
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 はじめまして。

2 はじめまして。

3 はい。私はA[会話相手の名前]と申します。 အ ာော် အတ ွေ့ရတာ ၀မော််းသာပါတယော်။  ကျွနော်အတာော်က A လ  ို့ အ ေါ်ပါတယော်။ あー，お会いできて嬉しいです。私は，Aと言います。

4 はい。A，

5 A，うん。

6 Aさん。

7 はい。お名前なんですか。 နမံညော် ဘယော်လ   အ ေါ်လဲ ? 名前はなんと呼びますか。

8 あ，私は，B[協力者の名前]と呼びます。

9 Bさん。

10 はい。B，ミャンマー語はちょっと発音しにくいから，

11 うんうん。

12 何でも好きに呼んでください［笑う］。

13 ［笑う。］うん。では，真ん中のBさんで，はい。  လယော်စာလံ ်းက B လ  ို့ အ ေါ်လ  ို့ ရလာ်း ? 真ん中のB と呼んでもいいですか。

14 はい。

15 今日は今大学終わって，そのまま来てくれたんですか。 အ ာော် ဒအီန ို့က အက ာငော််းပပီ်းလ  ို့ ဒကီ   လာတာလာ်း ? あー，今日は学校が終わったからここに来ましたか。

16 いや，今日は大学休み。

17 うん，うん。

18 あ，うちから。

19 あ，おうちから，あ，そうなんだ。 အ ာော်   မော်က လာတာလာ်း ? あー，家から来ましたか。

20 今日はね，私の大学では

21 うん。

22 水祭りがあって，

23 うん，うん。

24 それ私は参加しなかったです。

25 あ，参加してないんですか。 အ ာော် မသ ာ်းဘ ်းတဲို့လာ်း ? あー，行かなかったですか。

26 はい。

27 い，今何年生なんですか。 အ ာော်    အကာ ဘယော်နစှော် အရာကော်ပပီလဲ ? あー，今は何年になりましたか。

28 4年生です。

29 あ，4年生か。去年とかは参加したんですか。 အ ာော် စတ တထ နစှော် အက ာငော််းသ လာ်း ? မနစှော်ကအကာ သ ာ်းလာ်း ? あー，4年生ですか。去年は行きましたか。

30 はい。参加しました。前，
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31 あ，うん。

32 前に，

33 うんうんうん。あんまり，4年生は参加しないんですか。 စတ တထ နစှော်အက ာငော််းသ အတ က သ ပော်ပပီ်းအတာို့ မသ ာ်းဘ ်းလာ်း ? 4年生たちは，あまり行かないですか。

34 あ，そうでもないです。私だけ。

35 あ，本当に［笑う］。

36 はい。

37 そうなんだ。そっか，そっか。え，ちなみに，おうちからここまでどれくら
いかかりましたか。

အ ာော် စကာ်းမစပော်   မော်ကအန ဒကီ   ဘယော်အလာကော်အလာကော် ကကာသလဲ ? あー，ちなみにここまでどれくらいかかりますか。

38 40分くらい。

39 あ，

40 遠いです。

41 遠かったですね。 အ ာော် အ၀်းတာဘ။ဲ あー，遠いです。

42 あ，でも道も混んでるし，だから，

43 そう，あ，そうなんだ。えー，結構，ミャンマー，何回か車で少し移動した
んですけども，結構渋滞多いですね。

အ ာော် မမနော်မာမှာ ကာ်းနဲ ို့ နနဲ ဲအလ ာကော်သ ာ်းကကညော်ို့ဘ ်းအပမဲို့ ကာ်း  ရမော််း 

ကကပော်တာဘအဲနာော်။

あー，ミャンマーで車で少し動き回りましたが，車が結構渋滞していま
す。

44 そうです。

45 結構いつも混んでますか。  ပမဲတမော််းလ  လ   ကာ်း ပ တော်အနလာ်း ? いつものように車が混んでいますか。

46 えー，いつもよりも混んでます。

47 あー，そうんなんだ。 အ ာော် ဟ တော်လာ်း? あー，そうですか。

48 はい。

49 祝，休みの日と平日，どっちのほうが混むんですか。 ပံ မှနော်ရကော်နဲ ို့ ပ တော်ရကော်အတ မှာ ဘယော်ရကော်က ကာ်း ပ  ပပီ်းပ တော်လဲ ? 平日と休日などは，どの日がより車が混みますか。

