
T:  はい，じゃあよろしくお願いします 

L:  よろしくお願いしまーす 

T:  ｛Ｌフルネーム｝さんでしたよね 

L:  はい 

T:  ｛Ｌ姓｝（はい），はい，ほんとに一年ぶりで 

L:  そうですねー（ええ），一年ぶりですねー，久しぶりですねー 

T:  また，今年は，すっかりまた髪形が，毎年髪形が違う＜笑＞ 

L:  ＜笑＞，はい，どうも 

T:  えーなんか気分転換ですか？ 

L:  あーそうですね 

T:  いつ頃からその髪に？ 

L:  あーいかげつ［一ヶ月］くらいですね（あー），うん，あの，夏の所で（はい），すごく短ーい，あの，男

みたいの短くて（はい），してたけど（はい），それから，あの，の，伸ばしてから，今まで，ずーと伸ば

した 

T:  夏は，男みたいって，どん，どんな感じにしてたんですか？色とか形とか 

L:  あの，形とか，そら，あの，なんで，スポーツ（はい），スポーツみたいの髪で（はい），あの短くて（は

い），色は大体，あの今同じ色で，あのー，なんだ，栗か 

T:  はい，栗色みたい 

L:  あ，そうそうそう（ふーん），色はいつもこの同じ色だけど（はい），これ，形とかって（はー），違うけど 

T:  周りの人の反応はどうでしたか？ 

L:  あー，なんか，＜微笑＞，ほら，みんなやっぱり，いいの言葉，出すだから（はい），何でも似合うって

（あー），かわいくてって，色々言わ（はい）れましたけど（はい），＜笑＞ 

T:  えー，どうしてまた長くしたんですか？じゃあ 

L:  ほら，あのー，なんか，子ども旦那おっきなるし（はい），まず歳は歳だし（はい），ちょっと短すぎる，

なんかもう，見たくないの感じかな（＜笑＞），やっぱり伸ばす方いいと思いますので（うん），伸ばし

てからずっと，これからは，なんか，切らないようにの，伸ばすかなーっと思いまして 

T:  あー長くするんですか 

L:  そうそうそう（あー），もうまだ変わるかもしれないけど 

T:  はい＜笑＞，うん，あのー，髪形とかファッションとか（うん），こう，色々変えますけど（はい），そうい

う外，外のみた感じと（はい），中身とは全然違うんだよーって，外を，外でみんな判断しちゃいます

けど 

L:  そうですね（うん），やっぱりそれだよね 

T:  それはどう思いますか？そういうの 

L:  んー，なんて言えばいいですかな，でも，なんか，みんなも同じじゃないくて，外と中は全然違うけど

（うん），でも，人間同士で（うん），やっぱり，なんかみたみ［見た目］で，初めて見たときは，あの，な

んか，外のデザインとか，なりで，すぐ性格が見えるみたいでね（ふーん），それかも知れないけど，

なんか，でもね，やっぱり，な，長く，ん，ずっと一緒長くなれば，段々性格分かるんだけど（うん），初

めて見た時やっぱり，は，ぱっと見たときの，なんか気持ちとか（うん），考えとか，多分ちょっとだけ

ど見るの，性格見えるかなーの感じ，じゃないですか 

T:  あ，じゃあえーと，外で，こう格好とか何とかには，やっぱりその人の性格が現れてるから（うん），そ



れで判断してもしょうがないと思いますか？ 

L:  うーん，人間同士，人間同士でしんがない［しょうがない？］ですね（んー），そう思いますねー 

T:  そうするとそれを意識して，いつもファッションとか髪形とか，お化粧とかも，考えてらっしゃいます

か？ 

L:  んー，たまに考えています（うん），うん，毎日ほら，会社行く，毎日毎日ほら，会社行くじゃん（はい），

会社行くで，ほら，あの今の会社で 7 年［しちねん］くらいに行ったけど（はい），あれ，性格とか，な

に，みんな分かってきますので（はい），別に，な，かみかた［髪形］とか，ふるきだとか，関係ないと

思いますので（うん，うん），やっぱり外行くってごと［こと］は，ほら，初めて行ったの場所とか（うん），

初めて会ったの人とか（はい），あっぱり［やっぱり］ちょっと気になるかもしれないけど（＜笑＞），会

社はあまり気にしない（あー）です 

T:  もう 7年もだと 

L:  そう（はい），だからどうやって，多分，あと分かってきたので（＜笑＞）大丈夫と思いますね 

