
T:  お久しぶりです 

L:  お久ぶりでーす 

T:  お元気でしたか？ 

L:  おかげさまで元気です，はい 

T:  そうですか（はい），えーと一年ぶりですけれども（はい），この一年でなんか，一番大きな変化とか

（一番…），というのはなんでしょうか？ 

L:  一番大きな（はい），ひんか［変化］（はい），ですねー，やっぱり子どもの成長で見ってー，それ，うー

ん，子ども，何，さい，一年前は，まだー，しゃべらなかったんですねー（はーい），話も上手なったし

（んー），それ，いたずらしてもー，大変ですねー，やっぱり子どものさいちょう［成長］でー（ふーん），

一番大きい，に，変ったところ一番大きいですね 

T:  そうですかー（はい），じゃあちょっと｛Ｌ｝さんの（はい），えっと，最近の一日を，ちょっと教えて下さい，

どんな一日ですか，朝お，何時に起きて，夜寝るまでをちょっと（あー），詳しく教えてください 

L:  そうですねー（はい），あと，朝は大体 6 時半ごろ起きて（はい），子どものー（うん），あの，何，保育

園行く前の準備とかー，あとー，ご飯の準備，それー，こ，七時頃，子ども起こして（はい），ご飯食

べさせて，それでまたバタバタして＜笑＞，八時のバスだから，それ，まわ，間に合うように（んー），

それを車で（うん），あのー，バス停で，連れてって，んー，あと，自分は九時からの仕事だからー，

それでー，あの，八時半ごろ（うん）で，大体うちから，出ますように（はい，はい），して（はい），えー

と，仕事は，九時から四時までです，はい（ほー），四時終わって，家に帰ってーちょっと，２０分くら

い，リラックスできますね（はい，はい），それあとにまたすぐ向かいに行けないとだめですね（ふー

ん），はい，であと，ふふ，子ども迎えに行ってきて，また夜のご飯準備ですねー，＜笑＞，一日，う

ん，ぎりぎりで 

T:  そーですかー（はい，そう…），今お仕事って仰ったんですけど（はい），前は確か，まだお仕事は（そ

うです）なさってなかったと思う… 

L:  そうですねー（はい），前はまだ子どもちじ（ええ，ええ），ちっか［小さか］ったんですね（はーい），そう

やってー，んーと，去年の六月から，縫製工場で，働きますように… 

T:  あ，そうなんですかー（はい），ちょっとどんなお仕事か―，教えていただけますかー？ 

L:  んーと（はい），あの，お洋服（はい），あの，おん，女性のお洋服，ワンピースとかー（はい），スカー

トとかー，あとー，あー，男性用の（んー），うーん（うん），ポロシャツとか（うん），あのー，シャツとか

（うん），色々作ってますね 

T:  作ってらっしゃるんですか？ 

L:  はい 

T:  はー，元々そういうの作るのお好きだったんですか？ 

L:  そーですねー（ええ），あたし（はい），高校の時（うん），そういうの（うん），あの専門だったから（うん

うんうんうん），それを高校卒業（んー）してー，あのー，中国で（はい），あの日本の｛会社名１｝会社，

｛地名１｝の支社で，そこで（はい，はい），うー，働きました 

T:  あーそうですかー（はい），じゃあいいですね，お好きな仕事でまたねー（そうですねー），日本でね

ー（はい），えーとその中国の時の，そのお仕事と，まあ，同じような仕事だけど，やっぱり随分日本

と中国，やり方違うかもしれないですよねー，いかがですか？ 

L:  じゃ，そうでもないんですねー（あーそうですか，はい），私，前，ぐん，日本｛会社名１｝の会社，全部

日本の管理でー（うんうん），ん，なに（あ，はいはい），日本の会社の管理で，そんなに変らないん



ですねー（あーあそうですかー），朝も調理やってとか，それで仕事も（ほー），仕事中も結構厳しい

ですね 