50 平日も混んでるし，

51 うん，うん。

52 休みも混んでると思う。

53 ［笑う。］そうなんだ。

54 はい。特にあの，

55 うん。

56 なんか8時とか，

57 うん。

58 午前8時とか，

59 うんうん。

60 午後4時は特に混んでます。

61 あー，みんなの通勤とか，通学， အ ာော်  က နော် ရံ ်းဆငော််းရံ ်းတကော်   နော်မ  ို့လ  ို့။ あー，みんな通勤時間だから。

62 はい。通勤，はい。

63 あー，もう4時くらいに結構，うん，通勤とかみんな会社終わったりする
んですか。

အ ာော် မ ာ်းအသာ ာ်းမြငော်ို့ ၄ နာရီမှာ က မပဏအီတ  ဘာအတ က  လ ပော် 

ဆငော််းကကသလာ်း?

あー，ほとんどは4時に会社とかなんかの仕事を退勤しますか。

64 はい。



65 あ，結構早く終わるんですね。 အ ာော် ရံ ်း အစာအစာ ဆငော််းတာဘ။ဲ あー，会社を早く退勤します。

66 今4時に終わると言ったのは，何が終わると思いますか。

67 ဟ  ဟာ ဘာ? ရံ ်းဆငော််းရံ ်းတကော်   နော်။  ရံ ်းအတ က ၄ နာရီမှာ ပ တော်တာလ ဲရှ တယော်။ あれ，何？通勤時間。会社とかは4時に退勤することがあります。

68 通勤の時間。通勤が4時に終わるのと，会社が4時に終わるのとでは，
どう違うんですか。

69 会社 က ပပီ်းတဲို့     နော်က ၄ နာရီက   မော်က   မပနော်လာမယော်ဆ  ရငော် ၅ 

နာရီအလာကော်မှ ပပီ်းမယော်လ  ို့ ထငော်တယော်။

「会社」が終わる時間は4時で，家に帰るなら5時ぐらいには終わると思
います。

70 うん。はい，わかりました。どうぞ。

71 うん。そう。はい。

72 へー。そっか。学校だけじゃなくて会社もそれくらいに終わるんですか。 အ ာော် အက ာငော််းတ ငော်မကဘ ်း တမ ာ်း က မပဏအီတ လ ဲ ဒဲ ီ    နော်ဘ ဲ

ပ တော်တာလာ်း?

あー，学校だけじゃなくて他の会社とかでもその時間に終わりますか。

73 あー，それは会社によって違うと思うんですけど，

74 うんうん｡

75 あー，ほとんどは，

76 うん，

77 そのときに終わると思います。

78 へー，あ，そうなんですね。  ဒဲလီ  လာ်း? そういうことですか。

79 はい｡

80 その代わり，結構朝が早いんですかね。 ဟ   မနကော်အစာအစာ ရံ ်းသ ာ်းရတာမ   ်းလာ်း ? あの，朝早くに会社に行くようなことですか。

81 はい

82 ふーん。

83 9時とか，

84 うん｡

85 8時に，

86 うんうん｡

87 始まる会社もいるそうです。

88 あー，そうなんだ。

89 はい｡

90 なるほど。え，でも今日一緒に来てくれたのはお母さん？ အ ာော် စကာ်းမစပော် ဒအီန ို့  တ တ  လ  ကော်လာတာ  အမလာ်း ? あー，ところで今日一緒について来たのはお母さんですか。

91 はい，お母さんです｡

92 ［笑う｡］ちょっと心配で一緒に来てくれたんですか｡ စ တော်ပ ပပီ်းအတာို့  တ တ  လ  ကော်လာတာလာ်း ? 心配で一緒について来ましたか。

93 はい｡

94 ［笑う。］ちょっと，あ，その急に知らないところでちょっと不安，不安とか
大丈夫でした？

ရ တော်တရကော် မသ တဲို့ သ အတ နဲ ို့ အမပာရမှာဆ  အတာို့ စ တော်မ  လ  ို့မ ာ်းလာ်း ? 急に知らない人たちと話すから，心配だからですか。