T:  はい，えー会社で一番仲のいい方ってどなたですか？ 

L:  あのー昔は，あの会社は，中国，中国人わたし 1 人だけです（はい），だからみんなはなんか，あの，

ほら，色々お世話になったけど（はい），みんなながいい［仲いい］みで，昔一番長いので｛人名 1｝と

言いますけど（はい），ほら，9年，2年前から（はい），今うぇー［上］2人いるじゃん，｛人名 2｝さんと

か，あのー｛人名 3｝さんとか 

T:  あ，｛人名 2｝さんは，あの，分かるんですけど，｛人名 3｝さん？ 

L:  うん，さっき座ってるの人で（あー），その人と（はい），もう 1 人いる，｛人名 4｝といいますの 1 人い

る（はい），で，私の紹介で（はい），今みんなに会社にいらしゃって， 

T:  あ（うん），じゃあ中国の方が 4人になった 

L:  今 4 人（あー），いますので（はい），やっぱり，なんか，前とちょっと，変わって，変わって来ますので，

やっぱりなんか，比べるでは，みんな中国人として（はい），長い，ずっと友達だから（はい），ずっと

ながいい［仲いい］（はい）と思い，や，ますけど（はい），でもまず，日本人ともまず，同じよう，ふよう，

なんか，なんて，あのー考慮するから（はい），まず大丈夫（ええ），昔のほら，｛人名 1｝ちゃんたちと

か，あの，｛人名 5｝ちゃんたちとか，まだ，なんがあく［長く］，私なんかいい［仲いい］と思います 

T:  はい＜笑＞ 

L:  はい 

T:  その｛人名 1｝ちゃんってじゃあどんな方かちょっと説明してもらってもいいですか？ 

L:  あー，あの人は，今年，あ，今年 50 歳になって（はい），います，ずっと会社にはて，働いて，何年な

ったかな，多分，20 年くらい（ふーん），なっ，＜ブレス＞，ていますと思うね（うん），うん，あの，せ

がくれば，やっぱり私大体似合うかも知れないけど，なんか，あー，何あれば，心なかに入れないで，

すぐ言うの人だ（あー），なんて言えばいい，明るいの性格みたいで（はい，はい），私やっぱり，うる

さいので（はい），なんかべらべらい言うて（はい），あの人も大体同じみたいで（あー），あれなんか，

話ずっと合うみたいで（はい），なにあればすぐ，わ，例えば子どもの育てとか（はい），悩みと，ごと

とか（はい），色々の，ずっとすー，相談するだから（うん），やっぱり，したらと，相談したらとしないは，

全然違いますね（うん，うん），これなんかく，ちょっと，味のなんか，なに考えるってちゃんと教えると

か（うん，うん），ほら，やっぱり日本来たら，日本の，色々分からないじゃないですか（はい），あの

人なんか優しくて（んー），ちゃーんと色々教えてくれたもん（うん），例えば，これ，このことは，なん

か日本はこういう，ですよーって，中国はあんまりわからないけど，これ日本だよ，＜ブレス＞，どう



だろうかなー（ふーん），と色々，なんかほんっとにお世話になった（はい），ずーと 

T:  えーとその｛人名 1｝ちゃんっていう人は，50 歳の女の人で（はい），何でも言う明るい（そう）人って

いうのは分かったんですけど（はい），まだ，ど，見た感じはそんな感じかちょっとよくわからない， 

L:  みーた感じでなんか，や，みた感じどんな感じですかな 

T:  小さい人とか（あー），**とか色々 

L:  普通ですね，158 くらいね（はい），しんじょう［身長］で，かみかた［髪形］は大体先生同じ（うん），で

すね（うん），おのちょっと短くて（うん，うん），うーん，見たら，じ最初ぱっと見たら多分おとなしいの

感じかもしれないですけど（んー），なから［だから］相談したら，ずっといたらやっぱり違うと思います

（あーはい），あの**，うー，性格を明るいの性格って（あー），うん，会社は全部女です 

T:  あ，そうなんですか 

L:  社長だけ男です， 

T:  あ，社長だけ 

L:  そうそう（あー），男いないです 

T:  え，それはどうしてですか 

L:  あーどうしてだかなー，良く分からないけど（はい），でもねー，ほんとに男全然いないですね，多分，

つくりものとか，違いますなー，わからないよ，ご 

T:  あ，そうなんですか， 

L:  そう，でも，20年くらいで，男はいないですみたい 