T:  あーそうですかー（はい），なるほどね，そうするとまた｛Ｌ｝さんの（はい），人とのつながり，輪の，も

う広がっていきましたか？ 

L:  そうですねー（えー），やっぱりー，うちにいてー（うん），あのー子どもしか，子どもと（んーうんうん），

２人しかいないから（うん），縫製工場に行って（うん），あのー同僚とか，それ友達もできて，色々話

とかー（うん），あと，昼休み一時間で，あのー料理の作り方とかー（んー），それも聞いて，結構，う

ん，楽しみでー，なんか聞いてから後自分も楽しみやってみて（うんうんうん），成功したら（ふーん），

すごく喜んで 

T:  そうですか（はい），えっと，中国のその｛会社名１｝のとき（はい），会社の時（はい）は，もちろん中国

の人が一緒ですよね（そうですね），その時の仲間と今の仲間ではやっぱり何か違いますか？（そう

…），つまり中国と日本の，こう人の働き方みたいな 

L:  働き方（はい）とかー，ちょっとー，ち，うん，違うところもありますねー 

T:  ええ，どんなところでしょうか？ 

L:  えっと，た，例えば，こっち，ん，なんてうの，｛会社名１｝の会社は，今は私は働き，あなに，あの（う

ん），今の会社は（うん），そんなにちっちゃく，おっきくないんですね（はい，はい），｛会社名１｝の会

社やっぱり大きいからー（あーはい），管理とか（うん），制度図とか（うん），ちゃんと（うん），してるん

ですねー（ええ，ええ），で，こちらの会社を，あっちの何か（んー），整理，整理とかー（んー），もう

色々制度（うん），んーと，あのー，例えばー，あの１人，一日，い，何枚（うん，うんうんうんうん）作

れるとか，のうりょつひょう［能率表］（うん）とか（うん），ちゃんと作ってますねー（うん），今の会社は

そうでもないんです（ふーん），今の会社は，ちょっとなんか，＜笑＞，サボる時もあるみたいね（ふ

ーん），それね，すぐに管理は（うん），そんなに厳しくないですね（あーはいはい，そうですかー），お，

同じ日本の（うんうん）会社で（ええ），上，やっぱり大きい会社は（あ，規模でね），**で，そうですね

（んー），その管理の方法（そうですねー）** 

T:  あ，まあ会社の方はそうかも知れないけど，その仲間が随分違うと思うんですね，中国の人のあの

こう若い人と（はい），日本に若い人でなんかおっきく違うなって思うことありますか？ 

L:  それ，こっちの，今の会社はー，あ，なんか，研修生中国から来て，研修生１０何人もいますから 

T:  あーそういうことなんですか（はい），あ，あの，やっぱりこちらも一緒にあの中国の仲間というこ，あ

ーわかりました，はい 

L:  こっちはー，日本人も（うんうんうん），んーと，半々くらいですねー，に… 

T:  ええー，はい，そうですかー（はい），わかりました（＜笑＞），ちょっと話は変るんですけど（はい），さ

っき料理の作り方を（はい），交換したりとおっしゃったけどー（はい），｛Ｌ｝さん，最近の得意な料理

ってなんですか？？ 

L:  最近（はい）の料理ですか（はい），最近は，あのー，ハンバーグ，できましたね（ほー），ハンバーグ

じぶ… 

T:  ちょっとハンバーグは，材料から，こう，作り方まで（はい），はい，教えてください（はい），はい 

L:  そうですかー（はい），あのー，ひき肉とー，あ，ざ，材料ですね，ひき肉とー，あのー，タマネギと（は

い），えーと，パン粉と，牛乳と卵（はい），えっと，例えば，２００グラムのひき肉で，あのー，先週は，

タマネギちょっとみじん切りして（んー），フライパンでちょっとー，おー，やわらかくまで炒めて，あと

火止めて（んー），ちょっと，さまして―（ふんふん），あとー，あの，ひき肉に（うん），や，すいません



ね，そ，それちょっと間違えました 

T:  あ，どうぞどうぞ，もう一回どうぞ，はい 

