
T:  お久しぶりです，｛T｝です 

L:  はい，お久しぶりです，｛L｝です 

T:  はい，あのー，今なんか忙しいって聞いたんですけど，春休みで(はい)，今日は何か，特別な

ことがあったんですか？ 

L:  特別なことは特になかったんですけど(ええ，ええ)，友だちの誕生日プレゼントを買いに｛地

名 1｝に行ってたら，ちょっと遅れてしまって… 

T:  あー，いえいえ 

L: すいません，９ 

T:  あー｛地名 1｝(はい)に行ってたんですか,（はい）あのー，今は大学 2 年生で(はい)，はい，

えー，なんかちょっとスペインに行ってたって聞いたんですけど（はい），ちょっとその辺の

こと教えてもらえますか？はい 

L:  はい，え，スペインに(ええ)，約 4ヶ月留学してきたんですけど(はい)，はい 

T:  あの，えっと，目的っていうか，どんなことなさってたんですか？はい。 

L:  学校の(ええ)留学プログラムでみんな(ええ)，どこかに(はい)行って，行かなきゃいけないの

で(ええ，ええ ，ええ)はい，スペインに(はい)，行ってきたんですけど 

T:  そうですか(はい)，スペインっていっても広いんですけど，どこにいらしてたんですか？ 

L:  北のほうで（ええ），レ，｛地名｝ってところに，行ってたんですけど… 

T:  あー私そこ行ったことない，ちょっと詳しくどんな町か教えてください 

L:  <笑い>，えっとー，スペインの象徴であるものがほとんどない，<笑い>，場所で(はい)，あ

た，かくもないし(はい)，フラメンコとかもないし<笑い>(んー，うん，うん)，自分が(はい)，

思い描いてた(はい)，スペインとは全く違った場所で(はい)，で，すごい寒くて，雪も降るし

(うん)，はい，でもスペイン語を学ぶ環境は，ちゃんとできていて(はい)，色んな国から留学

生の人たちが集まって(ほー)，はい，みんなで語学の勉強をしました 

T:  そうですか(はい)，えーと，特にまあ，その 3ヶ月か 4ヶ月の，あのー，これは良かったなっ

ていう，なんか学んだことっていうのありますか？スペイン語の勉強以外に。 

L:  学んだ(はい)…日本の便利さがすごく分かりました(ほー)，いかに便利かっていうのが(はー)，

だスペインは(はい)，土日も店ほとんどや，ほとんどっていうかもう日曜日は完ぺき(うん)全

部閉まってて(うん)，土曜日の午後も全部閉まってて(うん)，あと夕方の 2時から 5時も全部

お店(うん)閉まってて(うん)，で，ほんとに必要なものがあるときに，さっと買いに行けない

っていう不便さがあらわに… 

T:  あーなるほど 

L:  で(はい)，はい，営業時間もそんなに長いわけでもなく(うん，うん)，日本語いかに便利だっ

てことが良く分かりました。 

T:  はー，24 時間のね，いくらでもありますよね(はい)，なんかちょっと日本人は，ヨーロッパ

のスペインの人からい，言わせると，働きすぎだって言いますよね 

L: はい，働きすぎだって言われました 

T:  言われました？(はい)はい，で，｛L｝さん，どっちが，やっぱりいいと思いますか？生き方

として 

L:  ちょっとスペインは逆に働かなさすぎ(うん)だと思います(はい)，なんか自分たちはすごい働

いてるって言い張ってるんですけど(はい)，全然働いてないよねっていう(うん)話を友だちと



も，したんですけど(はい)，すごい全然働いてないですよ(うん)，みんな公務員，日本の公務

員で，以下の(ふーん)，＜笑＞，労働時間の短さみたいな 

T:  それでこうあの，経済の発展っていうのは維持できるんですかね？ 

L:  わかんないです，なんか(ええ)，ぎりぎりだって言ってました，生活するのに，得られる給料

