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発話
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1 世界の中の日本を語るのに，ノルウェーの北極圏の街，ハンメルフェス
トにやってまいりました。

အဒဲါ ဂျပနမ် ှာ အအှ်ာ ကမဘှာမ ှာရ ှိတဲဲ့ ဂျပနက်ှိို ပပဖှိို ဲ့ဆှိိုလှိိုရ ှိရငအ်တှာဲ့

အနှ်ာအေရဲ ဲ့ အပမှာက် အပမှာကေ်ငရ်ှိို ိုးစွနိ်ုးရဲ ဲ့ ဟှိိုဘကမ် ှာ ရ ှိတဲဲ့ 

ハン，ハンメル，ハンメルフェス ကှိို အရငဆ် ိုိုး အပပှာပပပါမယ။်

それは日本で，えーと，世界の中の日本を見せるために，ノルウェーの
北，北極のほうにある「ハン，ハンメル，ハンメルフェス」について先に
語ります。

2 なぜその必要があったのでしょうか。 ဘှာလှိို ဲ့ အဒဲလီှိိုမျှိ ိုး ပပဖှိို ဲ့လှိိုတှာမျှာိုးလဲ ? なぜそのように見せる必要があるのか。

3 私の心の中には，少なくとも，3つの理由があります。 ကျအနှ်ာတှိို ဲ့ရဲ ဲ့  အ ဲန လ ိုိုးသှာိုးထမဲ ှာအတှာဲ့ အ ဲနတဲယလ်ှိို ဲ့ဆှိိုရငအ်တှာငမ်  အနဆဲ ိုိုး 

၃ ခိုကအတှာဲ့ အအ ကှာငိ်ုးရငိ်ုး ၃ ခိုကအတှာဲ့ ရ ှိပါတယ။်

私たちの，え，心の中には，え，少なくても，最低3つは，3つの理由が
あります。

4 えー，少し長くなりそうですけれど，ここでその理由をお話しさせてくだ
さい。

နနဲအဲလိုး ရ ညသ်ှွာိုးမယလ်ှိို ဲ့ ထငအ်ပမဲဲ့လ ဲဒမီ ှာအတှာဲ့ ဒအီ ကှာငိ်ုးရငိ်ုးကှိို 

အပပှာပပပါရအစ။

少し長くなると思いますが，ここで，この内容をお話させてください。

5 あ，そうですね，その前に，えー，自己紹介をする必要があります。 အ ဟိုတသ်ှာိုးဘ၊ဲ ဒမီတှိိုငခ်ငမ် ှာ အရင ်မှိတဆ်ကဖ်ှိို ဲ့ လှိိုတှာအပါ ဲ့အနှ်ာ။ あ，そうです，その前に先に紹介する必要があります。

6 この，世界の中の日本という45分のテレビシリーズの，第1回から第15
回まで担当させて頂きます，高橋和夫です。

အ ဲအ ဲကမဘှာ ကမဘှာမ ှာရ ှိတဲဲ့ ဂျပနဆ်ှိိုတဲဲ့ အစီအစဥ်ကှိို အစီအစဥ် အပှိိုငိ်ုး ၁ 

ကအနပပီိုးအတှာဲ့ အပှိိုငိ်ုး ၁၆ အထှိ တှာေနယ်ထူှာိုးတဲဲ့ 高橋ワ ဆှိိုလှိို ဲ့ 

အခေါ်ပါတယ။်

え，え，世界，世界の中の日本という番組を，番組の1部から16部まで
担当しています，「高橋ワ」と言います。

7 えー，今日の最後まで，そしてこのシリーズの最後までよろしくお付き
合いをお願いします。

အ ဒ ီဒအီန ဲ့ ဒအီစီအစဥ်အလိုး အဆ ိုိုး အထှိ အ  ကည်ဲ့ရှုအပိုး ကပါအိုနိ်ုးလှိို ဲ့ 

အပပှာချငပ်ါတယ။်

あ，この，今日はこの番組を最後まで，あ，視聴していただきたいと言
いたいです。

8 えー，このシリーズでは，ま，上からわたくしが教えるという雰囲気では
なくて，えー，皆さんと同じ目線に立ち同じ立場からさまざまなものを見
て疑問に思い，そして専門家に話を伺う，えー，

အအှ်ာ ဒ ီအစီအစဥ်မ ှာဆှိိုလှိို ဲ့ရ ှိရငအ်ပါ ဲ့အနှ်ာ ကျွနအ်တှ်ာရဲ ဲ့ 

အပမငတ်ခိုတညိ်ုးကအနပပီိုးအတှာဲ့ အပပှာသှွာိုးမ ှာ မျှိ ိုးမဟိုတဘ်နဲဲ ဲ့ ဒ ီ

 ကည်ဲ့ရ ှူအနတဲဲ့ သအူတ ွအှာိုးလ ိုိုးရဲ ဲ့ အ ဲအပမငက်ှိိုလအဲပါ ဲ့အနှ်ာ အဒဲလီှိိုမျှိ ိုး ဟှိို 

ဖလ ယရ်ငိ်ုးနဲ ဲ့ တကယ ်ကျွမ်ိုးကျငတ်ဲဲ့ သအူတကွှိိုလ ဲသှွာိုးအရှာက ်

အမိုးပမနိ်ုးတှာမျှိ ိုးအတ ွလိုပ်သှွာိုးမ ှာပါ။

えーと，この番組は私の視点だけを話すのではなく，これを視聴してい
る人たち全員の，え，視点を，あの，交わすような，本当に専門とする
人たちに質問をしに行くような，ことをやっていきます。

9 質問をぶつける，そういう役割を演じることができればと，えー，期待し
ています。

အ ဒလီှိိုမျှိ ိုး အ ပ ိုစ မျှိ ိုးနဲ ဲ့သှွာိုးချငပ်ါတယလ်ှိို ဲ့ အမ ှ်ာလင်ဲ့ထှာပါတယ။် あ，そういう，あ，感じでやっていきたいと，期待しています。

10 えーさて，3つの理由なんですけれど，まず第1番目の理由です。 အ ပထမဆ ိုိုး အ အခိုနအပပှာခဲဲ့တဲဲ့ အအ ကှာငိ်ုးရငိ်ုး ၃ ခိုမ  ပထမဆ ိုိုးတခို 

အအ ကှာငိ်ုးကှိို အပပှာပပပါမယ။်

あ，最初，あ，さっき話した3つの理由から最初の1つの理由を話しま
す。

備考

https://v.ouj.ac.jp/view/ouj/#/navi/player?co=321&ct=V&ca=563　（現在は閲覧不可）

行番号 聞いた素材

協力者の発話内容

データ収集者の発話内容



11 幕末に浦賀の沖で，黒船を見て以来日本人は欧米に追い付け追い越
せと頑張ってきたように思います。

အ ဂျပနအ်တကွ အ ဂျပနအ်တကွ ဒ ီဒအီပမပ ိုမ ှာ  ကည်ဲ့လှိို ဲ့ရ ှိရင ်အအမရှိကှာိုးကှိို

 အမ ီလှိိုကအ်ကျှ်ာမယ ်အမ ီလှိိုကအ်နတယ ်ဆှိိုပပီိုးအတှာဲ့ အဒဲလီှိိုမျှိ ိုး 

အတိွုးထှာိုး ကပါတယ။်

あ，日本の人たちは，あ，日本の人たちは，この，この地図で見ると，
アメリカに追いつけ，追い越せというように思っています。

12 どこか聞き取れなかったところはありますか。

13 မ ကှာိုးရတှာ မဟိုတဘ်နဲဲ ဲ့ အဓှိပပါယ ်မသှိလှိိုကတ်ဲဲ့ဟှာ ရ ှိတယ။် 聞こえなかったわけじゃなくて，意味がわからないものがありました。

14 何が意味がわからなかったですか。

15 バクハツ。 「バクハツ。」

16 バクハツ，うーん，わかりました。

17 その際にしかし日本人が目標とした欧米は超大国のアメリカであり，イ
ギリスであり，フランスであり，ドイツであったように思います。

အ ဒ ီဂျပနအ်တ ွရညည်ွှနိ်ုးတဲဲ့ ဒ ီအ အအနှာကတ်ှိိုငိ်ုးနှိိုငင် အတဆွှိိုတှာက 

အအမရှိကှာိုးရဲ France ရဲ ပပငသ်စ် ပပငသ်စ်အတ ွအဒဲ ီနှိိုငင် အတကွှိို 

အပပှာချငတ်ှာလှိို ဲ့ ထငပ်ါတယ။်

あ，この日本人が参考にしている，この，あ，欧米諸国というのは，アメ
リカとフランスと，フランス，フランスとか，その国々のことをいうと思い
ます。

18 あー，しかしながら大国が国際政治にエネルギーを注いでいる間に北
欧の一群の国々が世界の人々が羨ましがるような福祉体制を確立し
ました。

［笑う］［10秒間無言。］ ［笑う］［10秒間無言。］

19 ［笑う。］何を考えていますか。

20 အ အပပှာတဲဲ့ အအ ကှာငိ်ုးအရှာ အသချှာမသှိလှိို ဲ့ ［笑う］ ဘယလ်ှိို ပပန ်ပပနရ်မလဲ

 စဥ်ိုးစှာိုးအနတှာ။

あ，話した内容がよくわからないから［笑う］どうやって訳，訳そうかと考
えています。

21 ဟှိို ဒလီှိိုမျှိ ိုး ဒဂီျပနအ်တကွ အအနှာကန်ှိိုငင် အတကွှိို ဒီ ... 

