
T:  はい，お久しぶりです｛L名｝さん 

L:  ご無沙汰しております 

T:  お元気でしたか？ 

L:  はい（はい），何とかやっております 

T:  そうですか（はい），一年ぶりですけど，えーこの一年で一番大きな何，あの，こと，ニュースってなん

でしたか？，あの，｛L名｝さんにとって 

L:  あ，ニュースですか（はい），私にとっては，そうですね，ニュースって言うと，総理が変わったことか

な（あーあー），一番大きいっていうのはうちの会社のことなんですけど 

T:  あー社会的には総理が変わったことで 

L:  社会的には，そうですね，はい 

T:  あの｛L名｝さんのこと，伺いたいので 

L:  私のこと（はい），例えば，会社（はい），変ったということ，なんですね，一番大きいのは 

T:  あ，そうなんですか， 

L:  はい 

T:  お仕事はまあ衣装関係だけども，会社は変わったということですか？ 

L:  そうですね，名前はそのまま残ってるんですけれども（はい），実際の内容も同じなんですが（はい），

ただやり方は全然変わってるんですね，**… 

T:  ちょっとその辺どんなふうに変わったのか教えていただいてもいいですか？ 

L:  今から少しずつ，こう研修しながら，こう変えていくような感じ（はー）なんですけれども（はい），かな

り意識改革っていう（意識改革），そうなんですね（ほー），今まで考えたことを（はい），全部否定して

いるわけでもないんですけれども（はい），同じことを繰り返しちゃいけない（うん），新しいこと常に

（うん），こう，あの，アクション起こさないといけない（うん），いいアイデア出さないといけない（ふー

ん），そういう状況でやっぱり，ほんとに，ついていくのが精いっぱいっていう感じの（はー），ですね，

ただやっぱり，自分にとってもプラスになるから（ふーん），うん，がんばっていこうかなと思うところで

す 

T:  あ，そうなんですか（はい），あ，じゃあ同じだけれども，会社の名前が変わったってことですか？ 

L:  一応，あのー，うちの会社，｛会社名１｝って言うの方が名前残ってるんですけれども（はい），他のと

ころは全部名前変えてるんですね（はー），でうちの支配人がんばっ（はい），たみたいで（ええ，それ，

名前だけが残すみたいで（そうですかー），はい 

T:  その，それだけの意識改革が必要になったって裏には，何か色々あったわけですよねー，差支えな

かったら，ど，どういうことが一番大きな引き金になって，始まったんでしょう 

L:  そうですね，ただ（はい），どこまで，うちの会社に，結構私にとってすごくいい会社で（はい）こう，あ

の人間関係も良くて，もちろん，やり方は，今まで慎重だったと，ずっとそう思っていましたが（はい），

多分今結婚式場なので（はい），くんれい［婚礼］の組数が結構少なくなったんですね（はい），今ま

で多い時は 200 組もやってるの，年間**（はい），200 組ぐらいやってるところが，もうほんとに言っ

てもいいのかわからないですけど，100 人もいかないような（あー）状況で（はい），結局，｛地名１｝

だけじゃなくて，｛地名２｝とか，他のところも，あのー，組数いかないということで（ええ），売り上げも

さ（はい），下がっていく，利益も全然（うん），上がらない（うん），そういう状況で，結構何年間も続け，

続いたような話が（はい，なるほどねー），私後であの，内輪で聞いたんですれども（はい），多分そ

ういう状況で，あのー，おこ，このままでは（はい）やっていけないという状（なるほど），況になってい



て（ふんふん），うちの会社も（うん），あのー赤字（うん），なってたみたいなんですが（はい），それで

もうこのままだと，やってはいけないので，や，あのー，一回やめるっていうことは（はい，はい），もう

じ，実はでてたみたいな話が（はい，わかりました，ふーん），またその，所で（うん），やっぱ皆さん

悩んでおりますしー，あと，ほんとに辞める（んー），方も辞めていってるし（ふんふんふんふん），私

は，もうこの会社，ほんとに日本に来て，初めて入った会社だし（ふーん），そこから一から（うん）教

えてもらってるのでー（んー），辞めることはちょっとできなくてー（はー），少しがんばって行こうかな