L:  たんこー［パン粉］は（ええ），例えば（はい）２００グラムのひき肉に（うん），えっとカップ，大体３分の

２くらい（んー）パン粉使って（うんうん，うん），あと，牛乳をちょっと加えて（んー），えーとひき肉と，

おー，良く混ぜて，あとー，あのー，さっき言ったみたの（うん），あの，タマネギ，入れて，あと塩コシ

ョウも，あと，あー卵（うん，うん）一つ，良く混ぜて（はい），そして，あの，なんていうの，良く混ぜて

から（うん），あと，何，か，ちょっと，ハンバーグの形に（うんうん）して，あとフライ，フライパンでちょ

っと，うん，やって（はい），すぐできますね 

T:  そうですか，じゃあ何味で食べるんですか？ 

L:  んーと，何，和風のドレッシングですね（おー），それかけて，＜笑＞食べます 

T:  和風ハンバーグ，ですか？ 

L:  そうです 

T:  お子さん好きなんでしょうね，きっとね 

L:  そうですねー（あーそうですかー），やっぱり自分作った（んー）のは，スパ［スーパー］と，なんかスパ

ー［スーパー］より，なんか自分の方がおいしいと思う… 

T:  そうですよねー，あだけど最近は，やっぱり，自分で作るより，若いお母さんは（はい），その辺のレト

ルト食品とか（はい），缶詰の人多いと思うんですけどねー 

L:  でも… 

T:  周りどうですか？ 

L:  私やっぱり，子ども（うん）も，ちっちゃい子ども（うんうんうんうん）もいるし，かんこう［健康］のために

とか，それでやっぱり手作り（んー）の方いいと思いますね 

T:  うん，そうですねー（えー），じゃあそういうのを，そういうお母さんたちは，周りにあんまりいないいで

すか，友だちで？（んー…）みんな作ってみたい 

L:  みんな（ほー），でも，みんな今はあの，働きてる，してるの会社（うん，うん。うん）の友だちもうみん

な子どももいるから，みんななるべく手作り料理たべさせる 

T:  そうですかー中国にいるときはどうでした？周りに，その外で買って食べる文化があるって聞いたん

ですけど，地域によって違いますかね 

L:  そうですね（はい），みんなー，ゆ，やっぱり若者（うん，うん），みんな，めんどくさい，手作りは（はい

はい）面倒くさいんからねー，それでみんなす，すぐ，あのーレストランとかー（んー），それ行って

（んー），すぐ，食べる（んー），そういうことしてるねー（はい），今，若者たち，若者は，前より（うん），

あの，餃子作る人少なくなったみたいんで 

T:  あー，中国と言えば餃子ですけどね（そうですねー），それが，みんな買っちゃうんですか？ 

L:  そうですねー今（ふーん），それスッパ－［スーパー］売ってる，売ってるから，便利で，だけど（うん，

うん），やっぱり，自分の（うん）そういうの（うん）何ていうの，覚え（はい），覚えかない（うんうん）とダ

メですよね 

T:  うーん，なるほどねー（はい），そうですかー（はい），わかりました，あのー，あれですかねー，あの

ー，趣味なんか，こう，やってる時間無いでしょうかね？好きなことってなんですか？ 

L:  趣味はー（はい），前は結構小説とか（ほー）それ読みましたのでー（はい），今子どもいるからそれ

家事と仕事と，あのー色々やって，あと，自分の時間あんまりないんですねー（そうですよねー），た

まには（はい），自分の好きなドラマとか（うん），あの見る時間できない，見る時間はな，ないから，



あの，なに，番組の（うん）表見て（ふんふんふん），あ，これ見たいなーと思って（あー見てらっしゃ

る），それ録画して（ほー）おいて，後で（うん），なんか，時間あったら（うん），ゆっくり（ふーん），見

ますようにしています 

T:  そうですか（はい），じゃあ最近そんな風に録画したりして見たテレビ，あの映画とかありますか？ 

