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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。 ကညူစီ ေါင့််စ  ှောကစ်ပေးပေါ။ ご協力をお願いいたします。

2 よろしくお願いします。

3 A［会話相手の名前］といいます。よろしくお願いします。  ကှောေးစ ေးချငလ်  ့်  ကညူစီ ေါင့််စ  ှောကစ်ပေးပေါ။ 話を聞きたいので，ご協力をお願いいたします。

4 はい。

5 お名前，うかがってもいいですか。 န ံယ ်ဘယလ်  စခေါ် သလဲ ? 名前はなんと呼びますか？

6 あ，B［協力者の名前］，Bと申します。

7 あの一番この前の，あのーAさんが，Aといいますと言ってたんですけ
ども，これなんだと思いましたか。どういう意味だと思いましたか。

8 Aって? အဒဲေါ ဟ   စ ေးချငတ်ယ ်ဘှော ... 聞きたいことがあります。 「Aって?」それは，あの，聞きたいです。なん…「聞きたいことがありま
す」。

9 あります。はい，わかりました。次お願いします。

10 B…

11 B。

12 B。

13 はい。

14 よろしくお願いします。

15 はい，よろしくお願いします。

16 えと，ちなみに，今日この

17 はい。

18 今持ってきてもらっている本 あのယလူှောတဲ့် ှောအ ပ်က ... 「あの」，持って来た本が…。

19 はい。

20 これ，普段使ってる辞書なんですか。 普段ဆ  တှော သံ ေးစနတဲ့် ဟ  ဟှော  ှောအ ပ်လှောေး ? 「普段」っていうのは，使っている，あれ，本ですか。

21 あ，そうなんです。

22 あーこの下の，すみません，本に

23 はい。

24 さん，日本語検定の3級って書いてあるんですね。

25 はい，そうです。

26 今，勉強中なんですか。 စအှောက ် ှော   တဲ့် ှောအ ပ်က ၃ လယဗ်ယ ်၃ လယဗ်ယလ်  ့် 

စ ေးထှောေးတှောဆ  စတှော့်  အခ  ဟ  ဟှော ဂျပန ်ှောက  စလ့်လှောစနတှောလှောေး ?

下にある本がレベル3，レベル3って書いてあるのは，今，あの，日本語
を勉強しているんですか。

27 はい，そうなんです。あの，日本で，3年間働いて，あの

28 うん。
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29 もう1回，行くことなんですから，

30 うんうん。

31 今日本語を続けて勉強しています。

32 あ，もう，1回，日本に3年間行ってたんですか。 စနှောကတ်ကက  ် ဂျပနက်   ၃ န  ်သ ှောေးအ နေ်း  ှောလှောေး ? もう１回，日本に3年行くんですか。

33 はい，そうなんです。

34 あ，仕事で行ってたんですか。 အလ ပ်နဲ ့် သ ှောေးခဲ့်တှောလှောေးတဲ့် ဂျပနက်  ?။ 仕事で行ったんですかって言ってます，日本に。

35 その前に，3年間行ったんですかっていう言い方があったんですけど
も，どういう意味でしょうか。

36 အတဲှော ဂျပန ် ှော ၃ န  ်အလ ပ် လ ပ်ခဲ့်တှောလှောေးလ  ့် စ ပှောတှော။ それは，日本で3年仕事をしたかって言いました。

37 あ，はい，わかりました。

38 はい，仕事なんです。C［会社の名前］で働いたです。

39 あ，C。

40 はい，そうなんです。

41 へーそこでどんな仕事してたんですか。 C   ှော ဘှောအလ ပ်လ ပ်ခဲ့်တှောလဲ ? Cで仕事をしていたんですか。

42 あの，Cのあのしょうをそめるとか， 協力者の「しょうをそめる」という発話
は，「腸を詰める」という意味だと思
われる。

43 うん。

44 あの型に肉入れてとか，

45 うんうん。

46 あのがえよう肉を，あの，私があの，水とかいろいろ入れて 協力者の「がえよう肉」という発話
は，「加工用肉」という意味だと思わ
れる。

47 うんうん。

48 あの，ねれ，練ることなんです。

49 へーあ，そうしたら，そこで3年間働いて，今戻ってきて， အဒဲ ီ ှော ၃န  ်လ ပ်ပပီေးစတှော့် အခ  ပနလ်ှောတှောလှောေး ?  ပနလ်ှောပပီေးစတှော့်။ そこで3年やって，今帰って来たんですか。帰って来て。

