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協力者の発話 会話相手の発話（聞いた素材） 母語で行った会話 日本語訳

1 よろしくお願いします。 ဟ ိုဟာ ကညူပီပေးပါပပ ါ။ အပပနအ်လနှ။် あの，協力してくださいって。互いに。

2 よろしくお願いします。

3 A[会話相手の名前]と申します。 きむちになって，きむちになってと，申します。 「きむちになって，きむちになってと，申します。」

4 ん？ミャンマー語で話してください。

5 え…。 「え…。」

6 今聞いたものをミャンマー語で話してください。

7 えー，わかりません。 「えー，わかりません。」

8 ミャンマー語でそれは？ど，どういうところがわからなかったんですか。

9 သ ပ်ပပီေးပ ာ  မကကာေးလ ိုကဘ်ေူး။ あまりわかりません。

10 あーはい。わかりました。

11 お名前聞いてもいいですか。 နမံည ်ပမေးလ ို  ရမလာေး? 名前を聞いてもいいですか。

12 あー，B[協力者の名前]と申します。

13 Bさん？

14 B。

15 Bさん。

16 Bさん。

17 はい，ありがとうございます。えっと，そうですね。今は学生さんなんで
すか。

အခို ပက ာငေ်း ဘယ ်ဘယန်စ်ှလဲ? 今，学校，なん，何年ですか。

18 学生？あ，わ，大学を卒業しました。

19 あ，じゃあ今はお仕事をされ， အခို အလိုပ်လိုပ်ပနလာေး? 今，仕事していますか。

20 お仕事，します。

21 ああ。今は，そし，大学，大学ではどんなことを勉強してたんですか。 အခို  ကကသ ိုလမှ်ာ ဘာပလ လာပြစ်သလဲ? 今，大学で何の勉強をしていますか。

22 あの，してたんですか，というような言い方がありましたけれども，どう
いう意味だと思いますか，していたんですか。

23 していた？ 「していた？」

24 していたんですか。

25 していたんですか。ပအာ် သငခ်ဲ  ယ။် 「していたんですか。」あー，習った。

26 あー大学では英語，英語を

27 うんうん，そうなん。

28 10年間くらい勉強しました。

29 あ，英語専門で勉強されてたんですね。 အင်္ဂလ ပ် ဘာသာရပ်နဲ   သငခ်ဲ ရလာေး? 英語科目を勉強しましたか。
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30 はい。

31 そのー，専門という単語を聞いたことがありますか。

32 専門，専門 က အဓိက။ 「専門，専門」は，主要です。

33 なるほど。今は英語を使ってなにかしたりはしてないんですか。 အခို အင်္ဂလ ပ် အင်္ဂလ ပ်က ို အသံိုေးပပြုပပီေးပ ာ  လိုပ်ပနလာေး ? 今，英語，英語を使ってやっていますか。

34 あ，英語，使わ，使いません。

35 うんうん。今は，そしたら，卒業した後は今なにされてるんですか。 ပက ာငေ်းပပီေးသ ာေးပ ာ  ဘာလိုပ်ပနလဲ ? 学校が終わって，何していますか。

36 もう一度お願いします。

37 大学を卒業して，今はなに，なにか勉強中なんですか。 အင်္ဂလ ပ်စာက ို ပအာငပ်ပီေးပ ာ  အခို ဘာက ိုသငယ်ပူနလဲ ? 英語を合格して，今何を習っていますか。

38 あー日本語，

39 日本語，うんうん。

40 日本語を勉強中です。

41 ああ，そうなんですね。

42 はい。

43 そしたら，日本でいつか仕事したいなーと思って勉強してるんですか。 င်္ ပနမှ်ာ  ရက ် ပန  ပန   အလိုပ်လိုပ်ခ င ်ဲ လ ို   ပ  ေးပနလာေး ? 日本で1日，いつか，仕事したいと思いますか。

