
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 お久しぶりです。 မတတ ွေ့ရတာက ာပ ြီတ ာော်တ ဲ့။ 久しぶりねって言いました。

2 お久しぶりです。

3 [笑う]声が出てないですけど大丈夫ですか。 အသ ံ မထ  ော်လ  ဲ့ အဆငော်တ  ရ ဲ့လာား? 声が出ないけど大丈夫ですか。

4 大丈夫です。

5 あ，よかった[笑う]。どうですか，学校は。 တ  ာငော်ား  ဘယော်လ  ဘာလ ? 学校はどうですか。

6 今どこの学校に行ってるんでしたっけ。 ဘယော် တ  ာငော်ား    သ ာားတ တာ၊ ဘယော်မ ာ ရ  တ ဲ့ တ  ာငော်ား    သ ာားတ တာလ ? どこの学校に通って，どこにある学校に通っていますか。

7 会話相手が，どこの学校に通っているんでしたっけと言っているんです
が，この，でしたっけというのはどういう意味だと思いますか。

8 အခ  ဘယော်တ  ာငော်ားမ ာ တ ော်တ တာလ  ဆ  တ ဲ့ အဓ  ပါယော်။ 今どこの学校に通っているのかという意味。

9 A[協力者が通っている学校の名前]，あのあの，B[学校の場所]の東
京。

10 あ，そうだそうだそうだそうだそうだ。え，じゃまた4月から違うところに行くんで
すか。

တအာော် သ ပ ြီတ ဲ့။ သ ူ 4月から တ ာ ော်တတ  ာငော်ား    သ ာားအ  ော်ားမ ာလာားတ ဲ့။ あー，わかりましたって言いました。その人は「4月から」また別の学校
に行きますかって言いました。

11 あー，まだ1年生だから，今年も。

12 ふーん。何のコースでしたっけ。 အ ဒါ ဘယော် course လ ? それは何コースですか。

13 会話相手は，コースを知らなかった，初めて質問したことだと思います
か。

14 သ ူ သ တတာဲ့သ မ ာ ါ။ တမဲ့တ တယော်လ  ဲ့ ထငော်တယော်။ その人は，知っているでしょう。忘れていると思います。

15 ビジネス，国際，国際のあのー，コースは，貿易コース。

16 ふーん。どんな勉強するんですか。 ဘယော်လ   စာတတ  သငော်တာလ ? どんな勉強をしていますか。

17 さっき忘れていると言ったんですが，どうして忘れていると思いました
か。

18 တ  ာငော်ားသာားတတ   တ  ာငော်ားသာားတတ   တ ခာား တ  ာငော်ားသာားတတ   

အမ ာားက ြီားဆ  တတာဲ့။

学生たちが，学生たちが，他の学生たちが多いから。

19 あの，簿記とか，英語とか，パソコンとか，ビジネスマナーも勉強してい
ます。

20 どうですか。 ဘယော်လ   ဘာလ ? どうですか。

21 できるようになりましたか。 တအာော် လ  ော်န  ငော်ပ ြီလာားတ ဲ့။ あー，できるようになりましたかって言いました。

22 難しい。

23 難しい？そっか。簿記，簿記とかってなんか資格取ったりとかするんですか。 အ 簿記 ယတူာဟာ certificate တ  ဲ့ အ ဒြီလ  ဟာတတ  ယပူ ြီားပ ြီလာားတ ဲ့။ あ，「簿記」，取ったのは証明書とかそういうものとか取りましたかって
言いました。

24 まだ取れないです。難しい。

25 来年もじゃ勉強してから資格を取るんですか。 တ ာ ော်န စော်  ရငော် ယမူ ာလာားတ ဲ့။ အ ဒြီ အခ  certificate    ။ 来年は取りますかって言いました。その，今の証明書を。

26 はい。

27 簿記って，なんか何級とかですよね。 တအာော် 簿記は လယော်ဘယော်တတ  ၁၊ ၂၊ ၃ ခ  ထာားတာ ဘာ ဘာ 級  တ  

စမ ာလ ?

あー，「簿記は」，何級とか1，2，3，分かれて，何，何「級」から始まりま
すか。

28 そうです，3級から。
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29 3，2，1ですか。 ၃၊ ၂၊ ၁ လာား? 3，2，1ですか。

30 はい。

31 じゃ，来年，試験って1年に何回もあるんですか。 စာတမား     တန စော်    ဘယော်န စော်က  မော် ရ  တာလ ? 試験は1年に何回ありますか。

32 あの，今年は終わったけど，あ，今年そろそろ，4月かな。

33 4月に試験？それ受けるんですか。 အ ဒါ တ ြေမ ာလာားတ ဲ့ သ ူ။ それは受けますかってその人が言いました。

34 はい。[聞き取り不能]で受けると思います。

35 3級受けるんですか。 လယော်ဘယော် ၃၊ ၃     တ ြေမ ာလာားတ ဲ့။ 3，3級を受けますかって言いました。

36 はい。

37 楽しみですね。合格できそうですか。 စာတမား     တအာငော်မ ာလာား ? တအာငော်မ ဲ့ ံ စံလာားတ ဲ့။ စာတမား     

တအာငော်မ ဲ့ ံ လာားတ ဲ့။

試験は合格できますか。合格できそうですかって言いました。試験は
合格できそうですかって言いました。

38 勉強すれば。

39 [笑う]いや，勉強してくださいよ，それは。 စာ လ  ော် ါတ ဲ့။ 勉強してくださいって言いました。

40 会話相手はこのとき，勉強していないと思って質問していると思います
か。

41   တ ာော် စ ာား တတ   သ ူ စာမလ  ော်ြူေားလာားလ  ဲ့  ံ စံ  ဲ့ တမားတာ။ 私の言葉などからその人は勉強をしないのかという感じで質問しまし
た。

42 そっか。え，4月のあとは，次なん，何月にあるんですか。 ဟ တော်လာားတ ဲ့။ အ ဒြီတ ာ ော်   ငော်ားမ ာ စာတမား     ဘယော်အခ   ော် ရ  တာလ ? 

