
聞いた素材：協力者会話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 どうも，おはようございます。 မင်္ဂလာပါတ ဲ့။ おはようございます。

2 おはようございます。

3 えっと私の名前は，えーと，A［会話相手の名前］といいます。よろしく ကျတတာော်ရ ဲ့  နမံယော်ကတ ဲ့ A လ  ဲ့ တ ေါ်ပါတယော်တ ဲ့။ 僕の名前はAと呼びますって言いました。

4 お願いします。えーと， ［笑う］ကညူတီ ာငော်ရွကော်တပေးပါ တ ဲ့။ ［笑う］ご協力をお願いします。

5 お名前を聞いてもいいですか。

6 はい，あのB［協力者の名前］といいますね。

7 なんて呼んだらいいんですか。 တအာော် အ ဒါ ဘယော်လ  တ ေါ်ရငော် အ ငော်တ ပမလ တ ဲ့။ あー，それはどう呼んだらいいですかって言いました。

8 Bです。

9 B，Bさん？あー， B လာေးတ ဲ့။ Bですかって言いました。

10 はい。

11 じゃ，Bさんで。え， အ  ဟ တော်ပပီတ ဲ့။ B လ  ဲ့ တ ေါ်မယော်တ ဲ့။ え，はいって言いました。 Bと呼びますって言いました。

12 今日はここまでどうやって来たんですか。 အ ဒတီန ဲ့က ဒကီ   ဘယော်လ   လာ  ဲ့ အ ဘာန ဲ့ ဘယော်လ   ဘာန ဲ့ လာ  ဲ့သလ တ ဲ့။ あ，今日はここにはどうやって来て，あ，何でどうやって，何で来ました
かって言いました。

13 なんかあのGrabで来ました［笑う］。

14 グラブ？グラブってなんですか。 グラブ အ Grab Grab    တာ ဘာလ တ ဲ့။ 「グラブ」，あ，グラブ，グラブというのは何ですかって言いました。

15 なんかtaxiのサービスです。電話でなんか予約して，はい。

16 あーいつもそのグラブを使うんですか。 အပမ တမော်ေး Grab က   သံ ေးလာေးတ ဲ့။ いつもグラブを使いますかって言いました。

17 はい，よく使います。

18 あー。それってけっこう他の人も使う感じ？グラブ。 တအာော် အ ဒါကတ ဲ့ တ  ာေးသတူတတွကာဘ  grab က   သံ ေးတာလာေးတ ဲ့။ あー，それは他の人たちもグラブを使いますかって言いました。

19 もう一度。

20 他の人も，グラブ使う？ တ  ာေးသတူတလွ  သံ ေးတာဘ လာေးတ ဲ့။ 他の人たちも使うんですかって言いました。

21 あーはい，よく使います。

22 あー，

23 他の人もよく使います。

24 じゃ，普通になんかほら，タクシー，日本だと，はーいタクシーみたいな
感じで，

အ ဒတီ  ငော်ေးဘ တ ဲ့ Hey ｔaxi    ပပီေးတတာဲ့ မတ ေါ်ဘေူးလာေးတ ဲ့။  င်္ျပနော်မ ာ   ရငော်တ ဲ့။  

［笑う］

あ，このようにヘイタクシーと言って呼ばないですかって言いました。

25 あれやるんだけど，こっちだとそういうことしない？あんまり。 အ ဒါ အ ဒလီ   ဒအီတ  ငော် လမော်ေးတပေါ်တကော်ထကွော်ပပီေးတတာဲ့  သတူ  ဲ့ တာလ  ကော်တပမ ဲ့ 

ဒမီ ာလ  အ ဒလီ   မတ ေါ်ဘေူးလာေးတ ဲ့။ Taxi က  ။

それは，そうやって，彼らはこのまま通りに出て止めるけど，ここでは呼
ばないですかって言いました。タクシーを。

26 乗らない？

27 します。

28 あ，し，する？ တ ေါ်တယော်တ ဲ့။ ［笑う］ တအာော် တ ေါ်တယော် ဟ တော်လာေးတ ဲ့။ 呼びますって言いました。［笑う］あー，呼ぶんですかって言いました。
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29 はい，このように，なんかtaxiを呼ぶ人もいます。はい，

30 あー，

31 なんかGrabのほうがもっと，なんか値段も

32 うん。

33 ちょっ，値段もいいし，なんかエアコンもいいだから。

34 エアコン？ အ ယာေးကနွော်ေးလာေးတ ဲ့။ エアコンですかって言いました。

35 はい，普通のtaxiにはエアコンはなんか，できないです。

36 えっ，でも普通車にエアコンついていませんか。 ဒါတပမ ဲ့တ ဲ့ ပံ မ နော် taxi car မ ာလ  အ ယာေးကနွော်ေး တပော်ထာေးတယော် 

မဟ တော်ဘေူးလာေးတ ဲ့။

でも普通タクシーの車にもエアコンがついてませんかって言いました。

37 はい，

38 ついてますけど，なんか使わないです。普通のtaxiドライバー。

39 ミャンマー暑いですよね。私  မနော်မာက ပူတယော်တနာော် တအာော်  မနော်မာက ပူတယော်တလတ ဲ့။ ミャンマーは暑いですね，あー，ミャンマーは暑いですよって言いまし
た。

40 初めてミャンマーに来たんですけど，えっこんなに暑いのって［笑う］。 ပထမ ံ ေး သ ူ မနော်မာ ပညော် စတရာကော်လာတ ဲ့ အ ျ နော်မ ာ  မနော်မာ ပညော် 

ပူလ  ကော်တာ   ပပီေးတတာဲ့။

彼は初めてミャンマーの国に来たときにミャンマーの国が暑くて。

41 そうですね。

42 私いつも黒い服ばっかり着ているから ငါ အပမ တမော်ေးတ ဲ့ အနကော် ျညော်ေးဘ  ၀တော်တနလ  ဲ့တ ဲ့။ 私はいつも黒ばかり着ているからって言いました。

43 ［笑う。］

44 えー，こんなに暑いんだったらどうしようと思って。 အ ဒါတ ကာငော်ဲ့ ပူတာလာေး   ပပီေးတတာဲ့ တတေွး  ဲ့တယော်တ ဲ့။ だから暑いのかなと思ったって言いました。