［14秒間無言。］ဒလီှိိုမျှိ ိုး အငန်ှာဂျီအတ ွဘှာအတနွဲ ဲ့ ပါတသ်ကပ်ပီိုး အတိုခှိိုိုး 

မ ှာိုးအနတယလ်ှိို ဲ့ ထငပ်ါတယ။်

あの，このような，この日本人が欧米諸国を，この… ［14秒間無言。］こ
のようなエネルギーとかなにかに関して間違って模倣しているのだと思
います。

22 また，それを支えるための強い国際的な競争力，経済の活力を維持し
ているわけです。

အ ဒဟီှာကှိို ဒဟီှာကှိို ပပဖှိို ဲ့အတကွဆ်ှိိုရင ်ကမဘှာဲ့ စီိုးပွှာိုးအရိုးအအ ကှာငိ်ုးကှိို 

အရငဆ် ိုိုး အဖေါ် ပပချငပ်ါတယ။်

あ，これを，これを見せるために世界経済のことを先に提示したいで
す。

23 そろそろ日本人が新しいモデルを探してもいいような時期にきている。 အ ဂျပနအ်တကွ ပ ိုစ အသစ်ကှိို ရ ှာအဖွလဘဲ ဲအ သှိပ်ထိူုးပခှာိုးမသှွာိုးပါဘိူုး။ あ，日本人が新しいモデルを探してもあまり特別にはなりません。



24 そんな気がしてわたくしは北欧にやってまいりました。 အ ဒလီှိိုမျှိ ိုး အတိွုးပပီိုးအတှာဲ့ ကျအနှ်ာက ဒအီစီအစဥ်ကှိို တငဆ်ကလ်ှိိုကရ်တှာပါ။ あ，そういう考えで私はこの番組をやっています。

25 2つ目の理由です。 အ ၂ ခို အပမှာက ်အအ ကှာငိ်ုးရငိ်ုးကအတှာဲ့။ あ，2つ目の理由は。

26 えー，それは，このハンメルフェストの西に広がる北海であります。 အ ဒ ီハンメルフェス ရဲ ဲ့ အအနှာကဘ်ကမ် ှာ ရ ှိတဲဲ့ ပမှိ ြို့ဘ ဲပဖစ်ပါတယ။် あ，この「ハンメルフェス」の西にある街です。

27 北海は古来から豊かな漁場として知られてきました。 ဒ ီပမှိ ြို့ဟှာဆှိိုရင ်တကယက်ှိို အပါကကယေ်တယ။် はい。 この街は本当に豊かです。「はい。」

28 第二次大戦が終わる頃から，この北海の海底に石油と天然ガスの埋
蔵が知られるようになりました。

ဒ ီအအှ်ာ ဒိုတှိယကမဘှာစစ် ပပီိုးသှွာိုးတဲဲ့ အနှာကမ် ှာဆှိိုလှိို ဲ့ရ ှိရင ်ဒ ီ ホッカイ က အ

 အရန အတ ွအရန ထကွတ်ှာအတ ွပပီိုးအတှာဲ့ သဘှာေဓါတအ်ငွြို့ ထကွတ်ှာအတနွဲ ဲ့ 

လအူတ ွသှိလှာ ကပါတယ။်

この，えーと，第二次世界大戦が終わってから，この「ホッカイ」は，あ，
石油とか，石油が出て，それと天然ガスが出て，人々が知るようになり
ました。

29 そして丁度その頃人類はそれを開発するテクノロジーを手にしつつ
あったわけです。

အ ဒါအ ကှာင်ဲ့ ဒမီ ှာအနတဲဲ့ သအူတကွ ဒအီရန  သဘှာေဓါတအ်ငွြို့အတကွှိို 

ဘယလ်ှိိုမျှိ ိုး ထိုတလ်ိုပ်ရမလဆဲှိိုတဲဲ့ အ နညိ်ုးပညှာအတကွှိို 

ရ ှာအဖွလှာ ကတှာပါ။

あ，だから，ここにいる人たちはこの石油と天然ガスとかをどうやって
作りだすかという，あ，技術を探してきました。

30 この北海の開発の，おー，前提となるのは，もちろん，えー，海の底の
石油を掘りだす，天然ガスを掘りだすテクノロジーでありますし，えー，

အ အပါ ဲ့အနှ်ာ သတူှိို ဲ့ ရ ှာအဖွခဲဲ့တှာက ပငလ်ယန်ှာိုးမ ှာ ရ ှိတဲဲ့ အ

အရန အတ ွသဘှာေဓါတအ်ငွြို့အတကွှိို ထိုတလ်ိုပ်တဲဲ့ နညိ်ုးပညှာပဖစ်ပပီိုးအတှာဲ့။

あ，あのですね，彼らが探したのは海の近くにある，あ，石油とか天然
ガスとかを作りだす技術であり。

31 第二次世界大戦が終わったあとに，その技術を手に入れたのか，それ
とも石油とか，天然ガスを発見して，そのあとに，その技術を手に入れ
ましたか。どっちですか。

32 အ ဒိုတှိယကမဘှာစစ် အပပီိုးမ ှာ သတူှိို ဲ့ ဒဟီှာအတကွှိို ဒဟီှာအတ ွရ ှိအ ကှာငိ်ုး 

နှာိုးလညတ်ှာအ ကှာင်ဲ့ အဒဲ ီဒဟီှာအတ ွရ ှာဖှိို ဲ့ အဒဲ ီအဒဲ ီပငလ်ယမ် ှာ ရ ှိတဲဲ့ 

ပငလ်ယရဲ် ဲ့ အအှာကမ် ှာ ရ ှိတဲဲ့ ဒ ီအရန အတ ွဘှာအတ ွထိုတအ်ဖေါ် ဖှိို ဲ့အတကွ ်သတူှိို ဲ့

 နညိ်ုးရ ှာတှာ။

あ，第二次世界大戦後に彼らはこれらを，これらがあると知ったため，
その，これらを探すためにその，その海の中にある，海の下にある，こ
の石油とかなにかを解明するために彼らは方法を探した。

33 うーん。わかりました。

34 莫大な額の投資であります。しかしその前提の前提となったのは，北
海の国際法秩序の安定であります。つまりどこからどこまでが誰の海
であるかということがはっきりしなければ，投資家はお金を注ぐことが
できなかったわけです。

အအှ်ာ ဒမီ ှာအပါ ဲ့အနှ်ာ သတူှိို ဲ့အတ ွဒလီှိိုမျှိ ိုး အ တိူုးအဖေါ်ထိုတလ်ိုပ်တဲဲ့ အနရှာမ ှာ 

အခကအ်ခရဲ ှိတှာကအတှာဲ့ ပှိိုငန်ကဘ်အဲပါ ဲ့အနှ်ာ ဒ ီအရပှိိုငန်ကက် ဘယက်အန 

ဘယအ်ထှိက သတူှိို ဲ့ ထိုတအ်ဖေါ်လှိို ဲ့ ရမယ်ဲ့ ပှိိုငန်ကလ်ဆဲှိိုတှာ 

နှာိုးမလညတ်ှာအ ကှာင်ဲ့။

えーと，これはですね，彼らがこういう，あ，発掘する場所で困難だった
のは領域が，この領海のどこからどこまで，彼らが作り出せる領域か
わからないから。

35 ヨーロッパ人は北海周辺諸国は第二次大戦後30年余りの時間をかけ
て粘り強く交渉し一発の弾丸を発射することもなく，この北海の分割を
平和裏に完了します。

အဒဲါနဲ ဲ့ သတူှိို ဲ့အတကွ န စ် ၃ေ အလှာက ် ကှာအအှာင ်အ ဒလီှိိုမျှိ ိုး 

အခကအ်ခအဲတ ွအခကအ်ခအဲတကွှိို အကျှ်ာပဖတပ်ပီိုးအတှာဲ့ ［笑う］ အ ဲ

［12秒間無言。］ ဒ ီဒအီရပှိိုငန်ကက်အနပပီိုးအတှာဲ့ ထိုတလ်ိုပ်နှိိုငခ်ဲဲ့ပါတယ။် 

အရန အတကွှိို။

それで，彼らは30年ほどかけて，あ，こういう困難とか，困難を乗り越え
て，［笑う］えー，［12秒間無言。］ この，この領海から発掘できました。
石油を。



36 えー，その外交が生み出した国際法秩序の安定が大規模な投資を可
能にし，えー，それによって，北海周辺諸国全てが大きな果実を得た
わけです。

အဒဲါ ဒလီှိိုမျှိ ိုး ဒလီှိိုမျှိ ိုး နညိ်ုးပညှာနဲ ဲ့ အခကအ်ခအဲတကွှိို ［笑う］ 

အသ ိုိုးပပ ပပီိုးအတှာဲ့ အခိုလှိိုမျှိ ိုး အခိုလှိိုမျှိ ိုး စကရ် ို  အကကိီုးကကိီုးအတ ွ