ဘယော်လ   ငော်ားမ ာ ရ  တာလ ?

そうですかって言いました。その次の試験はいつありますか。何月にあ
りますか。

43 あー，まだ見てないです［笑う］。

44 [笑う。]そのじゃ，簿記が一番，その必要な，あの資格というわけではないん
ですか。

အ ဒြီ ဒြီ တ  ော်ခ  ော်တ ဲ့ လ  ငော်ား     ပ ြီား မရရငော် ဟ  ဟာ အသံ ား၀ငော်တယော် 

အသံ ား၀ငော်တာလာား ဟ  ဟာ ဒြီတ  ာငော်ားမ ာ အတရားက ြီားဆံ ား ဟ  ဟာ ဘာသာရ ော် 

 အ ဒြီလ  မ   ား ထငော်တာလာားတ ဲ့။

その，この計算する科目はもっとできないと，あれ，役に立つ，役に立
ちますか，あれ，この学校で大事なあれ，そういう科目だと思います
かって言いました。

45 そうです。

46 どういう資格が，ほかに何か取るんですか。 တ ာ ော်ဘယော်လ   လ  ငော်ားတတ  ဟ  ဟာ ယရူမယော်ဲ့ certificate တတ  ရ  တာလ ? あとどんな科目，あれ，取る証明書などはありますか。

47 あの，パソコンとあの，経営の，経営も，経営は一番必要な，と思いま
す。

48 経営って何か資格の試験とかあるんですか。 経営   ဘယော်လ   certificate   ဲ့ ဟ  ဟာ 試験 တတ  ရ  တာလ ? 「経営」はどんな証明書と，あれ，「試験」とかありますか。

49 経営もあります。

50 どんな，資格なんですか。 ဘယော်လ   ဟ  ဟာ Certificate တတ     ဘယော်လ   ယတူာလ ? どんな，あれ，証明書などをどうやって取りますか。

51 経営の資格，説明は難しいです。

52 [笑う。]そっか，それはまたじゃ次に試験を受けるんですか。 ဟ တော်လာားတ ဲ့။ အ ဒါပ ြီားရငော် ဘယော်အခ   ော် တ ြေရမ ာလ ? そうですかって言いました。それが終わったらいつ受けますか。

53 そうです。

54 今年は受けてないんですか。 ဒြီန စော်  မတ ြေရတသားဘာူးလာားတ ဲ့။ 今年は受けてないですかって言いました。

55 そうです。

56 ふーん，それも何級何級ってあるんですか。 အ ဒါ    အ ဒါ လယော်ဘယော် ဘယော်လ   ရ  တာလ ? それを，それは何級がありますか。

57 あ，あります。

58 なん，何級からなんですか。 ဘယော်လယော်ဘယော်  စမလ ? 何級から始めますか。

59 それも自分のレベルが，3級だったら3級ぐらい，2級だったら2級。

60 えーと，今度じゃ何級を受けようと思ってるんですか。 ဒြီတခါ ဘယော်လယော်ဘယော်    သ ာားတ ြေမ ာလ ? 今度何級を受けに行きますか。

61 何級から受けるかと言っていたと思うんですけど，何級を受けるんです
か，というのと，何級から受けるんですかというのに，違いはあると思
いますか。



62 はい。何級からは何級から始めますか。 အ ဒါ တတာဲ့   ာတယော်။ 

  ာတယော်။

「はい。何級からは何級から始めますか。」それは違います。違いま
す。

63 3級から。

64 3級から，3級が一番下ですか。 3級   ဟ  ဟာ အ ဒြီ လယော်ဘယော် ၃   စတ ြေမ ာ။ 「3級」は，あれ，その3級から受け始める。

74 じゃ，3級から，ずっと3，2，1って受けていくんですね。 ဒြီ ၃၊ ၂၊ ၁  တ  စပ ြီားတ ြေတတာဲ့မ ာလာား ? この3，2，1から始めて受けていきますか。

65 3，2，1と会話相手が言ったと思うのですが，3級2級1級の違いと，1級2
級3級の違いってあると思いますか。

66 はい。   ာ ခာားတာရ  တယော်။ 「はい。」違いがあります。

67 どんな違いがあると思いますか。

68 ၁၊ ၂၊ ၃ သ ူ ၃   လ ယော်တယော်။ လ ယော်ပ ြီား တတ ြေားတ ြေား ခ ော်လာမယော်။ 1，2，3，それは3が簡単。簡単で徐々に難しくなります。

69 ということは，3が一番難しいという意味ですか。

70 3が難しいじゃなくて，3が簡単。 「3が難しいじゃなくて，3が簡単。」

71 3，2，1が3が簡単ということですか。

72 そうです。 「そうです。」

73 はい。

75 そうです。

76 どうです，それの試験はいつなんですか。 အ ဒြီ စာတမား     ဘယော်တတာဲ့ ဘယော်အခ   ော်လ တ ဲ့။ その試験はいつ，いつですかって言いました。

77 それー，はっきりはわからない[笑う]。

78 [笑う。]そうなんですね，そっか。 ဟ တော်လာားတ ဲ့။ そうですかって言いました。

79 えー，えっでも今一番勉強しているのは，じゃその，経営の勉強なんですか。 အခ   အ ဒြီ စြီား  ာားတရား  ဲ့  ါတော်သ ော်တ ဲ့ ဟာတတ  အ ဒြီ management   ဲ့ 

 ါတော်သ ော်တ ဲ့ ဟာတတ  တလဲ့လာတ တာလာား? သငော်တ လာား?