L:  映画とか，あの，韓国のドラマですね（へー），韓国のドラマ 

T:  ちょっと教えてください，なんていうドラマですか？ 

L:  えっと『妻の誘惑』ですね 

T:  ほー，私全く知らないんですけど（はい），できるだけこう，ストーリーを（はい），詳しく，分かりやすく

教えてください 

L:  えっと（はい），あのー，あの，このお母さんは（はい），自分も子ども２人いて，あのー，もうひ，友達，

友達はあのえっとー，何（うん），なんて言います，それこ，子どもたちと，と，友達は，あの，旅行途

中で（うん），遊びに来て（はい），家に一緒にご飯食べようとか（はい）そういうことあって，その友達

も，おん，子ども１人いて（はい），それ，つ，連れてくる途中で事故あって（ほーほー），あの，両親は

亡くなったんですね（はい），両親は亡くなったの**女の子は，えっと，あの，この２人，子ども持って

るの親（うん，うん）一緒に過ごすの生活（はい），過ごす生活（はい）してなったんですね（うん），そ

れで，この，あの，親亡くなったの子どもは，何，自分は，この家は，なに，余裕の生活じゃないんで

すね（んー，んー），できないから（はい），そうやって，あのー自分好きな大学行けな（んー）かった

からお金（うん，うん）ないから，それで，なんか，後悔で，それで親亡くなったから（うん），それ事故

で（うんうん），うん，なんていうの，い，と，何，遺族金とかそういうの，あるみたいで（んー），こっち

の親たち貰った（はい，はい），んー，もらった，自分は何か大学にちゃんと行ってない，生活，なに，

この家族のさいかつ［生活］ために使った，そういう風に思ってるんですね（はい），だからこの，この

子は後悔して，実はこっちの方，その遺族金なんももらってない（あーはいはい），だからこっち，こっ

ちのあの親亡くなった子どもは，ずっとこっちの方が，なんていうの，後悔して（うん），それで，おっ

きく（うん）なったから（うん），こっちの子どもは，女の子，男の子と女の子（うん）いってん**（うんう

ん），こっちのおと，女の子は，立派の，社長の息子さんの嫁になった（はいはい，ええ）んですね，

でも，それ，あの，親亡くなったの子どもは，じゃそれ私に，いいせっけ，生活できないから，なんか

復讐みたいで（ほー），それで，あのー，ちょーと，何，親亡くなったの，ん，なに，彼女は，んとー，あ

のー，さっきの，あのー，なんていうの（はい），あの，友だち（はい），友達ですね，それで，け，えー，

あの，なんていう，親持ってるの子どものー，子どもはー，立派な社長ときゅ，結婚して（はい），でも

こっち親亡くなったの子どもは（うん），この（うん），復讐して（うん），彼女の旦那さんと浮気して（ふ

ーん），それで離婚させて（はー），色々どっかそういう，なんていう，そういうのドラマ，うん 

T:  あーそうなんですか（はい），どこが一番面白いですか？（んー），どういう点が 

L:  どういう点が（うん），やっぱり（うん），この，なに，彼女は，色々わ，わる［悪い］ことしたんで（はい，

はい），何でも自分は一位になりたい，何でも… 

T:  彼女ってどっちの方ですか？ 

L:  あのこっちの，あの，親亡くなった 

T:  あ，復讐したい人ね（はい），はいはい 

L:  この，あの，でもその，なんていう，復讐された（ふんふん）の彼女は（ふん），なん，途中で，あのー，

おー，それで，旦那さんと（うんうん）別れて，お，子どもも（うんうん）でき（うん，うんうん）たんですね，

でもその旦那さん（んー）と彼女は浮気したから，この子どもいらない，おろしてとか，その，ん，彼女



もこどもを守りたいす（うん），子ども（うんうん）だけと暮らしたい，ように生活もできなかったんです