50 はい。

51 今こっちではなにか仕事してるんですか。 အခ ဒ ီ ှော ဘှောအလ ပ် လ ပ်စနလဲ ? 今，ここで何の仕事をしていますか。

52 あ，今，あのーあのー，し，あし，し，しりたい，あ，しあい，しりあいあの
先生の

53 うんうん。

54 あのパートナー，先生のあのシェア，いっしょやる人，会社いっしょやる
日本人の娘に，私が日本語を教えています。

55 あ，日本語を教えてるんですか。 ဂျပန ်ှောက   သငစ်ပေးစန လှောေး ? 日本語を教えているんですか。

56 はい，そうです。でも，子供はあのごにん，ごねんです，5人です。

57 5人？

58 はい，5人で。

59 5人もいるんですね。

60 はい。

61 へー。なん，何歳ぐらいの，人に教えて

62 あの，5歳です。



63 あ，5歳の စအှ်ော ၅ စယှောက ်   တှောလှောေး ? ခစလေးက ၅ စယှောက ်   တှောလှောေးတဲ့်။ 

 ှောသငစ်နတဲ့်ကစလေးက အသကဘ်ယစ်လှောကလ်တဲဲ့်။

あー，5人いるんですか。子供5人いるんですかって言ってます。勉強を
習っている子供が何歳ぐらいですかって言ってます。

64 はい，子供はあのミャンマー人，あー

65 うんうん。

66 日本人はミャンマー人と結婚して，子供は日本語だけしゃべられる。だ
から，

67 うん。

68 今日本語を，あの私から，あの，教えるもる，もらうことなんです。

69 あー。

70 そうです，私が教えてあげます。

71 あーそう。

72 1週間にあの3回ぐらい，あの，あー1回に1時間ぐらい，教えます。

73 あー。

74 あいうえとか，あの，あー，いくらあるのをあの考えることとか，

75 うんうん。

76 いろいろ説明します。

77 あ，そうなんですか。 အဒဲလီ  လှောေးတဲ့်။ そうですかって言ってます。

78 今その子は，結構ミャンマー語と日本語と，両方話して。 စအှ်ော အဒဲကီစလေးက ミャンマー語 စကှော   န ်ှော ကှောေးစကှော 

ဂျပန ်ကှောေးစကှော စ ပှောန  ငတ်ှောလှောေး ?

あー，その子供は「ミャンマー語」も，ミャンマー語も，日本語も話せま
すか。

79 しています。

80 うんうん。

81 でも日本語のほうが

82 つ…。

83 子供はもっと話しています。

84 あ，日本語のほうが上手ですね。

85 はい，そうです。

86 あーそうなんですか。 ဂျပန ်ှော စတှ်ောလှောလှောေးတဲ့်။ 日本語が上手ですかって言ってます。

87 はい。だから，あのーおか，おじいさんじゃなくて，

88 うんうん。

89 あの，あ，父はあの日本語もっとうまいたいですから，

90 うんうん。

91 子供は今から勉強しています。

92 あーそうなんですね。

93 ええ。

94 日本語を教えてて，今，でもここちょ，3級のあったんですけど， အခ  ဂျပန ်ှောက   သငစ်နတယဆ်  စပ ဲ့်။ ၃ လယဗ်ယဆ်  စပ ဲ့်။ 今，日本語を教えていると言っても。レベル3と言っても。



95 はい。

96 全然もっとすごい上手な感じがします。 ၃ လယဗ်ယထ်က ်ပ  စတှ်ောတယလ်  ့် ထငတ်ယတ်ဲ့်။ レベル3より，もっと上手だと思うって言ってます。

97 はい，ありがとうございます。［笑う］

98 これ，ちょっとさっき，あの日本に3年間行ってたって言ってたんですけ
ど，

ဂျပန ် ှော ၃ န  ် စနခဲ့်ပပီေး .. 日本に３年住んでいて…

99 はい。

100 今戻ってきてはその日本語を今教えていて， အခ   ပနလ်ှောပပီေးစတှော့် ဂျပန ်ှောလ ဲသငစ်နတယ။် 今，帰って来て，日本語も教えています。