တညအ်ဆှာကလ်ှာနှိိုငခ်ဲဲ့တှာပဖစ်ပါတယ။်

それは，こういう，こういう技術と困難などを［笑う］利用して今のよう
な，今のような大きな工場が建てられるようになりました。

37 翻って東アジアの情勢を考えてみますと，そこには東シナ海，南シナ
海，同じように豊かな海があります。

အဒဲမီ ှာပ  ေါ့ပ ှာော်  ဒမီ ှာ တချကော်ပ ှာကော် ခ ခဲခမော််းကကညော်ေါ့မယော်ဆှိို ှိို ေါ့ရ ှိရငော် 
အပရ ှေ့  ှိိုငော််း　シナ海，シナ  ငော် ယော် ဲ ေါ့ ပ ီ်းပတှာေါ့ အပ ှာကော် ှိိုငော််း ဲ ေါ့ ဆှိိုပ ီ်းပတှာေါ့ ၂
 ခို  ို်းကပ  ေါ့ပ ှာော် ဒမီ ှာ ပရ  ပတ  ဲ ေါ့ အဒဲ ီသဘှာ၀ဓ တော်ပင ှေ့ပတ  
ပ  ကကယော်၀တှာပတ ကှိို  သှိရ  တယော်။

そこでは，ここでちょっと分けて見てみると，東部，「シナ海，シナ」海，
それから西部の2つが，ここで石油と，その天然ガスが豊かだと知りま
す。

38 あー，しかしながら残念ながらそこは対立と紛争と領土問題の海となっ
ています。

［13秒間無言。］ ဒါအပမဲဲ့လ ဲစှိတမ်အကှာငိ်ုးစွှာနဲ ဲ့ဘ ဲအ 

ဒဘီကပ်ခမ်ိုးအတကွ ကအတှာဲ့ သအဘဘှာ ကမ်ိုးကပ်တှာတှိို ဲ့ ဘှာလှိိုလှိိုနဲ ဲ့ အ 

အရန အတနွဲ ဲ့ သဘှာေဓါတအ်ငွြို့ ထိုတလ်ိုပ်မှူ မရနှိိုငပ်ါဘိူုး။

［13秒間無言。］しかし，残念ながら，あ，こちら側では着船するとか結
局は，あ，石油とか天然ガスとかが作りだせなかった。

39 なぜできませんでしたか。

40 えーと，ソンソーと聞き，聞いたの，どういう意味かわからなくなって。 「えーと，ソンソーと聞き，聞いたの，どういう意味かわからなくなって。」

41 ほかの単語はわかりましたか。

42 タイリツ。 「タイリツ。」

43 は，どういう意味ですか。

44 タイリツ，あー。 မသှိ  ဘ ်း။ 「タイリツ，あー。」わからないです。

45 対立構造っていう単語はわからなかったのですね。なぜここではできな
いというこがわかりましたか。

46 あー。 အအရ ြို့ က 残念ながら လှိို ဲ့ အပပှာသှွာိုးအတှာဲ့အလ အလဲှိိုမျှိ ိုး ဒလီှိိုမျှိ ိုး 

အအရ ြို့က အပါကကယေ်ပါတယလ်ှိို ဲ့လ ဲအပပှာတယ ်ပပီိုးအတှာဲ့ 残念ながら လှိို ဲ့လ ဲ

အပပှာတယဆ်ှိိုအတှာဲ့ ဒလီှိိုမျှိ ိုး 　ထိုတလ်ိုပ်မှုက မပဖစ်နှိိုငဘ်ိူုး အလဲှိိုမျှိ ိုး 

အပပှာတယလ်ှိို ဲ့ ထငတ်ယ။်

「あー。」前では「残念ながら」と言って，そういう，こういう，前で豊かだ
とも言っているから，それから「残念ながら」って言っているから，こうい
う作り出すことができないことを言ったと思いました。

47 はい。ありがとうございました。

48 開発の前提となる国際法秩序の安定が確立されていないわけです。こ
こで

［19秒間無言。］ အ ဒလီှိိုမျှိ ိုး ထိုတလ်ိုပ်လှိို ဲ့ အ ဘယအ်လှာက ်

အတှိိုငိ်ုးအတှာနှုနိ်ုးအထှိ ထိုတလ်ိုပ်လှိို ဲ့ ရမယ ်မရဘိူုးဆှိိုတှာကှိို 

သတမ် တမ်ထှာိုးအ ကှာငလ်ှိို ဲ့ပဖစ်ပါတယ။်

［19秒間無言。］あ，このように作り出して，あ，どの程度まで作り出せ
るかどうかを決めていないからです。



49 我々アジア人は一度ヨーロッパの経験を振り返り，北海の分割から何
ものかを学ぶことができるのではないか，

ကျအနှ်ာတှိို ဲ့အတရဲွ ဲ့ ဒီ Euro ဒ ီEurope ရဲ ဲ့ အအှ်ာ ဒ ီအရန ထိုတတ်ှာကှိို 

 ကည်ဲ့ပပီိုးအတှာဲ့ တခိုခိုမျှာိုး သငယ်လူှိိုကမ်ှိတှာ မရ ှိဘိူုးလှာိုး ?

私たちのこのユーロ，このヨーロッパの，えーと，この石油を出すことを
見て，何か学べたことがあるのではないか。

50 そんな思いから実はハンメルフェストから北海を眺めているわけです。 အအှ်ာ ဒါကအတှာဲ့ ဒ ီハンメルフェス ကအနပပီိုးအတှာဲ့ ホッカイကှိို 

လ မ်ိုး ကည်ဲ့ရတဲဲ့ အအ ကှာငိ်ုးရငိ်ုး ပဖစ်ပါတယ။်

えーと，これは，ここ「ハンメルフェス」から「ホッカイ」を眺めているわけ
です。

51 3つ目の理由はわたくしの丁度後ろになりますけれど ၃ ခို အပမှာက ်အအ ကှာငိ်ုးရငိ်ုးကအတှာဲ့။ 3つ目の理由は。

52 北極であります。この北極の氷が溶け始め，えー， အပမှာကေ်ငရ်ှိို ိုးစွနိ်ုးဘ ဲပဖစ်ပါတယ။် အပမှာကေ်ငရ်ှိို ိုးစွနိ်ုးက အရခအဲတကွ စတင ်

အရညအ်ပျှ်ာပပီိုးအတှာဲ့။

北極です。北極の氷が溶け始めて。

53 夏の間はこの北極を使ってアジアからヨーロッパへ，ヨーロッパからア
ジアへと船で通ることが可能になりつつあります。

အ ဲဒါအ ကှာင်ဲ့ ဒ ီヨーロッパ ကအနပပီိုးအတှာဲ့ အ Europe ကအနပပီိုးအတှာဲ့ 

အှာရ ကှိို ၊ အှာရ ကအန Europe ကှိို ဒကီအနပပီိုးအတှာဲ့ ပဖတသ်နိ်ုးသှွာိုးလှာလှိို ဲ့ 