ーと，最後まで 

T:  そうですかー 

L:  はい，で，至って，段々段々話し変わっていって（はい），今の会社になったんですよ（あ），大きい会

社に入ったんですね（なるほどね），その，あのー，｛地名３｝の方にあるんですけれども（はい），そ

の会社に助けてもらって（あ），今，にあるんですけれども 

T:  あ，｛L｝さん自身は，変わったということですね（違…），会社を 

L:  私，会社の名前変わらないんですけども，内容も変わらないんですれども（あ），ただ｛地名３｝の大

きい（ところが…）会社の中にあのー… 

T:  ああ，じゃあ中に買収されたっていうか… 

L:  そう，そういう感じになるんです 

T:  あ，わかりました，なるほど 

L:  買収，一緒になったって感じ 

T:  わかりました，で，でもあのそのー，結婚式のか，あのー，あれが減ったっていうのはー，全国的な

傾向でもありますよねー 

L:  そうですねー（はい），で，その代わり葬式の方がすごい増えましてー，＜笑＞ 

T:  あ，なるほどねー，んー 

L:  あのー，今までは葬式の方が売り上げ上がらない（はい）状況だった（はい）んですけれどもー，くん

れい［婚礼］の方がすごく（なるほど），利益も良くて（うん），今度逆転になって（うん）しまったんです

ね，それでもう，せれもん［セレモニー？］（なるほど），うちはせれもんに［セレモニー］って言ってる

（はい）んですけど（うんうん），そこはもう大きくする（なるほど）って形になって，そうすると，婚礼式

場は（うん），じゃあ，ちっちゃく（うん），あのー（うん），縮小する（うん）ってことで，うちの中にも入っ

ちゃったんですけれども（なるほど），ただ，｛地名１｝にとっては，｛地名１｝の平安がこう，重要だって

いうことを（ふんふん），アピールして（ふーん），いったところ，まあ，会場も何回か（はい），足を運ん

でいただいて（ええ），うん，私たち頑張る気持が（はー），あるということで理解して頂いて，それじゃ

あ（なるほど）やってみようかっていうことで，ただ（はー），うん，リニューアルして，新しく（はい）しな

いと，投資しないと，今まで稼ぎしたお金が，結局投資していないんですね（うんうん），その実際の

建物の中に（はい），｛地名２｝方面ばっかりだった（はい）みたいなんですね，でその分やっぱり（う

ん），あるから，じゃあ少し投資して（はい），きれいにして（わかりました），うん，くりつ［効率］上げよ

うっていうことで（おーそうですか），で今までその（はい），会場の中は（うん），えっと葬式とか（うん），

あのー（うん），ほんとあり得ないんですけれど，婚礼式場なんだけど葬式もやってるんですね（はい，

＜笑＞），でそれは行けないということで，別れることにしたんです（わかりました），それは来年から

何ですが 

T:  そうですか（はい），はい，であのー，やっぱり会社がそういう風にちょっと苦しくなったりー，あまりよ

くない状況になるとー，どんどん自分の，なんかこう，キャリアアップって言うか（はい），仕事を変え



る人のが多いと思うんですね（そうですねー），そこの中で自分を育ててくれた会社だからー，最後

まで残るっていう｛L｝さんの，**… 

L:  そうですね，私この会社は好きだし（ええ），仕事も好きなんですね 

T:  だけど私見てるとやっぱ中国の人はむしろ，すみません決めつけるわけじゃないんですけど（＜笑

＞），むしろ（うん）どんどん（うん），あの，見切りをつけて，違う道を見つけて行く人のが多いと思う

んですけどー 

L:  そうですねー（はい），多分，私は日本の血が混ざってるから分からないんですけれども（あー），結

局最初日本語も分からずっていうかもう（うんうん），その会社で入って（うんうん），みなさんがもう

（うんうん），一生懸命教えていただいたからこそ，ここまで来られた（なるほど）んですけれども，や

っぱりこの会社つぶって，潰れていくのは（ふーん），み，見てるのちょっとつらい（んー）ですね（なる

ほどね），で，できればやっぱり，うん，新しく（んー），リニューアルして，あの，もっかいやり直そう

（んー），って気持ちあればっていうことで（なるほど），がんばる気持ちはだれにも負けないんですけ

れどもー 

T:  すごいですねー 