今はその経済に関することとか，そのマネージメントに関することとか
を勉強していますか。学んでいますか。

80 経営と，あのコースはあのマーケティングとか，ビジネスの学校だか
ら，それ，マーケティングと経営が。

81 ふーん。授業の日本語ってわかりますか。 စာသငော်တ တ ဲ့အခ   ော်မ ာ ဂ   ော်စာ     ာားလညော်သလာားတ ဲ့။ 授業の時間は日本語がわかりますかって言いました。

82 授業の日本語は，まあまあです［笑う］。

83 まあまあ［笑う］。でも専門，その経営とかマーケティングの日本語だと，今ま
で勉強した日本語

စြီား  ာားတရား  ဲ့  ါတော်သ ော်တ ဲ့ စ ာားလံ ားတတ  အခ အထ  ဂ   ော်စာ 

တလဲ့လာတ တယော်။

経済に関する言葉など，今まで日本語の勉強をしている。

84 よりも難しいですよね。 ခ ော်သလာားတ ဲ့။ 難しいですかって言いました。

85 もちろんです[笑う]。

86 どうや，どうしてるんですか。調べながら？ ဘယော်လ  လ  ော်ပ ြီား တလဲ့လာတ တာလာားတ ဲ့။ ရ ာရငော်ား  ဲ့ဘ  လ  ော်တ သလာားတ ဲ့။ どうやって勉強をしていますかって言いました。調べながらやっていま
すかって言いました。

87 はい。

88 辞書で？ ဟ  ဟာ 辞書   ဲ့ ရ ာလာားတ ဲ့။ ဟ   magazine တ ါ ဲ့။ あれ，「辞書」で調べますかって言いました。あの雑誌です。

89 辞書で，あと自分の，わかる人に聞いたり。アルバイトの日本人に聞い
たりしています。

90 ふーん。クラスにはほかにどんな国の方がいるんですか。 အတ ော်ားထ မ ာ ဘယော်န  ငော်ငသံာားတတ  ရ  သလ ? クラスにはどんな国の人がいますか。

91 ネパール人と，あとは中国人，あとは，バングラディシュ人。

92 ふーん，えーと，じゃ教室の中は日本語。 စာသငော်တ တ ဲ့ အခ ော်ားထ မ ာ ဟ  ဟာ ဂ   ော်စာဘ လာားတ ဲ့။ 授業をしている部屋の中では，あれ，日本語だけですかって言いまし
た。

93 はい。

94 そうですよね。 ဟ တော်တယော်တ ာော်တ ဲ့။ そうですねって言いました。

95 そうかそうか。え，JLPTもじゃ。あ，でもビジネス日本語のほうが，試験受けた
りするんですか。

ビジネス ဟ  ဟာ business   ဟ  ဟာ စာတမား    တ ြေတ သလာားတ ဲ့။ 「ビジネス」あれ，ビジネスはあれ，試験受けていますかって言いまし
た。



96 それはないと思います。

97 ビジネス日本語は，じゃ本で勉強するだけ？ ဟ  ဟာ စာအ  ော်  ဲ့ဘ  စာလ  ော်တာလာားတ ဲ့။ あれ，本だけで勉強をしていますかって言いました。

98 はい。

99 本で勉強するのは，なにを本で勉強するんですか。

100 ဂ   ော်စာ    တလ။ 日本語です。

101 JLPTは受けてるんですか。 JLPT   တ ြေထာားလာားတ ဲ့? JLPTは受けましたかって言いました。

102 JLPTは，N3，日本語のときN3だけ。あ，そのあとは受けなかったんで
す。

103 受けないんですか，このあとも？ မတ ြေဘာူးလာားတ ဲ့။ 受けないですかって言いました。

104 N2は1回受けたけど，あの，不合格になっちゃって。

105 会話相手は1回試験を受けたと思ったと思いましたか。それとも何回も
試験を受けたと思ったと思いましたか。

106 တခါတလာ ော်ဘ  တ ြေခ ဲ့တယော်လ  ဲ့ ထငော်တယော်။ 1度だけ受けたと思っています。

107 どうしてそう思いましたか。

108   တ ာော်ရ ဲ့ ဂ   ော်စာ     ာားတထာငော်ပ ြီား။ 私の日本語の聞いたことによって。

109 あ，残念。そっか，あんまり勉強できなかったんですか。 စာ တသတသခ ာခ ာ မလ  ော်န  ငော်ခ ဲ့ဘာူးလာားတ ဲ့။ 勉強がしっかりできなかったですかって言いました。

110 そうじゃなくて，忙しくてあの，JLPTあの，申込書の，やるのが，時間間
に合わなかったです。

111 あー，そっか。 ဟ တော်လာားတ ဲ့။ そうですかって言いました。

112 じゃ，次7月ですね。 ၇ လ   ငော်ားတ ါ ဲ့တ ာော်။ 7月ですね。

113 はい，今回は受けます。

114 ぜひ受けてください。合格できそうですけどね。 မ   ော်မ   ော် တ ြေ ါတ ဲ့။ စာတမား     တအာငော်မ ဲ့ ံ ဘ ။ 必ず受けてくださいって言いました。試験は合格できそうです。

115 でも，勉強する時間もあまりないんですかね。 စာလ  ော်ြေ  ဲ့ အခ   ော်  မရ  ဘာူးလာားတ ဲ့။ 勉強する時間がありませんかって言いました。

116 はい。

117 忙しいですか。 အလ  ော်ရှု ော်သလာားတ ဲ့။ 忙しいですかって言いました。

118 忙しいです。

119 学校も1日あるんですか。 တ  ာငော်ား  တတ ဲ့လံ ားလာားတ ဲ့။ 学校は1日中ですかって言いました。

120 学校はあの，土曜日も勉強しています。

121 えっ，週に6回？ တ ါတော်မ ာ ၆ က  မော်လာားတ ဲ့။ 1週間に6回ですかって言いました。

122 学校は1日ですか，の1日はどういう意味だと思いましたか。

123 မ  ော် တ  ညတ အထ ။ 朝から夕方まで。

124 はい。土曜日はゼミ，あるから。

125 へー，ゼミっていうと，そのマーケティングとかのですか。 ゼミ ဟ  ဟာ ဟ  ဟာ ゼミ   ဟ  ဟာ တစ ားတရာငော်ားတ ဲ့ ဟာတတ ဘ လာားတ ဲ့။ 「ゼミ」，あれ，あれ，「ゼミ」は，あれ，売買するとかの，だけですかって
言いました。