ね（うーん），うーん，ま，あのー，旦那さんは（うん），彼女を海に連れて行って（うん），奥さんあのー

（うんうん）連れて行って（うん），殺すようにして，あの，海に，彼女，あの奥さんは全然お，泳げない

人ですね（はー），それで，溺れて（はい），いて，し，か，なん，旦那さんは死んだと思って（んー），

でもうそれで（んー），他の人助けてくれて（うん），それでそのまま名前変って，でも彼女まだ復讐し

て，前のとも，自分の友達と旦那さんは浮気して自分はこいうことしたんだから，それも復讐して，じ

ゃ２人で（んー），うーんと何，あの（うんうんうんうん），なんていうの，喧嘩しながら（あー），同生活，

さいこ［最後］一番変わったところは，あのー，うーんと，親亡くなった（うん）の子ども（うん），あの彼

女は（はい），胃がんなって（はー），胃がんなったから（はい），それで，今度，また，なに，面倒みて

くらってる［くれてる］のは親たち（んー），親たちは（ふーん），良く優しくしてくれたから，それに，なに，

両親発見で，仲なおり，なおったみたいです 

T:  そうですかー（はい），でもほんとにその，遺産，あの金をもらってないってことを（はい），受け取って

ないってことを言えば良かったですね（**），その，ねー 

L:  そうですね 

T:  育てた両親も，そこが間違えじゃないですか？ 

L:  両親たちまだわかんないんで，彼女たちそういう風に思ってる，全然わかんなかったから 

T:  あ，だから言わなかった 

L:  そうですね 

T:  そこの行き違いですかねー 

L:  そうですねー 

T:  そういう何かこう，ね，行き違いみたいなのこわいですよー 

L:  そうですねー 

T:  それでその話のなかに胃がんになったって話が出たんですけど（そうですねー），その癌になった時

に，あの，自分が癌になった時に，言って欲しいっていうのと，言わないって言うのと両方ありますよ

ね？（そうですね），｛Ｌ｝さんどっちの意見ですか？，ま，告知って言うんですけどね 

L:  じゃあ，言って欲しいんです 

T:  言って欲しいですか？どうしてですか？ 

L:  んーと，んーどうして（うん），あ，なんか彼女？あ，誰が… 

T:  そうじゃなくて｛Ｌ｝さんが（はい）癌になっっていう時に，やっぱり黙って，んー，ちょっとすぐ治るよっ

ていう人と（はい），ちゃんと言って欲しい，あの，って言って欲しい人と，ちゃんと，自分の病気のこ

と言って欲しいって人，二つありますよね？｛Ｌ｝さんはどっちですか，もし自分がなったら 

L:  あ，た，多分自分がなったらやっぱり，初期，何，素直に教えてくれたら，嬉しいと思う，それで，自分

は（うん），命はどのくらい残ってる（あー）は，残りの命はどうや，どうや，どういう風にしたら，例えば

一番は（んー），子どもいるから（うん），じゃあこどの，子どものためにどういうの，親の印象残ってる

とか（ふーん），その子どものためになんにん［何］が，やることとかちゃんと，しておくか（ふーん），

そういう風に考えてる 

T:  そうですか（はい），だけどその前向きに考えられたらいいけど，あー，私はもうこれだけと思って，何

か落ち込んじゃう場合もありますよね？（そうです…）それは大丈夫ですか？ 

L:  大丈夫（＜笑＞），そこまで（んー），なんかほんとそういうことなったら（んー），どういう風に（んー），

わかんない今の気持ち（あー），やっぱり子どものために（なるほどー），か，何でも子どもの為に（ん



ー），子どもの（んー）力で，なん，何かできるかなと思って 

T:  んー，やっぱりそういう母だったって，残したいっていうことですねー 

L:  そうですね 

T:  すばらしいですね 

L:  いえいえ 