45 そうですね。暑いですよ。

46 そうそう。えっと今は実家暮らしなんですか。 အ  ကတ ဲ့ မ ဘအ မော်မ ာ တနတနတာလာေးတ ဲ့။ 今は実家に住んでいますかって言いました。

47 実家？

48 実家暮らしなの？

49 実家はい，実家暮らしです。実家で住んでいます。

50 おーここからどのぐらい今日その，えーとタクシー，その来たときに အ ဒကီတနပပီေးတတာဲ့ ဒအီထ  taxi န ဲ့ အ ျ နော် ဘယော်တလာကော်  ကာသလ တ ဲ့။ そこからここまでタクシーでどれくらい時間がかかりますかって言いま
した。

51 毎日タクシーで行きます。毎日はなんかだいたいはバスで行きます。

53 うん。今日はタクシーでここに来たんだよね？ ဒတီန ဲ့က taxi န ဲ့ လာ  ဲ့တယော်တနာော်တ ဲ့။ 今日はタクシーで来ましたねって言いました。

54 はい。

55 それはどのぐらいかかる？たぶん。 တအာော် အ ဒါအ ျ နော်ဘယော်တလာကော် ကာလ တ ဲ့။ တအာော် အ ဒါက အ ျ နော် မဟ တော်ဘ န ဲ့

 ပ  ကော် ကံ   တမေးတာလာေး မသ ဘေူး။ တ ပာတာ အ ဒ ီစကာေးလံ ေးက တတူနတယော်

    တတာဲ့။

あー，それはどのくらいの時間がかかりますかって言いました。あー，
それは時間じゃなくてお金を聞いたのかもしれません。話されて単語が
似ているから。

56 あ，単語が似ているということは，何と何の単語が似ているんですか。

57 င်္ျပနော်မ ာက အ ျ နော်က   တမေးတာတရာ ဟ  ဥစစာ တငပွမာဏကျတာက   

တမေးတာတရာက どのぐらい    တာဘ  သံ ေးလ  ဲ့။

日本では時間を聞くのも，あれ，金額を聞くのも「どのぐらい」というの
だけを使いますから。

58 じゃ，最初聞いたときはどちらだと思ったんですか。

59 အ ျ နော်လ  ဲ့ ထငော်  ဲ့တယော်။ 時間だと思いました。

60 うんうん。

61 今？

62 うん今日今日今日。



63 今3000チャットぐらいかかりました。

64 あー時間は？ အ ျ နော်ကတရာတ ဲ့။ 時間はって言いました。

65 時間ね。1時間ぐらい。

66 そんな遠いの［笑う］？ အ ဒတီလာကော် တ၀ေးသလာေးတ ဲ့။ そんなに遠いですかって言いました。

67 うん，でもAさんが先ほど聞いた，どのぐらいですか，は距離，時間だと
思ってたと言ったけど，ここでは，お金の話をしましたよね。それはどう
してですか。

68 မမ တော်မ တတာဲ့ဘေူး။ ［笑う］ တရာသာွေးတယော်။ 覚えていません。［笑う］混合しました。

69 あーなるほど。

70 えーなんか，今は渋滞で。

71 あー。 ［笑う］ ［笑う］

72 今日は大学，なんか大学入学試験があって，

73 今日入学試験なんですか。 ဒတီန ဲ့ကတ ဲ့ တကက သ  လော်၀ငော်စာတမေးပွ  ရ  တာလာေးတ ဲ့။ 今日は大学の入学試験がありますかって言いました。

74 はい。英語。今日は英語の試験です。だから

75 今日は，ということは？ ဒတီန ဲ့   တာ ဘာက   တ ပာတာလ တ ဲ့။ 今日というのはどういうことですかって言いました。

76 今日。

77 うんうん。 ［笑う］ ［笑う］

78 今日。

79 うんうんうん。えっ？っていや，私が聞きたかったのは ကျွနော်တတာော် တမေး ျငော်  ဲ့တာကတ ဲ့။ 僕が聞きたかったのはって言いました。

80 Aさんはその前に、今日は，と言ったじゃないですか。そのときAさんは
どういうことを聞きたかったと思いますか。

81 အ ဒ ီအ ျ နော်တ နော်ေးက ဘာက   တမေးတာလ က   လံ ေး၀ နာေးမလညော်  ဲ့ဘေူး။ そのときは何を聞かれたかが全くわかりませんでした。

82 うんうん。

83 なんか，あじゃ，なんかその大学試験は1日だけじゃないってこと？ အ တကက သ  လော်၀ငော်စာတမေးပွ    တာ တတန ဲ့တညော်ေးဘ  တ ြေရတာ မဟ တော်ဘေူးလာေး ? あ，大学の入学試験というのは1日だけ受けるんじゃないですか。

84 はい，いえ1日だけじゃないんです。

85 うん。ちょっとそのなんて言うの，私 အ ဒါ ဘယော်လ  မျာေးပါလ မော်ဲ့။ それはどう言うのだろう。

86 ミャンマー何にもわからないから， ကျွနော်တတာော်က  မနော်မာ ပညော်အတ ကာငော်ေး ဘာမ  မသ တ ဲ့အတကွော်တ ဲ့။ 僕はミャンマーの国について何もわからないからって言いました。

87 なんか大学試験ってどんな感じなのか教えてもらえません？ အ တကက သ  လော်၀ငော်စာတမေးပွ    တာတ ဲ့ ဘယော်လ  မျ  ေးလ  တ ပာ ပလ  ဲ့ ရမလာေးတ ဲ့။ あ，大学の入学試験というのがどういうものかを話してもらえますかっ
て言いました。

88 ちょっと日本の違いますか，日本にはAO入試とかセンター試験とかな
んか

89 うんうんよく知ってるね。（笑う） တတာော်တတာော်တလေး သ တနတာဘ တ ဲ့။ よく知っているねって言いました。

90 2つありますか。なんかミャンマーには

91 入学試験が1つしかないです。

92 えー。

93 学生たちは一度だけ入学試験を受けてその結果によって大学やなん
か学部など分けます。

94 えー，自分で決められないの？ က  ယဲ့ော်က  တ  ငော်  ံ ေး ြေတော်လ  ဲ့ မရဘေူးလာေးတ ဲ့။ 自分で決めることができないですかって言いました。