L:  ただ（はい），アクションに起こさないと何もならないから（んー），少しずつ，今まで，営業は**めてい

ないんですけれども（ええ），あの，営業にでて（ええ），組数じゃない，こう，婚礼のお手伝いじゃな

いんですけれども，お客様を連れてくるという形は，なってるんです 

T:  なるほどねー 

L:  衣装の方にも，外に出て 

T:  さっきあの（うん），新しいことをどんどんするんだ，意識改革（はい）っておっしゃってまし（はいはい）

たけど，もし，えー，じ，自分が（はい）会社の，その，率いていく社長だったら（はい），こうやればい

いのに，って何かアイデアがありますか？ 

L:  もし私社長（はい）だったらですか？ 

T:  うん 

L:  そうですね，ちょっとや，あのー，私から見ると，今まで甘かったかなー，って部分もあるんですねー

（あー，はい），で責任感が（うん），社員が，こう責任者はもちろんなんだけど（うんうん），上司がこう

（うん）それあるんですけれども（うん），売り上げ上げないといけないの，あるんですが，こう，下の

部下のみなさんが（うん），そういう意識は全然なく（うん），ただついて行けばいいっていうか（あー），

っというのは自分がそういう１人の人間も，そうだったんですけど＜笑＞（んーんー），今までは多分，

まず自分のやることは全てこうクリアして（うん），やっていけばそれでいいと（うん），ゆうこと，考え

が（んー）あったんですけれども，今になってちょっと反省して（んー）いるんですけれども，やっぱり，

なんでも新しいことに挑戦しないと（うんうん），そのまだと自分もダメになるというのは（んー），すご

い今回で，改めて感じさせられました 

T:  でもそれは｛L｝さんはそうやってもう（うん）よく分かったけれども（うん），もっと下の人に（そうですね

ー），もっとそれを伝えていくって難しいですよね 

L:  難しいなんですけれども，それで今，少し研修受けながら，で，部下の皆さんにも，少しずつ，教えて

るつもり（あーはい，はい）なんですけれども，ただ強くは言えないので（んー），一度嫌われたらまた

（んー），その信頼関係を修復する（んー）のも，難しいだし（んー），言葉選びながら 

T:  んー，選びながらねー 

L:  そう（んー），話してるんですが，ただ売上上げないと（うん），私たちはこのままではいけないというこ



と常には（うんうん），あの，話［はなし］して，少しずつ良くなってきたような気が（あー）するんです 

T:  そうですか，はい（うん，はい），ありがとうございます，あのー，今お仕事の話伺ったんですけど，や

っぱ相変わらず忙しくて（はい），もうゆっくり休みの日には，なんてことはできないですか，趣味をな

んていうのは 

L:  そうですねー（はい），ほんとに一日ゆっくり休みすることほとんど不可能な状況（あーそうですか）で

すね，今日珍しく何とか（あー），電話来なければいいな（あー）って感じなんですけれども（はい），

一応会社から（うんうん）携帯，渡されてるんですね（うん），常に私が（うん）どこにいるか（はい）とい

うのを（はーそうですか），多分そういうの渡されているから（はい）常に持ってるんですけれども（は

い），電話来るとすぐ走っていかないといけないので（んー），それこそ一日休みで半分の会社に行

ったりとか（んー），そういうこともあります 

T:  そうですかー（はい），じゃあもうテレビ見たりとか，本読んだりなんか，とてもできないですか 

L:  ちょっと難しいんです（ふーん），自分にも甘いんですけれどもただ，｛塾名｝の先生というか（うん），

会長さんから言われたんですけども（うん），次かならず一冊（うん），この本が読む，読めって（うん）

言う，ことで勧められて（うん），歴史の本が一番いいとおっしゃってた（はー）んですけれども，私に

とって普通の日本の本でも難しい（んー）のに，歴史ですかと思いながら（うん），今日は，文化会館

に来る（ええ）機会あったから（はい），娘と一緒にあの，図書館に行って，じゃあ見てみようかなー

（うん）って一冊借りたんですが（なるほど），それが見れる，読めるかとか（そうですかー），うん，ち

ょっと（んー），読んでみようかなと 

T:  なるほどねー（うん），でもやっぱりお仕事柄，あのー，新聞とかは色々読んでらっしゃるんですか？ 