44 はい，勉強して。

45 ああ，そうなんです。日本てなんかどんなこと，仕事したいとかって，
も，あるんですか。

င်္ ပနမှ်ာ ဘယလ် ိုအလိုပ်မ  ြုေး လိုပ်ခ ငလ်ဲ ? 日本で，どんな仕事をしたいですか。

46 あー，ITのことについて，

47 うんうんうん。

48 あー，働きたい。

49 ああ，そうなんですね。

50 はい。

51 じゃ今，あい，ITの勉強は自分でしてるんですか。 IT က ို  ပယာကထ် ဲလိုပ်ခဲ  ာလာေး? ITを1人でやっていましたか。

52 あ，自分で，あ，自分でじゃなくて，自分じゃなくて，

53 うんうん。

54 ITと日本語の学校に行ってて

55 あ，そうなんですね。

56 勉強しました。

57 じゃあ，今，大学出た後，もう1回学校に行ってん，  ကကသ ိုလအ်ပပင ်ပက ာငေ်းမှာ ပက ာငေ်း ကခ်ဲ သလာေး ? 大学の他に，学校で，学校に通いましたか。

58 大学で

59 あ，そうなんですね。

60 はい。

61 へー，私も今，仕事IT関係で

62 はい。

63 仕事してるんですけれども。 私 ကျွနပ် ာ် အ က မလ ဲ IT အလဲ ို ကိုမပဏမှီာ အလိုပ်လိုပ်ပန ယ။် 「私」，僕，あ，私もIT，その会社で働いています。



64 はい。わかります。

65 あい，ITの中でなんかプログラミング？やってるんですか。 IT ထမှဲာ ပရ ိုင်္ရမ်မငေ်းက ို လိုပ်ပနလာေး ? ITの中で，プログラミングをやっていますか。

66 プログラミング，

67 ああ。

68 Javaのプログラミングです。

69 うんうん。ああ，そうなんですね。

70 はい。

71 え，私は結構プログラミングは苦手なほうなんですけど， 私は，プログラミングは… ပရိိုဂရမ်မင််း  ပရိိုဂရမ်မင််း  ရရ်းတာကိို ည ံ့တယ။် 「私は，プログラミングは…」プログラミング，プログラミング書くのが
劣っています。

72 んー，あの，苦手っていう単語があったんですけれども，苦手っていう
単語知ってますか。どういう意味ですか。

73 苦手 ဆ ို ာ ညံ  ယ။် 「苦手」と言うのは，劣っているということです。

74 はあ。

75 楽しいですか。 ပပ ာ်ြ ို  ပကာငေ်းလာေး? 楽しいですか。

76 はい，楽しい。

77 ああ，そうなん。いいな。なんか，え，どん，なんか今，学校で作ったり
してるんですか。

ပက ာငေ်းမှာ လိုပ်ခဲ  ာပ   ရှ လာေး ?  ပပြုလိုပ်ခဲ  ာ။ 学校でやったものがありますか。制作した。

78 あーはい，学校で作って。

79 うんうんうんうん。なんか，どん，どんなもの作ってるんですか。 ဘယလ် ိုအရာမ  ြုေးပ   လိုပ်ခဲ သလဲ? どんなものをやりましたか。

80 あー，バスの，

81 うんうん。

82 あー，スマートカードシステム。

83 あー，はい。

84 はい。

85 あー，そうなんですね。え，今なん，何人くらいで，チームでやってるん
ですか。

ဘယန်စ်ှပယာကပ်လာကန်ဲ   လိုပ်ခဲ သလဲ? 何人ぐらいでやりましたか。

86 あー，8人の，くらいで。

87 8人で？

88 はい。8人で。

89 えー，あ，そうなんですね。

90 はい。

91 えー，そしたら，今，それ作ってみて， အဒဲါ လိုပ်ကကည် ပပီေးပ ာ ။ それ，やってみてから。

92 はい。

93 え，日本でもちょっと自分で書いたりできるような  ပယာကထ် ဲ ပယာကထ် ဲပရေးခဲ ... 1人で，1人で，書いた…

94 とこで仕事したいなあと思ってるんですか。 ကျွနပ် ာ် သ ာေးပပီေးပ ာ  အလိုပ်လိုပ်ခ င ်ယလ် ို   ပ  ေး ယ။် 僕が行って働きたいと思います。