126 ゼミは簿記だけです。

127 ふーん，どういうことを，そのゼミではやるんですか。 ဘယော်လ   ゼミ     လ  ော်တ တာလ ? なぜ「ゼミ」をやっていますか。

128 ゼミはあの，簿記のあの，資格を取りたいならと先生から聞いて，あ
の，申し込みしてから，あのゼミを参加できることになってます。

129 ふーん，じゃ，簿記を勉強したい人だけがそこに集まる。 အ ဒြီ တ  ော်အခ  ော်တ ဲ့ဟာတတ ဘ  လ  ော်တ ဲ့ လတူတ ဘ  အ ဒြီ ဟ    ါ၀ငော်ဆငော်န   လ  ဲ့ 

ရတာလာားတ ဲ့။

その計算するとかのを，やる人たちだけ，その，あの，参加ができます
かって言いました。

130 はい。



131 それって，土曜日しかないんですか。 စတ တ ဲ့  လ  ပ ြီား မရ  ဘာူးလာားတ ဲ့။ 土曜日以外はないですかって言いました。

132 土曜日じゃなくて，土曜日は，平日もい，1回あります，授業。

133 じゃ1週間に2回？ ၁  ါတော်မ ာ ၂ က  မော်။ 1週間に2回。

134 はい。

135 それって1回，何時間くらい勉強するんですか。 အ ဒါ  တ ါတော်    ဘယော်န စော် ာရြီတလာ ော် စာလ  ော်ရတာလ ? それは1週間に何時間くらい勉強するんですか。

136 土曜日は，朝9時から，あの3時まで。

137 えっ，ろっ，6時間？ずっと簿記の勉強してるんですか。 ၆  ာရြီလာားတ ဲ့။ တတာ ော်တလ ာ ော် 簿記 ဘ  လ  ော်တ တာဘ လာားတ ဲ့။ 6時間ですかって言いました。ずっと「簿記」だけやっていますかって言
いました。

138 12時から休憩。

139 あ[笑う]，そうだよね。休憩はありますよね。  ာားခ   ော်  ရ  တယော်တ ာော်တ ဲ့။ 休憩はありますねって言いました。

140 休憩は，

141 1時間くらい？ ၁  ာရြီလာားတ ဲ့။ １時間ですかって言いました。

142 30分くらい。

143 え？それでもじゃ5時間半ずっと簿記の勉強なんですか。 ၅  ာရြီခ    တတာ ော်တလ ာ ော် 簿記 စာလ  ော်တ တာလာားတ ဲ့။ 5時半からずっと「簿記」の勉強をしていますかって言いました。

144 はい。

145 大変ですね。  ငော်  ော်ားတယော်တ ာော်တ ဲ့။ 大変ですねって言いました。

146 はい。

147 おもしろいですか。 စ တော်၀ငော်စာားြေ  ဲ့တ ာငော်ားလာားတ ဲ့။ おもしろいですかって言いました。

148 難しいです，日本語だから。

149 あー，そうか。あっじゃ，国でその簿記の勉強をしてたことがあるんですか。 န  ငော်ငမံ ာ ဟ  ဟာ ဒြီ တ  ော်ခ  ော်တ ဲ့ဟာ    လ  ော်ြူေားသလာားတ ဲ့။ 勉強 ဟ  ဟာ စာ။ 国で，あの，この計算するものをやったことがありますかって言いまし
た。「勉強」，あれ，勉強。

150 あー，まあそれはないです。

151 じゃ，初めて全部初めてなんですね。 အ   ော်လံ ား  အစ ဘ လာားတ ဲ့။ 全部が初めてですかって言いました。

152 はい。

153 難しいですね，それは。 ခ ော်တယော်တ ာော် အ ဒါ တတာဲ့တ ဲ့။ 難しいですね，それはって言いました。

154 さっき，どうして会話相手は国で簿記を勉強したことがあると思ったと
思いましたか。

155 ဒြီ ဒြီ ဂ   ော်မ ာ အခ  簿記      ျွ ော်တတာော်  သငော်တ တ ဲ့ အတ  ော်တက ာငဲ့ော်။ この，この日本で今「簿記」を私が学んでいるから。

156 はい，難しいです。

157 あっ，でも，資格のために頑張ってるんですね。 ဟ  ဟာ certificate အတ  ော် က   ားစာားတ တယော်တ ာော်။ あの証明書のために頑張っていますね。

158 はい。あの，資格を取れるかどうかではなくて，あの自分が，勉強あ
と，経験もないし，だから勉強してみよう，あとは取れたら自分は。

159 うーん，そうですね，そっか。じゃ，このまた4月からあと1年そこで勉強して，
そのあとはどうする予定なんですか。

တ ာ ော်ထ ော်ထ ော်ပ ြီား ဟ  ဟာ ဟ  ဟာ ၄ လ   ငော်ား တ  တခါစပ ြီား စာလ  ော်ပ ြီား။ またあれ，あれ，４月から勉強し始める。

160 就職，はいります。

161 日本で就職したいんですね。 ဂ   ော်မ ာ အလ  ော်လ  ော်ခ ငော်တာဘ တ ာော်တ ဲ့။ 日本で就職したいですねって言いました。

162 そうです。

163 どんな会社に行きたいんですか。 ဘယော်လ   会社 မ ာ ၀ငော် အလ  ော်လ  ော်ခ ငော်တာလ ? どんな会社に就職したいですか。

164 日本のあのミャンマーと繋がっている，簿記の会社とか。



165 簿記の会社？

166 簿記で，簿記とか，あの，簿記じゃなくて貿易のあの，日本のものミャ
ンマーに送ったり。それ，その仕事がやりたいなと思います。

167 ミャンマーで，日本のもの，どんなものが売れそうですか。  မ ော်မာန  ငော်ငမံ ာ  ျွ ော်တတာော် အ ဂ   ော် တ  ဘယော်လ    စစညော်ားတတ  တရာငော်ားရလ ? ミャンマーの国で私，あ，日本からどうやって物とか売りますか。

