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聞いた素材：協力者と会話相手が日本語で行った雑談の会話相手の発話

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。 တတ ွေ့ရတာ၀မ််းသာပါတယ။်တတ ွေ့ရတာ၀မ််းသာပါတယ။် お会いできて嬉しいです。お会いできて嬉しいです。

2 よろしくお願いします。

3 えと，あらためまして，A［会話相手の名前］と申します。 သ ူ့နမံည ်သ ူ့ရ ူ့နမံည ်ကတတာူ့ A လ  ူ့ တ ေါ်ပါတယ။် その人の名前，その人の名前は，Aと言います。

4 B［協力者の名前］と申します。よろしくお願いします。

5 はい。えと，今日，暑い中，ありがとうございます［笑う］。 နင ်ဒတီန ူ့လာတာက   အမ ာ်းကက်ီး၀မ််းသာပါတယ။် 今日，あなたが来てとても嬉しいです。

6 はい，ありがとうございます。こちらこそ。

7 昨日，少し，昼間，外，いろいろちょっと連れてっていただいたんですけ
れども，

8 はい。

9 ミャンマーって，日差しがすごい痛いですね。 မတန ူ့က မတန ူ့က သ က 昨日မတန ူ့က မတန ူ့က သ က ဒမီမနမ်ာမပည ်

အမပငက်   ဏတလာကထ် ကက်ကညူ့ ် ူ့ပါတယ။်

昨日，昨日，その人は「昨日」，昨日，昨日，その人は，ここミャンマー
の外に少し出てみました。

10 あの，さきほど暑い中っていう言葉がありましたが，聞き取れました
か。

11 အ ပ တယ ်ပ တယ ်ပ တယ ်ဒတီန ူ့ တတာူ့ပ တယ ်暑い，今日は暑い。 あ，暑い，暑い。暑い，今日は暑い。「暑い，今日は暑い。」

12 はい。

13 あ，そうですか，はい。日本は寒い季節なので，

14 はい。

15 こっちミャンマーは暖かい国ので，ちょっと季節が変わるかもしれませ
ん。

16 うんうん。今っていうのは，このいち，ミャンマーの中でも暑い時期なん
ですか。

အ   အ   မမနမ်ာမပညမ် ာ ဒလီအပ ဆံ ်းပါလာ်း ? 今，今ミャンマーは今月一番暑いですか。

17 あ，今，時期，3月と4月は暑い時期です。

18 あ，そうなんですね。

19 はいはい，蒸し暑くなりますので。

20 あーそうなんですね。

21 はい。

22 今っていう時期のことを言いましたけれども，今っていうのは，Bさんの
中では，今月っていうことになりますか。

23 အ.အ... ဒလီက  တမပာတာ  今月のこと。いいですか。 あ，あ…今月のこと，「今月のこと。いいですか。」

24 はい，わかりました。

25 みなさん，あまり，こう肌とか痛くなったりしないんですか。 အ   သ က ဟ  ဟာဘာလ ? အ    い，かの，かの သ မက 

အသာ်းတတ ဘာတတ  မပ ဘ ်းလာ်းလ  ူ့ တမပာပါတယ။်

今，その人，あれ，なんだっけ。今，「い，かの，かの」，彼女は肌とか
は熱くならないのかって言いました。

26 熱くならないかっていうことですが，痛くならないですかって聞いたこと
はわかりましたか。
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27 はい，そうそう。痛くない。はい。はい。はい。အ   သ က ဟ  ဟာဘာလ ?

 အ    い，かの，かの သ မက အသာ်းတတ ဘာတတ  မပ ဘ ်းလာ်းလ  ူ့ 

တမပာပါတယ။်

「はい，そうそう。痛くない。はい。はい。はい。」今，その人，あれ，なん
だっけ。今，「い，かの，かの」，彼女は肌とかは熱くならないのかって
言いました。

28 ああ。

29 いたဘာလ ? ဘ လ  တမပာရမလ ? တမ်းလ  ကတ်ယဆ်  တာ၊ အသာ်း ဟ  ဟာလ  ူ့ 

ဘ လ  တမပာမလ ? က  ယူ့ ်က  ယူ့ရ် ူ့အသာ်းက ဘာလ ? ဟ  ဟာဘာလ ? 