95 はい，ちゃんと，

96 うん｡

97 ちゃんと言って，

98 あ，うんうん｡



99 ただのインタビューですって，

100 うんうん｡

101 だから心配しないでって，

102 うんうんうん［笑う］，よかった。 အတာော်အသ်းတာအပါ ို့။ よかったです。

103 はい｡

104 そっか。えー，ちなみに，今日はそして一緒にタクシーで来たんです
か。

အ ာော် စကာ်းမစပော် ဒအီန ို့ တကော်ကစီနဲ ို့ လာတာလာ်း ? あー，ちなみに今日はタクシーで来ましたか。

105 はい｡

106 あー，そうなんだ｡

107 この辺り，

108 うん｡

109 あまりバス停はいないそうですから｡

110 あ，そうなんですね｡ အ ာော် ဟ တော်လာ်း? あー，そうですか。

111 はい，

112 へー，

113 ここは，

114 うん｡

115 全部，

116 うん｡

117 アパートだから，

118 あー，

119 バス停はいないそうです。

120 あ，そうなんですね｡

121 この辺りは。バスに乗りたいなら，

122 うん｡

123 あの，歩かなければなりません｡

124 あー，

125 遠くまで，

126 あー，そうなんだ。普段学校に行くときは，バスで行くんですか。 ပံ မှနော် အက ာငော််းသ ာ်းလ  ို့ရှ ရငော် ဘတော်စော်ကာ်းနဲ ို့ သ ာ်းလာ်း ? 普段学校に行くのは，バスで行きますか。

127 あー，バス，時々はバスで行くんですけど，

128 うんうん｡

129 あの，大体フェリーで，

130 フェリー？

131 はい，フェリー。学校にはフェリーがいるんですけど，

132 うん，フェリーって船？   ြယော်ရီဆ  တာ အလလှာ်းတဲို့။ あ，フェリーというのはヨットですかって言いました。

133 なぜ，彼女はフェリーがヨットだと思ったんですか。



134 အ ာော် သမီ်း  သထံ ကော်အကကာငို့ော်လာ မသ ပါဘ ်း။ ြယော်ရီလ  ို့ အမပာတဲို့     နော်မှာ

 သ က သအဘဘာ အလလှ  ို့ ထငော်သ ာ်းတယော်။

あー，私の発音のせいかもしれないです。フェリーと言ったときにその
人は，船，ヨットだと思ってしまった。

135 このフェリーっていうものは，学生全員の家に行くんですか。

136 ဟ တော်တယော်။ はい。

137 スクールバスっていうものを知ってますか。

138 はい。 ဟ တော်တယော်။ 「はい。」はい。

139 それと同じですか。似ているものですか。

140 はい。似てる。 「はい。似てる。」

141 はい，わかりました。ありがとうございます。

142 船じゃなくて［笑う］，車です｡

143 あー，あ，車？

144 車，そう，あの，や，学校とうちを，

145 あー，へー，あ，学校で出てるんですか。 အ ာော် အက ာငော််းက ထ တော်အပ်းတဲို့ ြယော်ရီလာ်း ? あー，学校が出しているフェリーですか。

146 あ，はい，はい｡

147 あー，そうなんだ。それじゃ，結構大学に通ってる人はそのフェリーで，

148 はい。

149 来てる人が多いんですか。 တကက သ  လော်တကော်တဲို့ သ အတ က ြယော်ရီနဲ ို့ သ ာ်းတဲို့ သ အတ က 

အတာော်အတာော်မ ာ်းလာ်း ?

大学に通う人はフェリーで行く人が結構多いですか。

150 はい，多いです。

151 そっか，そうなんだ。

152 便利だから，

153 うんうん。

154 あ，フェリーで行かないと，

155 うん。

156 あの，バスはとても，

157 うんうん。

158 あの，とても，通学のときは混んでるから，

159 あー，

160 大変です。

161 あー，

162 だから，うちも私がバスで行くと言ったら，

163 うん。

164 ダメだといって，

165 あ，そんなに，

166 フェリーで行かせるんだ。

167 へー，え，ちょっと混みすぎてて危ない？ ကာ်း ကကပော်လ နော််းလ  ို့   နတရာယော်မ ာ်းလာ်း ? 車が混み過ぎて危ないですか。