95 うん。ちょっとなんか，あー，たとえば，なんかキョウツウの強い大学と
かはその成績によって決めますから，



96 うーん。共通？ တအာော် ပပ  ငော်   ငော်မှု   တာကတ ဲ့။ あー，競争というのはって言いました。

97 たとえばなんか学生が

98 日本語C［協力者の大学名］大の日本語学科で日本語勉強したい

99 うんうん。

100 日本語学科は，ひゃく，100人だけ受けます。

101 うんうん。

102 そのときにはその成績によって，なんか一番上，いい成績の学生から
100番，100目，100番目の学生まで選びます。そういうふうにします。だ
から

103 あー自動的に。 ［笑う］ အလ  အတလ ာကော်လာေးတ ဲ့။ Automatic လာေးတ ဲ့။ ［笑う］自動ですかって言いました。自動ですかって言いました。

104 これどういう意味だと思いますか。

105 ［笑う］そのときわからなかったです。 ［笑う］「そのときわからなかったです。」

106 あ，この言葉の意味は知っているってことですか。

107 တအာော် အဓ ပပါယော်က တ  ကော်ရ  ကော် အဓ ပပါယော်က သ တယော်။ ဒါတပမ ဲ့ ဒတီနရာမ ာ 

ဘာအတကွော် ဘာလ  ဲ့  သံ ေးသလ    တာ မသ လ  ကော်ဘေူး။ 

ဘာတ ပာ ျငော်တာလ    တာ မသ လ  ကော်ဘေူး။

あー，意味は，直接の意味はわかります。でもここでなんのためになぜ
使ったかはわかりません。何を言いたいのかはわかりません。

108 うん。なるほど。

109 あーそうなんだ。

110 成績がよくないといい大学には入れない。入られない。入られないで
す。

111 えっ，日本だとほら浪人できるけど，こっち浪人ってあるんですか。 င်္ျပနော်မ ာတ ဲ့ ローニン    တာ ローニン လ ပော်လ  ဲ့ ရတပမ ဲ့တ ဲ့။ ဒမီ ာက ローニン

 လ ပော်လ  ဲ့ မရဘေူးလာေးတ ဲ့။ အ ဒအီ ျ နော်မ ာ အ ဒ ီ ローニン     တာက   

နာေးမလညော်လ  ကော်ဘေူး ကျွနော်တတာော်။

日本では「ローニン」という「ローニン」ができるけどって言いました。こ
こでは「ローニン」ができないですかって言いました。僕は，そのときに
その「ローニン」というのがわからなかったです。

112 ローニン？

113 浪人，うん浪人ってい，あー，あの日本だと，そのさっきほらいっ，あ
の，Bさん，Bさんでしたっけ，うんあのBさんが言ってた［笑う］，その

အ   န ロン    တာက Bさん，B တ ပာလ  ကော်တ ဲ့။ あ，さっき「ロン」というのを「Bさん，B」が話したって言いました。

114 センター入試みたいなので，でも失敗 အ センター စာတမေးပွ လ    ြေစော်ပပီေးတတာဲ့တ ဲ့ ကျသာွေးတပမ ဲ့လ တ ဲ့။ あ，「センター」試験のように落ちてもって言いました。

115 しても来年もう1回， တနာကော်န စော် ကလ  ဲ့ရ  ရငော် တနာကော်တကက မော်တ ဲ့။ 来年ならもう1回って言いました。

116 あっ，失敗したらまた受けます。受けられます。

117 それ次の年だよね？ ［笑う］ အ ဒါ ဘာတ ပာလ  ကော်လ  မသ ဘေူး။ ［笑う］それは何を言ったかわからなかったです。

118 今，これで今の段階で，Bさんは浪人とはどういう意味かわかります
か。

119 ဟ တော်က ဲ့။ နာေးလညော်ပါတယော်။ はい。わかります。

120 Aさんがここの説明をしたときに，浪人の意味がわかりましたか。

121 ဟ တော်က ဲ့။ နာေးလညော်ပါတယော်။ はい。わかります。

122 うんうんうん。

123 次の年だよね？

124 はい，次の年に。

125 おー，

126 合格したら，えーまたもう1回受けられないんです。



127 あー，なるほど。なるほど。まあそれはそうだよね，だってその大学に
行くからね。

အ ဒလီ  န ဲ့ဘ တ ဲ့ အ ဒ ီတကက သ  လော်က   သာွေးရမ ာတပါ ဲ့တ ဲ့။ それでその大学に行きますねって言いました。

128 あー，そうなんだ。

129 そうです。

130 えー，さっき実家ぐらしって言っているけど，言ってたけど，   နတ နော်ေးကတ ဲ့ မ ဘအ မော်မ ာ တနတယော်လ  ဲ့ တ ပာ  ဲ့တပမ ဲ့တ ဲ့။ さっき実家に住んでいると言ったけどって言いました。

131 え，兄弟とかいるんですか。 အ တမွေး ျငော်ေးတတ ွရ  တသေးလာေးတ ဲ့။ あ，兄弟とかはまだいますかって言いました。

132 はい，います。弟。弟1人います。はい。

133 うんうん。おと，何歳ぐらい？ ဘယော်န စော်န စော်လ တ ဲ့။ 何歳ですかって言いました。

134 何歳。あ，私より2年，

135 なんでそんなに考えちゃう［笑う］？ ［笑う］ ဟ   ဘာလ  ဲ့မျာေး စဥော်ေးစာေးသာွေးရတာလ တ ဲ့။ ［笑う］あの，どんな考えをしたんですかって言いました。

136 ［笑う］あー18歳。

137 あ若いね。 တအာော် ငယော်တသေးတာတပါ ဲ့တ ဲ့။ あー，若いですねって言いました。

138 なんでAさんは，なんで考えているの，と言ったと思いますか。

139 က  ယော်ဲ့ညတီလေးရ ဲ့ အသကော်က   က  ယော် ပနော်တကွော်တနရလ  ဲ့။ 自分の弟の年齢を自分でまた数えたから。