L:  そうですねー（んー），しん，地元の新聞しか読んでないので（あーそうですか），ただ，昨日何があっ

たか… 

T:  最近ですごく，印象に残ったあのー，事件って言うか，ニュースってなんですか？ 

L:  特に事件のことは読んでないんです（うん，はい），私に，仕事にある（あーそうですか），関係の（は

い）婚礼があの，とか（うん），葬式が（んー）だれか，**＜笑＞（なるほど），ごめんなさい（うん），そ

ういうような（うん）所とか（うん），あと，｛地名４｝の（うん），祭りの歌のぺ（なるほど），ページとか，

そういった感じ，あとは息子関係とか（あー），中学校の（はいはい）こう，記事とか（んー），そういっ

た感じの見てるんですねー 

T:  そうですか（はい），さっきね，最初にね，社会的に言えば総理が変わったことっておっしゃったけど 

L:  そうですねー（ねー），テレビ見る暇ないんですけれども（うん），でも総理変わったことだけは，それ

はみ，見ました 

T:  あーそうですか 

L:  誰になるかなーと… 

T:  詳しくはー，あのー，まあドジョウ内閣と言われていますけど，まだ（そうですね）あんまり見てないで

すか？ 

L:  見てないですね 

T:  あーそうですか 

L:  中は，全然見てない，ただ（んー），野田総理に変わる（んー），っていう話（うん），誰に変わっても同

じだよな（あ，そうですか）って気持ちになってしまうの自分が情けない（んー）んですけれども（んー），

何とかして欲しいよなーと 

T:  ですよねー（んー），何が一番こう日本の政治が，毎年変わったりー，あの，こう，うまく進んでいかな



いのは何が理由でしょうねー 

L:  そうですね（うん），私から見ると（はい），折角そこまでね，皆さん選んで頂いたこう，総理（うんうん）

のことなんですけれども，い，一度そこになると，もう下の皆さんが，い，足，しばりだこ**（はい），し

っぱって［引っ張って］引っ張ってこう（うん），支えて上げるよりひばる［引っ張る］っていう感じ（うん），

がすごい感じてるんですけれどもー（ええ），な，なぜっていう感じなんですが， 

T:  んーそうですねー 

L:  んー，その人を良くて選ばれたのに（はい），なんでそこまでひばら［引っ張ら］ないいといけないか

（んー），その人のこう，やり方，全て間違えてる（うん，んー）わけではないだと思うんですけれども，

その人がそれなりに（んー）やってるところもあるんですがー（んー），ただ，何も始まる前（んー）から

もう，そうやって色んなうわさ（んー）じゃないんですけれども，変な噂，あのー，や，出したりとか（う

ん），それでイメージ悪く（はい），させてしまう（あーそうですねー）部分もあるんじゃないかなーと思

うんですねー 

T:  だけど総理，総理になった人そのものに（うんうん），やっぱりあのー，大臣もそうですけど（うん），

色々と問題がありまし…，そのものに問題があったりもするんじゃないですかね？ 

L:  そうです，人間ですから完ぺきな人間は（あー）いないだと私が思います（はい），あのー，私からま

あ，総理といえども例え，例えばなんですけど（はい，はい），自分の会社だと上司，その上司が私

の上司だったら，やっぱ支えてあげるっていう（あー）気持ちあるわけ，ほんとに（うん），ほんとにそ

の人がすごい悪い人だったら別として（んーんー），いいところあれば（はい），うん，みなさんが言う

べきじゃないかなーって（うんうん），悪いとこは悪いとこ（うんうんうん），直してもらってー，あの，こ

うした方がいいんじゃないかっていう（うーん），あの下の人も言って（んー，うんうんうんうん）あげる

べきだと思うんですね，ただ（うん），しばる［引っ張る］だけじゃなく 

T:  んー（うん）なるほどねー 

L:  そうですねー，**… 

T:  でも私もしかしたら（うん），あの，えー，新聞とかテレビとか（はい），あのー，メディアが，やっぱりそ

ういうことに，加担しているような気がするんですけどね 

L:  そうですね（はい），ちょっと大げさに（はい），うん，放送（うん）しているような気がするんですね（う

ん），それが，今から感じてることじゃ（うん，うん）ないんですけど，前々からだと思います（はい），な