168 一番売れてるのは，あの車です。

169 はぁー，大変ですね，車運ぶの。  ငော်  ော်ားတယော်တ ာော်တ ဲ့။ သယော်ရတာ။ 大変ですねって言いました。運ぶのは。

170 運ぶことは仕事には入らないんですか。その，そういう会社の仕事には。 ဟ  ဟာ သယော်ရတာ 仕事 အလ  ော် မဟ တော်ဘာူးလာားတ ဲ့။ あれ，運ぶのは「仕事」仕事じゃないですかって言いました。

171 それは，あの希望だけ。まだわからないです。

172 あっ，でも，そういうのがやりたい， အ ဒါ လ  ော်ခ ငော်တာလာားတ ဲ့။ それがやりたいですかって言いました。

173 そうですね。

174 んですよね。車を，その，なんて言うんですか，輸出するための会社とかもあ
るんですか。

 ာား    တငော်   ဲ့တ ဲ့   မပဏြီတတ   ရ  သလာားတ ဲ့။ 車を輸出する会社とかはありますかって言いました。

175 そうです。

176 少し戻るんですが，車を運ぶのは仕事にならないというのは，なにが
仕事にならないと思いましたか。

177  ာားသယော်တာ  သတဘဘာတတ   ဲ့ သယော်တာဆ  တတာဲ့   တ ာော်တ  ဲ့  ဒြီ 

  မပဏြီဘ  ၀ငော်လ  ဲ့ရမယော်။

車を運ぶのは船とかで運ぶから，私たちはこの会社だけ入れます。

178 車を運ぶのが仕事にならないというのは，その前に出た，ミャンマーと
日本を繋ぐことが車を運ぶことが仕事にならないと思いますか。それと
も，Cさんの仕事が，車を運ぶことにならないということですか。

179 အလ  ော် ြေစော်တလာ ော်တယော်။ ဂ   ော်မ  သယော်တ ဲ့  ာား ။ 仕事になるはずです。日本から運ぶ車は。

180 そういう会社に入ってみたい？ အ ဒြီလ   会社 မ ာ ၀ငော်လ  ော်က ညဲ့ော်ခ ငော်တာလာားတ ဲ့။ そういう「会社」に入ってやってみたいですかって言いました。

181 そうです。

182 どこの国の，あどこの車が一番人気なんですか。 ဘယော်   ာားတတ   လအူက    ော် အမ ာားဆံ ားလ ? どこの車が一番人気ですか。

183 ミャンマーはトヨタとかあの，あとは，三菱とか。

184 ふーん，どういう形のものがいいんですか。 ဘယော်လ    ံ စံမ   ား  တ ာငော်ားသလ တ ဲ့။ どういう形がいいですかって言いました。

185 あの，仕事のいい使ったやつは，あのトヨタは一番，トヨタと三菱，あと
は日産は仕事じゃなくてあの，旅行行ったり，自分の車を，荷物運ぶ
じゃなくて。

186 うんうんうん。

187 旅行とか，家族で旅行したり，それが。

188 ふーん，じゃ，トラックが一番売れてるんですか。 ဟ  ဟာ    ော်တငော် ာားတတ   အမ ာားဆံ ား တရာငော်ားရသလာားတ ဲ့။ あれ，トラックとかは一番売れていますかって言いました。

189 そうです。トラックはあのトヨタと三菱は。

190 ふーん，じゃ，大きいトラックじゃないんですよね，小さいトラック？ အက ြီားက ြီားမဟ တော်ဘ  အတသားတလားတတ လာားတ ဲ့။ 大きくない小さいものですかって言いました。

191 はい，小さい，あの，小さく，ハイゼットとか，先生日本人だったらわか
らないけど，

会話相手は，調査協力者が以前
通っていた日本語学校の先生のた
め，会話相手のことを先生と呼んで
いる。

192 すいません［笑う］。

193 ミャンマーに，それは，ミャンマーで一番使ってるやつだから，小さくて，
あの，大きいじゃなくて，道小さくても，狭くても入れるところには行ける
し。ヤンゴンだったら，車が混んでいるので，大きい車は行きにくいで
す。

194 あーでも，やっぱりトラックのほうがいいんですか。 ထငော်ထာားတ ဲ့အတ  ငော်ား    ော် ာားတတ   တ ာငော်ားတာလာားတ ဲ့။ やっぱりトラックとかがいいですかって言いました。

195 最初の，荷物を運ぶ車とトラックは同じ意味ですか。



196    ော်တငော် ာားက ြီားတတ  က  ဟ  ငော်ားတ၀ား    ဲ့တ ဲ့ဆြီမ ာဘ  သံ ားပ ြီား   တ ာော် တ  ာတ ဲ့

  ာား အတသားတတ   ပမ  ွေ့ထ မ ာ  စစညော်ားတတ  ဟ  လ   ော်   ဲ့ ဒြီလ   ော်   ဲ့။

大きなトラックとかは高速で送るときに使って，私が言った小さい車と
かは街中で荷物をあっちこっちに送る。

197 そうすると，会話相手が言ったトラックとCさんが言っていた車というの
は違うものですね。

198 မထငော်ဘာူး။ 思いません。

199 ということは，同じということですね。

200 ထငော်တယော်။ 思います。

201 同じなんですね。わかりました。

202 たとえば，バイク便とか，自転車とか，そういうのよりも，トラックがいいんです
か。

ဆ  ငော် ယော် ထ ော်  ာား     ပ ြီား တ ာငော်ားသလာားတ ဲ့။ バイクより車がいいですかって言いました。

203 そうです。荷物もちょっと運べる，運べるし。

204 たくさん運べるから。

205 はい。

206 へー。車多いんですか，ミャンマーは。  မ ော်မာမ ာ  ာားတတ  တ ါလာားတ ဲ့။ ミャンマーは車とか多いですかって言いました。

207 ヤンゴンは，一番多いです。

208 ふーん。それは時間帯によるんですか。ずっと多いんですか。 အခ   ော်  ဲ့လ   ော်ပ ြီား မ ာားတာလာား ? 時間によって多いですか。