が(はー)，でもそれ以上は(うん)，法律違反だから，働かないんだよって，みんな言ってたん

ですけど， 

T:  あ，私は国民性かと思ってたんです，え，法律なんですか，そういう？ 

L:  日本できま，決まってるその労働基準法みたいなのが(あ，はーはー)，で決まってるから(う

ん)働かないんだよって言ってたんですけど(はい)，多分働きたくないだけだと思います，<

笑い> 

T:  <笑い>，そうですか(はい)，はい，えーと今ちょっと大学生活に戻るんですけど(はい)，えー

大学 2 年生になっ，なられて(はい)，えーどうですか，どんなような今勉強なさってるんで

すか？特に 

L:  わかんないです，<笑い> 

T:  え？ 

L:  えー，前期しか大学行ってないんで，後期は(あーなるほどね)ずっと留学してたんで，はい 

T:  それで前期はコミュニケーションでしたよね？ 

L:  はい(はい)，前期(はい)，ちょっと記憶が…<笑い> 

T:  あーもう記憶が…<笑い> 

L:  前期，特にそんな(ええ)目立ったことをするわけでもなく(あ，はいはい)，淡々と過ごしてし

まったんですけど 

T:  あーそうですか(はい)，わかりました，そしてスペイン行ってと(はい)いうことですよね，は

い，あのー，えー，今あの日本は非常にね，経済が良くないですけど(はい)，EUもかなり今，あ

のー色々(はい)，問題起こってるっていう風に聞いているんですけど，その辺はなんか感じられま

したか？ 

L:  特にスペインにいる分には(うーん)，いろんな国に(はい)行ってみたんですけど(あーそうです

か，へー)，ヨーロッパで，でもそんなに(ふーん)なんか大変そうだなってことはあんまり(ふ

ーん)なかったんですけど，ただポンドとユーロの差が(うん)前ほどは無くなってきたなって

(あー)，思うぐらいで(うん)，ほとんど変わらない気が… 

T:  あ，そうですか(はい)，スペインにいながらいろんなとこにいらしたんですね 

L:  はい(ふーん)，ちょっとポルトガルが(うん)，西欧では一番，なんか貧しい国だって(ええ)言

われてたけど(はい)，行ってみたらそんなに，貧しいって感じもしなくて(あーそうなんです

か)，みんないい人たちで(あー)，はい，楽しかったです。 

T:  そしてもしかしたら日本のマスコミのこう，とか色んなねあの，情報の(はい)，伝達の仕方に

問題があるんですかね，私たちそう思＊＊ましたけど 

L:  <笑い>あんまりそんな(うん)，なんか大変そうだなって(うん)，思うことがなくてクリスマス

の時期とかもみんな(うん)，もうすごい(うん)，プレセントとかちょう(ふーん)，いっぱい買

ってたり，そんな大変なのかなみたいな(あーそうですか)，別に，はい，いつも通り(うん)，

あ，でも，あのー，クリスマスのイルミネーションは，例年よりは，遅く(ふーん)，短くやっ

てるみたいです，その(うん)お金が，予算が（うん，うん，うん）あまりでないからって，は



い 

T:  うーん，なるほどね，さっき私が持ってたスペインとはちょっと違う，全然違ったって仰っ

た(はい)，わたしがもう思ってるスペインっていうのをちょっと(はい)，説明してください，

どういう… 

L:  なんかみんなが(はい)，思ってる，スペインは(うん)，太陽がまぶしくて，ね，情熱の国(うん

うん)，でフラメンコ(うん)，闘牛みたいな(うん)，なんか，なんですけど(うん)，それは，フ

ランコでしたっけ，度忘れした（うん），あの人が（うん），その，スペインを売り出すため

に(ふーん)，植え付けたイメージだからはー，はー，はー)，南アンダルシアの，イメージ（う

ん）であって(うん)，スペイン，全体のイメージではないです，先生もいってたんですけど(ふ