T:  あー，そうなんですかー 

L:  そう，全部女ですね 

T:  あ，それは初めて聞きました，はい＜笑＞，それで，その｛Ｌ｝さんのお仕事なんですけど（はい），え

ーと，ま，え，こ，工場でしたっけ？な，なに 

L:  あのー電子， 

T:  はい，えーと，どんなことをやっているのか，仕事の内容をちょっと詳しく教えてもらってもいいです

か？ 

L:  あー，内容でやっぱりあの，なんか，あのー，電線，巻きして（はい），あとハンダして（はい），あとき

っばん［基盤］色々付けて（はい），で，あの，ただ，部品，ちょっと，あの，これ何だ，この部品で，か

ん，なん，なんて，なんて言えばいい，あの，最初から最後まで会社作るじゃないくて（はい），あの

ー，他の会社から（はい），おっきな会社から，途中でもらってきて（はい），ただ巻き線と（はい），ハ

ンダだけ，基盤つけのだけで，会社で作って（はい），あとまだ［また］会社戻って（はい），続けてまた

あの会社やってるみたいで（あー），んー，ただあの，なんか，作る部品で，多いいのあるし，小さい

のあるし，あの，へい，へい，へん，ヘンディエンキ［変電機］でいい**だよね 

T:  変電機 

L:  あのおっきいの（はい），それもあるし，一番小さいの，パソコン中の，すごい小さいの，部品もや，や

てるけど，何かパチンコとか，色々と，あの，テレビとか，冷蔵庫とかの中の小さいの，とか，大きい

の（あー）部品は，ちょっと作っています，みたいで（はい），はい 

T:  で，その部品っていうのは今言った基盤（基盤），変電するような基盤みたいなもの（そう），それ… 

L:  さい，最初は巻きしぇん（ま…）［巻き線］，あの，巻き線，っては，あの，電線は，ゴビンさ巻いて… 

T:  何に巻いて？ 

L:  あの，私回線， 



T:  でん… 

L:  電（はい）線はゴビンと言う 

T:  ごぴ？ 

L:  うん，ゴビン 

T:  はい 

L:  うん，それやつで，あの，巻き線巻いて（はい），巻いたら，あの，かと［カット］して切ったら，あの，ち

ょっとハンダして（はい），ハンダしての部分で，あの，基盤つけて 

T:  ふーん（そう），ゴピンっていうのは太さですか？ 

L:  あの，そう，太さ，太さで，うん，あの，例えば，部品の一番す，巻き線するの，するの奴これくらいの

丸いやつ，ゴピンと言うなの， 

T:  ゴピンって言うのは，丸い（そう），まくもとのもの 

L:  そうそうそう，巻くもとのものでゴピンって言います 

T:  それは，ゴピンとかジュッピンとか色々あるんですか？＜笑＞（あ，ジュッピン…），数字が５，５，５じ

ゃ，サンピンとか 

L:  ゴ，ゴピンでは，あの，5 センチの意味じゃないくて（はい），たったそのやつゴピンと言う（はい），ど

の漢字では私良く分からないけど（あー），ただこれ会社持ってきたら，ゴピン持ってきたよって，み

んな（あー），あーこれ安く，ウィンディー言うけど，良く私わかりません 

T:  はい，それしかないんですね，サンピンとか他のが，あれかどうかもわからない 

L:  ないですね 

T:  はい分かり＜笑＞ 

L:  あと，**，ゴピンって何の漢字ありますべかな（あ－），よくわからないけど（はい），ただ，あの，カタ

カナで書いてるけど， 

T:  あー（うん）ゴピン 

L:  そうそうそう，ゴピン 

T:  あーそうなんですね（そう），はい，いや，ゴって数字かと思っちゃいましたけど 

L:  はい＜笑＞ 

T:  はい，で，その仕事をする時に（うん），一番気をつけなくちゃいけないことはどんなことですか？ 

L:  あーやっぱり，もし，あの，巻き線いうてば，**まきしぇん［巻き線］の段階あると思う，例えばこの小

さいので，あの，一反もあるし，二反もあるし，一番多いいの６千反もあるし，あのまきしぇん［巻き線］

（はい），あのゴピンさ巻くじゃん，これ１回で，じゃない，一回で… 

T:  １回巻くと 

L:   そう，もう多い時は６千巻くだもんね，これルルルルルと 

T:  何回巻くかによって（そう），１から６まで，もっとある？ 