101 はい。

102 あのCの仕事はもうしてないんですか。 ဂျပန ် ှော C  ှောစကှော အလ ပ်  ပနလ် ပ်အ နေ်း  ှောလှောေးတဲ့်။ 日本で，Cでもまた仕事をするんですかって言ってます。

103 あーもう一度お願いします。

104 えーと，日本で

105 はい。

106 やっていた，あのC，

107 C。

108 C，Cの仕事は今日本では，あじゃ，ミャンマーでは続けてるんですか。 စအှ်ော အခ  ဂျပန ်စအှ်ော C အလ ပ်က  ဘ ဲ  န ်ှော ပည ် ှော 

ဆကလ် ပ်စနစသေးလှောေးတဲ့်။

えー，今，日本，えー，ミャンマーで Cの仕事だけ続けていますか って
言ってます。

109 それはミャンマーで続けているんですか，っていうことですか。

110 あ，そうです。 「あ，そうです。」

111 あ，続けるじゃなくて，ミャンマーでもう1回行くことなんです。

112 うーん。

113 あの，4か月か5か月かまだわからない。

114 うんうん。

115 今CoEを待っています。 CoEは，在留資格認定証のこと。

116 あ，今待ってるん စ ှောင့််စနတှောလှောေးတဲ့်။ စနှောကတ်စခေါကသ် ှောေးဖ  ့် စ ှောင့််စနတှောလှောေးတဲ့်။ 待っていますか。もう一度行くために待っていますか。

117 はい，そうです。

118 あーなるほど。

119 はい。

120 じゃ，それ降りたら，またもう１回日本に， အဒဲေါ စ ှောင့််လ  ့်  လ  ့်    င ်စနှောကတ်စခေါက ်ထပ်သ ှောေး  ှောလှောေးတဲ့်။ それを待ってもらったら，もう一度，また行きますかって言ってます。

121 はい。

122 あ，そうなんですね。

123 日本の生活を好きです。

124 うん。

125 あの，今あー4か月の桜を見らなかったから，

126 うんうん。

127 残念ですねーと思います。［笑う］



128 あー

129 楽しみです，［笑う］花見を。

130 あー桜好きですか。 桜花見を ဂျပန ်ဆှောက ူှောပနေ်းက   ကက ြိုကတ်ှောလှောေးတဲ့်။ 「桜花見を」，日本の桜の花が好きですかって言ってます。

131 はい，好きです。［笑う］いっぱい写真を撮っています。

132 うんうん。

133 終わったら，フェイスブックに友達をいろいろ

134 おー。［笑う］

135 見せます。［笑う］

136 お花見とか，私も友達と行ったりするんですけども， သလူဘဲ ဲသငူယခ်ျငေ်းစတ နဲ ့် ဆှောက ူှောပနေ်းက   ဆှောက ူှောပနေ်းပ ဲစတှ်ောက   

