うんうん），毎日手作りではない 

T:  そうですか（うん），わかりました（はい），はい，で，あのー，まあ，お忙しいと思うんですけどー，あ

のー，趣味は今何ですか？ 

L:  趣味，趣味なくなってしまった** 

T:  なくなってしまったんですか 

L:  忙しくて 

T:  まく，昔は何でしたか？ 

L:  昔は，旅行（えー）とか 

T:  そうですか（はい），えっと，例えば（うん），ま中国の中ですか，それとも，日本でも結構旅行なさった

んですか？ 

L:  んー（うん），ではないですね（うん），日本来てから（うん），色々（うん），事情があって（うん），んー，

ばあさん，あん，体が弱くて（んー），今まで（うん），うん，介護を面倒（うん）見てあげたり（うん），と

かして（うん，うん），あと，子ども育てていくと（んー），お金が必要なので（はい），その，旅行するだ

と（うん），お金がやっぱり（そうですよねー）かかりますから 

T:  あの，（うん）中国の中で，ですか？ 

L:  うん，今は（はい），やっぱり，旅行する（うん）ことできれれば（うん），やっぱり，んー，じか［実家］に

帰りたいなー，そう… 



T:  あー｛地区名１｝にねー 

L:  そう… 

T:  そうですよねー（うん），日本を旅行するよりは（**）ねー，あのー時々お帰りになるんですか？ 

L:  ではないですねー（うん），もう，3，4年くらい帰ってないですねー 

T:  そうですかー（うん），はい，で，あのお嬢さんが（うん），｛人名１｝さんが（うん），今東京ですよね？ 

L:  はい 

T:  じゃ時々東京にはいらっしゃるんですか？ 

L:  私は何回か（んー），行ったことありますけど（うんうんうん），やっぱり（うん），こっちも仕事もあるし

（んー），行ったとしても金曜日の夜の（んー）夜行バスで行って，土曜日（うん），一日（うん），あの

ー，手料理作って食べさせたりして（いいですねー），あのー，できれば自分の掃除とかなんか，自

分はやってるけど（うん），やっぱり手伝って（うん）やり（うん），てあげたい（うん）なーと思って，うん，

一緒にいった［いた］りして，あと，月曜日仕事あるから，日曜日すぐ戻らないとー（うんうんうん），と，

土曜日の夜行バスでまた戻ってきたりして 

T:  あーそうですか，何かいらして，東京の街と｛地名１｝の違いみたいなのは感じられますか？ 

L:  はい（はい），全然違いますねー 

T:  ですねー，ちょっとそこんところを，あの（あのー），詳しく 

L:  あのー，電車はすごく早くて（うん），うーん，だいたい行くなら新宿で（はい），あー，乗り換えたり（う

ん）するんですけど（うん），あのー，いき［駅］の下に普通にはっと［鳩］が歩いたりするのは（うん），

うん（うん），ビックリしました 

T:  んー，え，普通に何ですか？ 

L:  鳩，は，あの，鳥の鳩 

T:  あ，鳩が（鳩），あー 

L:  鳩が歩いてるところ見たら（うん），あれーて，うん，こんなにいっぱい人がいるのに（のに），鳩が（う

ん），うん（うん），ふつづ［普通］に歩いたりとか（うんうんうんうん），して，それは，初めて見たときは

（あ，なるほど），ビックリした 

T:  ちゃんと鳩もね（うん），人が来たら，あの飛びますからね，大丈夫，ひかれませんよね＜笑＞，そう

ですかー（ええ），はい，あとどんな違いを感じますか？ 

L:  んー，やっぱり東京は（はい）都会だから（はい），こち［こっち］は田舎で（うん），人数がすっごく多く

て（うん），うん，ビルも高くて（うん），なんか（うん），中国人も中国に（うん）戻った気分（うん），うー，

が感じますね 

T:  ん？中国に？ 

L:  中国に帰った気分 

T:  あー，｛地名 2｝に（はい）良く似てるということですよねー 