95 はい。

96 あーなるほど。え，技術の資格とかいろいろあるんですけども，なん
か，

အငင််္ ငန်ယီာ လကမှ် ပ်   အလဲ ို အမ  ြုေးမ  ြုေး ရှ ပပမဲ ။ 技術資格，その，いろいろあるけど。

97 それも勉強したりしてるんですか。 勉強 ပလ လာခဲ သလာေး။ 「勉強」，勉強しましたか。



98 はい。

99 なにか取ったのとかありますか。 သ ပ်မကကာေးလ ိုကဘ်ေူး။ あまり聞こえませんでした。

100 あー，なにかとったりしてますかって。

101 トッタリ…ဘာအဓိပပါယလ်ဲ? 「トッタリ…」どういう意味ですか。

102 意味がわからないっていうことですか。

103 はい。 「はい。」

104 わかりました。はい。

105 はい，すみません，もう一度。

106 なんか資格とか取れたのありますか。 資格，資格，လကမှ်တ ်ဘယလ်ိိုလကမှ်တရ်တွေ လကမှ်တ ်ရခဲံ့သလဲ? 「資格，資格，」資格，どんな資格とか，資格をもらいましたか。

107 はい，資格，資格，しか，

108 うんうん。あの，ジョブ，プログラムとか

109 あー，プログラミングの資格はないけれど，

110 うんうん。

111 FEの資格，

112 うんうん。

113 持っています。

114 あーFE?

115 FE。FE。

116 うんうんうん。

117 ITPAJの。

118 うんうんうん。あ，取れたんですか。

119 はい。

120 あーすごい。え，あれすごい結構日本人でも取るの難しいと思うんです
けど。

すごいဆ ို ပ ာ် ယ။် င်္ ပနလ်မူ  ြုေး အ  က ်ခက ်ယ။် 「すごい」って，上手です。日本人にとって難しいです。

121 はい。

122 え，日本語とか結構難しくなかったですか。 င်္ ပနစ်ာနဲ   င်္ ပနစ်ာနဲ   ဆ ိုရငပ် ာ  ခက ်ယ။် 日本語で，日本語でだと難しいです。

123 はあ，はい。

124 え，結構，期間長い間勉強したんですか。 စ  ရှ်ညရှ်ညန်ဲ   ပလ လာခဲ သလာေး? 辛抱強く勉強しましたか。

125 期間，2年間くらい。

126 あー，すご，

127 学校で勉強しました。

128 あ，そうなんですね。

129 はい。

130 え，それ1回で受かりました？  ကက မ် ညေ်း ပပြခဲ  ာလာေး? 1回だけ，受けましたか。

131 え？



132 1回で受かりましたか。

133 ［笑う。］1回じゃなくて，

134 うんうん。

135 うん，3回。

136 あーそうですよね。え，難しいと思います。 ခက ်ယလ် ို   ထင ်ယ။် 難しいと思います。

137 さっきあの，あ，1回で受かりましたか，って一番最初話して。もう１回，
1回目で受かりましたかって，2回話したんですね。で，どういう意味だと
思いましたか。

138 နစ်ှကက မ်ပမေး ာက ို? 2回聞いたことを？

139 あの，１回目は，多分，Aさんは，受かりましたか，という意味がわから
なかったと思ったと思うんですが，そのときは，Bさんも受かりましたか
という言葉の意味はわからなかったんですか。

140 はい。はい，そうです。 「はい。はい，そうです。」

141 で，2回，2回目にあの，1回目で受かりましたかって言ったときに，あ
のー，答えが3回目で受かりましたっていう答えだったので，で，それ
で，2回目の質問を聞いて，あ，これ，合格しましたかという意味だとい
うことがわかりましたか。受かりましたかっていう意味が，合格しました
か，という意味だと，わかりましたか。