ーん)，だから北は(うん)，なんか南の国の人たちは，遊びすぎだって思ってる(うん，うん，

うん)って言ってました，お祭りとかが好きとか(あー)，北の人たち，自分たちはまじめだよ

って，ずっと言ってました(あー)，そんな結構でも(うん，うん)なんか自分たちで自分たちの

ことを冷たいって言ってました（ふーん），南の人に比べると 

T:  うんうんうんうん，あー，だからスペインって言ってもまあやっぱり(はい)，南と北で随分違

うっていうこと(そう)，ですよね(そう，はい)，なるほどねー(はい)，わかりました，んー，

えっと，それであのー，帰ってらっしゃる，12 月(はい)で，そのあとなんかこう日本に帰っ

てきて，なんか本，読んだ本の中で… 

L:  読んでない<笑い> 

T:  全然読んでないですか？<笑い> 

L:  ほ，ほとんど読んでないです 

T:  そうですか(はい，すいません)，なんか一つ紹介してもらいたいと思ったんですど 

L:  いやー(うん)，全然読んでないです(うん)，えーとレポート書くために国籍法とかについてち

ょっと調べたぐらいで(うん)，あんまり(ふーん)，あまりっていうか全然読んでないです 

T:  そうですか(はい)，じゃあそういう本でもなくても，例えば小説だとか 

L:  あ，全然読んでないです 

T:  あ，そうなんですか(はい)，テレビはいかがですか？ 

L:  あんまり見ないです 

T:  テレビとか映画も 

L:  映画は(うん)，あのー最後に見たのが(うん)，「スノープリンス」っていう(うん)，あの，なん

か，「フランダースの犬」の日本版みたいなのを見たんですけど（ほー），はい 

T:  最後に見たのはそれですか？ 

L:  はい 

T:  じゃあちょっと憶えてる限り，できるだけ詳しく，ストーリーを教えてください 

L:  あ，フランダースの犬そのままなんですけど… 

T:  えっと，ちょっとその，はい，すみません<笑い>，はい 

L:  えっと(へー)，男の子が(うん)，まずし，貧しい(うん)，家庭に住んでて，でそれ，おじいち

ゃんと住んでるんですけど(ええ)，おじいちゃんは病気なんですけど，で，その子は小学校に

も通えなくて(うん)，で絵を描くことが，だけが(ええ)楽しみで，絵を描いてるんですけど，

でそれで，幼馴染の，幼馴染って，の子に(うん)恋をする(うん，うん，うん)って話なんです

けど，その子は(うんうん)，資産家の娘とかで(うん)，お金持ちでその身分の差みたいなのが



あって(ええ)，でお父さん，その女のこのお父さんに，その貧しい男の子と，会うのをやめな

さいって言われちゃうんですけど(うん，うん)，そのあとおじいさん，おじいちゃんが(うん)，

病気で亡くなっちゃって(うーん)，で 1 人で男の子が頑張って暮らすんですけど，で，でも

最終的にその男の子も(うん)，の家が火事で燃やされてし(うん)，燃えてしまって(うん，うん)，

で，小学校に行けなかったから自分が最後に行きたい場所小学校だって言って(うん)，小学校

に行って(うん)，そごい吹雪の日だったんですけど（あー），そのまま雪で亡くなってしまう

という，(あー)悲しいストーリー 

T:  あーそうなんですか(はい)，あー小学校(はい)，あこがれていた小学校にって(はい)いうこと

ですよねー，ふーん，今，日本では，あまりね，そこまでのことはないですよねー 

L:  はい，ないです 

T:  うん 

L:  はい，昭和の(うーん)初期かな(うーん)，わかんないですけど(うん)，の，が（うん），あのー，

ベースになってるんで(うん)，その，映像とかも，すごい昔の (あー) ，もので，はい，うん，

なんかピアノとかが珍しい時代… 

T:  あー私がちっちゃいころみたい＜笑＞ 