သ ှောေးတယတ်ဲ့်။

その人も友達と桜の花を，桜の花祭りに行くって言ってます。

137 あの，花見っていう単語知っていますか。

138 花火は，あの，花火は，あの，  ီေးပနေ်းပ ဲစတှ်ော။ 「花火は，あの，花火は，あの，」花火大会。

139 あー花火の祭り，はい。

140 あーそうです。

141 しますか。

142 日本人たちは行ったことがあります。私を教えた日本人の先生と一緒
です。

143 うーん。

144 はい，あの私会社のあの部長とか，いっしょあの旅行することができま
す。

145 うーん。

146 そのときにも，あのぷじはな 協力者が発話した「ぷじはな」「ぷじ」
は，「藤（の）花」を指していたと思わ
れる。

147 うん。

148 ぷじはなも見たことがあります。遠いところを，あの部長の車で友達と
一緒連れて

149 うん。

150 行きました。

151 あ，みんなで一緒にドライブしながら， အတတူ ူသ ှောေးကကတှောလှောေးတဲ့်။ 一緒に行くんですかって言ってます。

152 はい。そうなん，

153 うん。

154 はい。あのさん，じゅ，10人の中で，私がは，話はちょっと上手なんです
から，

155 うんうん。

156 知り合いとか，あのBさん，日曜日に暇ですか，あ私たち旅行すること
ですから，

157 うんうん。

158 あ一緒に行きませんか，と言ったときに，

159 うん。

160 あの，友達と相談して，

161 うん。



162 あの，行きました。

163 あーそのお花見は，

164 はい。

165 どの，どのあたりまで行ったんですか。

166 どのアタマリ？

167 なん，なに県？ အဒဲ ီပနေ်းပ ဲစတှ်ောက ဘယန်  ် ကစ်လှောကစ်ပေါ ့်။ その花の祭りは，何日ぐらいですか。

168 なに県，あ，あの

169 うんうん。

170 あの，大阪公園とか，

171 うーん。

172 大阪城とか，

173 うんうん。

174 あの隣の公園とか，

175 あー。

176 いろいろ行きます。

177 会社が，かんさ，大阪にあったんですか。 က  ပဏကီ အ  ဆှောကှော  ှော    တှောလှောေး ? 会社は，大阪にありますか。

178 はい，そうです。会社は大阪のDです。

179 あー。

180 はい。

181 その，あんまり大阪詳しくないですけども，

182 はい。

183 その大阪の အ  ဆှောကှော ဲ ့် အစသေး  တက်   သ ဘေူးစပေါ ့်။ 大阪は，詳しくありません。

184 はい。

185 ところで，な，なん，道頓堀って知ってますか。 ドートンブリを，ドートンブリ ဆ  တဲ့်  ှောေး  ှောဆ  ငက်   သ သလှောေး? 「ドートンブリを，ドートンブリ」という，食べ物屋を知っていますか。

186 ドートンブリっていう単語で，食べ物屋さんだと思いましたか。

187 ドートンブリ… စအှ်ော  ှောေး  ှောဆ  င် トンブリ， 

トンブリとか知ってるから。あの，はい。だから…

「ドートンブリ…」あー，食べ物屋，「トンブリ，トンブリとか知ってるから。
あの，はい。だから…」

188 あーそれで食べ物だと思いましたか。

189 はい［笑う］，そうです。［笑う］本当，思うのは，あの，あ
ー，遊びところと思いますけども，あの，話がちょっと間違え
ました。私，あの，言ったときには間違えました。本当には食

べ物じゃなくて，あの，遊び，有名なところと思いました。  န်

 ှောလ    ှော အဒဲအီချ န ် ှော စ ဖတှော  ှောေးခဲ့်တှောစပေါ ့်စနှ်ော။ တကယတ်နေ်းစတှော့် 

အ  ဆှောကှော ဲ ့် န ံယက်ကေီးတဲ့် စန ှောလ  ့်ထငခ်ဲ့်ပေါတယ။်

「はい［笑う］，そうです。［笑う］本当，思うのは，あの，あー，遊びところ
と思いますけども，あの，話がちょっと間違えました。私，あの，言った
ときには間違えました。本当には食べ物じゃなくて，あの，遊び，有名
なところと思いました。」ミャンマーのでそのときに答えるの間違えてし
まいました。本当は，大阪の有名な場所だと思いました。