209 時間帯に。

210 朝と帰る時間と。 မ  ော်  ဲ့ အ မော်   ော်တ ဲ့ အခ   ော်တတ မ ာ။ 朝と家に帰る時間とかに。

211 あの，夜6時7時くらいは一番混んでるんです。

212 それは，会社とか学校からうちに帰る車ですか。 အ ဒါ    မပဏြီ တ  တ  ာငော်ားတ  ဲ့ အ မော်တ  ဲ့    ော်လာတ ဲ့ အခ   ော်တတ လာားတ ဲ့။ それは会社から学校とか家とかに帰る時間ですかって言いました。

213 そうです。あの，会社から帰る時間。あの，バスとか混んでる。

214 自分の車よ，のほうが，そのバスとかよりも多いんですか。    ယော်ဲ့  ာားထ ော် ဟ  ဟာ ဘတော်စော်    ဟ  ဟာ ဘတော်စော် ာား    စြီားတ ဲ့လ ူ   ပ ြီား 

မ ာားတာလာားတ ဲ့။

自分の車より，あれ，バスを，あれ，バスに乗る人がより多いですかっ
て言いました。

215 ミャンマーは，あの自分の車をあの持っている人が多くて，だから混ん
でるんです。

216 バス乗る人は少ないんですか。 ဘတော်စော် ာား စြီားတ ဲ့လ ူ မရ  ဘာူးလာားတ ဲ့။ バスに乗る人がいないですかって言いました。

217 それもあのヤンゴンは一番にぎやかなミャンマーの街だから，あの，お
金あまり持ってない人と持ってる人と，別々に。だから，あの，お金持っ
てる人は自分の車で，行ったりしてます。

218 そっか。えっ，でもそういう人たちは朝も車で行きますよね。 အ ဒြီလ  လတူတ   မ  ော်လ  သ ာားတ တာဘ တ ာော်တ ဲ့။ その人たちは朝も行きますねって言いました。

219 あ朝も，そうです。会社行くときも。

220 じゃ，朝も，混むんですか。 အ ဒါတက ာငော်ဲ့ က  ော်တ တာတ ါ ဲ့တ ာော်တ ဲ့။ だから混みますねって言いました。

221 はい。

222 何時くらいからラッシュって始まるんですか。 ဘယော်လ   အခ   ော် တ  စပ ြီား က  ော်သလ ? どんな時間から混みはじめますか。

223 7時半から9時とか，その12時ぐらい12時半，1時，2時ぐらいはまたあ
の，混んでないです，その時間は。

224 ふーん，7時半から，じゃ朝の9時ぐらいまでは混ん， ၇  ာရြီခ  တလာ ော် တ  မ  ော် ဟ  ဟာ တ ဲ့လညော် ၁၂  ာရြီတလာ ော် အထ ။ 7時半くらいから朝あれ，昼の12時くらいまで。

225 あっ行くときのラッシュがあって。帰りが6時半くらい。    ော်တ ဲ့ အခ   ော်  ၆  ာရြီ တ ါ ဲ့တ ာော်။ 帰る時間は6時ですね。

226 じゃ結構長い時間働くんですね。 ဟ  ဟာ အမ ာားက ြီား    အခ   ော်တတ  ဟ  ဟာ အလ  ော်လ  ော်တ က တယော်။ あれ，多くの時間，あれ，仕事をしている。

227 そうです。

228 どの，何時間。

229 あのー仕事じゃなくても，あの遊びの人も来てるから。



230 あー，それはヤンゴンに，あの観光に来た人が車で，動いてるんですか。 ရ ော်   ော်    တလဲ့လာတရား ခရြီားထ  ော်လာတ ဲ့ လတူတ    ာား  ဲ့ဘ  

သ ာားတ က တာလာားတ ဲ့။

ヤンゴンに研修旅行に来た人たちは車で行っていますかって言いまし
た。

231 そうです。

232 へー，えそれってじゃレンタカーとかってことですか。 အ ဒါ  ာားမလညော်ဘာူး။ それはわかりません。

233 どういう意味ですか。

234 レンタカーってその，ヤンゴンに来た人がヤンゴンで車を借りて，その，そこで
返して，いろんなところに。

ရ ော်   ော်    လာပ ြီား ရ ော်   ော် တ မ   ာားတတ     ဌာားဌာားပ ြီား သ ာားတာလာား ? ヤンゴンに来て，ヤンゴンから車とかを借りて行きますか。

235 あー，それはあのタクシーで，その人たちはタクシーで使ってます。

236 あ，観光客はタクシーなんですね。 ခရြီားသ ာားတတ   ဟ  ဟာ တ ကဆြီဘ  သံ ားတာဘ တ ာော်တ ဲ့။ 観光客たちは，あれ，タクシーだけ使いますねって言いました。

237 そうです。

238 レンタカーの言葉は最初わからなかったけど，説明を聞いたらわかりま
したか。

239 今は，最後わかります。 သ ူရှင််းပြလ ိုကမှ်ှာ နှာ်းလညတ်ှာ။ 「今は，最後わかります。」その人が説明をしたのでわかりました。

240 タクシーは高いですか。 တ ကဆြီ  တစ ားက ြီားသလာားတ ဲ့။ タクシーは高いですかって言いました。

241 もう，高いではないです。でも，ミャンマーは安全，国ではないです。知
らない人乗ったら，お金をもっと。

安全国は，あんぜんくに，と発音して
いる。

242 あー［笑う］。

243 その人も，そういう人もいる。

244 そっか，そうなんですね。 တအာော် ဒြီလ  လာားတ ဲ့။ あー，そういうことですかって言いました。

245 みんな悪い人ではないけど，そうたまに，そういう人も，日本のタクシー
じゃなくて，日本は誰でもこのお金は同じお金です。

246 じゃ，メーターじゃないんですか。 အ ဒါ  ာားမလညော်ဘာူး။ それはわかりません。

247 そうです。

248 時間とか。 အခ   ော်  ဲ့ မဟ တော်ဘာူးလာားတ ဲ့။ 時間でじゃないですかって言いました。

249 時間じゃなくて，と聞いて，メーターの意味はわかりましたか。

250 အ ဒါ ပ ြီားမ   ာားလညော်သ ာားတာ။ အခ   ော်မ ာ  ာားလညော်သ ာားတာ။ それは終わってからわかりました。時間でわかりました。