စပ်ဖ င််းဖ င််း မဖစ်တနလာ်းတပါ ူ့။ ヒリヒリしているစပ်ဖ င််းဖ င််း 

မဖစ်［聞き取り不能］

「いた」，何？なんて言うかな。聞いてるのは，肌，ああいうのはなんて
言うかな。自分，自分の肌が，何？あれなんだっけ。ヒリヒリしているの
かって言ってます。「ヒリヒリしている」，ヒリヒリ。［聞き取り不能］

30 はい，わかりました。

31 うん，ミャンマーの，この国の人たちの肌はちょっと，あの，たい，あ
のー，うーん，光を，光に強いという

32 あー，

33 カラーになっているかもしれない。

34 あー，そうなんですね。

35 ですから，そういう，痛くそういうのはならないです。

36 へ―，あ，そうなんですね。なんか，あの，タナカ，

37 あ，ミャンマーでは，その，タナカって木ですね。その木を石の［聞き取
り不能］にのって，

38 うんうん。

39 こうやって，それで，塗るの。

40 うんうん。

41 それは日焼け止めで，

42 うんうん。

43 農業の方，農民のおじさん，農業の女性たち使います。

44 はい。

45 なぜかというと，日当たりにいいので。だって，日のあたりで仕事，働き
ますので，

46 はい。

47 その日当たりを，あの，そういう，隠す，あの

48 おー。

49 守られている。

50 あ，そうなんですか。

51 はい，タナカ，

52 あー。

53 肌にはいい。

54 あ，そうなんですよね。あれ塗ると，ちょっとやっぱ痛い。 ဟ   သ က အ လ   သ  ငါလ  ဒ ီဒ ီဒသီနပ် ါ်းက   လ မ််းလ  ူ့ရ  ရင ်ဘယလ်   ဘယလ်  

 ဘယလ်    စံာ်းရပါလ ?

あれ，その人は，そういう，その人，自分も，この，この，このタナカを
塗ったらどう，どう，どう感じますか。

55 涼しい，痛くないです。

56 えー。

57 涼しい。



58 涼しいんですか。

59 ええ，ちょっとふわふわして［笑う］。

60 へー，あそうなんですか。 ဟ   ဘယလ်  ... ဘယလ်  ... ဘယလ်  လ  ဟ   ဘယလ်  တမပာမလ ? 

တအ်းမမတယတ်ပါ ူ့။ တအ်းမမတယ။်

あれ，なんて…なんて…なんだっけ。なんて言うかな。涼しいですね。
涼しい。

61 はい。

62 それはけっこう観光客の人もつけたりするんですか，あんまりしないん
ですか。

 ရီ်းသ ာ်း ဧည်ူ့သညတ်တ က ဒ ီအ   သနပ် ါ်းက  တလ အသံ ်း အသံ ်းမပြုကကတယ။် 旅行客たちがこの，今，タナカを使っ，使ってます。

63 うーん，今は，昔は，今はそういうタナカのことを化粧？化粧，化粧品と
か，そういう来てたから，

64 はい。

65 もう来てるから，それで使ってるので，だんだん使うことになって，

66 あー，そうなんですね。 ဟ တလ်ာတပါ ူ့တနာ်။ そうですかってことですね。

67 はい。

68 へー。あの，ちなみに，すごくあの日本語お上手なんですけれども。 ဂ ပနလ်  တတာ်တယတ်ပါ ူ့တနာ်။ဂ ပနလ်  ။  はい，いいですか。 日本語が上手って言ってますね。日本語が。「はい，いいですか。」

69 はい，いいえまだ，まだまだ上手じゃありません，はい。［笑う。］

70 え？日本語はずっと長く，勉強されてるんですか。 တအာ် ဂ ပန ်ဂ ပနစ်ာက   ဟ   ဟ  ဟာဘာလ ? အမ ာ်းကက်ီး 

たくさんအမ ာ်းကက်ီးလ ပ်တနတာတပါ ူ့တနာ် ?たくさん。

あー，日本，日本語をあれ，あれなんだっけ。「たくさん」，たくさん，たく
さんやっているってことですよね？「たくさん。」

71 されましたかという意味はなんですか。

72 され，され，されました。အ  ော် ဆ ိုတ  ဂျပနော်စ က ို သငော် သငော်အန 
သငော်အနတိုနော််းဘလဲ ်း? သငော်အနတိုနော််းဘလဲ ်း?