190 それはなぜそう思いましたか。

191 日本人は，聞いた…ဂျပနလ် ူျ ြိုေးစတ က  စ ေးတဲ့်အတ ကစ်ကကှောင့််   ့်လ  ့် 

စကျှ်ောကကှောေးတဲ့်စန ှောလ  ့် ထငတ်ှော။

「日本人は，聞いた…」日本人が聞いたから有名な場所だと思います。

192 あーはい，わかりました。



193 ドートンブリ…あー知りませんです。

194 うんうん。

195 でも，あの，日本の料理とか，

196 うんうん。

197 好きなんです。

198 あ

199 うどんとか，かつ丼とか，［笑う］

200 うーん。

201 はい，唐揚げとか，

202 うんうん。

203 あの1週間にいろいろ，ところ行っています。

204 あー。

205 あの，日本で私3年間あいだ，仕事はとても，あの，楽しみです。

206 うーん。

207 あのいろいろところを連れていたお兄さんたちもあの，今でもあのあり
がとうございます。

208 あー。

209 はい，そういうことはいつも考えて，楽しみです。

210 あー。

211 東京の，あの私，東京も遊びます。

212 あ，東京も。

213 神社，神社，有名な神社，

214 うん，どの…

215 名前はちょっと，忘れてしまった。［笑う］はい，有名な

216 あー，そうなんです。

217 あの，大きなタワーも行きました。

218 沖縄？

219 沖縄じゃなくて，タワー，タワーです。

220 タワ。

221 タワー，英語でタワー。

222 あーとう，東京タワー。

223 東京タワーです，はい。

224 あー東京タワー夜行きましたか。で光ってきれいなんですけど。 တ  ကျ ြိုတှော၀ေါက   ညသ ှောေးလ  ့်    င ်ပ  လ တယ။် 東京タワーに夜行けばもっときれいです。

225 そう，お兄さんは今どこに住んでいるんですか。

226 えとね，あたし，今東京のE[場所の名前]のあたりに住んでます。 တ  ကျ ြို ဲ ့် F နှောေး  ှော စနပေါတယ။် 東京のFの近くに住んでいます。

227 そうですか，はい。東京は人はいっぱいですから，



228 うん。

229 あの遊ぶところにはちょっと，あのー大阪より

230 うんうん。

231 人がいっぱいだった。

232 うーん。Eは行ったことがありますか。 F က  သ ှောေးဘေူးလှောေး? Fに行ったことがありますか。

233 あ，ありません。あの，遊びと，ときにも，日本人の友達は連れて行き
ましたから，

234 うんうん。

235 ところは分かりません［笑う］。

236 うーん。

237 一人ではできない。日本語，漢字はいっぱいです。

238 あー

239 東京はあの，電車ことは，

240 うん。

241 乗ることはあまりできない［笑う］。

242 あー。

243 いろいろラインはありますから。

244 うんうん。

245 はい。

246 やっぱこれだけすごい上手にしゃべってるけど，漢字が難しいですか。 အခ စလှောက ် ကှောေးစ ပှောန  ငစ်ပ ဲ့် ခနေ်းဂျ က ခကစ်နတှောလှောေး ? 今ぐらい話せても漢字は難しいですか。

247 はい，そうですね。

248 あー。

249 漢字はもしあの毎日勉強しないなら，すぐ忘れてしまった。

250 あーそうなんですね。漢字の，どん，なん，読み方がいっぱいあるから
難しいですか。

ခနေ်းဂျ   ှော ဖတ ် ှောစတ  ျှောေးလ  ့် ခကတ်ှောလှောေး ?ဖတပံ် ဖတန်ညေ်းစတ က  ျှောေးလ  ့်

 ခကတ်ှောလှောေး?

漢字は，読むのが多いから難しいですか。読み方がたくさんあるから
難しいですか。

251 そうです。あの音読みを，訓読みとかあるとか。

252 うーん，なるほど。

253 ほかの字と一緒なら，あじ，うーん意味が変わったよ。

254 うんうん。

255 ［笑う］だからちょっと難しいです。

256 あそうか。

257 でも，面白いです。

258 あ，おもしろ

259 好きです。

260 あ，ほんとう。

261 日本語前はあの少しだけ勉強しても



262 うんうん。

263 今はだんだんおもしろいのなります。

264 あー。

265 だから毎日，1時間2時間ぐらい

266 うん。

267 勉強しています。

268 今もずっと続けてるんですね。 အခ လဘဲ ဲ ှောက   ဆကလ် ပ်စနလှောေး ?တစလ ှောကလ်ံ ေး  ှောစလ့်လှောစနတှောလှောေး ? 今でも勉強を続けていますか。ずっと勉強をしていますか。

269 はい，そうです。

270 えらいですね。 စတှ်ောတယတ်ဲ့်။ စတှ်ောတယ် ... 上手ですって言ってます。上手…

271 今日本語はあの生活でだんだん，増えるですから。

272 うんうん。

273 今ミャンマーでも日本人をできる人はいっぱいなっています。

274 あ，今日本語できる人増えてるんですね。 အခ  ဂျပန ်ှောက   စ ပှောတတတ်ဲ့် သစူတ  ပ   ျှောေးလှောသလှောေး ? 今，日本語を話せる人たちがもっと増えていますか。

275 はい，そうです。

276 へー。

277 そうなんです。

278 みんな日本語学校とかに，今ミャンマーで通って，勉強してる子が多い
んですか。

ဒ ီ  န ်ှော ပည ် ှောလ ဲဂျပန ်ှောက   စလ့်လှောလ  ့် တဲ့်စန ှောစတ  

အ ျှောေးကကေီး   သလှောေး ?