ရတှာ ၊ ရနှိိုငတ်ယပ်ဖစ်ပါတယ၊်၊

え，だからこの「ヨーロッパ」から，あ，ヨーロッパからアジアに，アジア
からヨーロッパに行き来することができて，できました。

54 なぜできましたか，それが。

55 あ，北極…北極の氷が解け始めたので，はい，あの，そこから船が通
ることができて。

「あ，北極…北極の氷が解け始めたので，はい，あの，そこから船が通
ることができて。」

56 わかりました。

57 つまりここが，あー，国際政治の一番ホットなフロンティアとなりつつあ
るわけです。この

［12秒間無言。］ အဒါကအတှာဲ့ တကယ်ဲ့ うん… ［7秒間無言。］ うん… 

［6秒間無言。］ ဒ ီ フロンティア  အ ကှာင်ဲ့ပဖစ်ပါတယ။်

［12秒間無言。］これは本当に，「うん…」［7秒間無言。］「うん…」［6秒
間無言。］この「フロンティア」が理由です。

58 北極海を誰が管理するのかという問題に，えー，世界の注目が集まっ
ています。この

ဒ ီホッカイ ကှိို ဘယသ်အူတကွ အ ဘယလ်ှိို စီမ တှာလဆဲှိိုတှာ ကမဘှာမ ှာ 

အလယမ် ှာ စှိတေ်င ်စူိုးစှိိုကစ်ရှာ ပဖစ်လှာပါတယ။်

この「ホッカイ」を誰が，あ，どうやって管理するかが世界の中心で注目
を集めています。

59 この人が言っている，フロンティアは何を指しているんですか。

60 ［7秒間無言。］ ဒဟီှာကှိို တညအ်ဆှာကထ်ှာိုးတဲဲ့ လ။ူ  ［笑う］ ［7秒間無言。］これを作り上げた人。［笑う］

61 うーん。この動画ですか。

62 ဒ.ီ.. いいえ。あ，この…。はい，はい。［笑う］ ここ…「いいえ。あ，この…。はい，はい。」［笑う］



63 石油の発掘とかの。あー，わかりました。はい。

64 国際政治の一番ホットな話題を皆さまにお伝えしたいというのが，実は
わたくしがハンメルフェストにやってきた3つ目の理由になります。

ဟှိိုဟှာ ဒ ီဒလီှိိုမျှိ ိုးအပါ ဲ့အနှ်ာ အဒဲလီှိိုမျှိ ိုး အရန အတ ွထိုတအ်နရတှာအတ ွ

ဘှာအတကွှိို ဒ ီဂျပနမ် ှာရ ှိတဲဲ့ ပပညသ်အူတအွှာိုးလ ိုိုးကှိို ပပချငတ်ယ ်အ 

ပပချငတ်ှာအ ကှာင်ဲ့ ဒ ီハンメルフェス ကှိို လှာခဲဲ့ရတယဆ်ှိိုတှာ အ သူ ဲ့ရဲ ဲ့  ၃  

ခိုအပမှာက ်အအ ကှာငိ်ုးရငိ်ုးပဖစ်ပါတယ။်

あれ，この，こういう，そういう石油などを作り出すとかなにかをこの，
日本にいる全国民に見せたいです，あ，見せたいということがこの「ハ
ンメルフェス」に来た，あ，彼の3つ目の理由です。

65 このシリーズでは前半では，え，北欧を語り，北海を語り，北極海を語
り，ちょうどノルウェーから北極海を通って日本にタンカーが行けるよう
に，私の話も後半では，あー，日本に，えー，焦点を当てたいと思いま
す。

အ ဒ ီဒအီပှိိုငိ်ုးမ ှာဆှိိုလှိို ဲ့ရ ှိရငအ်ပါ ဲ့အနှ်ာ သကူ ဒ ီသ ူသ ူတငဆ်ကတ်ှာအတကွ ဒ ီ

နှိိုငင် အတကွှွာအေိုးအနလ ဲဒ ီနယန်မှိတအ်တ ွပခှာိုးနှာိုးအနအပမဲဲ့လ ဲ

ပပညသ်ပူပညသ်ှာိုးအတ ွသှိရအအှာှာငဆ်ှိိုပပီိုးအတှာဲ့ တငဆ်ကလ်ှိိုကရ်တှာပါ။

あ，この，この部分で彼は，ここで彼，彼が提示しているのはこの国々
が離れていても，この境界が遠くても国民に知ってほしいから提示して
います。

66 えー，グローバル化の中で苦しむ新たな課題に挑む日本の姿を考えて
みたいと思います。

အအှ်ာ ဒမီ ှာဆှိိုလှိို ဲ့ရ ှိရင ်ဂျပနရဲ် ဲ့  ［9秒間無言。］ん…

［笑う］［9秒間無言。］ん…［7秒間無言。］ အဒဲမီ ှာဆှိို ဂျပနန်ှိိုငင်  အ 

ဘယလ်ှိို အပှိိုငိ်ုးအတမွ ှာ အခကအ်ခ ဲရ ှိအနလဆဲှိိုတှာကှိို သှိရအအှာင ်

တငပ်ပလှိိုပါတယ။်

えーと，ここでは日本の［9秒間無言。］「ん…」［笑う］［9秒間無言。］「ん
…」［7秒間無言。］そこでは日本，あ，どういった部分で困難に直面す
るかを知るために提示する必要があります。

67 この15回のテレビシリーズが短いようで長い，長いようで短い，驚きと
発見の旅であるように，えー，祈っております。えー，

ဒ ီအ ၁၅ ပှိိုငိ်ုး အပှိိုငိ်ုး ၁၅ မ ှာအတှာဲ့ အ ဒ ီအပှိိုငိ်ုး ၁၅ ရဲ ဲ့ အစီအစဥ်ကအတှာဲ့ အ

 တှိိုတယလ်ှိို ဲ့ ထငရ်အပမဲဲ့လ ဲတကယတ်နိ်ုးကျအတှာဲ့ ရ ညတ်ယ ်၊ ရ ညတ်ယလ်ှိို ဲ့

 ထငရ်အပမဲဲ့ တကယတ်နိ်ုးကျအတှာဲ့  တှိိုတယလ်ှိို ဲ့ ထငရ်အလှာကတ်ဲဲ့ 

အ ဲ့ သစရှာလှိိုမျှိ ိုး အ ဲအအ ကှာငိ်ုးအရှာ အပဖစ်အပျကအ်တနွဲ ဲ့ 

တငဆ်ကသ်ှွာိုးမ ှာပါ။

この，あ，15部，15部では，あ，この15部の番組は，あ，短いようで実は
長い，長いようで実は短いと思うほどの驚くような，あ，内容と出来事を
提示していきます。

68 さあ皆さん，わたくしと一緒にこの旅に出発いたしましょう。 အအှ်ာ ဒါဆှိိုလှိို ဲ့ရ ှိရင ်အှာိုးလ ိုိုးဘ ဲကျအနှ်ာနဲ ဲ့ အတ ူဒ ီဒခီရီိုးကှိို ထကွခ်ှွာ ကစှိို ဲ့ဘ။ えーと，これなら，みんな私と一緒にこの，この旅に出発しましょう。

69 さあ，歩き出しましょうと，おー，言ったんですけれど，講師だけが歩い
てて振り返ると誰も後ろにはいないんじゃないかというような気が時々
いたしますんで，私はこの

［笑う］［9秒間無言。］က ဲဒါ ဒါပဖစ်လှိို ဲ့ရ ှိရင ်ပပနလ် ည်ဲ့ ကည်ဲ့ ကရအအှာငလ်ှိို ဲ့ 

အပပှာအပမဲဲ့လ ဲတကယတ်မ်ိုး ပပနလ် ည်ဲ့ ကည်ဲ့လှိိုကရ်င ်ဘယသ်မူ  မရ ှိတဲဲ့ 

ဘယသ်မူ  ရ ှိမအနတှာမျှိ ိုး ...

［笑う］［9秒間無言。］さぁ，これ，これなら振り返ってみようと言っても，
実際に振り返ると誰もいないと言っています。誰もいないような…

70 15回のシリーズではもう絶対に振り向くことはなく，前に前にと，もうカメ
ラのほうに向かって進みたいと思っています。えー，

အအှ်ာ တကယတ်မ်ိုးကျအတှာဲ့ ဒ ီအပှိိုငိ်ုးမ ှာဆှိိုလှိို ဲ့ရ ှိရငအ်တှာဲ့ 

ဘှာမ ပပနလ် ည်ဲ့ ကည်ဲ့မအနဘနဲဲ ဲ့ အအရ ြို့ အအရ ြို့ကှိိုဘ ဲ ကည်ဲ့ပပီိုးအတှာဲ့ အ ဒ ီ

အစီအစဥ်အတကွှိို တငဆ်ကသ်ှွာိုးမ ှာပါ။

 えーと，実際にはこの部分では何も振り返らずに前，前だけを見て，
あ，この番組をやっていきます。

71 えー，このシリーズの，えー，テーマというのは，こう，グローバル化と
いう現象に，えー，北欧，そして日本がどう立ち向かっているのか，立
ち向かおうとしているのかということであります。

ဒ ီအပှိိုငိ်ုးမ ှာဆှိိုလှိို ဲ့ရ ှိရငအ်တှာဲ့ globalization ဆှိိုတဲဲ့ အ ဲအခါငိ်ုးစဥ်နဲ ဲ့ အတ ူ

ဂျပနက် ဒ ီGlobalization ကှိို ဘယလ်ှိိုမျှိ ိုး အ ဘယလ်ှိိုမျှိ ိုး အ ဘယလ်ှိိုမျှိ ိုး 

ရငဆ်ှိိုငအ်နလ ဲဘယလ်ှိိုမျှိ ိုး ပဖတအ်ကျှ်ာအနလ ဲဆှိိုတှာကှိို တငဆ်ကသ်ှွာိုးမ ှာပါ။

この部分ではグローバル化という，えー，テーマと同じく，日本がこのグ
ローバル化をどのように，あ，どのように，あ，どのように向き合ってい
るか，どのように乗り越えているかということをやっていきます。

72 でー，じゃあ具体的にどういうお話をするのかと，いう15回のラインナッ
プを，もうすでにテロップでご覧いただいたんですけども，もう一度押さ
えておきたいと思います。