「され，され，されました。」あー，それは，日本語を習って，習っている
ところですか。習っているところですか。

73 あー，はい，わかりました。

74 はい，あの自分でも，自分でも，そういう日本語を

75 はい。

76 忘れないように，

77 はい。

78 頑張ってて。ほかの人にも，そういう日本語を彼らに知らせたいことが
ありますから。

79 あー，そうなんですね。 ဟ တတ်ာတပါ ူ့တနာ်။ そうですね。

80 ちなみに，日本には行ったことあるんですか。 ဂ ပနက်  သ ာ်းဘ ်းလာ်း? 日本に行ったことがありますか。

81 はい，日本に行ったことあります。

82 あー，え，いつぐらいに行かれたんですか。 ဘယတ် န််းကသ ာ်း  ူ့သလ ?  いつ。 いつ行ったことがありますか。「いつ。」

83 すみません。今の行かれたんですかっていう言葉なんですけれども，
どういう意味ですか。

84 ［聞き取り不能］စ ကာ်းက သ ာ်း သ ာ်းဖ ်းသလာ်းတပါ ူ့တနာ်။ သ ာ်း 

သ ာ်းဖ ်းတယက်   ဘယလ်  တမပာမလ ? သ ာ်းဖ ်း…

［聞き取り不能］話は，行く，行ったことありますか。行く，行ったことあ
るって，なんて言うかな，行った…

85 はい。

86 えーいつぐらいの，昔で，すごく子供のころね，

87 あー。

88 66年ぐらい，



89 あ，そんなに。

90 父と家族，父のファミリーで，

91 あー。

92 そのとき行ったんです。

93 あ，そうなんですね。そのときは結構長くいらっしゃったんですか。 န စ်ကကာကကာတန  ူ့သလာ်းလ  ။ 長くいましたかって言ってます。

94 そのとき，そのときは，あの，うーん，5年間。

95 あ―。

96 また帰ってきて，

97 はい。

98 はい。

99 じゃ結構行ったり来たり，ずっとされてたんですか。 သ ာ်းလ  ကလ်ာလ  ကလ် ပ်တနလာ်း။ 行ったり来たりしていますか。

100 はい，そうです。

101 へー。

102 行って帰ってきて。

103 あ，そうなんですね。そうしたら学校も，日本とミャンマー，両方通ったり
してたんですね。

တက ာင််း တက ာင််းက  လည််း သ ာ်းလ  ကလ်ာလ  ကတ်ပါ ူ့တနာ်။ 学校，学校も行ったり来たりって言ってますね。

104 学校，もうちょっと，父が，その，あの，大使館の，大使館で勤めてて，
それから5年間のあと仕事を繰り返して，

105 はい。

106 ほかの，こちらの仕事に入ったので，それから日本にちょっとずっと

107 あ，

108 行ったりしてね，はい，また若くなったときは1回。はい。

109 あーなるほど。日本はちゅう，小学校とか，中学校とか。 မ လတန််းအထ  တက ် ူ့လာ်းတ ူ့။ 小学校まで通ったかって言ってます。

110 今の質問は小中学校？小学校？

111  小学校。 「小学校。」

112 あ，日本であの，中，小学校ぐらい，

113 あー。

114 その学校はあの，C［小学校の名前］，D［小学校の場所］の，Cで，勉
強しました。

115 そうなんですね，へー。

116 はいはい，勉強しました。

117 そうなんですね。そのころから日本語使って，ちょっと，今もずっと続け
て，

တအာ် သ က ဘာလ ? ဆကပ်ပီ်းတတာူ့ စာတတ ဘ လ ပ်တနလာ်းတ ူ့။ あー，その人，何？続けて勉強だけをしているのかって言ってます。

118 はい，続けて。

119 あーそうなんですね，へー。

120 今はお仕事でも日本語を使われてるんですか。 အ  လ  စာသငတ်နလာ်းတပါ ူ့တနာ်။ 今も勉強を習っていますかって言ってますね。

121 続けてっていう単語が出てきたんですけれども，聞き取れましたか。

122 はい。続けてဆ  တာ "ဆက ်ဆက၍် ဆကဆ်က၍်"  ဆကလ်က၍်။ 「はい。続けて」というのは［翻訳不能 ］続けて。



123 はい，わかりました。

124 はい，今はあの，今日本に行くじゅ，あ実習生さん

125 はい。

126 たちを教えています。

127 あ，実習生が日本に行く前に，少し教えて ဟ  ဟာ သငတ်ပ်းတယ။် အနည််းငယ ်သငမ်ဖစ်တယတ်ပါ ူ့။ 教えています。少し教えていますね。

128 実習生が日本に行く前にっていう話だったんですけど，聞き取れました
か。

129 ဂ ပနက်   ဂ ပနက်   မသ ာ်းမီစပ်ကကာ်းမ ာ။  日本語。間に教えてます。 日本に，日本に行くまでの間に。「日本語。間に教えてます。」

130 はい，わかりました。

131 あ，はい，そう，教えています。

132 あー。

133 私は，あの，日本，日本語を，あの自分の，自分が勉強

134 うんうん。

135 した日本語を広げるように，みなさんには

136 うんうん。

137 そういう人たちを教えたい気持ちが入っています。

138 あー。

139 だから，あの，先生，先生になって教えています。

140 あーそうなんですね。すごいですね。

141 はい。

142 えとなんか，日本語を教えるときに，

143 はい。

144 か，最初全然できない子たちに，さ，何から教えるんですか ဂ ပန ်ဂ ပနစ်ာက  ပထမဦ်းဆံ ်းသငလ်  ူ့ရ  ရင ် 

ဘယဟ်ာကစပပီ်းသငတ်ပ်းပါသလ ? သငတ်ပ်းပါသလ ?