L:  それはあのー，ゴビン用で決まってないです（はい），あの１段巻いてるのあるし，一番おっきいの６

千だもん，巻いてる，あじ，あ，あるし（はい），あの手で巻くじゃない，こう，機械で巻いてるけど（あ

ー），たまに機械おかしーなる時もあるので（はい），やっぱり気をつけないが，ほら，このやつで５千

段まかねばないなら，んー，だけど，たまに気がおかしいなるで，あのー，五千九百九十段でも，九

百九十九段でも，良い段階，少ないなるでも，ほらゴピン，あと，不良なりますので（はい），もう基準

それでは**，段階は気をつけないと（ほー），ハンダで，やっぱりなんかハンダするとき，だから，ゴ

ビンのピンさついてるとか，あの，テープさついてるとか 



T:  て，て？ 

L:  テープ 

T:  テープ（うん），がついてる。 

L:  あ，そう， 

T:  はい 

L:  ご，巻き線終わったら，必ずテープ巻いてるね（はい），それはテープ付いたらと，なんか，あの，ゴピ

ンの多くて，ピンついてるのね（はい），何が，のピンで，もし，ん，巻いたり，色々のダメって，不良に

なりますので（ほー），それは何か，色々気をつけなきゃ，多分，不良なったら，やっぱり，ダメですか，

だから… 

T:  はい，不良を出したら（うん），えーと，例えば給料が安くなるとかあるんですか？ 

L:  それはないです 

T:  ないですか＜笑＞ 

L:  はい，ただ，なんか自分でなんか，気をつけないと不良になるので，ほら，会社は**になるの 

T:  はい＜笑＞（はい），はい（はい），今まで失敗したことありますか？なにか 

L:  あーありますね，やっぱり，うん 

T:  どんな失敗でした？ 

L:  あのー，まきしぇん［巻き線］は私あんまりやらないので（はい），ハンダはずっと［ずと］やっていたの

で（はい），なんか，もし，ちょっと，テープ，はな［ハンダ］する時，あーちょっとテープ付いたり，じゃ

あテープ取って，それあの，テープ巻くの人お願いして（あー），あーごめんなさい，テープちょっとダ

メになって，もう一回ま，まいてお願いしますって（あー），じゃあ，テープだけでも，たん，噛んだんじ

ゃないですか，テープだけでとっては，すぐ前，それ，５秒は大丈夫，あのー，まだ，なんか，むう［も

う］一回，テープ直して（あー），うん，で，それ，はんたんのところんで，あ，一番大変のことで，ほら，

はんたんのハンダ，そうおっきいだもん，もしなんか［手］で捕まえるとき，パッてハンダソナーが落ち

たら，それは，かんびきであと，不良なるので，それは一回あります 

T:  ハンダソウ（ハンダソウ），ハンダのものが中に入ってる， 

L:  す，あの，ハンダ，ハンダ層の中は，ハンダ入れる，あの，とけいだ［溶けた］のハンダ 

T:  溶けたハンダがなんか器の中に入ってるわけですね 

L:  そう（あー），もしもゴビンとか，ながハンダするとき，パーって話すと，なんかおちたらこれ，あの，不

良になる，一回もうあります 

T:  あ，じゃあハンダって言うのは（うん）ハンダゴテで付けるんじゃなくて，ハンダ層の中にちょっと入れ，

付け… 

L:  そうちょっと付けて（付けて），あと取る，取ります 

T:  あー 

L:  はい，**ことです 

T:  あー良く分かりました（はい），ありがとうございました（どうも），お仕事の内容初めて詳しく聞いたん

ですけど 

L:  やっぱりなー，あのー，そこまで，仕事，私は，ほら，最初かいじゃ［会社］入った時は，それで，その，

かい，このはいしゃ［会社］入る前で，ぜんぜ［全然］聞いたことないし（はい），みたことないし，やっ

ぱり全然なんか，分からないみたいで（んー），これやつなーにって思いますので（んー），もう**言っ

たらまず，あーこういう風いなーって 



T:  なるほど，はい 

L:  そう，全然分からないね昔 

T:  はい，えーじゃあ最初の話に戻りますが，この一年間なんか変ったこと（はい），どんなことがありま

したか？ 

L: あ， 変ったこと（うん），あまりないですね（うん），相変わらず（相変わらず），はい，でも，一番気にな

ったのことで（はい），この一年間かなり忙しかった，すごくいそがし… 