အ ဲဒမီ ှာအပါ ဲ့အနှ်ာ ဘယလ်ှိိုအအ ကှာငိ်ုးအရှာအတကွှိို တငဆ်ကသ်ှွာိုးမလဆဲှိိုတှာ 

ဒ ီတဗီီကအနပပီိုးအတှာဲ့ ပမငန်ှိိုငတ်ယဆ်ှိိုအပမဲဲ့ တချကအ်လှာက ်

အသချှာ ကည်ဲ့ပပီိုးအတှာဲ့ ဇယှာိုးရ ငိ်ုးပပပါမယ။်

えー，ここではどのようなことをやっていくかという，このテレビで見られ
ますが，もう一度よく見ながら表を説明します。



73 えー，1つ1つ全て読みあげることはしませんけれど，ま，第1回目は အ ဲတခိုချငိ်ုးစီ တခိုချငိ်ုးစီ လှိိုကဖ်တမ်ပပအပမဲဲ့လ ဲပထမဆ ိုိုးအအနနဲ ဲ့။ えー，1つ1つを読み上げませんが第1回として。

74 今，や，進行中の第1回であります。あのー，まず，えー，前半部分で
は，あの，ほく，北欧，ヨーロッパのお話をします。でー，

အ ဲဒ ီပထမအပခမ်ိုး တေကအ်ထှိကအတှာဲ့ ヨーロッ အ ဲEurope အအ ကှာငိ်ုးကှိို

 အပပှာသှွာိုးမ ှာပါ။

えー，第1回の半分はヨーロッ，えー，「ヨーロッパ」について話していき
ます。

75 まず，フィンランドという国のお話から始めたいと思います。 ပထမဦိုးဆ ိုိုး ဖငလ်နဆ်ှိိုတဲဲ့ နှိိုငင် ရဲ ဲ့ အအ ကှာငိ်ုးကအန စတငပ်ါမယ။် まずは，フィンランドという国について始めます。

76 日本人はフィンランドというと，なんか，えー，ムーミンがいて，幸せな
国だと思っているようなところがあります。えー，

ဂျပနလ်မူျှိ ိုးအတကွ ဖငလ်နလ်ှိို ဲ့ အပပှာလှိို ဲ့ရ ှိရင ်အအှ်ာ လယယ်ှာလိုပ်ငနိ်ုးအတနွဲ ဲ့ 

လ ိုိုးေကှိို အပျှ်ာရွှငအ်နတဲဲ့ နှိိုငင် ဆှိိုပပီိုးအတှာဲ့ ပမင ်ကပါလှိမ်ဲ့မယ။်

日本人はフィンランドというと，えーと，仕事に恵まれてとても幸せな国
に見えるでしょう。

77 それは一面の事実なんですけれど，20世紀においては，フィンランドは
とっても苦しい時期を通り抜けています。その

အ ဲဒါကအတှာဲ့ တကယ ်ဒါကအတှာဲ့ အအပေါ်ယ  ပမငရ်တှာဆှိိုအပမဲဲ့ အ ဲ

တကယတ်မ်ိုး ဖငလ်နန်ှိိုငင် ရဲ ဲ့ အန ဲ့စဥ်မ ှာဆှိိုလှိို ဲ့ရ ှိရင ်ပငပ်နိ်ုးဆငိ်ုးရဲရတဲဲ့ အ 

ဘေကှိို ပဖတသ်နိ်ုးအနရပါတယ။်

えー，これの事実は，これは表面上は見えますが，えー，事実は，フィ
ンランドの日常は苦しく貧しい生活を通り抜けています。

78 フィンランドが苦しかった時期というのを，あー，ご紹介したいと思いま
す。

အအှ်ာ ဖငလ်နက် အခို အ ပငပ်နိ်ုးဆငိ်ုးရဲအနတဲဲ့ အခှိိုကအ်တန် ဲ့ 

ပဖစ်တယဆ်ှိိုတှာကှိို တငဆ်ကခ်ျငပ်ါတယ။်

えーと，フィンランドは今，あ，苦しく貧しい時であることを提示したいで
す。

79 フィンランドっていう国は，今，苦しんでいるんですか。

80 はい。 「はい。」

81 うんうん。わかりました。

82 そして，ま，フィンランドの外交，内政についてもお話ができればと思い
ます。

［8秒間無言。］ん…ん…うん。 ဖငလ်နန်ှိိုငင် ရဲ ဲ့  ん…［18秒間無言。］ 

ပပညတ်ငွိ်ုးစစ် အအ ကှာငိ်ုး ပပညတ်ငွိ်ုးစစ်အတ ွပဖစ်အနတဲဲ့အအ ကှာင်ဲ့ 

တငဆ်ကခ်ျငပ်ါတယ။်

［8秒間無言。］「ん…ん…うん。」フィンランドの， 「ん…」［18秒間無
言。］内戦について，内戦が起きていることについて提示したいです。

83 フィンランドは今も内戦中ですか。

84 ［笑う］ あ，この，このビ，あ，ビデオによる… အအှ်ာ ဒ ီဗီဒယီှိိုမ ှာ 

အပပှာတှာဆှိိုလှိို ဲ့ရ ှိရငအ်တှာဲ့ သတူှိို ဲ့ အဒဲ ီဗီဒယီှိို ရှိိုကတ်ဲဲ့အချှိနမ် ှာ 

ပဖစ်အနတယဆ်ှိိုအပမဲဲ့ အခို တကယ် ၂ေ၂ေ မ ှာ ပဖစ်လှာိုး မပဖစ်လှာိုး မသှိပါ ဘိူုး။

［笑う］「あ，この，このビ，あ，ビデオによる…」えーと，このビデオでい
うなら，彼らがそのビデオを撮影した時はやっていますが，実際に今
2020年でやっているかどうかはわかりません。

85 あー。うーん。で，さきほどは，なぜ，フィンランドは苦しんでいると思い
ましたか。今も苦しんでいるという。



86 အအှ်ာ အခိုဆှိိုတှာ ဒ ီဗီဒယီှိိုမ ှာ ရ ှိအနတဲဲ့ အခိုကှိို အပပှာတှာ။ えーと，今というのはこのビデオの中での今を言いました。

87 うーん。わかりました。

88 えー続いて，ま，フィンランドの次に，えー，お話しするのが，あの，ノル
ウェーになります。で，

အ ဲဒ ီဖငလ်နန်ှိိုငင် အအ ကှာငိ်ုးအပပှာပပီိုးလှိို ဲ့ရ ှိရင ်အနှာကထ်ပ်အပပှာချငတ်ဲဲ့ 

နှိိုငင် ကအတှာဲ့ အနှ်ာအေဘ ဲပဖစ်ပါတယ။်

えー，このフィンランドについて話しおわったら，次に話したいのはノル
ウェーです。

89 ノルウェーという国の，おー，お話の中で，えー，1つのハイライトは
1993年に，この国がイスラエルとパレスチナ解放機構，PLOとの合意
の仲介を致します。これが，

うん… ဒ ီノルウェー အအ ကှာငိ်ုး အပပှာမယဆ်ှိိုလှိို ဲ့ရ ှိရင ်တခို highlight 

လိုပ်ချငတ်ှာကအတှာဲ့ အ ဲ၁၈၉၇ ခိုန စ်အလှာကမ် ှာ အ ဲဒ ီအနှ်ာအေနှိိုငင် ရဲ ဲ့  အ ဲ

အှိစလနဘ်ှာသှာေငအ်တနွဲ ဲ့ အ ဲတပခှာိုးဘှာသှာေင ်အ ဲ ဘှာသှာအရိုး 

ပပဿနှာအတ ွပဖစ်ခဲဲ့တယဆ်ှိိုတဲဲ့ အအ ကှာငိ်ုး အပပှာချငပ်ါတယ။်

「うん…」この「ノルウェー」について話すなら，1つハイライトしたいの
は，えー，1897年頃に，えー，このノルウェーの，えー，イスラム教徒
と，えー，他の宗教，えー，宗教問題が起きたことについて話したいで
す。

90 まぁ，オスロ合意として知られているんですけれど，まずこの外交的な
努力に，えー，焦点を当てたいと思います。そして，

［24秒間無言。］うん…あ… ဒလီှိိုမျှိ ိုး အ ဲပပဿနှာအတ ွ［笑う］ ဒလီှိိုမျှိ ိုး အဲ

 အဒဲလီှိိုမျှိ ိုး ပပဿနှာအတနွဲ ဲ့  ကှာိုးထမဲ ှာ အနှ်ာအေက ဘယလ်ှိို ဘယလ်ှိို 

ပဖစ်ခဲဲ့လဆဲှိိုတှာကှိို တငပ်ပချငပ်ါတယ။်

［24秒間無言。］「うん…あ…」こういう，えー，問題とか［笑う］こういう，
えー，こういう問題の中でノルウェーがどうやって，どうだったかという
のを提示したいです。