日本，日本語を最初に教えると，何から初めに教えてあげますか。教
えてあげますか。

145 え，もう一度？

146 教えるときに，

147 はい。

148 話し，話すことから教える，書くことから教える。 အစဦ်းဆံ ်း သငရ်င ်တမပာတာက  အရငသ်ငသ်လာ်း ? 

တရ်းတာက  အရငသ်ငသ်လာ်း?

最初に教えるときに，話すことを先に教えますか。書くことを先に教え
ますか。

149 最初あの，日本の文字ね，

150 はい。

151 あいうえお，を最初に覚えるように，

152 はい。

153 あの，教えます。

154 あー，そうなんですね。

155 はい，ひらがなとかね，



156 はい。

157 ひらがな終わったときはカタカナ。それであの，日本語の，あのがぎぐ
げごってありますよね。

158 はい。

159 それを，音，あの発音ね，発音が変わるっていうことも教えます。

160 あー。

161 はい。それでその教えた音を，耳でよくわかるように，

162 うんうん。

163 なん度もなん度も，そういうのを聞かせます。

164 うんうん。発音のそこの濁音が，難しいんですか。 発音 ဆ  တာ ဘာလ ? ဒ ီဒ ီအသထံ ကရ် ူ့  発音 ဆ  တ ူ့ အသထံ ကတ် ူ့ 

အသထံ ကတ် ူ့ အသထံ ကက်    ဘယလ်  တမပာရမလ ... အသ ံ

အသထံ ကပံ် ထ ကန်ည််းက   仕方သ  သ  သ တအာငအ်ရငလ် ပ်တာလာ်း? 

သ တလာကတ်အာငတ်ပါ ူ့။

「発音」っていうのは，何？この，この「発音」の，発音の，発音の，発音
を，なんて言うかな…声，声の出し方を。「仕方」。わ，わ，わかるように
先にすることかな。わかるように。

165 さきほどAさんから，濁音っていう単語が出てきたんですけれども，濁
音はどういう意味ですか。

166 あ，濁音。はい，はい。တအာ် 濁音ဆ  တာ တမပာတာ အသရံ ူ့ 

အသတံမပာင််းတာတပါ ူ့။音の，濁音は，その文字のかわ，変わるしるし。

「あ，濁音。はい，はい。」あー，濁音っていうのは，言ってるのは， 声
の，声が変化することですね。「音の，濁音は，その文字のかわ，変わ
るしるし。」

167 わかりました。

168 あの生徒たちが？

169 うんうんうんはい。

170 そうです。そうです。生徒たちは，その発音の難しくなくて，耳の聞こえ
がね，ちょっとね，

171 あー聞こえるのが難しい。

172 ちょっと，音，はい。

173 聞きわけられない。 နာ်းတထာငတ်ာ န န  ကတ်ယ။် နာ်း နာ်းတရ နာ်း၀ငမ်ဝတာတပါ ူ့တနာ်။ 聞くのが少し難しい。き，聞き，聞きなれないことですね。

174 聞きわけない。

175 あの，聞きわけっていう単語が出てきましたけれども，どういう意味で
しょうか。

176 聞きわけって，聞きわけဆ  တာ အကကာ်းအာရံ တပါ ူ့။ 「聞きわけって，聞きわけ」っていうのは聴覚ですね。

177 聞くことについてですか，はい。

178 あーそうなんですね，なるほど。やっぱりひらがなとかって，すごいミャ
ンマーの文字って，丸い感じでかわいい文字だと思う。

ဒ ီဒဟီ ရဂန ကကတတာူ့  သ တ  ူ့ရ ူ့ပံ သဏဏ ာနက် လံ ်းတနတယတ်ပါ ူ့တနာ်။ この，このひらがなだと，彼らの形が丸い形ってことですね。

179 うん？もう一度？

180  ミャンマーの文字のちょっと似ている。の文字と。はい。  「ミャンマーの文字のちょっと似ている。の文字と。はい。」

181 あのさきほど，ミャンマー語は丸いっていう話をしてたんですけど，それ
はどういうことですか。

182 はい。မမနမ်ာစာလံ ်းက  လံ ်းတနတယ် လံ ်းတယတ်ပါ ူ့။ 

まる。まる。丸とか，水，水とか。はい，はい。

「はい。」ミャンマー文字は，丸くなってます。「まる。まる。丸とか，水，
水とか。はい，はい。」

183 それがひらがなと似ているっていうことですか。

184 တ တယ။် はい，はい。ဟ တတ်ယ။် 似てます。「はい，はい。」そうです。

185 あ，はい，わかりました。

186 ただひらがなは，まる，生徒たちに，あのひらがなはまる，



187 うんうん。

188 カタカナは，あの，がい，あの英語みたいな，先祖が入っているのを，
みんなに教えます。

189 あー。

190 はい，比べるように。

191 あ，違いが

192 違いが，その違いを教えて。

193 はい。

194 これは外国方たちに使うときは，カタカナ使って，

195 うんうん。

196 ミャンマー，日本の国内たちはひらがなを使う，っていうのも，

197 おー。

198 私は教えます。

199 あーそうなんですね。 ဟ တလ်ာ်း? ဟ တတ်ယ။် ဟ တလ်ာ်းတ ူ့။ そうですか。そうです。そうですかって言ってます。

200 はい。

201 えなんか，やっぱり最初，ひらがなと漢字と，

202 はい。

203 両方あって，やっぱ漢字読み方，いっぱいあるんじゃないですか。  န််းဂ  ရ ူ့ ဖတပံ် ဖတန်ည််းက အမ ာ်းကက်ီးရ  တယ။် 漢字は読み方がたくさんあります。