L:  <笑い>そ，その(ふーん)，その女の子が(うん)おお，もっと成長して，おばあちゃんになった

ときに，その(はー)，男の子の(うん)，なんか親戚の人 (うん)，がこんな本を見つけたんです

けど，これはあなたの書いたこ，あなたの（うん），せい，その，小さい頃の話ですかって聞

いて(はー)，その続きが，どうなったのかとか，全部書い，書いてあって，全部本の話だった

っていう，話なんです… 

T:  はーそういうその… 

L:  その(はい)おばあ，女の子が（うん）成長した後に(うん)お，思い出して，話す感じの映画だ

った… 

T:  あー回想の… 

L:  回想ですね 

T:  あーそうなんですか(はい)，なるほどねー(はい)，それどこが，一番魅力的だったんですか？

見ていて，あーいいな… 

L:  え一番魅力的(うん)な，あの… 

T:  てか印象的だった… 

L:  女の子が（はい），その，小学校に，その，男の子を呼んで，自分がずっと練習してた，その

ピアノの曲を聞かせてあげる(うーん)ところが一番(うん)，印象的でした，夜の学校に忍びこ

んじゃったんですけど(うん)，ずっとピアノを弾いてて（んー），はい，そこが… 

T:  うん，昔ね，日本がそういうようなね，まあ，あのー，貧しいっていうか学校にもなかなか

行けないって時あったんです（はい），今が，逆［がく］に恵まれ過ぎていて(はい)，ですよ

ねー(はい)，もうひきこもりだとか，ね(はい)，色々ありますよね(はい)，不登校になってし

まったりとか(はい)，それはどう思いますか？ 

L:  <笑い>，自分の学校では(うん)，そういう子はいなかったので(あー)，あんまり身近に感じら

れない部分だったんですけど(ええ)，そうですね，あと，学校に行かなくなっちゃうのは，親

の責任もあるのかなーってちょっとは思うんですけど(はい)，行かなくてもいいよって(うん)，

言ってしまう親も親だなーって思うんですけど(あー)，でも不登校になっても，そのスクール



とかあったり(ええ，ええ)，高校の認定試験とか(うんうん)って，大学にも(うん)いけるんで，

ま環境は恵まれてると思います(うん)，整ってると思います 

T:  あー親が行かなくていいよっていう場合もありますけど(はい)，い，行ったらって言っても，

今度逆に暴力振るわれたりとかね，そういうことだってありますよね(はい)，親だけの問題か

なーみたいに思うんですけど 

L:  いやー暴力振るってしまうのも親の責任なんじゃって… <笑い> 

T:  あーそうですか，でも学校側に，やっぱり行きたくないような(あー)，居場所がないような(**)，

問題ないですか？ 

L:  学校(うん)，が変えられれば，それはそれでいいと思うんですけど(うんうん)，今，都会では

学校選択制もあるんで(あーそうですね)，できると思いますけど(うん)，はい，学区外でも(う

ん)，はい，(なるほど)自分に合った所を見つければいいんじゃないかなーと 

T:  あーなるほどね(はい)，あのー，今回，えーあの，大学にいらしてて(はい)，今度スペインも

いらして，色んな大学生とも会いましたよね(はい)，なんか，すごく違いって感じたことあり

ますか？日本の若者と(はい)，色んな国の若者と出会われて 

L:  はい（うん），えっと日本の大学のシステムが(はい)，甘いと思います 

T:  あっシステムの問題ですね(しすて)…，ちょっとそこ教えてください 

L:  あの(はい)，日本の大学は(ええ)，とりあえず出席したり（うん），とりあえず課題を出せば，

絶対に，留年することはないって，まあいいきれないですけど(うん)，ほとんどないじゃない

ですけど（うん），ほとんどないじゃないですか，可能性的に(はい)，小中高もないじゃない