140 うんうんうん。

141 あじゃ，18だとミャンマーまだ高校生？ ၁၈ န စော်   ရငော်  မနော်မာန  ငော်ငမံ ာ အထကော်တနော်ေးတကျာငော်ေးသာေးလာေးတ ဲ့။ 18歳ならミャンマーの国では高校生ですかって言いました。

142 えー大学2年生。

143 1年？えっ，えっ，早くない？  မနော်လ  ကော်တာ။ 早いです。

144 ちょっと。ええはい。そう早いです。ミャンマーは，16歳に高校卒業し
て，あの16歳に大学1年生になります。

145 大学何年間？ တကက သ  လော်က ဘယော်န စော်န စော် ကာလ တ ဲ့။ 大学は何年かかりますかって言いました。

146 もともとBさんは，えーと日本の大学っていうか学校のシステムとミャン
マーの大学のシステムが違うということを知っていたんですか。

147 ဟ တော်က ဲ့။ သ တန  ဲ့ပါတယော်။ はい。知っていました。

148 あ，なるほど。

149 大学4年間です。

150 あれ，日本と一緒だね。 အ ဒါတတာဲ့ င်္ျပနော်န ဲ့ အတတူဘူ တပါ ဲ့တ ဲ့။ それは日本と同じですねって言いました。

151 そう。それが一緒です。

152 えっ，えっ，ちょっと，ちょっとわかんない，えー？じゃあちょっと  ဏတလေး  ဏတလေး အ ဒါ    နာေးမလညော်တတာဲ့ဘေူးတ ဲ့။ ちょっと，ちょっと，そしたらわからなくなりますって言いました。

153 ミャンマーのさ，その学校のシステムってどうなの。 တအာော်  မနော်မာန  ငော်ငရံ ဲ့ တကျာငော်ေးပညာတရေး စနစော်   တာကတ ဲ့။ あー，ミャンマーの国の学校教育のシステムというのはって言いまし
た。

154 小学校から教えて。    တတာဲ့ မူလတနော်ေးတကျာငော်ေးတ  ဲ့ ဘာတ  ဲ့ အ ဒလီ  မျ  ေး တ ပာ ပ ကညဲ့ော်တလတ ဲ့။ なら小学校とかがどうだとか，そういうことを話してみてよって言いまし
た。

155 あー小学校は5年間。

156 中学校は3年，えー4年間。小学校は5年間，中学校は4年間，高校は2
年間。

157 あー高校が1年，ああ。 တအာော် အထကော်တနော်ေးတကျာငော်ေးက ၁ န စော် ပ  ပပီေး    တာ။ あー，高等学校がもう１年というのは。

158 はい，高校が2年間

159 ああじゃ，日本だと小学校が6年で はい。 င်္ျပနော်   လ  ဲ့ရ  ရငော် မူလတနော်ေးတကျာငော်ေးက ၆ န စော် တကော်ရပပီေးတတာဲ့။ 「はい。」日本だと小学校は6年通うから。

160 さっき，Aさんは1年の後に何も言わなかったんですけど，その後で続く
言葉が何かわかりましたか。



161 はい，わかり… ဟတုက် ဲ့။ သခိ ဲ့ပါတယ။် 「はい，わかり…」はい。わかっていました。

162 何と言うと思いましたか。

163 တန စော် ကာွတနတ ဲ့အတ ကာငော်ေးက   တ ပာမယော်လ  ဲ့ ထငော်  ဲ့တယော်။ 1年違うことについて話すと思っていました。

164 違い？

165 ဒါ င်္ျပနော်န  ငော်ငရံ ဲ့ အထကော်တနော်ေးတကျာငော်ေး ပညာတရေးက  မနော်မာန  ငော်ငထံကော် ၁ န စော် 

ပ  မျာေးတနတ ဲ့ အတ ကာငော်ေးက   တ ပာမယော်လ  ဲ့ ထငော်  ဲ့တယော်။

これは日本の国の高等学校教育がミャンマーの国より１年多いことに
ついて話すと思っていました。

166 はい。

167 中学校が3年。

168 3年

169 高校が3年。 အ အထကော်တနော်ေး အ အ အလယော်တနော်ေး ၃ န စော် ကာ အထကော်တနော်ေးလ  ၃ န စော် ကာ။ あ，高等学校，あ，あ，中学校は3年かかって，高等学校も3年かかっ
て。

170 はあー，

171 あじゃ，1年間，高校が，あ違う小学校が1年長くて， တအာော် အထကော်တနော်ေးက ၁ န စော်ပ  ပပီေး အ  ဟ   မူလတနော်ေးက ၁ န စော်ပ  ပပီေး။ あー，高等学校はもう１年，え，あの，小学校はもう１年。

172 中学校が1年間短くて，あ違う， အ အလယော်တနော်ေးက ၁ န စော် ပ  န ပပီေးတတာဲ့ အ  မဟ တော်ဘေူး။ မဟ တော်ဘေူး။ あ，中学校は１年少なくて，え，違います。違います。

173 中学校が同じか。で高校が1年短いんだ。 အ  အထကော်တနော်ေးက ၁ န စော် ပ  ပပီေး တ  ေးသာွေးတာ။ え，高等学校はもう１年短くなります。

174 そうそうそう。高校が1年。

175 あじゃ，大学卒業するときに何歳になるの？ တကက သ  လော်က ဘွ ွဲ့ရမယော်   ရငော် ဘယော်န စော်န စော် ြေစော်မလ ? 大学は卒業をすると何年になりますか。

176 普通の人は，あの22歳。

177 あれ，22なの？ အယော် 22 ဟ တော်လာေး? え，22ですか。

178 22か21か。

179 21だよね？ ၂၁ မဟ တော်ဘေူးလာေး? 21じゃないですか。

180 そうそうそう21で卒業します。

181 21だよね，そうするとね。21だよ。えBさん今何年生？ အ Bさん က တကက သ  လော် ဘယော်န စော်တနော်ေးလ ? あ，「Bさん」は大学何年生ですか。