142 わかりません。わかりません。 「わかりません。わかりません。」

143 あー，わかりません。で，なぜ3回目で受かりましたってことを言いまし
たか。

144 ပပြ ဟ ိုဟာ 受ける ဆ ိုပ ာ  受けます ဆ ိုပ ာ  ပပြ ယဆ် ို ဲ  အဓ ပပါယ။်

 အလဲ ိုမ  ြုေး သ လ ို   ဘယန်စ်ှကက မ် 何回目 ဆ ိုပ ာ  သံိုေးကက မ်ပပြ ာ။

答え，あの，「受ける」と言うと，「受けます」と言うと，答えると言う意
味。そうやって知っているから，何回，「何回目」と言うと，3回と答えまし
た。

145 はい，わかりました。

146 難しい［笑う］。

147 うん。

148 1回受けて，

149 うんうん。

150 ご，午前，午前の試験を，は合格して，

151 うんうん。

152 3回，3回目，あー，午後，午後の試験合格しました。

153 あーそうなんですね。すごい。えー，それ，結構，みんな，おんなじ学校
の人たちも，

ပက ာငေ်းမှာရှ  ဲ  လပူ   အကိုနလ်ံိုေးလဲ? 学校にいる人たち全員も？

154 はい。

155 それぞれおんなじような試験とか，みんな結構受けるんですか。 အလဲ ိုမ  ြုေး စာပမေးပ ဲမ  ြုေးက ို ပပြခဲ သလာေး ? そういう試験とかを受けましたか。

156 はい，受けています。

157 あーそうなんだ。え，今大学で，その，英語勉強してて，  ကကသ ိုလမှ်ာ အင်္ဂလ ပ်စာက ို သငယ်ပူပီေးပ ာ ။ 大学で英語を勉強していて。

158 どうしてもう1回，そのプログラム？情報やろうと思ったんですか。 もう一回 ပနာက ်ကက မ် ပရ ိုင်္ရမ်မငေ်း ပရ ိုင်္ရမ်မငေ်း အပ ိုငေ်းက ို ... 「もう1回」，もう1回，プログラミング，プログラミングの方を…

159 あー英語あんまり，

160 うん。

161 え，え，きょ［笑う］

162 難しかった？

163 あ，難しい，難しいと思って。



164 うんうん。

165 ITと，ITが面白いなあと思って。

166 ああ，そうなんだ。

167 その学校で

168 うんうん。

169 勉強すると思う，思います。

170 あー私も大学は全然情報じゃなくって， ［聞き取り不能］  ကက သ ိုလက် အသကပ်မ ေး၀မ်ေးပက ာငေ်း မဟို ဘ်ေူး။ ဟ ို 

ဘာလ?ဲ ပပနန်ာေးပထာငမ်ယ။်

［聞き取り不能］大学が職業じゃないです。あの，何？また聞きます。

171 情報じゃなくってというのはどういう意味ですか。

172 はい。ဟ ိုဟာ ဘယလ် ိုပပပာမလဲ? 情報 က အသကပ်မ ေး၀မ်ေးပက ာငေ်း ... 

အငင််္ ငန်ယီာ…

「はい。」あの，なんて言うかな？「情報」は，職業…技術…。

173 はい，わかりました。

174 経済の勉強してて。

175 経済。

176 うん。で，仕事でたまたま情報に入ったんですけども， အလိုပ်မှာလ ဲဟ ို たまたま အမ  ြုေးမ  ြုေးလိုပ်ခဲ  ယ။် たまたま က 

သ ပ်နာေးမလညဘ်ေူး။

仕事でも，あの，「たまたま，」いろいろやりました。「たまたま」は，あま
りよくわかりません。

177 ［笑う。］

178 やっぱり，書くのが今楽しいですか。 ပရေး ဲ  အပ ိုငေ်းက ို ကက ြုကလ်ာေး? 書く部分も好きですか。

179 今ここの，書くという単語は知っていますよね。

180 はい。 ပရ ိုင်္ရမ်ေးမငေ်း ပရေး ာ။ 「はい。」プログラミングを書くことです。

181 はい。

182 書くの？

183 うん。プログラミング？

184 うん。書くのが楽しいです。

185 うんうんうん。えーいいですね。なんか，あの，私は全然プログラムの
勉強しないで仕事してしまったので，

ငါ အဒဲ ီပရ ိုင်္ရမ်ေးမငေ်းက ို မသ ဘနဲဲ   အလိုပ်၀ငခ်ဲ  ယ။် 私は，そのプログラミングを知らないで仕事を始めました。