ぜからと，中国のニュース入った時は（はい），私はじめそう感じたんですね，向こうで何も騒いでな

いことを（はーはーはーはー），一部だけで（うん），あのー，その，映してきて（うん），すごい，こう，

全国こんなってるっていう感じで（うん），こう日本のみなさんに（うん）放送してこうなったっていう（ん

ー）感じで，みなさん勘違いして（はい），全国そうなった中国危ないんだよ，行けちゃいけない（ん

ー）って言ったけど，実際中国言った人が（うん），なん，全然静かで聞いても分からない（なるほど）

っていう部分あって（そうですねー），いやー，ちょっとや，やらせー（うんうんうん），っていうのもあっ

たから（うん），全てた，正しいではないんですね（んー），でやっぱ，あの，放送率っていうか，なん

かその（うん），上げるためには，色々やらないといけないのはあるかも知れないんですけど（なるほ

どね），でもちゃんと正しく伝えてほしい（んー）っていうのもあるんですねー 

T:  そうですねー（はい），それをもうちょっとその放送率，あのー視聴率上げるだけじゃなくて（うん），も

っと正しく伝える（はい），ような（はい），あのー，メディアの（はい），各社にするにはどうしたらいい

んですかねー，やっぱり儲けのほうに言っちゃいますよねー 

L:  どうしてもそうですねー（んー），もちろん今あのー，韓国の方の，あの，放送が多いとか，その，は



ん，反対するグループもいるような話もニュースも見てたんですけれども（はい），やっぱ国民の皆

様も責任あるんだと思うんですね 

T:  んーそうですねー 

L:  うん，そうですね，うん，どうしても，あと，面白番組作るのはその人たちは責任あるし（うん），うん，

そういうの，皆さんがこう，好きになってくれるような，こう番組作って（うん）くれれば，もちろん韓国ド

ラマはハマらないだと思うんです，＜笑＞ 

T:  んーなるほど 

L:  ねー，みなさんのこと（んー），もうちょっとがんばって欲しい部分あるんですね 

T:  なるほどねー 

L:  はい 

T:  こちらの方にも問題があるし… 

L:  問題あっちにも問題あります，はい 

T:  両方ですね，でも確かに，日本はわーとあの，言ってしまいますけど（うん），あのー，中国の（うん）

あの，新幹線の事件の時は（うん），パッとふた，あの，こう，逆に報道を，ストップさせましたよね？

あの事件はどう思いますか？新幹線の 

L:  そうですね（はい）私一度だけ見たんですけれども（あーそうですか，はい），あのー，ほんとに内容

分からないんですが（ええ），もしかして，やっぱり，こう発展してるからむしろ，スピード速く（はい）発

展していく（はい）ところでどうしてもやっぱ，みず［ミス］がある（はい）と思うんですね（ええ），うん，

ついて行けない部分あると思うんですけれども（はいはい），それがやっぱり認めてほしい部分は認

めて欲しいと思うんですけれども（うん），その，例えばその新幹線の中が，ちょっと違，なんか部分

的が違ったっていうこう（うん），あの，完ぺきではないとか（うん），そういうの部分あればそれはちゃ

んとほそう［放送］するべき（うん）だと思うんですが（うん），ただ，具体的な内容分からないから（あ

ー），勝手に言えないんですが（はいはい），もし，そっちにミスあれば（うん），ほんとに，ただ中国が

厳しいって言うのもあるんですね（はい），放送に関しては，うん，そこは… 

T:  そうですねー，あんなに規制をしたりとか，あのー，ねー，ストップかけたりする必要はない，と私は

思うんですけどねもっとオープンに 

L:  うんうんうん，そうですね（はい），ただ，あの，あまり騒ぐと（うん），皆さん不安になるかなって（ん

ー），国民の皆さんもちろん不安になるから（うんうん），そこで多分（うん），一度そうしたなのか（ん

ー），そこまで私も（んー），ちょっとお答えできないんですが（あ，はい），はい 

T:  そうですか，はい，で，あのー話は変わるんですけど（うん），｛L｝さんねー，お子さん 2 人いらしてー，

あのー，毎日ね，ご飯作ってらして，あのー，えー，前にも伺ったことあるんですけど（はい），えー，

また新たな何か，えー｛L｝さんの得意料理って，でてきましたか？ 