ですか，海外は，もう小学校から，らく，落第とかし，しちゃったり，もう進級するのが大

変じゃないですか(うん)，それのことを，うん，前々から知ってたんですけど，行ってみて，

やっぱが，すごい努力しないと，卒業できなかったりするから，やっぱ日本は(ふーん)入れば

卒業できるシステムなんで(うん)，ちょっと甘いなって思います(はー)，ゆるいですね 

T:  そうですよね(はい)，これやっぱり変えないと(はい)，よくない？ 

L:  そうですね(うーん)，日本はやっぱり無駄に大学も多いんで(うーん)，はい，海外にはほとん

ど大学なかったり(うーん)，するんで 

T:  でももしそういうふうに厳しくしたら(はい)，そこの学校の，大学の人気が下がりますよね？ 

L:  はい 

T:  だから中々できないんじゃないですか？ 

L:  まあ，こうなってしまったのがもう駄目なんですけど(うーん)，そうですね，一斉で，そう国

が決めて，一斉で，でやらないと駄目ですよね 

T:  あーじゃあ例えば(はい)，一斉に国で決めるその立場にあったとしたら<笑い>，どんなふう

に厳しくしていきますか？制度を 

L:  どう(はい)，うん，先生たちが(うん)，そのレポートとか，そういう評価を(うん)まず厳しく

する(うん)，ちゃんと(うん)，呼んで，<笑い>，，ちゃんと(うん)，評価するってことと(はい)，

あとは，なんですかね，学校に行く日数少ない気がするんですけど(うん)，日本は(あー日数

の問題)，休みが多い気がして(うん，うん)，あとはなんなんですかね，課題が，あんまり無

いからじゃないからじゃないですかね，日本は 

T:  課題がない 

L:  大学の課題あんまないですよ 



T:  ど，どういうあれですか？もうちょっと… 

L:  課題(うん)，んーと，小中高であった宿題的なものがほとんどない 

T:  あーなるほど 

L:  自分で勉強するのが大学ですけど(うん)，それをしない人が多いんで，そういう制度，制度的

に(あー)すぐ，すぐ，あのー卒業できちゃうし（うん），あとは就活するのが早いです，日本

は 

T:  そうですよねー 

L: はい早いです，うん，まだ大学入ってほとんど経ってないのに就職活動とか(うん，うん)だし，

海外はちゃんと課題とかに追われて(うん)，ずっと勉強とかして(うん)，やっと卒業できて(う

ん)，就職活動みたいな感じのところもあるんで(うん)，はい 

T:  でも課題が無くてただ受け身で聞いていたら(はい)，考える学生が育たないですね 

L:  はい 

T:  大変なことですね 

L:  まあ，今は，そんなに考えてる人とかあんまりいないと思うんですけど(<笑い>，ええ)，も

うすでに(ふーん)，その高校生とかもゆるいんで，みんな，はい 

T:  あー，なるほどねー，だけど国は留学生 30万人計画とか(はい)，色々言ってますよね(あー)，

これでちゃんと，い，留学生が来るんでしょうかねー，日本の大学の魅力は 

L:  日本の大学，高いですよね(あー)，留学する(うーん)，で，なんか卒業資格とかが，きっと楽

にもらえちゃうなら，来る人もいるんじゃないかとも思うんですけど(うーん)，自分の国より

は（うん）楽だからって来てる人はいますけど， 

T:  あーなるほどねー，そういう意味で，逆にその，制度がそうだからこそ(はい)，来てしまう， 

L:  はい，はい，と，友だちで留学生ですけど(はい)，やっぱ厳しいからって，日本の大学に留学

してますけど， 

T:  ふーん(はい)，あ，自分の国は厳しいから… 

L:  厳しいから日本に 

T:  あーなるほどねー 

L:  はい，逃げたんだね，って言っときました，<笑い>，大変だから 

T:  <笑い>それで，また日本のね(はい)，あのー国は甘いというか，あのー，二つの意見があり