182 あー，今21歳って話をしていましたよね。

183 はい。 はい。

184 そのときこれ，ミャンマーの大学の話ですか，それとも日本の大学の話
ですか。

185 င်္ျပနော်န  ငော်င ံတအာော်  မနော်မာန  ငော်င ံအတ ကာငော်ေးက   တ ပာတနတာ။ 日本の国，あー，ミャンマーの国について話しています。

186 なるほど。

187 私は，あ，さ，はたちです。

188 あ違う違う何年生？ အယော် မဟ တော်ဘေူး။ မဟ တော်ဘေူး။ တကက သ  လော် ဘယော်န စော်တနော်ေးလ ? え，違います。違います。大学何年生ですか。

189 あ，4年生です。

190 あじゃ，もう，そうかそうかじゃ，来年 အယော် အ ဒါ   ရငော် တနာကော်န စော်။ え，そしたら来年。

191 卒業？ တနာကော်န စော် ဘွ ွဲ့ရမ ာလာေး ? 来年卒業ですか。

192 はい，来年卒業。

193 あー，卒業したらどうする？ အ ဘာလ ? ဘွ ွဲ့ရပပီေးရငော် ဘာလ ပော်မ ာလ ? あ，なんですか。卒業したら何をしますか。

194 予定なんですか。 အစီအစဥော် ဘယော်လ   အစီအစဥော်မျ  ေးတတ ွရ  သလ ? 予定はどんな予定とかはありますか。



195 はい，日本で就職したいんです。

196 あー，日本に行ったことあるんですか。 င်္ျပနော် တရာကော်ဘေူးလာေး ? 日本に来たことがありますか。

197 はい，

198 一度行ったことあるんです。

199 あ留学？それは ပညာသငော်သာွေးတာလာေး? အ ဒါက။ 留学ですか。それは。

200 いいえ，なんかあの，見学とか。

201 見学？ တလဲ့လာတရေး ရီေး   ပပီေးတတာဲ့ တမေးတယော်။ အ ဒနီာေးမ ာလ  ဘာတ ပာလ  ကော်လ  

   တာ သ ူတသတသ ျာ ျာ မ ကာေးတပမ ဲ့လ တလ အသထံကွော် တ ပာလ  ကော်တ ဲ့ 

စကာေးလံ ေး နာေးမလညော်လ  ဲ့  ပနော်တမေးတယော်လ  ဲ့တတာဲ့ သ လ  ကော်တယော်။

スタディーツアーと言って聞いてます。そのあたりも何を話したかは，そ
れははっきりと聞こえませんでしたが発音した単語がわからなくて聞き
かえしていることはわかりました。

※ミャンマー語で「スタディーツアー」
の部分は，視察や見学をする旅行。
見学以外に視察の意味を含む。

202 あー実はなんかC大で日本語を教えている日本語，日本人の先生もあ
ります。日本語パートナーズといいます。日本語

203 パートナーズといいます。なんかパートナーズ。

204 ああパートナーズ。 အယော် ပါတနာလာေး? え，パートナーズですか。

205 そうそうパートナーズといいます。

206 ああ，日本語パートナーズで来ているんだ。 အယော် ဘယော်လ  တ ပာမလ ? င်္ျပနော်ဘာသာ သငော် ကာေးတရေး အြွေ ွဲ့တတနွ ဲ့ 

တရာကော်လာတာလာေးတ ဲ့။

え，なんて言うかな？日本語を教える団体とかで来ましたか。

207 はい。その

208 あじゃ，若い先生じゃない？  ရာငယော်ငယော်တလေးတတ ွမဟ တော်လာေးတ ဲ့။ 若い先生じゃないですかって言いました。

209 おーそう。そう若い先生です。そのなんかその日本語パートナーズの
programをなんかアピールするために日本へ行きました。そういう
programで。

211 あ，Bさんが行ったわけ？ အ ဒါ Bさん သာွေး  ဲ့ရတ ဲ့ အတ ကာငော်ေးရငော်ေးလာေး ? それは「Bさん」が行ったわけですか。

212 はい。

213 あーその日本語パートナーズの先生から教えてもらって，どんなこと
やったの？

ဘာလ ? ဟ  ဟာ 日本語パートナーズ先生  ရာတတ ွကီတနပပီေးတတာဲ့ 

သငော် ကာေး လကော်  ံ ဲ့ရတာတ ကာငော်ဲ့မလာေး ?

何？あれ，「日本語パートナーズ先生」先生たちに教えてもらったから
ですか。

214 なんか，文部科学省の大臣とかあの安倍総理夫人とかと会って

215 会ったの？

216 はい。会いました［笑う］。

217 Bさん会ったの［笑う］？ အ တတွွဲ့   ဲ့တာလာေး? အယော် Bさん တတွွဲ့   ဲ့တာလာေးတ ဲ့။ あ，会いましたか。え，「Bさん」会いましたかって言いました。

218 お目にかかりました。［笑う］はい。

219 ［笑う］お目にかかりました。え，いいね，敬語を使ってね。 အ ဟ  ဟာ တတွွဲ့တယော်   တ ဲ့ ဟာက   ယဥော်တကျေးတ ဲ့ ပံ စံန ဲ့ သံ ေး  ဲ့တာဘ ။ あ，あれ，会ったというのを丁寧な感じで使いましたね。

220 ［笑う］お目にかかりましたってね。

221 ［笑う］。

222 えっ，すごいね。 အံဲ့ သစရာဘ တနာော်တ ဲ့။ 驚きですねって言いました。

223 ［笑う］。はい。

224 どのぐらいいったの？その， င်္ျပနော်မ ာတ ဲ့။ ဘယော်တလာကော် ကာ ကာ တန  ဲ့တာလ ? 日本ではって言いました。どれくらいいましたか。