L:  得意料理，そんなにないんですね 

T:  ないですか，はい 

L:  実はというと，朝は私担当で，夜ほとんど旦那が（あーそうですか），やってくれるんですねー，で休

みの日とか 

T:  幸せですねー 

L:  ありがとうございます（んー），休みの日（うん）ぐらい（うん），私が作るっていう（うん，うん）形で，そ

れで子どもたちが楽しみって言ってるのは，それなんですね（ふーん），何かこう違うもの（うん），旦

那が作ってないものを（うん），作ってあげようっていうのは，うん，心がけてるんですけれども 



T:  んー，あーそうですかー 

L:  はい，得意ではないんですが（うんうん），まあ子どもたちがハンバーグが好きと言うこと，私多分作

ったハンバーグ皆さん普段出してる味とちょっと違うかも知れないんですけれども，おいしいではな

いんです… 

T:  え，ちょっと違うんですか，｛L｝式，｛L｝式の（＜笑＞）ハンバーグの作り方を，その隠し味も入れて，

どんな風な，その，（せん…），秘訣があるか教えて下さ…，最初から，あの，中学生が（うん），全く

作ったことない，ハンバーグ作りたいっていうような感じで詳しく教えてください，はい 

L:  そうですね＜笑＞（はい），簡単なんですけれども（ええ），ひき肉，ただひき肉（ひき肉ですか，うん）

買ってきて，あのー，玉ねぎがちょっと炒め，作り，多分なんかそんなに変わらないんですけれども，

玉ねぎがちょっと炒めて（うん），さめて，後にこう，中に入れるんですね（うん），で… 

T:  あのー，中学生が聞いてるような感じで，ちょっと詳しく，玉ねぎをポーンと入れるわけじゃないです

よねー 

L:  そうだよ，きざんで，あの細かく，そうですね 

T:  はい，ちょっと全部教えてください 

L:  玉ねぎはちっちゃくきざんで（はい），で，それで炒めて（はい），で冷めたあとに，ひき肉一緒に混ぜ

て行くんですね 

T:  混ぜるってどれくらいこう混ぜるか… 

L:  そうですね，中に材料入れないと（はい）いけないんですけれども（はいはい），私は，あのー，片栗

粉を少し入れるんですね（ほーほーほー），そうすると（はい），くずける［くずれる］，っていうか，その，

ばらばらならないような気がして（あー），で，あの，塩コショウもちろんなんですけれども（はい），そ

ん中じ，お醤油，少しも入れてるんです＜笑＞（へー，はいはい），多分それあったから，あと味の素

の，も（うん），色々入れて（うん），で少し，たまーに何ですけど，あんまり入れちゃいけないんです

けれど，入れるとまたすごいんですが（はい），ちょっと１滴ぐらい入れたりとか（へー），あの，で混ぜ

て，しばらくちょっと置いてて（うん），味染み込んでから（うんうん），こう，あの，作るんですね（んー），

うん 

T:  ふーん，なんか焼き方のコツとかあるんですか？ 

L:  んーと弱火（うん），あんまり火強くすると，焦げてしまうので（うんうん），うん，ゆっくり焼いて（んー）

いくような感じなんですね 

T:  なるほど，お醤油，油も入れ込むんですか 

L:  １滴ぐらいは，たまに＜笑＞，入れない時もあるんですけれどもー（あー），まあちょっと，このひき肉

は油（んー）足りないような感じすると（んー），１滴ちょっと入れようかなーっていう，わかんないけど

（ふーん），うん 

T:  いいですー，ただし今ちょっと味の素とおっしゃったんですけど（うん），なんか味の素は賛否両論あ

ってー（うん），そういう科学調味料入れない方がいい（あー），**ありっていう意見もあるんですけど 

L:  そうですねー（はい），うちの旦那が嫌いで（はい），全てに入れないんですけれども（はい），私が好

きなんですね（んー），やっぱそれいれ--ると，ちょっと味が違うんです 

T:  でもなんか体に良くないって説もありますけど 

L:  そうでねー，ほんとは入れちゃいけないんですよねー，私… 

T:  あ，ご存知だけどやっぱりいれ，入れてる 

L:  あのー，よくないって旦那に言われてる（＜笑＞）んですが＜笑＞，ただ子どもたちその味好きだっ



て話になると（んー），やっぱ少し入れないと，味足りないような（んー），気がするんですね 

T:  でも体に良くないものは後になってでてきますよね，もしかしたら 