ますよね(はい)，えー英語でもう授業やるからとにかく来てっていう考え(はい)，いやちょっ

ときちんと日本語できるようになってから，っていう両方意見があるんですけど｛L｝どうお

思いですか？ 

L:  え，大学の留学生が？ 

T:  留学生が，やっぱり日本語のほうに，ある程度を力をつけてく，やっぱ来るべきだって考え

と， 

L:  はい，日本語の力をつけてから来るべきだと思います(うーん)，自分の大学は留学生はある程

度日本語ができないと入れないので(はい)，英語でやるからと言って(うん)，いいって，とは

思わないです(あー)，英語を勉強したいなら(うーん)ほかの国に言った方がいいと思うし 

T:  でもある人は(はい)，やっぱり日本語を習得するの大変だから(はい)，すごく優秀な人で，学

びたかったら日本に来て英語で授業受ければいいんだって意見もありますよね 

L:  えー，そんなに優秀な(うん)人，わざわざ日本に来る必要ない気もしますけど 



T:  あーそれはどうしてですか？ 

L:  今の日本そこまで魅力がない気がします(はー)，はい，ヨーロッパに行ったときもやっぱり中

国中国，ってみんな言ってるんで(あー)，今は中国のほうが人気(あー)だし(はい)，昔は日本

語できたら(うん，うん)，その仕事とかする分で，すごいプラスにはなったんですけど(うん)，

今日本語できても(ふーん)強みにはならない(はー)っていう，はい 

T:  じゃあ日本はどう変わればいいでしょうかね，ほんとに魅力がなくなってきた，どう変われ

ばいいですか？ 

L:  日本，わからないっすね(うーん)，日本は(うん)もう終わっているっていうので(あー終わって

る)，よく友だちとかみんなと話してるんですけど(あー)なん，なんだろ(うん)，あんまり，魅

力はないし(うん)，なんかテレビとかもなんか(うん)残念な感じだし 

T:  残念ですか？ 

L:  残念ですね 

T:  その残念さをもうちょっと詳しく教えてください 

L:  なんか(うん)，テレビ(うん)今の番組とかでそんな(うん)，見ようって思うものもそんなにな

いし(うーん)，ドラマとかも(うん)ワンパターンで(あー)，またこういうのかってなるし，あ

まり今，視聴率も良くない(はい)じゃないですか，テレビ，あんまり見ようって，思える…   

T:  あーさっき仰ってましたねー，はい  

L:  思えるものがない 

T:  じゃあそれももしかしたら経済が低迷しているので(まあ)，そういう部分，あのー，製作費も

ないとか(はい)，そういうことから来てるんじゃないですかね，日本の元気の無さは 

L:  まあ，そういうとこからも来てますけど(はい)，でも，未だにテレビ局関連の，テレビ局とか

で働いてる人たちは(うん)給料高いんで(あーなるほど)，はい，すごい(ふーん)，まあ働いて

る割には(うん，うん)もらってないって言ってますけど(うん)，普通の家庭より全然もらって

るんで，はい 

T:  なるほどねー，そこも問題だと(はい)，なんかちょ，去年ねー，あのー，政権も変わったし，

チェンジっていう，した一歩が(あー)できたかなって思ったけどやっぱりできてないってこと

ですね(そうですね)，何も変わってない 

L:  自分がいない間に変わってたんで(あ，<笑い>)，あまり実感(あー)することもなく(はい)，は

い，結構鳩山さんあんまり好かれてないですよね<笑い>(あー)，なん，よくインターネット

をよく見るんですけど(あーはい)，すごい批判ばっかりされてて 

T:  うーん，そうですよねー(はい)，ちょっと色んな問題出てきても，何が一番彼の場合は問題だ

と思いますか？ 

L:  えー，問題… 

T:  総理大臣として， 