225 うん。ちょっとだけ，なんか5分だけ話し合いました。

226 いや違う違う。いや違う違うそのパー မဟ တော်ဘေူး။ မဟ တော်ဘေူး။ 違います。違います。

227 この，えーと，5分くらいと言いましたけど，そのさっきのAさんの質問は
そのとき何だと思ったんですか。



228 တအာော် ဘယော်လ  တ ပာမလ ? လကူကေီးတတနွ ဲ့ တတွွဲ့တ ဲ့အ ါမ ာ။ 

ဘယော်တလာကော် ကာ ကာ   န ၀နော်ကကေီး ျ ပော်န ဲ့ တတွွဲ့   ဲ့ရလ  တ ပာ  ဲ့တာ တယော်ထငော်။

あー，なんて言うかな。大人たちと会うとき。さっきの首相と会ったとき
にどれくらいだったかを話したと思います。

229 トナーズの，その日本に日本に

230 あー日本滞在は1週間でした。

231 おおー。その首相に会ったのは東京だよね？ ၀နော်ကကေီး ျ ပော်န ဲ့ တတွွဲ့   ဲ့တာ တ  ကျ  တနာော်တ ဲ့။ 首相と会ったのは東京ですねって言いました。

232 っていうか，このときには，日本の滞在のことを聞いているっていうの
はもうわかったんですか。

233 ဟ တော်က ဲ့။ သ   ဲ့ပါတယော်။ はい。わかっていました。

234 うん。

235 場所は。

236 はい，東京の埼玉。

237 埼玉［笑う］？初めて日本に行ったときの感想ってどうでした。 ပထမဦေး ံ ေး င်္ျပနော်က   သာွေးတ ဲ့ အ ျ နော်မ ာ ဘယော်လ    စံာေး  ဲ့ရသလ တ ဲ့။ 初めて日本に行ったときにどう感じましたかって言いました。

238 あ，はい，なんかちょっと寒かったです。［笑う］

239 え？何月ぐらい行ったのそれ。 အ ဒါ ဘယော်န စော်လပ  ငော်ေးတလာကော်ကလ တ ဲ့။ それは何月ぐらいですかって言いました。

240 ［笑う］それ11月。

241 あ，それは寒いよ。 အ ဒအီ ျ နော်    တအေးတနတတာဲ့မ ာဘ တ ဲ့။ そのときなら寒そうって言いました。

242 そう，

243 ちょっと寒い。秋，秋。

244 まあまあ，秋から冬になろうとしてるぐらいだよね。あ တ ာငော်ေးဦေးကတနပပီေးတတာဲ့ တ ာငော်ေးရာသ ီ ြေစော်လာမ ဲ့အ ျ နော်တလာကော်    တတာဲ့တ ဲ့။ 秋から冬になろうというときくらいだからって言いました。

245 そうそう。

246 どうでした。初めての日本の印象。それ ပထမဦေး ံ ေး င်္ျပနော်န  ငော်ငကံ   တရာကော်သာွေးတ ဲ့ အ ျ နော်မ ာ ဘယော်လ   စ တော်ထ မ ာ 

 ြေစော်သာွေးလ တ ဲ့။

初めて日本に着いたときはどんな気持ちになりましたかって言いまし
た。

247 寒い以外で。 တအေးတာ အ ပငော်က  တ ဲ့။ 寒い以外でって言いました。

248 寒い以外で，なんか，どこでもなんかコンクリートが［笑う］いっぱいで
す。それちょっとミャンマーと違います［笑う］。

249 ［笑う］ミャンマーはね。ちょっと道がね悪いよね［笑う］。  မနော်မာကတ ဲ့ လမော်ေးတတကွလ  ［笑う］ သ ပော်မတကာငော်ေးဘေူးတ ဲ့။ ミャンマーは道とかも［笑う］あまりよくないって言いました。

250 そうそう［笑う］。

251 うんうん。 အ ဒ ီအ ျ နော်မ ာ ဘာလ  ဘာလ တ ဲ့။ そのときに何，何って言いました。

252 建物もちょっとミャンマーより高い。高い高い建物がいっぱいでした。

253 うんうん。あでもミャンマーもけっこう高い建物あるといえばあるんじゃ
ない？

 မနော်မာမ ာလ တ ဲ့ အတ ာကော်အဦေး အ မငော်ဲ့ကကေီးတတ ွရ  တယော်လ  ဲ့ 

တ ပာလ  ဲ့ရန  ငော်တယော် မဟ တော်ဘေူးလာေးတ ဲ့။

ミャンマーでも高い建物などがあるといえるじゃないですかって言いま
した

254 それなんか，ちゅう，あなんか都会の中心，ダウンタウンだけ。

255 ダオタオ？

256 ダウンタウン。

257 あダウンタウン。 အ ဒါ  ပနော်တမေးတာ သကူ တသ ျာမ ကာေးလ  ကော်လ  ဲ့။ ပပီေးတတာဲ့ Downtown 

   ပပီေးတတာဲ့ တ ပာတယော်။

それは彼がはっきり聞こえなかったから聞きかえしました。それからダ
ウンタウンというのを話しました。

258 ダウンタウンだけ。

259 うんうん。そう私初めてねさっきも言ったけど，ミャンマーに来たんだけ
ど，

ပထမဦေး ံ ေး  မနော်မာ ပညော် တရာကော်လာတ နော်ေး တတွွဲ့လ  ကော်တာကတ ဲ့။ 初めてミャンマーの国に来たときに見たのがって言いました。



260 なんかお勧めの場所ってある？なんか，なんか အယော် ဘယော်လ  တ ပာရမလ ? 勧め ဟ   က  ယော်သာွေးြေ  ဲ့ တ  ကော်တနွော်ေး ျငော်တ ဲ့ 

တနရာမျ  ေး ရ  လာေးတ ဲ့။

え，なんて言うかな。「勧め」あの，自分が行きたいと勧めたい場所みた
いなものはありますかって言いました。

261 今の自分っていうのは誰のことですか。

262 သကူ  ။ 彼に。

263 Aさんが行きたい場所，ということですか。

264 သ ူသာွေးသငော်ဲ့တယော်    ပပီေးတတာဲ့ ကျတနာော်က တ  ကော်တနွော်ေး ျငော်တ ဲ့ တနရာ။ 彼に行くべきだと僕が勧めたい場所。