T:  そういえば今事件とか事故の話があったけど，最近（はい），色んなニュースがありますよねー，事

件事故が 

L:  そうですねー 

T:  一番その印象にの，あの，残ってるとか，あの，ある，じ，あの，ニュースってなんですか？最近のニ

ュースで 

L:  最近のニュース（ええ），あのー地震ですねー，あのー（はい）２８人の子ども（はい，ええ），何か行っ

て（うん），今それは行方不明になって（うん），それはおよ，親としては（うん，うん），すっごく苦しい

と思いますねー 

T:  そうですよねー，ほんとにねー（そうですね…）あれですか，はい 

L:  はい 

T:  こっちも地震が結構ありますよね？東北… 

L:  そうでもない（あんまり…），あ，あの，中国よりはやっぱり多いんですね， 

T:  ええ（はい），なんか準備してますか？防災グッズとか 

L:  そう，準備してないんですね 

T:  あーそうですかー 

L:  はい 

T:  あの地震と言えばね，あのー，海外で仕事をしたいとかね（はい），看護婦，看護婦さんとか（はい），

それから英語勉強して海外で働きたいって，色んなね，若い人が（はい）出て行きましたよねー 

L:  そうですねー 

T:  そういう人が亡くなってしまってほんとに 

L:  うーん，残念ですね， 

T:  ねー，だけど実は日本の若い人は（はい），ああいう素晴らしい人もいるけど，ほとんど，あ，外国行

かなくていい，日本で，っていう人多くなったんですけど 

L:  んーそっか 

T:  割とこう，内向きと言うんですけどねー 

L:  ふ－ん 

T:  どうやったらもっとみんな世界に，旅行したり仕事したりしたいと思うでしょうかねー，｛Ｌ｝さんみたい

に日本に来たりとか，その反対に 

L:  やっぱり（はい），どういして（うん），やっぱりなんか，びんきょう［勉強］，びんきょう［勉強］のために

行って，それ，あのー，自分の国と違うところ（うん），文化とか（はい），生活とか（うん），何，風習と

か（うん），そういう**も（うん），なんか，そういうの趣味，な，何か，勉強する気持ちあったら，外国

に行けるんですね 

T:  そうですよね，だけどその気持ちが（はい），関心（はい）がなく，薄くなってるんですね（はい），どうし

たらいいですかね，もし何か若い人に何か言うとしたら，アドバイスを，日本の若い人に 

L:  うーん，アドバイスっては（んー），それなんで，あの，外，た，例えば，外国のいいところ（うんうん），



あのー，いいところ見せて（うん９，いい，いいところ話して（あー），あの，若者たちに（うん，うん）興

味あってから（はー），それいって，あー私も行ってみたいな（んー），そういうきん，気持ちあったら行

けるかも知れない（ふんふんふんふん）んですね 

T:  なるほどね（はい），そういうことをもっと工夫すればいいっていうことですよね 

L:  そうですね 

T:  それが足りないですね，ちょっと日本はね，わかりました（はい），ここでちょっと（はい），ロールプレ

イをしたいんですけど 

L:  あ，ロールプレイは（はい），どういう… 

T:  あ，あの，ミニドラマで 

L:  あ，そうですか 

T:  いいですか？ 

L:  はい 

T:  はい，で，えーと今，縫製工場で働いてらっしゃるんですよね，ちょっとこれ読んでみていただけます

か？ 

L:  はい 

T:  声を出してください 

L:  はい，＜ロールカードを読む：今かいしょ，会社がとても忙しいですが，あなたはどうしても会社をや

す，休みたいんです，上司に休みたいと話して下さい＞ 

T:  はい，後ろに中国語があり…，いいですね 

L:  はい 

T:  で，え（はい），大丈夫ですね（はい），で，縫製工場が今とっても忙しい，何月から忙しいんですか？ 