204 はいはい。

205 最初は，なんか1個だけまず教えたりするんですか。 တလံ ်း  င််းစီက  ဘ  ရ င််းမပသလာ်း? 1文字ずつ説明しますか。

206 1個だけっていう意味はなんでしょうか。

207 1個だけဆ ိုတ 1つの，1つの漢字のこと，と思います。 「1個だけ」というのは，「1つの，1つの漢字のこと，と思います。」

208 あ，1つの漢字のこと。わかりました。

209 はい，最初はあの漢字を1個覚えるように，

210 うんうん。

211 それはいちがいち，いち，いちにも

212 うんうん。

213 その意味の，そういう言葉あるので，1つ，2つとか，1人とか，

214 あー。

215 そういう教えます。 漢字の何？意味は，いろいろあります。1つの字でも，音，意味はいろ
いろあるっていうことです。အဓ ပပါယက်  တနာ်။

「漢字の何？意味は，いろいろあります。1つの字でも，音，意味はいろ
いろあるっていうことです。」意味ですね。

216 1つの漢字にも読み方がいっぱいあるじゃないですか。今の話だと，そ
ういう漢字を教えるとき，最初は読み方を全部教えずに，1つの漢字に
は1つの読み方だけ教えるっていうことでしょうか。

217 ဟ  ဟာ ဒ ီန််း  န််းဂ  က   ဘယလ်  တမပာရမလ ? တ    ...ဘာလ ? ဒဦပမာ ဒဦစစာ

 ၄ ဆ  တ ူ့ဂဏန််းတပါ ူ့တနာ်။  よん，よん。၄ ဆ  ရင ်တ  မဖစ်သလ    

တ  လ တမပာလ  ူ့ရတယ။်

あの，この漢，漢字をなんて言うかな。何か…何？このたとえば，これ
が4という数字ですね。「よん，よん。」4だと1つになるように，1つとも言
えます。



218 うーん。たとえば，にちっていう漢字は日本っていう単語にもなるし，日
にもなる。そういう漢字を教えるときに，日本だけ教えるか，日も一緒に
教えるか。

219 えー，えー，日本，日本，ひと，にちで，そういうの教えます。2つ。は
い。はい。

「えー，えー，日本，日本，ひと，にちで，そういうの教えます。2つ。は
い。はい」。

220 2つ教えますか。はい，わかりました。

221 なるほど。だいたい，ここで教えるときっていうのは，あの日本語検定
の，だいたいなん級ぐらいまでのレベルで教えるんですか。

ဟ   ဒမီ ာသငလ်  ူ့ရ  ရငတ်လ ဘယလ်ယဘ်ယတ်လက   အရငသ်ငမ် ာလ ? え，ここで教えるとどのレベルを先に教えますか。

222 日本語検定っていう単語はわかりますか。

223 ケンテーဆ  တာ အရညအ်  င််းလာ်းမသ ဘ ်း။ 「ケンテー」っていうのは，経験かな。

224 ケンテーっていうのは，経験っていうことですか。はい。

225 うーん，私は今あの，Nファイブと，

226 うんうん。

227 Nよん，あの

228 それぐらい，できるようになってから，みんな日本に行くっていう感じな
んですか。

အ ဒါ တတလ်  ူ့ရ  ရင ်သ ာ်းတတာူ့တပါ ူ့တနာ်။ それができるようになったら行くんですね。

229 そうですね，そう。

230 あーなるほど。実習生っていうのは，どんな実習で行く人が多いんです
か。

実習生ဆ  တာ ဘာလ ? 実習生 ဟ  ဟာတပါ ူ့ 

အလ ပ်သင.်..အလ ပ်တတကအမ  ြု်းမ  ြု်းရ  တယတ်ပါ ူ့။

「実習生」っていうのは，何？「実習生」あれね。実習…仕事がいろいろ
ありますね。

231 実習生の仕事ですか。

232 はい。

233 実習生の仕事は，前，昔，前はあの，決めた，自分が選ばないで，

234 で，Aさんは，実習生はどんな仕事で行っていますかっていう質問だっ
たんですけど，それはどういう意味ですか。

235 အလ ပ်လာ်း။ 仕事。 仕事かな。「仕事。」

236 どんな仕事で行っていますかっていう意味はなんでしょうか，ミャンマー
語で。

237 တမ ာ်း ဘယလ်  တမပာရမလ ? မမနမ်ာလ   ဟ   ဘယလ်   

ဘယလ်  အလ ပ်အတနန ူ့သ ာ်းလ ? ဘယလ်  အလ ပ်...သ ာ်းလ ?