251 どんなものだと思いますか。

252 အဓ  ပါယော်  အခ   ော်  ဲ့ဘ  သ ာားတာ မဟ တော်ဘာူးလာားလ  ဲ့ တ  ာတာ။ 意味は，時間で動くんじゃないですかと言った。

253 時間で何が動きますか。

254 အခ   ော်  ဲ့     ော်ဆ ံ   တတာငော်ားတာ။ 時間でお金を請求する。

255 そうじゃないです。

256 えっ。

257 あの決めて，お客さんとあの個人的にあのしゃべって，あの渋谷行っ
たらいくらですか。

258 あーあーあーあー。そっか，じゃ，日本人が行ったら高いんですね。 ဂ   ော်လမူ   ား  လာရငော် တစ ားက ြီားမ ာလာားတ ဲ့။ 日本の人が行ったら高いですかって言いました。

259 あ，それは，あの日本人でも，みんなじゃなくて，あの悪い人もいるし，
いい人もいるし，それがわからない。

260 そっかそっか。でもあれですよね，あのミャンマーのかたがミャンマー語でタク
シーの運転手さんに話しかけたら，そんなに高くないですよね。

 မ ော်မာလမူ   ားအခ ငော်ားခ ငော်ား  ဲ့ ဟ  ဟာ  တ ကဆြီသမာားဆြီ    သ ာားပ ြီား စ ာားတ  ာ

 တစ ားစစော်ရငော်တရာ အ ဒြီလ  မ   ား တစ ားမက ြီားဘာူးတ ာော်တ ဲ့။

ミャンマー人同士で，あれ，タクシー運転手のところに行って値引きの
話をしたら，そういうのは高くないですよねって言いました。

261 そうです。

262 やっぱり外国人が行くと高い。 န  ငော်င ံခာားသာားဆ  ရငော် တစ ားက ြီားမယော်တ ာော်တ ဲ့။ 外国の人なら高そうですねって言いました。

263 でも，外国人も，高い人もいるし，さっき言った話通りあの，いい人と悪
い人が分かれてるので。



264 そっかそっか。ミャンマーの人はあまりタクシーは乗らないですか。  မ ော်မာ  လတူတ  က  တ ကဆြီ မစြီားဘာူးလာားတ ဲ့။ ミャンマーの人たちはタクシーに乗りませんかって言いました。

265 タクシー，よく使ってますよ。

266 あっ，そうなんですか。 ဟ တော်လာားတ ဲ့။ そうですかって言いました。

267 はい。

268 バスよりもタクシーのほうが使いますか。 ဘတော်စော် ာားထ ော် တ ကဆြီ       ပ ြီား သံ ားသလာားတ ဲ့။ バスよりタクシーを使いますかって言いました。

269 はい，バスも両方とも使ってます。

270 ふーん。そのじゃ，一番使う交通機関だと，何が，なるんですか。 အမ ာားဆံ ားသံ ားတာ ဘယော် ာားတ  ဲ့ ရထာားတ  ဲ့ စြီားတာထ ော် ဘယော်ဟာသံ ားသလ ။ 一番使うのはどんな車とか，電車とかに乗るより何を使いますか。

271 タクシーも同じくらい。

272 タクシーとバスも同じくらい。

273 はい。

274 えーと，そのミャンマーの交通機関って何があるんですか。タクシーとバス以
外何か。

 မ ော်မာ  ဟ  ဟာ လမော်ားသ ာားလာ ဆ ော်သ ယော်တရားမ ာ  ာား  ဲ့ ဘတော်စော် ဟ  ဟာ 

 ာား  ဲ့ ရထာား ဟ  ဟာ တ ကဆြီ  ဲ့  ဘယော်ဟာတတ  ရ  တသားလ တ ဲ့။ 

တ ာ ော်ထ ော်  ဘာရ  တသားလ ?

ミャンマーは，あれ，交通機関は車とバス，あれ，車と電車，あれ，タク
シーと，どんなものがありますかって言いました。あと何がありますか。

275 電車もあります。

276 ヤンゴンだったら，電車も走ってるんですね。へー。 ရ ော်   ော်ဆ  ရငော် ရထာား ါ တ  ားတ သလာားတ ဲ့။ ヤンゴンなら電車が走っていますかって言いました。

277 はい。

278 じゃ，遠い所に行くときは，電車に乗ったりするんですか。 တ၀ားတ ဲ့ဆြီက တတာဲ့ ရထာားဘ  စြီားတာလာားတ ဲ့။ 遠い所には電車を乗りますかって言いました。

279 それもバスがあります。夜行バスとか。

280 へー，便利ですね。 အဆငော်တ  တာတ ါ ဲ့တ ာော်တ ဲ့။ 便利ですねって言いました。

281 はい。

282 毎日走っているんですか。 တ ဲ့တ  ငော်ားဘ  တ  ားတ တာလာားတ ဲ့။ 毎日走っていますかって言いました。

283 はい，毎日走ってます。

284 空港からたとえばじゃヤンゴンに行きたい，ヤンゴン，ヤンゴン空港ありまし
たっけ？

တလဆ  ော်ဆ  ရငော် ရ ော်   ော်မ ာဘ  ရ  တာလာားတ ဲ့။ 空港だとヤンゴンにだけありますかって言いました。

285 あっ，あります。

286 じゃ，だめだ[笑う]。どっかの空港から，じゃヤンゴンの空港から街に行くとき
とかは？

ヤンゴンの街から ဟ  ဟာ တလဆ  ော် တ  ရ ော်   ော်    ဘယော်လ   

သ ာားရမလ တ ါ ဲ့။

「ヤンゴンの街から」あれ，空港からヤンゴンにどうやって行きますか。

287 あの，空港から，あの自分はあの外国人だったらホテル行くとか，空港
からホテルまで行くと，あのタクシーと，タクシーはよく使ってます。

288 空港からホテルに行きたかったらタクシーなんだ。 Hotel သ ာားမ ဲ့ လတူတ ဆ  ရငော် တ ကဆြီဘ  သံ ားသ ာားတာလာားတ ဲ့။ ホテルに行く人たちだとタクシーを使って行きますかって言いました。