L:  うん，そうですね－，似てますねー（あー），人数がいっぱいで（んーふんふんふん），うん，人がいっ

ぱいで（うん），電車も車もいっぱいで 

T:  あーなるほどね（うん），そうですかー 

L:  ここだと，やっぱり（うん），静か（うん，うんうん），な所だから… 

T:  うん，どちらが，あれですか，住むには，静かなところの方がいいですか？それとも… 

L:  今までできたから（ええ，ええ），やっぱりこっちがいいなの 

T:  あーそうですか，山もね，海もあっていいですよねー，で，その｛人名１｝さんですけど，ほんとに勉強



がね，好きなお子さんですけどさっき仰った自分で勉強したいっていう気持ちを，持たせることが大

事って仰いましたよね（はい），なんかそういう，こう，コツと言うか，小さい時，こう育てるとき，努力

って，お母様の 

L:  んー（うん），中国いたときは，元々ちっちゃい時から，あの，自分で勉強することは，あんまり，スポ

ーツは向いてないっていうか（うん），自分から（うん）本読んだり（うん），勉強したり（うん），それは

好きで（うん），あんまり心配したことはなかったんで 

T:  親としてなんにも言ってないんですね 

L:  はい（ふーん），で日本に来てからやっぱり（うん），一番｛人名１｝に言ったことは（うん），日本にき（う

ん），て（うん），お母さんにも日本語分かりません（うん），うーん，分かるようになるのは，自分の努

力しかないです 

T:  ほわー，さっきおっしゃった… 

L:  がんばるしかないんですって，うん 

T:  ふーん 

L:  悪いのはおかあさんが，んーお母さんでわかるけどー，やっぱり，んー日本に，せい，んー，このま

ま日本にいたかったらー，うん，自分で努力して，がんばって勉強しかないですと 

T:  ほー，それ｛人名１｝ちゃんははっきり自分で（そうですねー，やっぱり…），それを吸収して 

L:  やっぱり自分でコツコツ（ほー），勉強してて（はー，そうですか）うん，心配かけることはなかったんで

すね 

T:  ふーん，それは一回じゃなくて時々おっしゃってたんですか？，自分で努力するんですよって 

L:  あんまり何回にも言わないですねー（あーそうですかー），うん，ただその時は（うん），ちょっとあたし

日本に来た時（うん，うん），んー今までじゃなくて，一生わすられない［忘れられない］（はい），悔し

いことがあったから（はい），やっぱり子どもに教えて（うん），母さんみたい（うん）な（うん），悔しいを

（うん）残らないように（うん），がんばるしかない（ふーん），ってことは 

T:  なるほどねー，素晴らしいですね，その悔しいって言うね，何かをー，子どもさんのね（うん），プラス

にもっていったって言うねー，そうですか，はい，色々ありがとうございました（はい），ここでちょっと

ロールプレイしたいんですが，ご存知ですよね？ 

L:  はい 

T:  はい，ちょっとこれを，えの，えー，今，あの，ローソンに勤めてらっしゃるんですけど（はい），ちょっと

これを読んでください，声を出して読んでいただけますか？ 

L:  あ，はい，｛ロールカードを読む：今，社会が，とても忙しいですが，あなたはどうしても，会社を（う

ん）休みたいです（はい），上司に休みたいと話してください｝ 

T:  はい，じゃあこの会社はローソンにしましょうね（はい），今ローソンとっても忙しいんですけども，え

ーと急に（うん）そのローソン休みたいと，上司は誰ですか？リーダーは，後ろにあります，はい 

L:  オーナーですけど 

T:  うん（はい），どん，なんて人ですか？ 

L:  うーん｛人名２｝さん 

T:  ｛人名２｝さん 

L:  はい 

T:  男性？ 

L:  はい 



T:  はい，じゃあ，｛人名２｝，えー，さんになりますから，えーと急に休みたいと行ってくださいね 

L:  急に（はい）休みたいと 