265 勧めるのは誰ですか。

266 ကျတနာော်က သူ ဲ့က   သာွေးြေ  ဲ့ တ  ကော်တနွော်ေးတာ။ 僕が彼に行くように勧めます。

267 この今のこの会話の意味はこの会話をしているときにわかりましたか。

268 ဟ တော်က ဲ့။ အတတူဘူ  သ တယော်။ はい。同じくわかっていました。

269 たぶんね，あの，そんなに遠くに行けないんだよね。 သ ပော်ပပီေးတတာဲ့လ  အတ၀ေးကကေီး မသာွေးန  ငော်တာတ ကာငော်ဲ့တ ဲ့။ あまり遠くに行けないからって言いました。

270 あー。

271 だから，この辺で，なんだろう。ぜっ，あの，行ったほうがいいやつ。 ဒနီာေးတ၀  ကော်မ ာဘ  အ ဒလီ   သာွေးသငော်ဲ့တယော်   တ ဲ့ တနရာမျ  ေး ရ  လာေးတ ဲ့။ この辺でそういう行くべきという場所みたいなのはありますかって言い
ました。

272 あーそれなんか，シュエダゴンパゴーダ。パゴーダの名前ですけど，
シュエダゴンという

273 うん。うん。

274 パゴーダ，

275 うん。

276 パコーダと，なんかボーヂヨーマーケット(ボショッマーケット=Bogyoke 
Market)。

277 ブジュ？ブジュ？ ［笑う］ ブジュ ［笑う］ အသထံကွော် မ ာေး ကာေးလ  ဲ့  ပနော်တမေးတနတာ။ ［笑う］「ブジュ」［笑う］発音を間違って聞いたから聞きかえしています。

278 ボーヂヨー(ボショッ）という。

279 あ，それ日本語じゃないんだ［笑］。 အ ဒါက င်္ျပနော်စကာေး မဟ တော်ဘေူးလာေးတ ဲ့။ それは日本語じゃないですかって言いました。

280 ［笑］そう，日本語じゃんないんです。

281 あー。

282 マーケット，の名前。

283 あー。

284 マーケット。市場じゃなくて，スーパーマーケットのようなんですけど，そ
こでお土産がたくさん買えます。

285 それ市場じゃない？ အ ဒါ တစျေး မဟ တော်ဘေူးလာေးတ ဲ့။ それは市場じゃないですかって言いました。

286 マーケットでしょう？ ［笑う］ တစျေးလာေး? supermarket လာေး? ［笑う］市場ですか。スーパーマーケットですか。

287 そう。

288 このときAさんが言ったマーケットという言葉の意味は何だったと思いま
したか。

289 ဟ   supermarket လ  ဲ့ ထငော်တယော်။ あの，スーパーマーケットだと思います。

290 Bさんが最初にお勧めしたのはなんですか。

291 အ ဗ  လော် ျ ပော်တစျေးဘ ။ あ，ボジョッマーケット。

292 うん。それはスーパーマーケットですか。

293 supermarket... လံ ေး၀ supermarket မဟ တော်တပမ ဲ့ supermarket လ  မျ  ေး။ スーパーマーケット…完全にスーパーマーケットじゃなくてもスーパー
マーケットみたいなもの。



294 うん。

295 マーケット。

296 あああ市場市場。ああ

297 そうそうボーヂヨーマーケット。この辺りかな。

298 うんうん。えーそこだと，どんな感じなんですか，それ，そのマーケット。 အ ဒါ အ ဒတီနရာက ဘယော်လ   တနရာမျ  ေးလ တ ဲ့။ それは，その場所はどんな場所みたいなものですかって言いました。

299 そのマーケット，なんかミャンマーの伝統的な，あのなんかものとかあ
の，遊ぶものも，なんか服装も，

300 たとえば？ ဥပမာအတန ြေငော်ဲ့တ ဲ့။ たとえばって言いました。

301 たとえばロンジーとか。

302 あーこれだ。 ဒဟီာလာေးတ ဲ့။ これですかって言いました。

303 からくり人形。

304 からくり人形？ ကက  ေး ွ ရ ပော် ရ ပော်တသေးလာေးတ ဲ့။ 操り人形，小さい人形ですか。 ミャンマー語で「小さい人形」の部分
は，主に「操り人形」を指すが「パ
ペットマペット」「人形劇用の小さな人
形」「からくり人形」なども含む。

305 ねねね，なんか人形?人形とかも買えます。

306 え，からくり人形有名なの？  မနော်မာန  ငော်ငမံ ာ အ ဒ ီရ ပော်တသေးက နမံယော်ကကေီးလာေး ? ミャンマーの国ではその小さい人形は有名ですか。

307 はい，有名です。

308 へー。なんか，なんかそうそう，あのワインが有名って聞いたんだけ
ど。

ဟ  ဟာ ဘာမျာေးပါလ မော်ဲ့တ ဲ့။ တအာော် ၀  ငော်က နမံယော်ကကေီးတယော်လ  ဲ့ သ ရပါတယော်။ あの，なんだっけって言いました。あー，ワインが有名だと知りました。

309 わか？

310 ワイン，ワイン。

311 あーワインは，あ，メイ町とかメイ町，メイという町とかピィンウールィン
町のワインは有名です。

312 えー，そうなの。 ဟ တော်လာေးတ ဲ့။ そうですかって言いました。

313 はい，ちょっと遠いです。ここからは。

314 遠いんだ。えでもそれってマーケットとかその辺で買えたりする？ အ ဒဟီာတတကွ   ဒနီာေးက တစျေး   ငော်တတမွ ာ ၀ယော်လ  ဲ့ ရလာေးတ ဲ့။ တ၀ေးလာေး ? それらはこの辺のマーケットとかで買えますかって言いました。買いま
すか。

315 そのマ，なん，

316 そういうマーケットとかそういうところで売ってたりする？   နလ  မျ  ေး တစျေးတတမွ ာ အ ဒ ီ၀  ငော်က   တရာငော်ေးလာေးတ ဲ့။ さっきみたいなマーケットとかでそのワインは売ってますかって言いま
した。