186 あー。

187 書くのはちょっと苦手なんですけども。 အဒဲါပကကာင်  ညံ  ယ။် だから，劣っています。

188 はい。

189 そっか，でも私の会社もJavaとか今Pythonとか ငါ  ရဲ   ကိုမပဏမှီာလ ဲ င်္ ာဗာေးနဲ    ပ ိုငစ် နက် ို အသံိုေးပပြုပပီေးပ ာ ... 私の会社でもJavaとpythonを使っていて…。

190 ああ，Python。

191 うん，使ってやってて。

192 私はPythonも

193 うん。

194 勉強しています。

195 あー，ほんとですか。

196 自分で。

197 あー偉い。え，なんかJavaとPython，どうで，なんか，どっちのほうが楽
しいとかあります？

င်္ ာဗာေးနဲ    ပ ိုငစ် န ်ဘယဟ်ာက ပ ိုပပီေးပ ာ  စ  ၀်ငစ်ာေးြ ို  ပကာငေ်းလဲ ? JavaとPython，どちらが面白いですか。



198 あーPythonのは，基本だけ，

199 うんうん。

200 勉強して，あまりわかりません。

201 うんうん。

202 どっちがいいのか。

203 うんうんうんうん。なんか，今，AIとか流行ってるじゃないですか。 エーアイ，エーアイ，エーアイ က ို မသ ဘေူး။ 「エーアイ，エーアイ，エーアイ」を知りません。

205 AI？

206 AI。なんか，んーとね，人工知能とかってわかります？ ジンコチ… က ိုလ ဲမသ ဘေူး။ 「ジンコチ…」も知りません。

207 ジンコウチ？

208 なんだ，えっとね，えっと，AlphaGoって知ってます？

209 ん？

210 AlphaGo

211 アルファゴー。

212 うん。なんだろう。えっとね。機械学習とかは？ စကပ်စစညေ်းနဲ   ဆ ိုင ်ယ။် 機械に関することです。

213 キカイガクシュウ…。

214 聞いたことありますか。

215 はい。

216 うんうん。なんかPythonだと，そっちの機械学習とか， ပ ိုငစ် န ်ဆ ို ာနဲ   အလဲ ိုမ  ြုေး စကပ်စစညေ်းနဲ   ဆ ိုင ်ဲ  ပနရာမှာ အသံိုေးပပြု ယ။် pythonというと，そんな機械に関わる所で使います。

217 はい。

218 でよく使ってて，

219 はい。

220 なんか，もしそういうのに興味あると，Pythonが，結構，多分使えるか
なって。うん。

အလဲ ို စ  ၀်ငစ်ာေးနဲ   ပ ိုငစ် နက် စ  ၀်ငစ်ာေးမှု ပကာငေ်း ယ။် そんな興味で，pythonが興味深いです。

221 あー，はい。

222 へー，そうなんだ。へー，なんか，今，その，学校でプログラムと日本
語？

အခို ပက ာငေ်းမှာ အ ိုင ်နီဲ   င်္ ပနလ် ို လိုပ်ပနလာေး ? 今，学校でITと日本語をやっていますか。

223 はい，日本語。

224 うん。一緒に，両方授業があるんですか。 အ  ူ ူ授業 စာသငခ်  န ်ရှ ရဲ   လာေး? 一緒に「授業，」授業時間ありますか。

225 一緒に，午前に，あー，ITの授業，

226 うんうん。

227 午後に，あー，日本語の授業

228 うん，へー。に，え，日本語は，その今の学校に入ってから勉強始めた
んですか。

င်္ ပနစ်ာက အဒဲပီက ာငေ်းက ို ၀င ်ာနဲ   စသငခ်ဲ  ာလာေး ? 日本語はその学校に入ってから習い始めましたか。

229 はい，勉強始め。

230 あーそうなんです。じゃ，まだ2年ぐらい？ ၂ နစ်ှပလာကလ်ာေး? 2年ぐらいですか。

231 はい，2年ぐらい。

232 あ，そうなんです。なんか大体，あの，日本語検定試験とか，なん級ま
で取るとかそういうの決まってるんですか。今，今，ちなみに，なん級
持ってるんか。

၂ နစ်ှပလာက ်ဘယလ်ယဗ်ယ ်ဘယလ်ယဗ်ယအ်ထ  သငမ်ယလ် ို   

ဆံိုေးပြ ခ်ဲ လဲ?