他の，なんて言うかな、ミャンマー語で，え，どんな，どんな仕事として
行きますか。どんな仕事…行きますか。

238 あ，はい。

239 うんうん。

240 たとえば農業とか，

241 うんうん。

242 農業，あと食料，そういう，あの，工事とか，

243 うーん。

244 今は選べられる。あの，弁当を作る

245 あー，

246 工場とかね，そう行かせて。福井県，福井にある，あの，とりの，なに？
やるものとか。

247 うんうん，結構今，種類も多く ဘာလ မသ ဘ ်း။ ဘာ...それは。 何かわかりません。何…「それは。」



248 多くなっている，はい。

249 種類が多くなっている，で，それはミャンマー語にしたらどういうことで
しょうか。

250 多くなるってゆった。はい。種類。ဟ  ဟာဘာလ ? အမ  ြု်း 

အလ ပ်အမ  ြု်းမ  ြု်းတပါ ူ့။

「多くなるってゆった。はい。種類。」あれなんだっけ。いろ，仕事がいろ
いろ。

251 あーそうなんですね。えーと実習で行くと，私あまり詳しくないんですけ
ど，何年ぐらいみんな行くんですか。

ဘယန် စ် န စ်တလာကရ်သလ ? အလ ပ်တပါ ူ့တနာ်။ 何年，何年もらえますか。仕事を。

252 実習生さんたちは3年間

253 うんうん。

254 にして，また1回ミャンマーに戻ってきますっていう。

255 あーそうなんですね。そこで，

256 もう，まだ，行くつもりだったら，行くつもりだったら，もう1つのエージェン
トに

257 うんうん。

258 つなげて。たとえばあの，たとえば，実習生が3年間向こうで，

259 うん。

260 あのちゃんと実習しました，という証明

261 あー

262 証明持ってきて，それを，それであの

263 うんうん。

264 新しいエージェントに行きます。

265 あーそうなんですね。また，そのまま仕事はもう1回 そのまま。ဒတီ  င််း ဒတီ  င််းသ ာ်းကကတယတ်ပါ ူ့။ 「そのまま。」そのまま，そのまま行きます。

266 もう1回。

267 あー。

268 仕事は前の仕事じゃなくて，新しい仕事に変わります。

269 新しいの，あーそうなんですね。そのまま戻ってきて，その学んできた
ことで，ミャンマーでそのまま仕事する人っていうのも，結構多いんです
か。

ဒမီ ာအလ ပ်တတ လ ပ်ပပီ်း ဟ  မ ာလ ပ်လာတ ူ့က စစတတ က   

ဒမီမနမ်ာမပညမ် ာမပနပ်ပီ်းတတာူ့ အလ ပ်တတ လ ပ်ကကလာ်း ?

ここで仕事をして，その仕事をミャンマーに帰って来てからもしますか。

270 あ，そうですね，その3年間向こうで仕事して帰ってきて，

271 うんうん。

272 たとえば自分の村，自分の故郷とかに，

273 うんうん。

274 あの，たとえば，あのーお店開いたり，そういう

275 あー。

276 ことがあります，親にね。

277 あーたとえば，自分で学んできたことで，

278 学んできて，

279 お店開いて， က  ယသ်ငလ်ာတ ူ့ဥစစာတတ က   ဒမီမနမ်ာမပညမ်ပနပ်ပီ်းတတာူ့ ဖ င်ူ့တာတပါ ူ့။ 

လ ပ်တာ။ ဆ  ငဖ် င်ူ့တာတပါ ူ့။ အလ  မ  ြု်း။

自分が習ってきたものを，ミャンマーに戻って，お店を開きます。作りま
す。お店を作ります。そういう感じです。



280 開いたり，

281 あーそうなんですね。えーと，お店開いたりするとき，結構，みんな自
分のやっぱ住んでたところに戻って，

မ မ ရ ူ့ မ မ တဒသက  မပနပ်ပီ်း အလ ပ်လ ပ်ကကတယတ်ပါ ူ့။ 自分の，自分の住む地域に帰って仕事をするんです。

282 はい。

283 あーそうなんですね。あーそうなんですね。ここのヤンゴンとか，都市で
やるっていうより，やっぱり自分の住んでるところの近くで，みなさんや
るんですか。

ဒသီ ူ့ရ ူ့ တဒသရ ူ့ အန်ီးအနာ်းမ ာဘ  လ ပ်ကကတာလာ်းတပါ ူ့။ この，その人の地域の近くだけでやるんですかって言ってますね。

284 そうそう。

285 ヤンゴンっていうより自分の住む地域の近くで，ということですか。

286 ヤンゴンに。ヤンゴンのことです。はい。たとえば，ヤンゴンの人は日本
で，あの働いてまた帰って来たとき…。
မမနမ်ာလ   ရနက် နမ် ာရ  တ ူ့လ ကကတတာူ့ ရနက် နမ် ာမပနပ်ပီ်းတတာူ့  ဟ  ဟာဘာလ ?