L:  えー，ゆ，ゆ，言ったことを実現あまりしてない(あー)，まあすぐには実現しないと思います

けど(うーん)，まあ，なんだろ，あんまり，活動してるように見えない<笑い>，そこまで 

T:  うーん，そうですか？ 

L:  はい 

T:  それはもしかしたらしようと思っても，周りがそうできないシステムになってるのかも知れ

ませんよね 



L:  はい 

T:  し(うーん，そうですね)，色んな人との関係とか(はい)，｛人名 1｝との関係とか，どうですか，

はい 

L:  <笑い>色々ありますけど(はい)，あんまりそこらへんの関係，分からないんですよね(あー)，

どうなってるんだろみたいな，… 

T:  じゃあ｛L｝さんは(はい)，あまり民主党にはあまり期待してない？ 

L:  あんまり期待してないですね(あー)，なんか高速道路とかも無料化とか(ええ，ええ，ええ)，

あと高校無料化(うん)とかやってますけど(はい)，大丈夫なのかっていう，心配が(うん)，は

い 

T:  大丈夫というのは？ 

L:  あー今の税率じゃ(あー)，だ，無理でしょう 

T:  予算的な問題ですね？ 

L:  はい，無理でしょうって思うのと，あと，あ，あるアンケートで見たんですけど，その，高

校生の親に聞いた(うん，うん)，その浮いた分の(はい)，そのお金，高校で払わなくてもいい

分のお金を何に使いますかって言って，圧倒的な答えが，塾だったんですよ(はー)，無料化に

よる，無料化によって，その学校の質とか，そのきょうしつ，きょうしつじゃない<笑い>(う

ん)，教師たちのやる気のモチベーションが下がったり(うん)，するっていう可能性が高いか

ら(うん)って言って，みんな塾につぎ込む(うん)っていう感じなんじゃないですか(うん)，結

局は，変わらないじゃんっていう<笑い>(うんうんうんうん)，はい，そんなにみんな期待し

てないんだなっていう(はー)，しかもあと，今の高校生そんなに，やる気とかあんまないじゃ

ないですか(うん)，で，そういう子たちのために，無料化図るのはちょっとっていうのと，あ

とは私立高校も援助するのはどうなんだみたいな(うーん)，意見とか(うーん)，大学生とかの

ほうが大変なんだから，大学のほうも援助しろよとか(うん)，色んな声があるんですけど(あ，

ええ，ええ，ええ)，やっぱ，厳しいですね 

T:  なるほどねー(はい)，ほんとはそこのところもっともっと聞きたいですけど(ええ<笑い>)，時

間がないので(はい)，ここでロールプレイをしたいんですけど(<笑い>はい)，あのよろしいで

すか？ 

L:  はい， 

T:  あのー，さっきね，えっとまあ，若者，あの大学の改革が大事だっておっしゃったんですけ

ど(はい)，そうしないとね，留学生もなかなか来ないっていうことで，あの，｛大学名｝の(は

い)，あなたたのサークルが(はい)えー，講演会を企画します(はい)，いいですか，で私は，そ

うですね，えーじゃああの，｛大学名 2｝の(はい)総長，学長と言うこといします(はい)，いい

ですか，あの，そこに，講演を頼みに来てください， 

L:  <笑い> 

T:  いいですか，はい，よろしいですか(はい)，じゃああの，来ることにしましょうね(はい)，は

いじゃあノックからどうぞ 

L:  トントントン 

T:  はいどうぞ 

L:  はい，失礼します，（はい）｛大学名 1｝から来ました，｛Lフルネーム｝と申します 

T:  はい 



L:  はい，と，今回は(はい)，うちの大学で(はい)，講演会を開いてもらいたいなって思ったので

(ええ)，えっと，来させていただきました 

T:  はいはい(はい)，どんな講演会かちょっと教えてください(はい)，なんて，どんなんでしょう？ 

L:  えっと，今の(はい)日本の大学の教育のありかたについて，えっと，先生のご意見を伺いたい