L:  んっと，１０，１月から，大体６月まで忙しいです 

T:  そう，それなのにこの三月に休みたいと（はい），ね，で，上司はなんていう方ですか？ 

L:  んーと，んー，ん？ 

T:  名前，上司の名前 

L:  あの，｛人名１｝さん 

T:  ｛人名１｝さん，わたし｛人名１｝さんです 

L:  はい 

T:  女性ですか，男性ですか？ 

L:  あ，女性です 

T:  あ，女性，はい，じゃあ，私は｛人名１｝さんですよ（はい），に，あの，ちょっと頼んでください，はい，

何かどうしても会社を，縫製工場を休まなければいけません，はい，あ｛Ｌ｝さん，何ですか？ 

L:  あの（うん），ちょっと休みたいんですけどー，あー 

T:  え？いつ？ 

L:  えっと明日は一日，休みしてもらえませんか？ 

T:  明日って急じゃないですか？明日ですか？え 

L:  はい，そうですね，あのー，明日は子どもの予防接種，今インフルエンザ流行って（うん，うん），子ど

もの何，インフルエンザ（うん）予防摂取したいんですけどー，あー 

T:  え，だってそんな予防接種だったら前から分かってるでしょ？ 

L:  あの，んー，やっぱり最近は流行ってるんですねー（うん，うんうん），子どもの体調ちょっと心配して



（あー），はい 

T:  もうちょっと伸ばせないの？せめて来週 

L:  来週か（うん），んーと，来週は，あの，やっぱり，やっぱり明日したいんですねー，なんか土日，明

日金曜日ですねー（うんうん），予防接種したらまた熱上がったらとかー（あー），それでまた休まな

いとダメ，なんかこういう休んだらまた会社に迷惑かけると思って 

T:  そうか，だけど明日あなたが休んだら，大丈夫かなー，現場 

L:  現場，えーと，あのー，明日は，＜笑＞（うん），あのー，どうしたらいいんですか，私は，あの，他の

（うん），うん，他の人に頼んで（うん），やりかたちゃんと教えて（あー），私の分を（うん），私たん，担

当してる（うんうんうん），の分はやってくれると思います。 

T:  ほんと，それちゃんとやってくれるね 

L:  はい 

T:  それで今日，許可，それから帰ってよ（はい），それやってからね，んー，分かった，でもこれからはも

うそんな明日なんてことやめてね 

L:  はい 

T:  休業以外はね 

L:  はい，分かりました 

T:  うん，オッケー，じゃあ，はい 

L:  ありがとうございまーす 

T:  ということで（＜笑＞）これでロールプレイは終わります 

L:  はい 

T:  はい，あのー，すごい雪なんですけど（はい，そう），｛地名２｝は今年は雪がすごいんですか？ 

L:  そうですねー，去年より多いんですねー 

T:  はーそうですか（はい），雪かきとか大変でしょうねー 

L:  そうですねー，はい 

T:  どなたがなさるんですか？ 

L:  へ？ 

T:  誰がするんですか？雪かきは，雪おろしとか 

L:  雪かきはうちのパパですね 

T:  ｛Ｌ｝さんはしない，＜笑＞ 

L:  ＜笑＞，わたし＜笑＞，これは，あの，雪かきはやっぱり男の仕事ですね 

T:  中国でもそうなんですか？ 

L:  中国雪あんまり，ない 

T:  あ，そっか，あんまり，｛地名１｝でしたっけ？（はい），降らないんですね 

L:  そうですねー 

T:  んー（はい），としたら，こういう雪の中の生活っていうのはちょっと大変ですか？それとも楽しいんじ

ゃないですか？ 

L:  んーと，たい，大変だけど（うん），楽しいところもありますよね 

T:  そうですよねー（はい），はい，今日はこんなね，大雪の中ありがとうございました 

L:  あ，こちらこそありがとうございました 

T:  どうも 