168 危ない，そう。

169 あー，

170 あの，財布とか携帯とか，

171 あー，そうなんだ。

172 そういうこともありますね。

173 へー。なんか，あの，バスのあんまりこう，時刻表？とかがないって聞
いたんですけど，

ဘတော်စော်ကာ်းအတ မှာ     နော်ဇယာ်းအတ  မရှ ဘ ်းလ  ို့ ကကာ်းတယော်။ バスには時刻表がないと聞きました。

174 あー，ないです。

175 全然，全然ないの？ လံ ်း၀ မရှ တာလာ်း ? 全然ないですか。

176 そうです，ときに，あー，時々，あー，時刻過ぎて，

177 あー，そうなんだ。

178 はい。

179 えー，なんか，大体，大体これぐらいの時間に来るみたいなのは決まっ
てる？

 မ ာ်း ာ်းမြငော်ို့ ဒလီ       နော်အတ မှာ လာတယော်ဆ  တဲို့ ပံ စံမ   ်းအကာရှ လာ်း ? 大体はこんな時間に来るみたいなのはありますか。

180 決まってないと思うよ。

181 えー，あ，じゃあみんななんか，来るのを待って， အ ာော်  ဒဲလီ  ဆ  လ  ို့ရှ ရငော် ဘတော်စော်ကာ်းလာတာက  ဘ ဲအစာငော်ို့အနရတာအပါ ို့။ あー，それならバスが来るのを待ってるだけです。

182 待って，ただ待ってる。

183 えー，

184 あー，やって来たら乗って，

185 あ，そうなんだ。

186 そうです。

187 えー。え，結構，え，長いと1時間とか待ったりするんですか。 ဟ    ကကာကက်ီး အစါငော်ို့ရတာဆ  ရငော် တအနက နော် အစါငော်ို့ရတာမ   ်း ရှ လာ်း ? あの，長く待つ場合は，1日中待つようなことはありますか。

188 あー，そう。

189 そこまではない？    ဒဲအီလာကော်အတာို့ မရှ ဘ ်း။ あ，そこまでではないです。

190 ないです。長いときは，あの，あー，35分くらいです。

191 あー，でも結構待ちますね。 အ ာော် အတာော်အတာော် အစါငော်ို့ရတာဘ။ဲ あー，結構待ちます。

192 あ，そうです。

193 へー，そうなんだ。

194 バス，あー，バスの数もちょっと少ないからだと思います。

195 あー，え，なんか，特に本数が多い場所とかもあるんですか。 ဘတော်စော်ကာ်း  သ ာ်းမ ာ်းတဲို့ အနရာအတ  ဘာအတ  ရှ လာ်း ? バスが多く行く場所とかなんかはありますか。

196 本数？

197 バスのよく，

198 あー，

199 なんか，数が多い場所，

200 それは多分レイダンだと思う。

201 レイ？

202 レイダン。



203 レイラン？

204 あ，場所ですか。

205 うん。

206 うん，あ，レイダンだと思います。

207 あれ，ごめん。

208 レイダン。

209 レイラン？

210 はい，場所の名前。

211 うん，どの辺なの？ここ近いですか。 အ ာော် လညှော််းတနော််း။ ဒ ီဒအီနရာနဲ ို့  န်ီးသလာ်း ? あー，レイダン。この，この場所に近いですか。

212 その前の質問で，本数っていう単語が出てきましたけれども，どういう
意味ですか。

213 ဘတော်စော်ကာ်း  သ ာ်းမ ာ်းတဲို့ အနရာ။ バスが多く行く場所。

214 本数っていう単語は，バスが多く行く場所っていうことだと理解したんで
すね。

215 ဟ တော် နာ်းလညော်လ  ကော်တယော်။  ပထမဆံ ်း 本数 လ  ို့ အမပာလ  ကော်တာ သ ပော်... 