T:  この，なにが忙しかったんですか？一番忙しかった原因は 

L:  仕事です（はー），あのー，だからあの，今，ほんとの土曜日，会社仕事，あの，し，仕事しますので

（はい），まこのかい，この，あの日本語教室あんまり，くない［来ない］ですね（はい，はい），無理で

すから（うん，うん），もし，うん，なんか，ほら，休みもらて［貰って］，この，こち［こっち］，あの，日本

語教室来る，はできますので（はい），やっぱり，なんか会社すごく忙しくて（ふーん），まずな，休み

貰いますね，あまり，なんか，言えないので（はーい）うん 

T:  え，どうして忙しいんですか，そんなに会社は，いいことですよね，仕事があるのは 

L:  んー（はい），なんからなー，今年，や，二年くらいでずっと（うん），かなり忙しいなったので（はい），

いいことと思いますね（はい），あっぱり［やっぱり］なんか，もし暇なったり，じゃ仕事なくなったり，困

りますね（はい），あれ，なんか，うん，二年くらい，すごい忙しい（んー）みたいです 

T:  忙しい原因は特に聞いてないですか？ 

L:  あのー，ほら，昔，会社は別の会社から，部品貰ってきて，作って，あと戻りますので（はい），ほら，

今あの，昔は，た，例えば，大体，｛会社名１｝とか｛会社名２｝とか｛会社名３｝とか，だいたい，あの，

みつ［三つ］の会社からもど，部品戻って来ますので，でも今年，二つ増えて（あー），るので（はい），

あのー｛地名１｝とか（はい），あとあの，｛地名２｝からもあの，送ってもらえますので（はい），それは

なんか多分，段々仕事が増えていきますので（ふーん），すごーく忙しくなってます，きます 

T:  全国的に仕事が減って，あの，全部海外に工場が移転する中で（うん），仕事が増えてるって言うの

は（うん），すごいいい話，いい話，っていうんですよね 

L:  そうですねー（はい），まあそれはいいと思いますねー（はい），やば［やっぱ］いいね，それで… 

T:  じゃあお休みは日曜日しかないんですよね？ 

L:  日曜日，そう，日曜日しかないですけど（はい），なんか，ほら，今子どもおっきなったり，やっぱり

色々遊び連れていくとか（はい），ほら家族たまに一緒にお出かけするとか（はい），それだけじゃな

いくて（ええ），私たち今，内職やっています（＜笑＞はい），だからそれ，内職やるので（はい），ほら，

会社だけじゃないくて，お家さ帰ったら，まだちょこちょこ仕事するので（はい），のごた［残った］の分

で（はい），やっぱり休みと時でなんか，あー，休みやるじゃないですか（はい），だから，あんまり休

みの日ないみたいですので（おー），すっごくなんか，やっぱり，なんか，つがれる［疲れる］だけじゃ

ないくて，なんて言えばいい，あ，よーく休みの日，全然ないみたいですね（んー），この一年間くら

いで 

T:  んー，じゃあ，でも，今，悩みとかもなく，とにかく走ってるっていう状態ですか？ 

L:  あー悩み事で，そんなの特にのないですねー（はい），もし悩み言えば，子ども段々大きなったで，

｛人名６｝くんは一番心配ですね（んー），ほら，上の子，今度は六年生なりますので（んー），ほら，

中学入ったら，やっぱり，大切のところですか（うん），中学校入ったら（ひあ），もしは勉強とか（は

い），あのなんか，教育とか（うん，うん），それは，な進まないとか，たぶんダメと思いますね，それ

は一番心配の所，あと悩み事あんまりないですね 



T:  えーとニュースとかはじゃあもう見る時間もなく過ごしてる感じですか？ 

L:  あんまりないですけど（はい），でも一応はあの，ちょこちょこで，あのなんか朝ずみいん［ズームイン］

とか朝ずみいん［ズームイン］ある，あ，ない（ず？），東京はない，え，あるですね（朝），ずみいん

［ズームイン］（ず？），ずむいん［ズームイン］ 

T:  あ，ズームイン（そう，あの…），はい，ズームインを見ますか？ 

L:  そう，あれは好きですねー（あー），やっぱり色々で，ん，ニュースは，うん，夜の６時くらいで，６時半

まで（ええ），大体のニュース，見ています 

T:  じゃあ最近ズームインとかニュースで聞いた中で（うん），あのー，記憶に残ってること，気になってる

こととかありますか？ 