91 ま，ノルウェーという国の中東外交だけじゃなくて，外交全体のお話を，
し，に，あの，講義を進めてまいりたいと思います。

အ ဒ ီအနှ်ာအေရဲ ဲ့  အ ဲပမှိ ြို့လယအ်ခါငဘ် ဲမဟိုတဘ်နဲဲ ဲ့ တကယ ်အအှ်ာ 

ဆငအ်ပခဖ ိုိုးအတမွ ှာလ ဲဘယလ်ှိို ပပဿနှာအတ ွပဖစ်ခဲဲ့လဆဲှိိုတှာကှိို 

အပပှာသှွာိုးမယ။်

あ，このノルウェーの，えー，街の中心だけではなく事実，えーと，郊外
でもどんな問題が起きたかというのを話していきます。

92 えー，そして，まあ，北極圏のイスラムというなんか，ありそうもないタイ
トルをつけたんですけれど，実は北極圏にもイスラム教徒がいるという
お話を，えー，ノルウェーのイスラム教徒の状態を，状況をお話しする
ことでご紹介したいと，ま，こういうふうに

အအှ်ာ အပမှာကေ်ငရ်ှိို ိုးစွနိ်ုးက အှိစလနဘ်ှာသှာေငဆ်ှိိုပပီိုးအတှာဲ့ အခါငိ်ုးစဥ် 

အခါငိ်ုးစဥ် တပ်ရအတှာဲ့ အခါငိ်ုးစဥ် တပ်ရမယဆ်ှိိုရငအ်တှာဲ့ ဒ ီ

အနှ်ာအေမ ှာလအဲပါ ဲ့အနှ်ာ အှိစလနလ်မူျှိ ိုးအတ ွရ ှိတယဆ်ှိိုတဲဲ့ အအ ကှာငိ်ုးကှိို 

အပပှာသှွာိုးမ ှာပါ။

えーと，北極のイスラムというタイトル，タイトルをつけて，タイトルをつ
けるなら，このノルウェーにもイスラムの人たちがいるということを話し
ていきます。

93 思っているわけです。続きまして，まあ，あの，北海の問題，そして，
ま，北極圏の問題と，いうこと

အအှ်ာ ဆကလ်ကပ်ပီိုးအတှာဲ့ ဒ ီ ホッカイ ရဲ ဲ့ ပပဿနှာအပါ ဲ့အနှ်ာ ပပီိုးလှိို ဲ့ရ ှိရင ်ဒ ီ

အပမှာကေ်ငရ်ှိို ိုးစွနိ်ုးရဲ ဲ့ ပပဿနှာဆှိိုပပီိုးအတှာဲ့ တငဆ်ကသ်ှွာိုးပါမယ။်

えーと，続いてこの「ホッカイ」の問題，終わったら，この北極を問題を
提示していきます。

94 をご紹介したいと思います。でー，後半部分では，ま，日本に戻ってま
いりまして，日本の排他的経済水域の問題，メディアの

အ ဲဒ ီအ ဲဒ ီအ ခလယအ်လှာကအ်ရှာကလ်ှိို ဲ့ရ ှိရင ်ဂျပန ်အအ ကှာငိ်ုးဘကက်ှိို 

ပပနလ် ည်ဲ့လှာပပီိုးအတှာဲ့ ဂျပနရဲ် ဲ့ အ ဲ Area အအ ကှာငိ်ုးနဲ ဲ့။

えー，この，えー，この，あ，半分ぐらいになりましたら日本にまた戻っ
て日本の，えー，地域についてと。

95 問題，えー，人口の問題など，と， အအှ်ာ ဂျပနရဲ် ဲ့ မီဒယီှာ အအ ကှာငိ်ုးနဲ ဲ့ ပပီိုးအတှာဲ့ လဦူိုးအရ အအ ကှာငိ်ုးအတကွှိို။ えーと，日本のメディアについて，それから人口についてを。

96 まあ，お話を進めてまいります。えー အအှ်ာ ဆကလ်ကပ်ပီိုး တငပ်ပသှွာိုးမ ှာပါ။ えーと，続けて提示していきます。

97 なぜ，えー，この，人口のところが3丁目なのかと，いう အအှ်ာ ဘှာလှိို ဲ့ ဒ ီလဦူိုးအရ အအ ကှာငိ်ုးက န ပါတ ်၃ ပဖစ် ရတှာလဆဲှိိုရင။် えーと，なぜこの人口についてが3番なのかというと。



98 ことは，ま，講義をご覧いただかないとわからないという仕組みで，ま
あ，面白そうなタイトルを付けていると見てくれつ，くれるかな，という下
心があってこんなタイトルを付けております。

အအှ်ာ ဒကီ ဒအီအ ကှာငိ်ုးအရှာကှိို နှာိုးမအထှာင ်ကည်ဲ့ဘိူုးဆှိိုလှိို ဲ့ရ ှိရင ်

နှာိုးလညန်ှိိုငမ် ှာမဟိုတတ်ှာအ ကှာင်ဲ့ တကယ ်စှိတေ်ငစ်ှာိုးဖှိို ဲ့ 

အကှာငိ်ုးတှာအ ကှာင်ဲ့ ဆကလ်က ် ကည်ဲ့အပိုး ကပါအိုနိ်ုး။

えーと，これは，この内容を聞かないとわからないので，本当に面白い
ので続けてご視聴ください。

99 そして，ま，日本における外国人労働者の問題，そして， ဟှိိုဟှာ ပပီိုးအတှာဲ့ ဂျပနမ် ှာ ရ ှိတဲဲ့ နှိိုငင် ပခှာိုးသှာိုး အလိုပ်သမှာိုးအတ ွအအ ကှာငိ်ုး။ あの，それから日本にいる外国人労働者たちについて。

100 あのー，ノルウェーのイスラム教徒と対比させる意味でも，あの，日本
におけるイスラム教徒の状況を

ပပီိုးအတှာဲ့ အနှ်ာအေမ ှာ ရ ှိတဲဲ့ အှိစလနလ်မူျှိ ိုးအတနွဲ ဲ့ နှုှိငိ်ုးယ ဥ်ပပီိုးအတှာဲ့ ဂျပနမ် ှာ 

ရ ှိတဲဲ့ အ ဲအှိစလနဘ်ှာသှာေင ်အအ ကှာငိ်ုးကှိိုလ ဲတငပ်ပသှွာိုးမ ှာပါ။

それから，ノルウェーにいるイスラムの人たちと比較して，日本にいる，
えー，イスラム教徒について提示していきます。

101 紹介しております。で，なぜタイトルに，郷に入れば郷に従えじゃなく
て，郷に入れば四に従えなのか，というのも，あのー，この番組を見な
ければわからないという，

ဒ ီအခါငိ်ုးစဥ်မ ှာ ဆှိိုလှိို ဲ့ရ ှိရငအ်ပါ ဲ့အနှ်ာ ဘှာလှိို ဲ့ အ ဲပမှိ ြို့ကှိိုအရှာကလ်ှိို ဲ့ရ ှိရင ်

ပမှိ ြို့လှိိုကျင်ဲ့လှိို ဲ့ ပမှိ ြို့ မ ှာ ပမှိ ြို့လှိိုကျင်ဲ့လှိို ဲ့ အပပှာတှာမဟိုတဘ်နဲဲ ဲ့ ဘှာလှိို ဲ့ အ ဲ၄ ၊ ၄ ခို

 ကှိို ကျင်ဲ့လှိို ဲ့ အပပှာငိ်ုးထှာိုးတယ ်ဆှိိုတှာကလ ဲဒ ီအစီအစဥ်ကှိို 

မ ကည်ဲ့ဘိူုးဆှိိုလှိို ဲ့ရ ှိရင ်နှာိုးလညန်ှိိုငမ် ှာ မဟိုတပ်ါဘိူုး။

なぜこのタイトルを，えー，郷に入っては郷に従え，郷で，郷に従えと言
わずになぜ，えー，4，4つに従えと変えたかは，この番組を見なければ
理解できません。

102 えー，ことで，是非，ご覧頂いて，えー，謎解きをしていただければと思
います。えー，

အ ဲဆှိိုအတှာဲ့ ဒ ီအစီအစဥ်ကှိို အဆ ိုိုးအထှိ  ကညဲ့ပ်ပီိုးလှိို ဲ့ရ ှိရင ်စှိတထ်မဲ ှာ ရ ှိအနတဲဲ့

 အ ဲပအဟဠှိအတလွ ဲအပပလညသ်ှွာိုးလှိမ်ဲ့မယ ်ထငပ်ါတယ။်

えー，ということで，この番組を最後まで見おわったら，心の中にある謎
が解けていくと思います。

103 そして，ま，えー東北での大きな震災そして津波の被害の後に石巻に
駆け付けた若者の，若者たち，外国から駆け付けた若者たち，そして

အ ဲဒ ီဒမီ ှာအပါ ဲ့အနှ်ာ ပပီိုးအတှာဲ့ အကျှာကတ် ိုိုး မတယဆ်ှိိုတဲဲ့ အ ဲဓအလဲ့လအဲပါ ဲ့အနှ်ာ