အ ါငော််းထမှဲာ 本， ほん ရဲ ို့　  本 နဲ ို့  かずの数 နဲ ို့အပါ ို့အနာော်   ဒဲါမ   ်းနဲ ို့  

သ ပော် ဓ ပပါယော်မရှငော််းဘ ်း  မြစော်သ ာ်းတာ။ သ  အနာကော်မှ မပနော်ရှငော််းမပအတာို့မှ အသ  ာ

 နာ်းလညော်သ ာ်းတယော်။

はい，理解しました。最初は，「本数」と言ったのであまり…頭の中で
「本，ほん」の「本」と「かずの数」とそういう感じでよくわからなくなりまし
た。その人が後でまた説明をしたので確実に理解しました。

216 あ，そうですか。ありがとうございます。じゃ，どうぞ。

217 ここから近くはないと思うんですけど，

218 へー，それ，首都のあたりなんですか。 シュット  နာ်းမှာ။ シュットのあたり。 ဆ ်းအလလ  ို့ အမပာော်တာလာ်းမသ ဘ ်း။ 「シュット」の近くに。「シュットのあたり。」スーレーと言ったかもしれない
です。

スーレーは，スーレーパゴダの略。
仏塔のある名所。

219 はい。

220 ここで言っているシュットはどこだと思いましたか。

221 ဆ ်းအလ  နာ်းလ  ို့ ။ スーレーの近くだと思います。

222 はい。わかりました。

223 あー，なるほど。え，昨日，あの，ヤンゴン駅？

224 ヤンゴン駅？

225 うん，に，ちょっとタクシーで少しだけ見たんですけど， အ ာော် မအန ို့က ရနော်က နော်ဘ တာကက်ီးက   တကော်ကစီနဲ ို့ သ ာ်းကကညို့ော် ဲို့တယော်။ あー，昨日ヤンゴン駅をタクシーで見てきました。

226 あそこはバスが出てるんですか。電車？ အ ာော်  ဒဲကီ    ဒဲမှီာ တကော်ကစီနဲ ို့ သ ာ်းတာမ ာ်းလာ်း ? あー，そこに，そこはタクシーで行くことが多いですか。

227 私，ヤンゴン駅行ったことないですけど，

228 あー，そうなんだ。

229 はい，ちょっと私の国ではあの電車じゃなくて汽車かな。

230 汽車？ အ ာော် မီ်းအသ ်းသံ ်းတဲို့ ဟာလာ်း ? あー，汽車ですか。 汽車の直訳は「木炭を使うもの」

231 汽車かな。

232 へー，あ。

233 私乗ったこともないです。

234 あ，そうなんだ。

235 はい。



236 え，あんまり，げん，みんな乗らない？どういう人が乗るんですか。  အတာော်မ ာ်းမ ာ်း မစီ်းကကဘ ်းလာ်း ? ဘယော်လ  လ မ   ်းအတ က ရထာ်း 

စီ်းကကသလဲ?

ほとんどは乗らないですか。どんな人たちが電車に乗りますか。

237 あのー，その辺に住む人だけだと思います。

238 あー，近くの？

239 駅の近くの人だけ。

240 へー，あんま遠くまでは走ってないんですか。 ရထာ်းက  ရမော််း  အ၀်းကက်ီးအအတ အကာ အမပ်းဆ သဲလာ်း။ 電車はすごく遠くまで走りますか。

241 そうですね。

242 あー，そうなんだ。へー。そこ，汽車に乗るんだったら，バスとかタク
シーとかに乗るほうが多い？

ရထာ်း စီ်းမှာထကော်စာ တကော်ကစီ ဘတော်စော်ကာ်း စီ်းတဲို့သ က ပ  မ ာ်းတယော်။ 電車に乗るよりタクシー，バスに乗る人のほうがもっと多いです。

243 はい，

244 うん。これはだれが，タクシーに乗るほうが多いって言っていると思い
ますか。

245 ဘ တာနဲ ို့  အ၀်းမှာ အနတဲို့ လ အတ ။ 駅より遠くに住んでいる人たち。

246 うん，うん，うん。はい。わかりました。

247 あー，そうなんだ。へー，今，この住んでる場所，ここから車で40分くら
い？

အ ာော်    အနတဲို့ အနရာကအန ဒကီ   မ နစော် အလ်းဆယော်အလာကော် ကကာတယော်။ あー，今住んでいる場所からここまで40分くらいかかります。