なって思ったんですけど(ほー)，今の大学システムは(はい)，日本の大学システムは(うん)，

他の国に比べると，出遅れてるという気がするので(ええ，ええ)，そ，それについて先生のご

意見を，うかがいたいんですけども 

T:  はいはい（はい），具体的にはいつ頃を考えてらっしゃるんですか？ 

L:  えっと６月ごろに，来ていただけたら，うれしいんですけども， 

T:  あ，はーはー(はい)，それからあとどういう人たちを対象に，｛大学名 1｝の学生さんだけで

すか？ 

L:  ｛大学名 1｝の学生だけでなく，他の大学の学生さんと，あとは一般人の方々にも，聞いて

もらう，らう，予定ですけど 

T:  あー（はい），そうですか，分かりました，あとどれくらいの時間がちょっと教えて頂けま，

ま，教えてもらえますか， 

L:  あ，約 2時間ほどで，まとめて頂けたらと思うんですけど， 

T:  あーわかりました，じゃああのちょっとスケジュールあれして(はい)，あのー連絡先をまた，

あの(はい)，秘書のほうに言っといて頂ければ(はい)，また考えますので，はい 

L:  はい，よろしくお願いします 

T:  はい，ということを（はい），今，あ，これで終わりますけれども，お友達で日本人で親しい，

お友達誰ですか？ 

L:  日本人…えー 

T:  えー大学で，はい 

L:  はい，えー(人名 2) 

T:  ｛人名 2(間違える)｝？じゃあ｛人名 2(間違える)｝に, 

L:  あっ，(人名 2)です， 

T:  あっ(人名 2)に(はい)，えーと今日今あったこと，あの，ちょっと話してくださいね，えーと，

｛L名｝って呼ぶんですか？ 

L:  ｛L名｝です，はい 

T:  あ，｛L名｝，あなたなんかさー，学長のとこ行ったんだって？ 

L:  はい，あ，うん<笑い> 

T:  で，どうどう，どんな人だった？ 

L:  すごい(うん)，ちょっと威圧感が，<笑い> 

T:  威圧感かー，よく行ったよねー，1人でねー，うん 

L:  ちょ，がんばって，＜笑＞，行ってきたけど，あの 

T:  どうだったそれで， 

L:  講演会やってくれるってことになった--よ，<笑い> 

T:  ほんと(はい)，そっかそっか，えっとそれでー，ど，威圧感があってどんな感じだったのあと？ 

L:  でも優しい人だったから(うん)，ちゃんとうちの話も聞いてくれて(うん)，快く--受け--，うん，

うん，<笑い>，こころよ，快諾，してくれたよ 



T:  うーん，あ，快諾か，良かったね，（<笑い>）さすがだねー｛L 名｝（<笑い>），うん，じゃ

あちょっとご飯食べに行く？ 

L:  行こ，<笑い> 

T:  オッケー，オッケー，じゃあね，ちょっと待って，鞄取ってくるからね，（<笑い>）というこ

とでこれでロールプレイ二つ目終わりますね（はい），はい，あのー… 

L:  すいません<笑い> 

T:  いえいえ<笑い>，あと｛人名 2間違え｝って人，あっ｛人名 2｝って人と(はい)親しいですか？ 

L:  日本人では一番(ふーん)，親しいです 

T:  あーそうですか，えっと 3月はまた色んななにか，あの，計画してるんですか？（とく…）, 

お休みまだ 1カ月ありますよねー 

L:  あと 1カ月ですねー（うーん），特に予定，多分，また春の高校バレーを見に行くぐらいで(あ

ーそうですか)，毎年見に行ってるんで(へー)，はい，ちょっと，見に…<笑い> 

T:  はい 

L:  3月下旬だけ予定はあるんですけど，それまではひたすらアルバイト 

T:  ひたすらアルバイト，はい(ひたすらアルバイト)，今日は忙しいとこありがとうございました 

L:  ありがとうございました 