２年ぐらい，何レベル，何レベルまで学ぶと決めていますか。



233 ん？

234 今，なん級持ってます？ အခို ဘာ ဘယလ်ယဗ်ယက် ို က ိုငပ်ဆာငထ်ာေးလဲ? 今，何，何レベルを持っていますか。

235 あ，なん級，3級。

236 3級？

237 3級持っています。

238 ああ，2級とかも勉強中？ အန ်၂ လ ဲသငပ်န ိုနေ်း လာေး? N2も勉強していますか。

239 はい，あー，学校には，2級まで，

240 うんうん。

241 勉強しました。

242 あー，そうなんですか。

243 でも，私は3級，だけ

244 うんうん。

245 持っています。

246 あー，そうなんだ。

247 はい。

248 へー，この，今勉強して，その，日本に行くときに， အခို သငပ်ပီေးပ ာ  င်္ ပနက် ိုသ ာေး င်္ ပနက် ိုသ ာေး ပပီေးပ ာ ။ 今，勉強して日本に行ってから。

249 はい。

250 なんか，なん級持ってないとだめとかってあるんですか。 ဘယလ်ယဗ်ယ ်ဟ ို ဘယလ်ယဗ်ယက် ို က ိုငထ်ာေးရင ်မရဘေူးဆ ိုပပီေးပ ာ  ရှ လဲ? 何レベル，あの，何レベルを持っていて，だめだと言うのがあります
か。

251 あん，3，あー3級。

252 あー，3級，あ，そうなんですか。

253 3級です。

254 なるほど。えーっとなに，今，もうすぐ卒業ですか。まだ， もうすぐ ဟ ိုဟာ ထပ်ပပီေးပ ာ ။ 卒業…ပအာငပ်မငမ်ယလ် ို   ထငလ်ာေး? 「もうすぐ，」あれ，出して。「卒業…」成功すると思いますか。

255 もうちょっと学校ある？ もうちょっと学校。学校 က ဘယလ် ိုလ?ဲ 「もうちょっと学校，学校」はどうですか。

256 あーもう卒業します，卒業して，します。

257 あーそうなんですね。お仕事，日本でするときには，今，就職活動中
の，ですか。

င်္ ပနသ် ာေးြ ို   အခို အလိုပ်ရှာပနသလာေး ? 日本に行くために，今仕事を探していますか。

258 はい。活動します。

259 え，なんか，自分で日本になんか，書類とかを出すんですか，就職す
るために。

自分 မ မ က ိုယ ် ိုင ်အလဲ ိုမ  ြုေး အခ ကအ်လကပ်    ငခ်ဲ လာေး ? 「自分，」自分自身で，そのような情報を提出しましたか。

260 [聞き取り不能]種類？ ん？なにを提出しましたか。

261 自分の書類。 「自分の書類。」

262 書類？

263 書類，あ

264 書類を出して，で အခ ကအ်လကပ်  က ို  ငပ်ပီေးပ ာ ။ 情報などを提出してから。

265 あ，出して，はい。

266 あ，そうなんだ。



267 その学校に書類を出し，出し，出します。

268 ああ，でもなんか，もうどこ行くとかってもう決まったんですか。 သ ာေးမယ ်ဘယ ်ဘယက် ိုသ ာေးမယလ် ို   ဆံိုေးပြ ထ်ာေးလဲ? 行く，どこ，どこに行くと決めていますか。