このミャンマーでも日本語が勉強できる場所がたくさんありますか。

279 あそうです，いっぱいいるんですね。

280 うーん。

281 そうです。あのヤンゴンにはもっといっぱいです。

282 あ，そうなん。

283 いろいろところに，いっぱいあります。

284 あーえ？今ヤンゴンで勉強してるわけではないんですか。 အခ  ဂျပန ် ှော   န ်ှော ပည ် ှော  နက် န ် ှော စလ့်လှောစနတဲ့် စကျှောငေ်း    ဘေူးလှောေး ? 今，日本で，ミャンマーのヤンゴンで勉強している学校はありません
か。

285 今ミャンマーのヤンゴンで勉強しているわけではないですかっていう話
があったんですけれども，この，わけではないですかっていう意味はわ
かりますか。わけっていう単語を聞いたことがありますか。

286 はい，きます。わけ，あ，わけ ဆ ိုတ ဲ့ わけ န ဲ့ 
ことは同じですから。わけ。わけの，聞いたことがあります。はい。

「はい，きます。わけ，あ，わけ」，というのは， 「わけ」と「ことは同じで
すから。わけ。わけの，聞いたことがあります。はい。」

287 どういう意味だと思いましたか。

288 あー，あの，ことと…အက  ြောင ်းန ဲ့ န န ဆင တယ ။ 「あー，あの，ことと…」ことに少し似ています。

289 あ，はい，難しいですか。

290 そうです［笑う］。はい［笑う］。 ခကတ်ယ။် လယဗ်ယက် 

  င့်် င ် င့််သလ   ျ ြိုေး ဂျပန ်ှောကစ ပှောငေ်းသ ှောေးတှော   ့်လ  ့်။ အဓ ပပေါယ ်တစူပ ဲ့် N4

 လယဗ်ယန်ဲ ့် N3 လယဗ်ယ ် ှော၊  တတူဲ့်  ကှောေးလံ ေးစတ  အ ျှောေးကကေီး   တယ။်

「そうです［笑う］。はい［笑う］」。難しいです。レベルが上がれば上がる
ほど日本語が変わるから。意味が同じでもN4レベルとN3レベルは，違
う言葉がたくさんあります。



291 わけとか，こととか，似ている意味を，どうやって覚えているんですか。

292 တစူနတဲ့် ကှောေးလံ ေးဆ  လ  ့်    င ်တစန ှောထ ဲ ှောအတတူစူ ေးထှောေးတယ။် 

အဓ ပပေါယ ်တတူဲ့်စန ှော တ  ထ ဲ ထှောေးပပီေးစတှော့်၊ ဒ ီ၀ခ ဲ၀ခကဲ   ကျကလ်  ့်    င ်

ခ  တ  ေးနဲ ့် တတူယ၊် အလဲ  ့် ျ ြိုေး  တတ်ယ။် အလဲ  ့် ျ ြိုေး။

同じこと言葉なら，1箇所に一緒に書いてあります。意味が同じところを
一括りして，このわけ，わけを覚える場合は，ことと同じですというよう
に覚えます。そういうこと。

293 それで間違ったり，混同したりすることはないですか。

294    တယ။် ဟ   ဂျပန ်ှောက အဓ ပပေါယ ်တစူပ ဲ့်၊ သံ ေးတဲ့်စန ှောစတ က က တဲဲ့်ဆ  တှော

 က တဲဲ့် ှောသှောေးစတ    တှော   ့်လ  ့်။

あります。あの，日本語は意味が同じでも，使う場面が違うと，違った
文になるから。

295 で，そのときはどういう感じで，それを覚えたり，使おうとしていますか。
たとえば，ミャンマー語で考えたら，ことでもわけでも同じっていうとき
は，どういう感覚でその言葉を使おうとしていますか。