 ဆ  ငတ်တ ဖ င်ူ့ကကတယတ်ပါ ူ့။

「ヤンゴンに。ヤンゴンのことです。はい。たとえば，ヤンゴンの人は日
本で，あの働いてまた帰って来たとき…。」ミャンマー語で，ヤンゴンに
いる人だと，ヤンゴンに戻って，何だっけ。お店を開きます。

287 うん，はい。

288 あーそうなんですね。結構やっぱミャンマーってずっとみなさん家族で。 မမနမ်ာမပညက်ကကတတာူ့ အက နလ်ံ ်းက မ သာ်းစ တနန ူ့ ၊ မ သာ်းစ အတ ကဘ် ၊ 

မ သာ်းစ အတ ကက်   ဦ်းစာ်းတပ်းပပီ်း လ ပ်ကကတာတပါ ူ့။

ミャンマーだと，みんなが家族と一緒で，家族のためだけ，家族を優先
してやります。

289 そうですね，ミャンマーではみんな，あの今まで，今も，あのみんな家
族みんなで，勤めているのですね。

290 うんうん。

291 だから，家族のためとか，自分のためじゃなくて，

292 うんうん。

293 さっきAさんが，ミャンマー人は家族でって話してたじゃないですか。そ
れでBさんは家族のためにというお話をしたんですけれども，家族でっ
ていう言葉だけで，そういう内容まで推測できるんですか。

294 はい。はい。家族で。ဟ  ဟာဘာလ ? သ တ  ူ့ရ ူ့ အတတ ်းအတ ေါ် တပါ ူ့?

မ သာ်းစ အတ ကဘ် ဆ  ပပီ်းစဉ်းစာ်းတာ 

မ သာ်းစ အတ ကဘ် စဉ်းစာ်းတယတ်ပါ ူ့တနာ်။ မ သာ်းစ ။

「はい。はい。家族で。」あれ，なんだっけ。彼らの考えですね？
家族のためだけっていう考えは，家族のためだけを考えているというこ
とです。家族。

295 なぜそういうことを考えましたか。家族で，だけで。

296 မ သာ်းစ  ဘာလ ? ဟ  ဟာ ဟ  ဟာ ဘာလ ? မ သာ်းစ က   ဘာလ ? 

ဘယလ်  တမပာရမလ ? စ တ ် မ််း 幸せにစ တ ် မ််း သာတအာင ်

လ ပ်တပ်း  ငတ်ယတ်ပါ ူ့။

家族，何？あれ，あれ何？家族を何？なんて言うかな。幸せに，幸せ，
「幸せに」してあげることです。

297 はい。

298 あの親はね，あの，こちらの人たちの心は，あの，親が，育てるのは
ね，

299 うん。

300 小さいごろから大きくなるまで，それを恩返しとかしたい

301 うん。

302 生徒もあります。

303 あーそうなんですね。やっぱりちょっと日本で，ミャンマー人の子に，何
人か会ったんですけれども，

သ က ဂ ပနလ် မ  ြု်းတတ က  တတ ွေ့   ူ့တယတ်ပါ ူ့တနာ်။  

何？日本人何？［聞き取り不能］さん，ဘာတမပာတာလ ?

その人は，日本の人たちに会ったことがあります。「何？日本人何？
［聞き取り不能］さん，」なんて言ったんですか。

304 はい。

305 あ，日本で何人かと，ミャンマー人と会ったことがある，という話。

306 သ ကတတာူ့ မမနမ်ာလ မ  ြု်းတတ န ူ့တတ ွေ့   ူ့ ဘ ်းတယတ်ပါ ူ့။ その人は，ミャンマーの人たちと会ったことがあります。