269 まだ日本で？ 日本で ဆ ို ာ...င်္ ပနက် ိုလာေး? 「日本で」と言うは…日本をということですか。

270 あまだです。

271 うんうん。え，なんか，日本の，東京とか大阪とか，なんか，どっかこの
辺行きたいなっとかってあるんですか。

  ိုက  ြုလာေး အ ိုဆာကာလာေး ပပီေးပ ာ   ဘယ် ...ဘယပ်ပညန်ယက် ို သ ာေးခ ငလ်ဲ? 東京か，大阪か，それから，どこ…どこの州に行きたいですか。

272 あー大阪，大阪に行きたい。

273 うん。あーそうなんですか。

274 大阪へ行きたい。

275 あ，じゃあ，大阪のほうで，また探して？ အ ိုဆာကာမှာ ရှာပန ာလာေး? 大阪で探していますか。

276 でも，学校，学校の先生は，

277 うんうん。

278 長崎の仕事，

279 うん，あー。

280 紹介しました。

281 あ，そうなん，え，そ，うんうん。

282 でも，私，あ，どこでもいい。

283 あ，そっかそっか。そこ決まりそうなんですか。 ပအာ် အဒဲလီ ိုမ  ြုေးလာေး? あー，そうですか。

284 はい。

285 あ，すごい。どんな，プログラムの情報の会社なんですか。 ဘယလ် ို ပရ ိုင်္ရမ်မငေ်း သံိုေး ဲ  ကိုမပဏလီဲ ? どんなプログラミングを使う会社ですか。

286 あーん，あっあー，私，わた，今もわから，わかりません。

287 うんうんうんうん。

288 Javaの会社だとおも，

289 あ，そうなんだ。

290 思います。

291 へー，そこで仕事をして，またいつかはミャンマー戻ってきたいなと思っ
てるんですか。

အမှဲာ အလိုပ်လိုပ်ပပီေးပ ာ   ခ  နခ်  န ်ပမနမ်ာ ဒကီ ို ပပနလ်ာခ ငလ်ာေး ? そこで，仕事が終わって，いつか，ミャンマー，ここに戻って来たいです
か。

292 いつか，それもわかりません。

293 1回，じゃあ日本行って，まずはちょっと仕事して，

294 はい。

295 勉強したいなって思っ ပထမဆံိုေးက အမှဲာ င်္ ပနမှ်ာ အလိုပ်လိုပ်ပပီေးပ ာ  သငယ်မူယ။် 最初にそこで，日本で，仕事をして，勉強します。

296 はい。

297 あーなるほど。え，長崎だと，長崎ちゃんぽんって知っていますか。 နာကာဆကေီး ဆ ိုရင ်長崎チャンポン မသ ဘေူး။ 長崎だと「長崎チャンポン」，知りません。

298 んー，知っていません。

299 なんか，麺なんですけれども，



300 あー。

301 なんか，野菜とか海鮮とかいっぱい入ってるやつで， ［聞き取り不能］ အသေီးအရ ကပ်   ပပါ ယ။် ［聞き取り不能］ 野菜が多いです。

302 あー。

303 私すごいそれ好きなんですけれども。 私…ကက ြုက ်ယပ်ပါ  ။ 長崎。 「私…」好きだって。「長崎。」

304 はい。

305 そうだな，なんか，昨日，いつだっけな，こないだ，ミャンマーに来てか
ら，少し，長崎ちゃんぽんみたいなのをここのホテルで

ဒကီကာေးထမှဲာ 長崎チャンポン ［聞き取り不能］ ဒပီဟာ် ယမှ်ာ။ この間， 「長崎チャンポン」 ［聞き取り不能］このホテルで。

305 そうだな，なんか，昨日，いつだっけな，こないだ，ミャンマーに来てか
ら，少し，長崎ちゃんぽんみたいなのをここのホテルで

ဒကီကာေးထမှဲာ နာကာဆကေီး ခ နပ် န ် ［聞き取り不能］ ဒပီဟာ် ယမှ်ာ။ この間，長崎ちゃんぽん［聞き取り不能］このホテルで。