L:  で，あっち，良くないっていうこと実は信じてはいなくて（あーなるほど），＜笑＞（＜笑＞），そうなん

です（んー），どうして良くないのかなー（んー），とおも，思いながら，あんまり信じてな，なかったん

ですね（んー），ちっちゃい時からそれ食べたものを（うん），どうして良くないんだろう（あー），という

こと（んー），うん 

T:  なるほどねー（はい），ま化学調味料もね，色んな説がありますけど（そうですね），それどころか今

若い人は（うん）ご飯あんまり食べないで，なんかサプリメント的な（そー），なんかそれでもう済ませ

ちゃうっていうのがありますよね 

L:  それはいけないんですよねー（んー），だから体がちょっと（うん）良くないだと思うんですけれども（ん

ー），うん，色んなところから出てくると思うんですね，病気から 

T:  そうですかー 

L:  そうですねー，あと，力でないとか（あー），朝，そうですね（うん），うちの会社の若い子もそうなんで

すが（んー），朝ごはん食べてこないと（んー），いや普通ですって（んー），昼も忙しくて（んー），ない

ば［なければ］，別に食べなくて（うん）いいっていう（うん），それこそ，あのー，簡単に（んー），パンじ

ゃないんですけれども（んー），そういう感じの（んー），うん，済ませたり 

T:  なるほどねー（うん），その辺もちゃんとねー，もうあのー，食生活をきちんとしないとー（そうですね

ー），んー，ですね 

L:  自分のためでもあると思うんですが 

T:  ね，お子さんもいらして（はい），自分，あの，｛L｝さんが，特に食生活で気をつ，配ってることって何

ですか？ 

L:  そうですね（うん），どっちかというと息子が肉，一番大好きで（うん），魚あまり食べないですねー（ん

ー），多分私に似てるんですねー（んー）＜笑＞，あの，それでやっぱ，親が食べないと子どもも（う

ん）食べないので（んー），なるべく魚も（んーんー），少し作って（うん），無理矢理も食べさせて＜笑

＞（あー），うん，そういう感じになってるんですが，あと野菜ももちろんなんですが（うん），食べない

ものをちょっとちっちゃくして，細かくして（うん），うん，それ作る餃子作れと，色んなこう，材料入れら

れるから（なるほどー），それに子どもたちが気にしないで食べるんですね（なるほどー），あの，な

がみ［中身］が見えないから 

T:  みえない**，**… 

L:  例えばピーマン入れたとしてもー 

T:  そうですよねー（はい），賢いお母さんですねー＜笑＞ 

L:  **＜笑＞ 

T:  はい，もっと色々伺いたいんですが（はい），ここでロールプレイをしたいんですけど（はい），あのー，

さっきあの，ねー，あのー，大きい会社に移られたっていうことで，えっとー，ほん，本社はどこにあ

るんですか？｛地名２｝ですか？ 

L:  本社今ところなると｛地名３｝になるんですよ 

T:  あ，｛地名３｝なんですか（はい），でも｛地名２｝にも大きな支店があるんですよねー？ 

L:  支店というよりも全部，｛地名３｝の方が本（あ，はいはい），本社で，私たち後全部あの，こ，子会社

（はい）になる，に… 

T:  子会社で，｛地名２｝にもありますか？ 



L:  ｛地名２｝にもございます 

T:  それじゃあですね，その｛地名３｝の社長が来た時に（はい），えーと，ま事例が出て，あなたは，えー，

この｛L｝さんは，非常に優秀なので，｛地名２｝に転勤してください，てことだったんですけど（はい），

いう話をされました（はい），で，えー，社長に，それはちょっできないのでー，っていう事情を説明し

て（うん）丁寧に断ってみてください。， 

L:  はい 

T:  はい，社長はなんてお名前ですか 

L:  えっと｛人名１姓名｝です 

T:  あ，｛人名１姓｝さんですか，｛人名１姓｝にしましょうかね，はい，あのー，はい，ノックからどうぞ，い

らしてください，頼みに来てくださいね，はい 

L:  トントン 

T:  はい，どうぞ 

L:  失礼いたします 

T:  はい， 

L:  すいません，今お時間よろしいですか 

T:  あー，はい，いいですよ，はい，はい 

L:  私，｛地名１｝**の｛L｝と申します 