296 စလ့်လှောတဲ့်  ှောအ ပ်  ှောကကစတှော့် ဥပ ှောပေါတယစ်ပေါ ့်စနှ်ော။ ဥပ ှောက   

ကကည့်တ်ယ။် တကယလ်  ့် က  စနှောကထ်ပ်အသ ် အဒဲေါနဲ ့် က  ယဖ်ှောသှောက   

 ကှောေးလံ ေး သံ ေးစ ပှော ယဆ်   င ်  န ်  နက်   ဂျပနဆ် ှော က  စ ေးပပီေးစတှော့်၊ ဒလီ  

 သံ ေးလ  ့် လှောေးဆ  တှောစ ေးပပီေးစတှော့်   သံ ေးတယစ်ပေါ ့်။

勉強している本には例があります。例を見ます。もし，また新しく，それ
で，自分自身で言葉を使うなら，正しいか正しくないかを日本の先生に
聞いて，こうやって使っていいかを聞いてから使いますね。

297 あ，そうですか。ありがとうございます。

298 あ，勉強しています。

299 うんうん。

300 あの先生のお母さんの家で，

301 うんうんうんうん。

302 はい，私あの1週間に3回ぐらい，1日2時間ぐらい教えています。

303 うんうん。

304 先生のお母さんは，私教えています。

305 あ，そうなんですね。

306 はい。

307 じゃ，今毎日来るときは，

308 はい。

309 家から通ってきてるんですか。 အခ စလ့်လှောစနတှော အ  ်ကစနအသ ှောေးအ ပနလ် ပ်တှောလှောေး ? 今，勉強するときは，家から行ったり来たりしていますか。

310 あ，じゃなくて，隣ですから，歩きます。

311 あ，歩き，じゃ結構近くに住んでるんですね。 အနေီးစလေး  ှော စနတှောစကကှောင့်် စနတှောလှောေး ? 近くに住んでいるからです。住んでいますか。

312 はい，そうです。

313 あーそうなんですね。

314 あの15分ぐらいあるきたら，

315 うんうん。

316 できます。

317 へーなんか私少しミャンマー，少し2日間ぐらい見て，

318 はい。

319 犬がいっぱいいて， ဂျပန ် ှောစတ ွေ့တှော လ ်ေး  ှော စခ ေးစတ က  ျှောေးတယဆ်  စတှော့်။ 日本では，道で犬にたくさん会いました。



320 あ，犬がいっぱいです。

321 私犬苦手なんですよ。 သကူစတှော့် စခ ေးက   စကကှောကတ်ယ။် その人は，犬が怖いです。

322 あーそうですか。［笑う］

323 ちょっと歩くのが怖いな，と思って。 နနဲ ဲလ ်ေးစလ ှောက ်  ှော စကကှောကတ်ယ။် 少し歩くのが怖いです。

324 さっきは，苦手ですっていう発音したんです。今は怖いですって言いま
した。苦手っていう意味はなんでしょうか。

325 苦手 ဆ  တှော ဟ  ဟှော   တအ်ှောေး။ 苦手ဆ  တှော စတှ်ောတှောစပေါ ့်။

苦手 ဆ  တှော  စတှ်ောတှောတ  ့်  လ ပ်ချငတ်ှောတ  ့်က   

အဒဲလီ   ျ ြိုေးအစကကှောငေ်းအ ှောက   စ ပှောတယ။် ဥပ ှော စ ပှောလ  ့်     င် ...

「苦手」というのは，あの，気分です。「苦手」というのは，よくないです
ね。「苦手」というのは，よくない，やりたくないことなどを，そういうような
ことを言います。たとえて言えば…

326 うーん，はい，わかりました。

327 あ，そうですか。

328 結構皆さんすごい普通に歩いてるから， ပံ   နဆ်   လစူတ က လ ်ေးစလ ှောက ်တှောလှောေး ? 普通にみんな歩きますか。

329 はい。

330 いるのが普通な感じなんですか。 စခ ေးစတ     စနတှောက ပံ   နဘ်လဲှောေး ? 犬がいるのが普通ですか。

331 あ，そうなんです。

332 うーん。

333 でも今はあのちょっとあの，犬いないように，自分の庭で

334 うんうん。

335 置くように，あの，あの，はなせ，守るから。

336 あー。

337 守るから。

338 あ，あまり外に出さないように，