307 そうですね，はい。

308 やっぱその子たちも，いつか戻ってきて，その国に帰って仕事したいっ
ていうのを話して聞いたので，はい。

အ ဒလီ   တတ ွေ့တ ူ့အ ါ အ ဒမီမနမ်ာလ မ  ြု်းတတ က 

မမနမ်ာမပညက်  မပနပ်ပီ်းတတာူ့အလ ပ်မပနလ် ပ်မယလ်  ူ့ အလ  ကကာ်းရပါတယ။်

そうやって会ったとき，そのミャンマーの人たちは，ミャンマーに帰って
また仕事をするって，そう聞きました。

309 なるほど。

310 そうですね，そうか。そこがすごく，みんななんか今大変だけど，

311 はい。

312 その，帰ってやるために，みんな頑張って今勉強しているっていうのを
聞いてて

သ ကတတာူ့ သ ကတတာူ့ ဘာလ ? အ ဒအီ   န ်

မမနမ်ာလ မ  ြု်းတတ ကကက ြု်းကက ြု်းစာ်းစာ်းန ူ့လ ပ်တနကကတယ။်

その人は，その人は，何？そのとき，ミャンマー人たちは一生懸命に
やっています。

313 はい，嬉しいです。

314 それは日本で仕事をしているということですか。

315 はい。 「はい」。

316 はい。

317 そうですね。だから，私も，だから日本語を

318 うんうん。

319 覚えさせたいというのは，向こうの，向こうの生活とか

320 うんうん。

321 向こうの学んだものを，ミャンマーに広がって

322 うんうん。

323 させたい気持ちがあります。

324 あーすごいですね。

325 自分，自分1人じゃなくて，みんなね

326 うんうん。

327 みんな全員がそうやれば，ミャンマーもそういう発展，そういう，なると
思います。

328 うんうん。

329 1人じゃなくて，全員がね

330 うんうん。

331 そういう心あれば。

332 今この実習生とかに教えてるとおっしゃってたんですけど， အလ ပ်သငတ်တ က  သငတ်နတယလ်  ူ့ကကာ်းရပါတယ။် 実習生に教えていると聞きました。

333 はいはい。

334 なんかその，一緒にその子たちと日本に行って，なんか少し面倒を見
たいとか，あんまそういうのはしないんですか。

သ တ  ူ့ရ ူ့  တရာကထ်ာ်းရင ်တာ၀နတ်တ က   ကကည်ူ့န  ငတ်ာလာ ? 彼らが着いたら，面倒を見ることはできますか。

335 はい。

336 あー。

337 自分たち，なんでも，向こうで。私のところに勉強，あの学んだ生徒たち
は，エージェントに行って，

338 うんうん。



339 たとえば，あのJLPTあの，能力試験を

340 はいはい。

341 合格したとか，そのエージェントに行って仕事する，っていうこともあり
ます。

342 あーなるほど。えー。なんか昔，その日本と行き来をよくしていたとおっ
しゃってたんですけど，

行き来するအ ဒါဘာလ ? 「行き来する」，これ何かな。

343 んー。

344 exit လာ? exitかな。

345 あー。じゃあ，次聞いてみましょうか。

346 はい。

347 さい，最近は行かれましたか，日本。

348 あのー

349 最近日本に行きましたか。

350 はいはい。

351 あー。

352 はい。

353 いつぐらいに行ったんですか。 ဘယတ် န််းကသ ာ်း  ူ့တာလ တပါ ူ့တနာ်။ いつごろに行きましたか。

354 最近っていう単語の意味はなんでしょうか。

355 最近は新しい建物が建ってたっていう意味です。最近。はい。 「最近は新しい建物が建ってたっていう意味です。最近。はい。」

356 いつぐらい，こど，子ども，6歳ごろですね。

357 あーえと，子どものころ行って，

358 はい。

359 今大人になってから最近だと， 最近 ဆ  တာ ဟ  ဟာ ဘယတ် န််းက သ ာ်း  ူ့သလ တပါ ူ့တနာ်။ いいですか。 「最近」というのは，あの，いつ行ったかってことです。「いいですか。」

360 最近1回

361 行きました。

362 行きました。

363 結構ずっとしてました。

364 ずっとしてました。はい。そうしたら，あの，私は今，日本はだんだん，
発展

365 うんうん。

366 いっぱいなったと思います。

367 あー。

368 発展になってますね。変わったところがありますね。

369 あー。行くとき，どの辺に，最近だと，行ったんですか，日本。 အ ဒသီ ာ်းတ န််းက ဘယတ်နရာတတ တရာက ် ူ့လ တပါ ူ့တနာ်။ その行ったときにどこに行きましたか。

370 あー東京ですね。

371 あーやっぱ全然，変わりましたか。 အရမ််းက   တမပာင််းလ သ ာ်းပါတယတ်ပါ ူ့တနာ် ? すごく変わりましたか。

372 東京変わると思いますね［笑う］。



373 東京だと，なんか，これおいしかったとか。 တ  က  ြုဆ  ရင ်ဘယအ်စာ်းအတသာကတ်တ  ဘာတတ တကာင််း  ူ့လ ? 東京ならどんな食べ物，何がよかったですか。

374 私すごいお魚，お寿司とかがすごい好きなんですけど。 သ ကတတာူ့ စ ရ ီ ကက ြုကတ်ယ။် その人は，寿司が好きです。

375 あー私も，お寿司とか，うん，刺身とかね［笑う］。

376 あー。