 အ ဲဒ ီနှိိုငင် ပခှာိုးကအနပပီိုးအတှာဲ့ ေငအ်ရှာကလ်ှာတယ ်ဒ ီနှိိုငင် ပခှာိုးက 

လငူယအ်တကွအနပပီိုးအတှာဲ့ ေငအ်ရှာကလ်ှာတဲဲ့ ဒ ီယဥ်အကျိုးမှုအအ ကှာငိ်ုးလ ဲ

အပပှာပပချငပ်ါတယ။်

えー，この，ここで，そして，石を持ちあげるという習慣も，えー，この外
国から来た，この外国から来た若者たちの文化についても話したいで
す。

104 （カットしたい⇒その若者たちは）どこから，外国から来た若者たちはど
こへ行きますか。

105 ん？イシマキ。 「ん？イシマキ。」 「石巻」は「いしまき」と発音してい
る。

106 石巻？なぜ石巻に行こうとしているかわかりますか。

107 いいえ。 「いいえ。」

108 石巻っていうところの，あ，石巻っていう単語は初めて聞きましたか。

109 はい。 「はい。」

110 はい。わかりました。



111 石巻の人たちの，ま，復興への頑張りと，いうことを，あー，14回目では
お話しさせて頂きます。

အ ဒ ီ၁၄ ခိုအပမှာကမ် ှာ ဆှိိုလှိို ဲ့ရ ှိရငအ်တှာဲ့ အဒဲအီအ ကှာငိ်ုးကှိို ရ ငိ်ုးပပသှွာိုးမ ှာပါ။ あ，この14回目では，そのことを説明していきます。

112 えーそして，最後にまあ，まとめのお話というのがまあ大きな流れでご
ざいます。で，

အ အဆ ိုိုးမ ှာ ဆှိိုလှိို ဲ့ရ ှိရငအ်တှာဲ့ ဒ ီအပပှာသှွာိုးတဲဲ့ အက ိုလ ိုိုးကှိို ပပနစ်ိုပပီိုးအတှာဲ့ 

ပပနစ်ိုပပီိုးအတှာဲ့ ရ ငိ်ုးလငိ်ုးသှွာိုးမ ှာဘ ဲပဖစ်ပါတယ။်

あ，最後では，この話したことを全てまたまとめて，またまとめて説明し
ていきます。

113 あの，北欧と日本に大きな影響を与えている，ま，グローバル化という
現象については，えー，ここでは，えー，定義をしないことにします。こ
の

အအှ်ာ ဒ ီဂျပန ်ဂျပနန်ဲ ဲ့ အပမှာကေ်ငရ်ှိို ိုးစွနိ်ုး ပပီိုးအတှာဲ့ အ ဲဂျပနန်ဲ ဲ့ globalization 

ဆှိိုတှာအတှာဲ့ ဒအီပှိိုငိ်ုးမ ှာ တငဆ်ကသ်ှွာိုးမ ှာ မဟိုတပ်ါဘိူုး။

えーと，この日本，日本と北極，それから，えー，日本とグローバル化と
いうのは，この部分では提示しません。

114 14回，15回のシリーズでグローバル化の実態にまず触れていただい
て，えー，最後の回で，グローバル化というのはなんなんだろうという，
あのー，定義をして，えー，ご提案させていただきたいと思います。皆さ
ん

အငိ်ုး ဒ ီဒ ီအစီအစဥ် ပပီိုးအတှာဲ့အပါ ဲ့အနှ်ာ အပှိိုငိ်ုး ၁၄ ၊ ၁၅ မ ှာဆှိိုလှိို ဲ့ရ ှိရငအ်တှာဲ့ ဒီ

 globalization ဆှိိုတဲဲ့ အအ ကှာငိ်ုးကှိို တငဆ်ကသ်ှွာိုးမ ှာပါ။

えー，この，この番組が終わったら，14，15部で，このグローバル化に
ついて提示していきます。

115 も，この15回を通してグローバル化ってどういうことなんだろう，どういう
ふうに考えればいいんだろう，どういうふうに定義すればいいんだろう
か，という自分の，なりのグローバル化解釈というのを，えー，勉強しな
がら，用意していただければと，思います。

အ ဒ ီglobalization ကှိိုအပါ ဲ့အနှ်ာ ဘယလ်ှိို ထငလ် ဲပပီိုးအတှာဲ့ ဒဟီှာရဲ ဲ့ 

အဓှိပပါယက် ဘှာလဆဲှိိုတှာကှိို ကှိိုယ ်ကှိိုယထ်ငပ်မငခ်ျကန်ဲ ဲ့ ကှိိုယ ်

ကကှိ တငပ်ပငဆ်ငထ်ှာိုးပပီိုးအတှာဲ့ အလဲ့လှာထှာိုးရင ်အကှာငိ်ုးမယလ်ှိို ဲ့ ထငပ်ါတယ။်

あ，このグローバル化をどう思うか，それから，この意味は何かというこ
とを自分，自分なりの意見を前もって準備してから勉強すればいいと
思います。

116 で，この，うー，日本，北欧，グローバル化というものを見つめるにあ
たって，私は，ま，2つの点に着目しています。

အ ဲဒ ီglobal ကှိိုအပါ ဲ့အနှ်ာ ဒ ီglobalization ကှိို အ ဲကှိိုယဖ်ှာသှာကှိိုယ ်

ဘယလ်ှိိုထငလ်ဆဲှိိုတှာ အတိွုးပပီိုးအတှာဲ့ အ ကျအနှ်ာကအတှာဲ့ ဒမီ ှာအပါ ဲ့အနှ်ာ  

keywords ၂ ခို အပိုးပါမယ။်

うん，このグローバルをこのグローバル化を，えー，自分でどう思うかを
考えて，あ，私はここで2つのキーワードを挙げます。

117 で，えー，この，2つの点というのは，1つはまあ，市民の頑張りと，あ
の，

အငိ်ုး ဒ ီအနရှာမ ှာအပါ ဲ့အနှ်ာ ပထမဆ ိုိုးဟှာကဆှိိုလှိို ဲ့ရ ှိရငအ်တှာဲ့ ပပညသ်အူတရဲွ ဲ့  အ

 ပပညသ်အူတရဲွ ဲ့ အဆင်ဲ့အတနိ်ုးနဲ ဲ့။

うん，ここの最初では，国民の，あ，国民の地位と。

118 小さな国の頑張りということであります。そしてもう1つが，えーもう1つ
の着目点は，まあ，市民の活動という

အ ဲအနှာကတ်ခိုကအတှာဲ့ ပပညသ်အူတရဲွ ဲ့ အ လှုပ်ရ ှာိုးမှု။ えー，もう1つは国民の，あ，活動。

119 ことであります。この ဘ ဲ［笑う］ ပဖစ်ပါတယ။် で［笑う］あります。

120 小さな国の頑張り，そして，えー，市民の活動ということなんですけれ
ど，ま，

ဟှိိုဟှာ ဟှိိုဟှာ ဒမီ ှာအပါ ဲ့အနှ်ာ ပပညသ်အူတရဲွ ဲ့ အ ဲကကှိ ိုးစှာိုးမှုနဲ ဲ့ လှုပ်ရ ှာိုးမှုကှိို အ ဲ

keyword အအနနဲ ဲ့။

あれ，あれ，ここでは，国民の，えー，頑張りと活動を，えー，キーワー
ドとして。

121 頑張りとか活動ではちょっと，絵にならないということで，えー，小国優
位の時代，えー，そして，まあ，あー，国境を越える市民というような，
あのー，タイトルを，あ，つけて，みました。

အအှ်ာ ဆှိိုတှာ အဒဲ ီကကှိ ိုးစှာိုးမှုမ ှာ ပပညသ်အူတရဲွ ဲ့  ကကှိ ိုးစှာိုးမှုနဲ ဲ့ အ လှုပ်ရ ှာိုးမှုလှိို ဲ့

 ဆှိိုအပမဲဲ့လ ဲဒမီ ှာ ဒမီ ှာ အရိုးပပထှာိုးတှာကအတှာဲ့ အ နှိိုငင်  

အသိုးအသိုးအလိုးကအနပပီိုးအတှာဲ့ အကျှ်ာ ကှာိုးလှာခဲဲ့တဲဲ့ အခတန်ဲ ဲ့ အ ဒ ီနှိိုငင်  

နယန်မှိတအ်တကွှိို အကျှ်ာလွှှာိုးနှိိုငခ်ဲဲ့တဲဲ့ ပပညသ်အူတဆွှိိုပပီိုးအတှာဲ့ အရိုးထှာိုး 

အရိုးသှာိုးထှာိုးအပိုးပါတယ။်

えーと，というのは，その頑張り，国民の頑張りと，あ，活動と言って
も，ここでは，ここで書かれているのは，あ，小国から有名になった時
代，あ，この国境を越えた国民ということを書いた，書かれています。

122 えー，さて実際のお話に，ま，入る前に，えー，我々日本のことはよく
知っているんですけれど，ま，北欧が

အအှ်ာ တကယ်ဲ့ တကယ်ဲ့ စကှာိုးေှိိုငိ်ုးထကဲှိို တကယ်ဲ့ အ ဲစကှာိုးေှိိုငိ်ုးကှိို 

မအပပှာခငမ် ှာ ပထမဆ ိုိုးက ဒ ီဂျပနန်ှိိုငင်  အအ ကှာငိ်ုးကှိိုအတှာဲ့ အှာိုးလ ိုိုးက 