248 はい。

249 なんか，近くだと，なんか，有名ななんか観光地とかってあるんです
か。

  မော်နာ်းမှာ လညော်ပတော်စရာ အနရာမ ာ်း ရှ သလာ်း ? 家の近くに観光できる場所とかはありますか。

250 住宅街ですか。 အ ာော် အန  မော်မှာဘ ဲအနတာမ ာ်းလာ်း ? 家にいることが多いですか。

251 はい。

252 今住んでる場所は住宅街？ အ ာော်    အနတဲို့ အနရာက အန  မော်လာ်း ? あー，今住んでいる場所は自宅ですか。

253 はい，住宅街。

254 あー，そうなんだ。

255 はい。

256 そっか。なんか，明日，なんだっけな。ごめん，名前忘れちゃった。あ
のー，石？あの，ミャンマーで有名な，あの，

257 あー，

258 あの，石がちょっとうい，浮いてる？ မနကော်မြနော် သ ာ်းမဲို့ အနရာ နမံယော်အတာို့ အမို့အနတယော်။  ဒဲလီ   အက ာကော်တံ ်း

မမနော်မာမပညော်မှာ နမံယော်ကက်ီးအနတဲို့ အက ာကော်တံ ်းက  အဘာလံ ်းလ   အလထမှဲာ နနဲ ဲ

၀ဲအနတဲို့ ပံ စံမ   ်းဟာ။

明日行く場所の名前は忘れました。岩のような，ミャンマーで有名に
なっている岩がボールのように空気中に少し浮いている感じのもの。

259 チャイティーオー。

260 うんうん。

261 パゴダですか。

262 うんうん。に，明日行こうと思ってるんですけど， အ ာော်  ဒဲ ီအနရာက   မနကော်မြနော် သ ာ်းြ  ို့ စဉ်းစာ်းထာတယော်။ あー，その場所に明日行こうと思っています。

263 あー，すごい，私も行ったことあります。

264 へー。

265 2回か4回。子供のときは，よく，き，行きます。

266 うん，へー。

267 そのモン州にあるパゴダですね。

268 へー，

269 このときは，ちょうどいいだと思います。



270 今の時期，結構いいんですか。 ဒ ီရာသ ီလာလ  ို့ရှ ရငော် ပ  အကာငော််းတာလာ်း ? この時期に来たらもっといいですか。

271 はい。

272 へー，え，なんか，時期によってなんか違いとかある？ အ ာော် ရာသအီပေါ်လ  ကော်ပပီ်းအတာို့ က ာတာအတ  ဘာအတ  ရှ လာ်း ? あー，時期によって違いとかなんとかはありますか。

273 時期によって，人がない。

274 あー，

275 私と，私行ったときはあの，乾季だから，

276 うん。

277 人が多いです。

278 あー。

279 このときくらいは，

280 うん。

281 多分大丈夫，

282 あ，そうなんですね。

283 はい。

284 今は，ミャンマー，これ雨季，雨季なんですか，今は，     မမနော်မာန  ငော်ငမှံာ မ  ်းရာသလီာ်း ? 今ミャンマーの国では雨季ですか。

285 雨季じゃなくて，乾季，

286 乾季。

287 の終わり。

288 の終わり。    က အဆာငော််းရာသ ီက နော်။ 今は乾季の終わり。

289 はい。

290 あー。なるほど。もうちょっと，

291 ミャンマーはあまり寒くないです。

292 うんうん。なるほど。すごい，日本から来て，日本今寒い時期なので， အ ာော် ဂ ပနော်မှာ        နော်က  ရမော််း အ ်းအနတဲို့ ရာသမီြစော်တဲို့ 

 တ ကော်အကကာငို့ော်မ  ို့လ  ို့ ဂ ပနော်ကအန လာတဲို့   ါ။

あー，日本ではこの時期はすごい寒い季節だから，日本から来たとき。

293 はい。

294 あ，着てきて，暑くて，すごい脱ぎました。［笑う。］そうなんだ，え，ミャン
マーで寒い時期だと長袖は着ますか。

ပ လ နော််းလ  ို့ဆ  ပပီ်းအတာို့  အပေါ် ငော်က ီက   မပနော် ျွတော်လ  ကော်တယော်။ အ ာော် မမနော်မာမှာ

 အ ်းတဲို့     နော်အတ ဆ  လ  ို့ရှ ရငော် လကော်ရှညော် ၀တော်သလာ်း ?

暑すぎて上着をまた脱ぎました。あー，ミャンマーでは寒いときに長袖
を着ますか。

295 はい，着ます。

296 ふーん。

297 でも，寒い，一番寒いのは，あの，14度くらい。

298 あー，

299 12度とか。そのくらいは，一番寒い，