L:  あー，気になるのことって，あんまりないですね 

T:  ＜笑＞ 

L:  こども，たとぅ，たべや，毎日いたね，なんか，あの，今何，言葉とか，着物，あの着るものとか色々

のやってますじゃないか（はい），だからたまに，あい，好きろ［好きと］言えば，最近一番面白いの，

忘れないのことで（はい），ほら，先週，多分先週ですね，あの，昔は，男の人で，あまり泣かないじ

ゃないですか（あー），最近ね，若いの子たちで，よく泣きますので（はい），だから恥ずかしいくない

じゃないですかって色々聞いたけど（はい），だから若いの子たちのこだい［世代］で（はい），今，昔

は泣で恥ずかしいけど（はい），今はなんか，全然気にしないみたいで（はい），なんか大丈夫，全然

恥ずかしくないで大丈夫と思いますので，いい，言いましたけど（はい），なんかもし，なんか，なんで

泣くできんえん［原因］で聞いたけど，なんか，ずぽうず［スポーツ］，ずぽうず［スポーツ］見る，感動

するとか（はい，はい），なんか，友達のきんごんしき［結婚式］とか，自分でのきんごんしき［結婚式］

とか，感動するて 

T:  ともだち，自分のなに？きん 

L:  結婚式 

T:  結婚式，あー 

L:  はい，友達のとか（はい），それ感動す，するで泣くで聞きましたけど（はい），そこまであまり，なんか，

理解できないなー，スポウズ［スポーツ］見るって，あのドラマ見るで感動するな子私良くありますけ

ど（うん，うん），けんごんし，結婚式見たら，あんまり，泣く**，うん，よぐ［良く］気持ち分からない（ん

ー），いいことと思いますけど（ふん，ふん），泣くのかなー，いつもそれ見るでは，うん，つみ見たら

色々面白いことで（んー），やっぱり，あー，今はこういう風にかなーと思いますので 

T:  あー，えーと，男の人が，その，大人の男の人が，泣くって言うのはやっぱりちょっと理解できないっ

ていうのもありますか？スポーツ（や，いま理解…），ドラマだったら大丈夫？ 

L:  今理解（うん），できます，ただ昔の人，私の父親の時代で（うん），やっぱりあんまりいねーと思いま

すね 

T:  ＜笑＞ 

L:  私の父親み，みーるの顔見たことないので（んー），ま今の若いの人だとか，自分で同じの歳の人と

か，よく，み，みった［見た］ことあるので（＜笑＞，あー），うん，不思議と思わないですね（うん），や

っぱり，はは，理解できます， 

T:  理解はできる（はい），旦那さん泣きますか？＜笑＞ 

L:  あ，旦那さんはなんか，自分でほら，旦那さん毎日帰ってこないですので（はい），一週間一回だけ

帰ってくるで（ええ），私の前で見たことないけど，でもよく，ほら，毎日電話来ます（うん）旦那さんか



らね，よく，あー今日泣いたよっていうなの（あー），どうしてって，いやー感動した，感動したで，ほら，

韓国ドラマ見るとか（あー），色々なドラマ見るとか（はい），感動したよ，泣いたよって（んー），よく教

えるけど（はい，はい），もう今まで一回も見たことないです 

T:  じゃあ楽しみですね見るのが＜笑＞ 

L:  そう，だからたまに冗談するって（はい），あ**，私前でいかい［一回］泣いてみてって（＜笑＞），み

せ，みせれーって，見たいなーって（うん），やだって言うけど（あー），ねー，もし，ほら，まいにしゅう，

毎日，一緒にいるの人とか，多分よぐ［良く］見るかも知れないけど（ふーん），全然うちあまりいない

ので（そうですねー，はい），だから，い，いたけど，見たことないですね 

T:  はい＜笑＞，わかりました，えーとじゃあ，一つだけロールプレイをお願いしたい（はい）んですけど，

これちょっと声に出して読んでもらっていいですか， 

L:  はい，｛ロールカードを読む：あなたは，ころも［車］を，しょうり［修理］を出し，ん，出しましたが，まだ

できていません，きょう［今日］に車を使う用事ができたので，初めのよーてい［予定］より早く仕上げ

るように，電話でお願いしてください｝ 

T:  後ろに中国語もかいてありまーす 

L:  はい，だいたい意味わかるけど 

T:  はい 

L:  ＜ブレス＞（うん），んー，自分も，なんか，今車の，車を修理で（はい），代車あります（＜笑＞）じゃ