T:  あー非常に優秀な，あの，お名前聞いております，今度あれですね，｛地名２｝に転勤… 

L:  そうですね，実はその件でございますが（はいはい），ご相談に参りました 

T:  はい，なんでしょう 

L:  えー実はですねー，私，ほんとにこの機会あのー，いた，頂いてとても光栄に思いますが（あー），た

だ，私子ども２人もいて（ええ），まだ，ちっちゃい子どもがまだおり，あの，ちっちゃいもう１人の子ど

もまだちっちゃいので，どうしようかということは悩んでるところなんですが，で，通うのはちょっと時

間がかかるし（はい），えー，両方，仕事と家庭，こう両方こう，ちょっと（はー），あのがんばるのはち

ょっと辛い部分はありまして（んー），でもう少し，子どもが大きくなってからでも，あのー，考えていた

だいてもよろしいですか？ 

T:  んーでも，あなた非常に優秀なんで｛地名２｝はねー，こう，あのー，意識改革をね，｛L 名｝さんを中

心にやって欲しいと思ったんですよねー，｛L姓｝さんだめですかねー 

L:  そうですねー（うん），ほんとに，あのー｛地名２｝に行くのはとても大変なんですけれども（んー），例

えば何ですが，私，つぎ［月］，つぎ［月］一回とか，あの，週一回であれば，なんとか，あの，都合付

けて行けるんですけれどもー（はー），ただほんとに｛地名２｝に行くことになると，ちょっと大変ですね

ー，今のところ私にはー，ちょっとそういう，あのー，余裕はないんですね 

T:  そうですかー，じゃあまあ何年か後だったら大丈夫ですか？そしてまあ，月に１，２回とか，出張なら

オッケー？ 

L:  大丈夫です，出張でしたら，つぎ［月］一回でも，週一回でもよろしいです 

T:  わかりました，じゃあ，あのー，今回，あの，かいよ［？］して，なるべくそのように，行くように，考えま

しょう 

L:  ありがとうございます，とても助かりました（んー），ほんとにありがとうございます 

T:  はい，で，えー，これで一つ終わりますが，それを，まあ仲のいい，あの，日本人に報告してください

ね，あのー，とっても仲のいいお友達で，いいですか？ 



L:  はい 

T:  えー，誰にしましょう，名前は 

L:  じゃあ，｛人名２｝ちゃんにしておこうかな＜笑＞ 

T:  じゃあ私｛人名２｝ちゃんですね（はい），同じぐらいですね，きっとね 

L:  はい 

T:  ｛L｝ちゃん，｛L｝ちゃんさー，なんかあのー，断ったんだって？あのー｛地名２｝のいい話 

L:  そうですねー，分かるでしょ，私子どもちっちゃいし（うん），まだ今い，行ったらちょっと，家がこう，だ

いだん，旦那も，旦那も仕事してるから（うん），ちょっと大変な部分あるから（うん），うん，丁寧に断

りましたって 

T:  ほんとこと，ほんとに断っちゃったんだー 

L:  そうですねー 

T:  もったいないよ 

L:  いいチャンスなんですが（うん），やっぱり，あのー，子どものために頑張ってる，ことで仕事してるつ

もりなんですが（うん），会社のためではなく，自分のために，頑張ってるつもりで，やっぱり子どもの

方が優先してしまったんですね 

T:  んーそっか，｛L｝ちゃんらしいねー 

L:  そうですか？ 

T:  んー，あっち行ったら給料いいって言うでしょ？それもやめて… 

L:  そうですねー（んー），いや，給料よりも（うん）やっぱ子どもの方が大事だと思うんですね 

T:  そっか，わかった 

L:  はい 

T:  すごいすごい，それはそれでね，｛L｝ちゃんらしい，うん，はい，じゃこれでロールプレイ終わります

ね（はい），えーと今日はお休み取られたんですよね，午後はどうなさるんですか？ 

L:  そうですねー，母が待っていましてー（うん），あのー，子どもも温泉に行きたい（うん）ということで，し

ばらく，こうやってゆっくり休みしてることないから，じゃあ終わってから，連れてこうかなーと，** 

T:  あーそうですかー，いいですねー 

L:  はい，してます 

T:  お天気もいいし 

L:  そうですね（ねー），ほんとに晴れてよかったですね（ねー），気持ちも＜笑＞ 

T:  ねーよかったですね，気持ちもね＜笑＞ 

L:  はい，ありがとうございましたー，どうもー 

T:  ありがとうございます 