306 はい。

307 食べたんですけれども。 စာေးခဲ  ယ။် 食べました。

308 はい。

309 そそそそ。そうだな。なんか，日本に行って， င်္ ပနက် ို သ ာေးပပီေးပ ာ ။ 	 日本に行ってから。

310 はい。

312 そのもちろん，仕事で行くけど，なんか他にやってみたいなこととかあり
ますか。

313 うーん，はい，ありません。

314 今はまだ？

315 今はまだ，

316 うんうんうんうん。

317 ありません。

318 そっかそっか。え，でもその，ミャンマーじゃなくて，なん，いろんな国が
あるんですけど，なんで，

ပမနမ်ာမဟို ဘ် ဲ ပခာေးန ိုငင်ပံ  လရှဲ  ယ ်ရှ ပပမဲ ။ ミャンマーじゃなくて，他の国もあるけど。

319 に，日本を，なんか日本語とか勉強しようと思ってくれたんすか。 ဘာလ ို   င်္ ပနစ်ာက ို ...သ ပ်မကကာေးရဘေူး။ なぜ日本を…あまり聞こえない。

320 なぜ，日本語を勉強しようと思っていましたか。

321 သငယ်မူယလ် ို    ပ  ေးခဲ  ာ။ 勉強すると思いましたか。

322 うーん，まあ，ミャンマーにも，あー，日本の，日本の会社，

323 うんうん。

324 が多くになっています。

325 あー。

326 それで，日本語を選びました。

327 あーそうなんですね。え，日本，今，どんなき，なんかもし，知っている
企業とかありますか。来てる企業で。

キテル企業…သ ပ်နာေးမလညဘ်ေူး။ 「キテル企業…」よくわかりません。

328 来ている企業っていう意味がわからない？

329 はい。 はい。

330 キテル？

331 日本と，なんか，ミャンマーにある日本の企業で，なんか有名な企業と
かってあるんですか。

企業 ဆ ို ာ ကိုမပဏ။ီ နမံညက်ကေီး ဲ  ကိုမပဏပီ  ရှ လာေး ? 「企業」と言うのは，会社。有名な会社とかありますか。

332 企業は？企業は？

333 うんうん。会社。



334 会社。あー会社。

335 うんうん。

336 んー，有名な企業，NTT。

337 あ，NTTとか。

338 NTT DATA。

339 あ，そうなんだ。へー，あ，じゃあ，結構，NTTだと，ミャンマーの人たち
はそこだと，なんか，どん，

အန ် ီ ီလ ို  ဆ ို ာနဲ   ဒပီမနမ်ာလပူ  က ဘယလ် ို ဘယလ် ိုမ  ြုေး ... NTTと言うと，ここミャンマーの人たちはどう，どのような…

340 どんなことしてるんですか。 ဘယလ် ို ဘယလ် ိုမ  ြုေး ဘယလ် ိုအရာပ  လိုပ်ရလဲ? どう，どのような，どのようなことをやりますか。

341 工場？

342 あ，工場。

343 あー。そうなんだ。へー。えっと，ミャンマーの中で，そのプログラミング
とか，

ပမနမ်ာမှာ ပရ ိုင်္ရမ်ေးမငေ်း ပရ ိုင်္ရမ်ေးမငေ်းက။ ミャンマーでプログラミング，プログラミングは。

344 はい。

345 そういう仕事しようと思うと結構少ないんですか。 ဘယလ် ို ဘယလ် ိုမ  ြုေးက ို လိုပ်မယလ် ို   ပ  လ ိုကရ်င ်နညေ်း ယ ်နညေ်း ယ။် どう，どのようなのをやろうと思うと，少ないです，少ないです。

346 はい，少ない。

347 あーそうなんだ。たら，ミャンマーでやるんだったら，ちょっと外出てやっ
たほうが

ပမနမ်ာမှာ နညေ်းပ ာ  အပပငထ် ကပ်ပီေး အလိုပ်လိုပ်။ ミャンマーで少ないから外に出て仕事をします。

348 はい，やったほうがいいです。

349 あーそうなんだ。なるほど，そっか。ミャンマー，そうだね。