289 はい。

290 空港から乗ると高かったりしないですか。 တလဆ  ော် တ  စြီားရငော် တစ ားက ြီားသလာားတ ဲ့။ 空港から乗ったら高いですかって言いました。

291 なんか私，ミャンマーは行ったことないんですけど。  မ ော်မာ    မသ ာားြူေားဘာူးတ ဲ့။ ミャンマーに行ったことがないって言いました。

292 普通かなぁ。

293 あっ，別に他の街で乗るのと，空港から乗るのと，同じなんですね。 တ ခာားလတူတ  သ ာားမယော်ဆ  ရငော် တလဆ  ော် တ  သ ာားလ   同じ  ဘ  တအာော် 

ဟ  ဟာ အတတူဘူ တ ာော်တ ဲ့။

他の人たちが行くなら空港から行っても「同じ」あー，同じですねって言
いました。

294 はい。

295 じゃ，いいですね。便利で，タクシーのほうが便利ですよね。 အ ဒါဆ   တ ာငော်ားတယော်တ ာော်တ ဲ့။ တ ကဆြီ  အဆငော်တ  တယော်တ ာော်တ ဲ့။ それならいいですねって言いました。タクシーは便利ですねって言いま
した。

296 そこまで行けますものね。 သ ာားလ  ဲ့ ရတာလာားတ ဲ့။ အ ဒြီ အထ ။ 行けますかって言いました。そこまで。



297 そうです。

298 タクシー，乗り心地いいですか。 တ ကဆြီ  ノリゴチ အ ဒြီ ာားတလား   ာားမလညော်လ   ော်ဘာူး။ タクシー，「ノリゴチ」その辺がわからなかったです。

299 ノリゴコチ？

300 乗ってて，なんか，なんでしょう。暑いなーとか，寒いなーとか。 တအာော်  ူတာ တ ကဆြီ စြီားပ ြီားရငော်  ူသလာား တအားသလာား ? あー，暑い，タクシーに乗ったら暑いですか寒いですか。

301 あー，それは，あの運転手と，話しかけたら，暑いだったら，暑いだった
らエアコンをつけてくださいと言われた，言ったら，あのタクシーの運転
手がやってくれるから。

302 ふーん。でも，全部そういうの使える車なんですね。いいですね。 အ   ော်လံ ား အ   ော်လံ ား သံ ားလ  ဲ့ရတ ဲ့  ာားဘ တ ာော်တ ဲ့။ တ ာငော်ားတယော်တ ာော်တ ဲ့။ 全部，全部使える車ですねって言いました。いいですねって言いまし
た。

303 はい。

304 この，全部，の中にはどんなものが含まれていると思いますか。

305 あの，エアコンの ချမ််းလှာရင် အြူ ဟတီှာပြ ေါ့ပနှ်ာ။ 「あの，エアコンの」，寒くなったら熱いヒーターです。

306 そうすると，乗り心地ってどんな意味だと思いますか。

307 အ ဒြီလ  မ   ား  ာား သံ ားလ  ဲ့ရတာ။ အ ဒြီ ာား   တ ာော် တ ာငော်ားတ ာငော်ား 

 ာားမလညော်ဘာူး။

そういう車を使える。私はその辺がよくわかりません。

308 そっか。いいですね。ミャンマー私行ってみたいなと思ってるんですけど，な
かなか行く機会がなくて。

သ ူ  မ ော်မာ  ညော်    မသ ာားြူေားတ မ ဲ့ သ ာားပ ြီား က ညော်ဲ့ခ ငော်တယော်တ ဲ့။ အခ ငော်ဲ့အတရား

 ရရငော်တ ဲ့။

その人はミャンマーに行ったことがないけど行ってみたいって言いまし
た。機会があればって言いました。

309 行ったらどんなとこに行ったらいいと思いますか。  မ ော်မာ သ ာားမယော်ဆ  ရငော် ဘယော်တ ရာတတ  သ ာားရငော် တ ာငော်ားမလ ? ミャンマーに行くならどんな場所に行ったらいいですか。

310 ミャンマーのあの，ヤンゴンの，ヤンゴンにあるあのシュエダゴン，大
仏，

311 ふーん。

312 日本語で言うと，大仏かな，建物があるところと，あとミャンマーの真ん
中のほうに，バガンというあの古い建物がいっぱいあるから。

313 何日間あったら，全部行きたいところ回れますか。 ဘယော်န စော်ရ ော် က ာရငော် သ ာားခ ငော်တ ဲ့ တ ရာတတ  တရာ ော်မလ ? 何日かければ行きたいところに行けますか。

314 ここで，回れますかという言葉を使ってるんですけど，それは聞いたこ
とがありますか。

315 တအာော် ရ  တယော်။ ရ  တယော်။ あー，あります。あります。

316 1週間くらいかな。

317 1週間くらい。直行便ありましたよね。 တအာော် တ   ော်ရ   ော်တလယာဥော် ရ  သလာားတ ဲ့။ あー，直行便ありますかって言いました。

318 あー。あります。あの，ANAの，それでヤンゴン，直接行けます。

319 どのくらいかかりますか，日本から。 ဂ   ော် တ  ဘယော်န စော် ာရြီတလာ ော် က ာမ ာလ ? 日本から何時間くらいかかりますか。

320 6時間くらいかな。

321 ふーん，そんな近く，遠くないんですね。 မတ၀ားဘာူးတ ာော်တ ဲ့။ 遠くないですねって言いました。

322 そうです。

323 国にかえ，はい。

324 ヤンゴンから，あのまたヤンゴン，ミャンマーの真ん中のほうの古い建
物にあるところに行くと，またそこからあの，飛行機，もう1回乗り換え，

325 できるんですか。 သ ာားလ  ဲ့ရလာားတ ဲ့။ 行けますかって言いました。

326 あります。できます。