သှိထှာိုးမယဆ်ှိိုအပမဲဲ့လ ဲအဒဲ ီ ホッカイ ကှိိုအတှာဲ့။

えーと，実際，実際の会話の中で，実際，えー，会話をする前に最初
に，この日本についてみんなが知っていても，その「ホッカイ」は。

123 グローバル化の中でどう動いているかと，いう，あのー，ことをお話しす
るんで，えー，北欧の位置関係を，ま，駄目押しのために，念を押すた
めに，えー，地図で押さえておきたいと思います。

အဒဲါအပါ ဲ့အနှ်ာ ဒ ီဒ ီglobalization က ဘယလ်ှိိုမျှိ ိုး ပဖစ်အနလဆဲှိိုတှာကှိို 

ရ ငိ်ုးပပဖှိို ဲ့အတကွ ်ဒမီ ှာ အပမပ ိုနဲ ဲ့ ပပပပီိုးအတှာဲ့ တချကအ်လှာက ်ရ ငိ်ုးပပချငပ်ါတယ။်

それは，この，このグローバル化がどうなっているかを説明するため
に，ここの地図を見せて少し説明したいです。



124 えーこのようになっています。 အ အခိုလှိိုမျှိ ိုးဘ ဲပဖစ်အနပါတယ။် あ，このようになっています。

125 えーまず，あのー，北大西洋に浮かぶアイスランドという島国がありま
す。

ပထမဦိုးဆ ိုိုး ဒ ီအပမှာကဘ်က ်အပခမ်ိုးမ ှာ ရ ှိတှာကအတှာဲ့ အှိိုငစ်လန ်

ပဖစ်ပါတယ။်

まず，この北側にあるのはアイスランドです。

126 えー，そして，ま，ヨーロッパ大陸にある，ま，北のほうにあるデンマー
ク，ノルウェー，

ပပီိုးအတှာဲ့ ဒ ီယရူိုပ်မ ှာ ရ ှိတဲဲ့ ဒှိနိ်ုးမတတ်ှိို ဲ့ အနှ်ာအေိုးတှိို ဲ့။ そして，このヨーロッパにあるデンマークとノルウェーと。

127 スウェーデン，えー，そして，フィンランドと， ပပီိုးအတှာဲ့ ဆစ်ွဇှာလန ်၊ ဖငလ်နတ်ှိို ဲ့ ရ ှိပါတယ။် そして，スイス，フィンランドがあります。

128 あのー，この5つの国が，えー，基本的に，ま，北欧諸国として言及され
ます。

ဒ ီ၅ နှိိုငင် ကအတှာဲ့ အ ホクオー နှိိုငင် အအသိုးအလိုးအတဆွှိိုပပီိုးအတှာဲ့ 

သတမ် တပ်ခငိ်ုးခ ရပါတယ။်

この5カ国は，あ，「ホクオー」，小さな国々という定義をされています。

129 で，えー，さて，ま，場所を押さえていただきましたので，まず，えー，小
国の頑張りと小国優位の時代というお話をさせていただきます。

ဆှိိုအတှာဲ့ ဒ ီနှိိုငင် အတ ွအအ ကှာငိ်ုး ရ ငိ်ုးပပ ပပီိုးပပီဆှိိုအတှာဲ့ ပထမဆ ိုိုး ဒ ီအ ဒ ီ

နှိိုငင် အသိုးအလိုးအတကွှိို ဘယလ်ှိိုမျှိ ိုး ဘယလ်ှိိုမျှိ ိုး တှိိုိုးတက ်

အပပှာငိ်ုးလလဲှာသလဆဲှိိုတှာကှိို ရ ငိ်ုးပပသှွာိုးပါမယ။်

ということで，この国々についての説明が終わったので，まず，この，
あ，この小さな国々がどうやって，どうやって進歩したかというのを説明
していきます。

130 えー，とりあえずは，この，えー，表をご覧いただくところから始めたい
と思います。

ပထမဆ ိုိုးအတှာဲ့ ဒ ီဇယှာိုးအလိုးကှိို တချက ်ပပပပီိုးအတှာဲ့ ရ ငိ်ုးပပချငပ်ါတယ။် 最初にこの表をちょっと見せてから説明をしたいです。

131 えー，HDIという言葉があります。 HDI ဆှိိုတဲဲ့ စကှာိုးလ ိုိုး ရ ှိပါတယ။် HDIという言葉があります。

132 えー，Human development Index အ ဲHuman development Index ဆှိိုတဲဲ့ အဓှိပပါယန်ဲ ဲ့။ えー，人間開発指数という意味で。

133 という言葉であります。これは，えー，ま，人間開発指数と訳されている
んですけれど，国連の付属機関が毎年このHDIという概念に基づい
た，えー，国ごとのランキングというのを出しております。

အအှ်ာ ဒဟီှာက အ လသူှာိုးအတဟွှာ ［聞き取り不能］ ပ ိုစ  တှိိုိုးတက ်တှိိုိုးတက်

 အပပှာငိ်ုးလလဲှာမှု ပပတဲဲ့ ဇယှာိုး ဇယှာိုးဆှိိုပပီိုးအတှာဲ့ သတမ် တထ်ှာိုးပပီိုးအတှာဲ့ ဒ ီ

ဇယှာိုးမ ှာဆှိိုလှိို ဲ့ရ ှိရင ်န စ်တှိိုငိ်ုးမ ှာ ဒလီှိိုမျှိ ိုး ဘယန်ှိိုငင် က ထှိပ်ဆ ိုိုးလဆဲှိိုတှာကှိို 

စီပပထှာိုးပါတယ။်

えーと，これは，あ，人間［聞き取り不能］モデル開発，開発の変化を表
した表，表として定義され，この表では毎年，このように，どの国が上
位かというのを並べて見せています。

134 これは，誰，どこが出しているものですか。HDIというのは。

135 ［笑う］わかりません。 ［笑う］「わかりません。」

136 あ，わかりました。



137 でー，この，えー，HDIというのは，まあ，あの，所得を測るだけではなく
て，えー，どの国の人が一番稼いでいるかという問題だけではなくて，
その国の環境はどうかと，治安はいいかと，えー，医療水準はどうか
と，平均寿命はどうかと，あー，

ဒဟီှာက ဟှိို နှိိုငင်  နှိိုငင် ရဲ ဲ့  နယန်မှိတက်ှိို တှိိုငိ်ုးထှာတှာ မဟိုတဘ်နဲဲ ဲ့ 

ဘယန်ှိိုငင် ကအတှာဲ့ အအှ်ာ ပပညတ်ငွိ်ုး အအပခအအန ပငှိမ်သကလ် ဲဘယလ်ှိို 

အဘိုးကငိ်ုးလ ိုပခ  မှု ဘယအ်လှာကအ်ကှာငိ်ုးလ ဲဆှိိုတဲဲ့ဟှာအတနွဲ ဲ့ တှိိုငိ်ုးထှာတှာ 

ပဖစ်ပါတယ။်

これは，あの，国，国の境界を測定したのではなく，どの国が，えーと，
国内情勢が平和であるか，どれくらい安全であるかということで測定し
ています。

138 女性の社会進出は進んでいるかと，いうそういういろんな様々な所得
以外の面を考慮して，えー，どこの国の人が，まあ，一番いい生活をし
ているかな，というようなランクでございます。

အဒဲါ ဒလီှိိုမျှိ ိုးအပါ ဲ့အနှ်ာ အအှ်ာ တှိိုငိ်ုးတှာပပီိုးအတှာဲ့ ဘယန်ှိိုငင် က လအူတကွအတှာဲ့

 ဘယလ်ှိိုမျှိ ိုး လ ိုပခ  စှိတခ်ျရတဲဲ့ ဘေမ ှာအန အနရလ ဲဆှိိုတှာကှိို သတူှိို ဲ့ 

တှိိုငိ်ုးတှာဘပဲဖစ်ပါတယ။်

それは，そういう，えーと，測定して，どの国の人々が，どのように安全
な生活をして，生活をしているのかということを彼らが測定します。

139 で，これを見てみますと，ま，毎年のように第1位は，えー，ノルウェー
が入っています。

ဒမီ ှာ  ကည်ဲ့လှိိုကမ်ယ ်ဆှိိုလှိို ဲ့ရ ှိရငအ်ပါ ဲ့အနှ်ာ ပမငရ်တဲဲ့အတှိိုငိ်ုးဘ ဲအ န ပါတ ်ေမ်ိုး

 ကှိိုအတှာဲ့ အနှ်ာအေ ရထှာိုးပါတယ။်

ここで見てみると，見てのとおり，あ，第1位はノルウェーになっていま
す。

140 これは今年だけですか，毎年ですか。

141 今年だけ。 「今年だけ。」

142 今年だけ。はい，わかりました。