T:  はい，何，｛人名１｝ちゃんのとこ行くでも何でもいいですけど，どうぞ，えーと｛Ｌ｝さんなんか，あれで

すか？話があるって， 

L:  えー（うん），そういえば（うん），こないだ，んー，先月急に休んだことありましたね 

T:  はいはいはい，うん 

L:  ちょっと，うーん，体の調子が悪くてー（うん），2，3 日前から，あのー，風邪ひいて（うん），マスク掛

けて（うん），えー，仕事にしたんだけど（うん），なんか午後から帰ってきて，もう，なんか寒い感じで

（うん），病院に，あ，やっぱり病院に行かないとなーと思って（うん），うん，病院に行って（うん），検

査，あー，インフルエンザの検査されて（うん），インフルエンザ 

T:  あ，インフルエンザは＜語気を強めてゆっくりと＞ねー，ちょっと 

L:  なってしまったんで 

T:  あ，ほんとー，あー 

L:  あーどうしよう（うん），かと思って（うん），急におな［オーナー］に電話，掛けました 

T:  インフルエンザね（うん），そう，じゃ（で…）もうそれはしょうがないね（はい），わかったわかった，うん

うん（で…），何日間ってお医者さん 

L:  五日間，きちんと，うん，休んでくださいと（んー），言われました 

T:  うんうんうん，でもあれかなー，大丈夫かなー，｛Ｌ｝さんの仕事を，えー，急だから誰かに伝えてもら

えるかなー？ 

L:  で，うちのおな［オーナー］は結構やさしかったなので（うん），はい，なんとかします，お大事にしてく

ださいと言われ（あ，その時は＜笑＞），言ってくれます 

T:  そうですか，じゃ，まそういうことで＜笑＞，はい 

L:  では，また，うん，うーん，どうしますか？ 

T:  うん（うーん），でもいつもあなたがやってるの，電話で伝えてくれる？仲間に，大丈夫かなー，いつ

も｛Ｌ｝さんがやってる仕事は（はい），引き継ぎとか大丈夫？ 

L:  うーん，私やってる仕事は（うん），もし，私いなかったら（うん），代わりに店長さんが（うん），やってく

れますね 

T:  あ，ほんと（はい），大丈夫か，わかった（はい），じゃあだいじ，お大事にね 

L:  はい＜笑＞ 

T:  ＜笑＞，そっか，あの（あんまり…），これぐらいでロールプレイ終わりますけど（うん，はい），あのー，

｛Ｌ｝さんの（はい），ローソンの，あのオーナーはとっても（うん），優しくて（あ，はい＜笑＞），すぐ，

あー休んで休んでっていう感じですか？ 

L:  うーん，それはしょうがないことだから，インフルエンザなので 

T:  そうですよね，インフルエンザだもんねー（はい），だけど，すごく大変で… 

L:  周りに，迷惑… 

T:  そうそうそう，＜笑＞ 

L:  かけたくないし，そうやって… 

T:  でもそのときにね（はい），こう，困る時に，まあ電話でね，連絡して（はい）もらおうかなーと思って言

ったんですけどね（はい），まあ，あのー，それしなくても，大丈夫そうな感じなんですね（うん），お仕

事は，はい，ありがとうございます，今日はこれからどうしますか？仕事も終わって，ＯＰＩも終わって 



L:  これから（はい）うち帰って（ええ），んー息子ちょっと最近は，あのー，きせき［季節］の関係かな（う

ん），ちょっと鼻の調子があんまり良くなくて（うん，うん），んー，耳鼻科連れて行くかなーと思って 

T:  あ，そうですか，雪が止んでよかったですねー 

L:  あーそうですねー 

T:  さっきまでね，降ってましたねー 

L:  さっきまで降ってまして，今ちょっと晴れて（んー）きた，ようで 

T:  よかったですねー 

L:  はい 

T:  はーい，じゃああの，気をつけて，あの，いらして下さい（はい），今日は（はい，はい）どうもありがと

うございましたー，どうも 

L:  ありがとうございましたーどうもー 