ないか？ 

T:  だから＜笑＞，… 

L:  だよね 

T:  だからちょっとこんなの変ですよと 

L:  車を修理だしましたかと 

T:  じゃ他のにしましょうか？ 

L:  あ，いいですよ 

T:  大丈夫ですか＜笑＞ 

L:  だい**［大丈夫？］と思います，**，＜沈黙＞，んー，んー，あい，全然この，こういう風に電話掛け

たことないですけど 

T:  はい，ちょっとやってみましょうか 

L:  も，もしあればね（はい），はい，じゃやりましょう 

T:  えーと，修理出す会社の名前はなんですか？いつも 

L:  あの，ちょっと待って 

T:  あ，じゃあ 

L:  あ，｛店名｝ 

T:  ｛店名｝ 

L:  はい，｛店名｝，あの，かい，うん（はい），会社で言います 

T:  はい，｛店名｝でございますー 

L:  はい，あの，すみません（はい），あの，私は｛Ｌ名字｝ですけど 

T:  あ，｛Ｌ名字｝様（はい），はい，お車お預かりしておりますー 

L:  はい，宜しくお願いしますー（はい），あの，この間，車を，修理出しましたので（はい），今，あの，で

きましたか？ 



T:  あ，えーと，明後日，あのー，御納車ということになっておりまして，今，あのー，もう最後の仕上げに

かかっているところでございますー 

L:  あ，そうですかー（はい），あ，ちょっとねー，今，今日に用事できたので―（はい），車，使いたいので

（はい），あー，だから電話掛けたですけど（あー），まだできていないので（はい），どうすればいいで

すかなー，ちょっと（えー），もしかしら（はい），代車は，お願いしたいですけど，大丈夫ですか？ 

T:  はい，明後日御納車という，いうお約束をしてたので，えーと，今日お使いと言うことであれば，ちょ

っと料金がかかるんですけども，よろしいですか？ 

L:  あー，はい，だいたい料金いくらかかりますか？ 

T:  えーと｛Ｌ姓｝様はいつもお世話になっておりますので（はい，どうも），まあ，あの，軽でよろしければ

（はい），一日千円で（あーそうですか），おだし，お貸しできますが 

L:  はい，それでは良かったですね，じゃあ，あの，代車は２日くらいで，あの，車できるまで（はい）お願

いしたいですけど（はい），もど，もしかしら，もて［持って］きてもよろしいけれ，ですけど，いいです

か？ 

T:  はい，えっと，代車を，お届け… 

L:  あの，かい，会社まで，持って，来ますか？ 

T:  あ，はい 

L:  あの，会社 

T:  はい，はい（はい），わかりました，あの，いつものー，会社でございますね，お近くですので，大丈夫

です 

L:  はーい，じゃ宜しくお願いしますー 

T:  はい 

L:  すごく，あの，助かったので，ありがと［ありがとう］ございましたー 

T:  こちらこそ（はい）ありがとうございますー（はい），失礼いたしまーす 

L:  はい，これからもよろしくお願いしまーす 

T:  ありがおうございます 

L:  どうもー 

T:  はい（はい），ありがとうございました（たー），あー，えー，もう今いつも，修理に出したらすぐ代車っ

ていうことですか？ 

L:  そう（んー），あのー，今の，｛店名｝の人で（はい），うちの近所の人ですので（はい），まず親戚ので

（＜笑＞），いつも，なんか，すごーく，もし，あのー，ほら，生協の車は，あの，ぶつかって（はい），

修理は出してですけど（はい），あの人なんか，かえ，とりあえずうちさ来て（はい），あの，明日は，

持って，行くよって（はい）い，い，なんかさっきは，声かけてきて（はい），まあ会社を，いつも会社に，

あの，代車持ってきて（あー），そのまま，私の車（持って帰る）連れて…，そう（わかりました），すご

く，こう，簡単になりますね 

T:  はーい，そう… 

L:  **のかけて 

T:  そう，そういう中であの，む，ちょっと難しい，ちょっと変な設定ですみませんでした，ありがとうござい

ました 

L:  **，大丈夫です（はい），はい，ありがとうございましたー 

T:  じゃ，今日のインタビューは一応ここまでと言うことで 



L:  はい 