317 あのピィンウールィンのワインとかは

318 そうそうそう。 ဟ တော်တယော် ဟ တော်တယော်တ ဲ့။ そうです，そうですって言いました。

319 あ，それは

320 よくわからない［笑う］。

321 あーこれって飲まないとわからないよね［笑う］これ。 တအာော်    ပပီေးတတာဲ့ မတသာကော်တတာဲ့ မသ ဘေူးတပါ ဲ့တ ဲ့။ あーと言ってから飲まないとわからないねって言いました。

322 今の飲まないとわからないよねって，飲まないってどういう意味です
か。

323 အရကော် မတသာကော်တာက   တ ပာတာ။ お酒を飲まないことを言います。

324 うん。誰が？

325 ကျတနာော်က။ 僕が。

326 うん。



327 酒好きじゃないとわからないよね［笑う］。え，なんか သတ မထာေးမ ရငော် မသ န  ငော်ဘေူးတပဲ့ါတ ဲ့။ 気がつかないとわからないですねって言いました。

328 Bさん趣味とかなんかあるんですか。 ဟ   Bさん မ ာ ၀ါသနာတ  ဲ့ ဘာတ  ဲ့ ရ  လာေးတ ဲ့။ あの，「Bさん」は趣味とかなんかありますかって言いました。

329 はい，読書と映画が好きです。

330 読書と映画？あー。 စာြေတော်  ငော်ေးန ငော်ဲ့ ရ ပော်ရ ငော် ကညဲ့ော်  ငော်ေးလာေးတ ဲ့။ 読書と映画鑑賞ですかって言いました。

331 あ，なんか最近見たやつで面白いのってあった？ အ  တတလာ  ကညော်ဲ့  ဲ့တ ဲ့ စ တော်၀ငော်စာေးတ ဲ့ ရ ပော်ရ ငော်ကာေးတတ ွရ  လာေးတ ဲ့။ 最近見た面白い映画とかありますかって言いました。

332 え，韓国の，

333 韓国の？

334 ドラマですけど，なんかvirusが流行っているという感じで［笑う］。

335 何が？ ဘာကလ တ ဲ့။ 何がですかって言いました。

336 Virus,virus.

337 ばい？

338 Virus.

339 バイオレンス？ violence အ ကမော်ေးြေကော်တာလာေးတ ဲ့။ バイオレンス，バイオレンスですかって言いました。

340 面白いやつありますかと聞いたと思うんですけど，このやつってなんの
ことだと思いますか。

341 အ ဒတီ နော်ေးက မ ကာေးလ  ကော်ဘေူး။ そのときは聞こえませんでした。

342 なるほど。

343 いいえ，virus.コロナとか，のような。

344 あ，ウイルス［笑う］。 တအာော် virus ဘ တ ဲ့။ あー，ウイルスねって言いました。

345 そうああ［笑う］，ウイルス。

346 あー。あのそれは日本語はさ，なんかそうなんだって。あのほら，あの
英語でvirusとか言うけど，

347 そうそうそう。

348 日本語はさ，なんか，外来語ってわかる？ အင်္ဂလ ပော်စကာေးမ ာတ ဲ့ virus လ  ဲ့ တ ပာတပမ ဲ့လ  င်္ျပနော်မ ာ   ရငော်   နလ   virus လ  ဲ့

    တ ဲ့ အသထံကွော်န ဲ့ တ ပာတယော်။ န  ငော်င ံ ာေးတမွေးစာေးစကာလံ ေးတတ ွ   တာ 

သ တယော်မလာေး?

英語ではウイルスと言うけど日本ではさっきみたいなウイルスという発
音で話します。外来語とかはわかりますか。

「外来語」の部分は，協力者がわか
りやすいように「外国生まれの言葉」
と表現しています。

349 変なのばっかりじゃない［笑う］？ င်္ျပနော်န  ငော်ငရံ ဲ့ တမွေးစာေးစကာေးလံ ေးတတကွ ထေူး  ာေးတနတာတပါ ဲ့။ 日本の外来語とかは変ですね。

350 そうです［笑う］。

351 あの，外来語とAさんが言ったんですけど，この言葉を知っています
か。

352 ဟ တော်က ဲ့။ သ တနပါတယော်။ はい。知っています。

353 なんか，ウイルス，ウイルス［笑う］。

354 そうそうウイルス。初めて日本語勉強したときにも面白いから覚えまし
た［笑う］。

355 あ，それでそれで？

356 え。

357 それで？ အ ဒါန ဲ့ အ ဒါန ဲ့တ ဲ့။ それで，それでって言いました。

358 Aさんがそれからと言ったときに何を話してほしいと思っていましたか。

359 あ［笑う］，発音，ホットドッグとかホットドッグ，とかなんか， တမွေးစာေးစကာေးလံ ေးတတ ွအတ ကာငော်ေးတ ပာမယော် ထငော်တနတာ။ 外来語とかについて話すと思っています。



360 うんうん。

361 ハンバーガーとか，発音が，コーヒーとか面白かったです。

362 ああ，そうじゃなくてそうじゃなくて， အ အ ဒါ မဟ တော်ဘ န ဲ့တ ဲ့။ あ，そうじゃなくてって言いました。

363 あのほらあれ映画映画，ドラマ？ အ ရ ပော်ရ ငော် ရ ပော်ရ ငော်တ ဲ့။ အ ဒလီ   ရ ပော်ရ ငော်  ဇာတော်လမော်ေးတ  တ ဲ့။ あ，映画，映画って言いました。そういう映画，ドラマって言いました。

364 あ，はいドラマ。

365 それでウイルスがあって？ အ ဒမီ ာ virus က တ ဲ့။ そこでウイルスがって言いました。

366 ウイルスがなんか

367 流行っていて韓国のなんか，ソウ，ソウルの隣の町でそのvirusが流
行っていて，政府がいろいろ，政府がなんか，その町の人があの他の
ところに行けないように，

368 うん。

369 なんかしました。

370 うん。

371 その中から，は，は，俳優と女優

372 うん俳優と女優。

373 なんか一生懸命に頑張って

374 あれそれドラマ？映画じゃない？ အ ဒါကတ ဲ့ ဒရာမာ ရ ပော်ရ ငော်ဇာတော်လမော်ေးတွ လာေးတ ဲ့။ ရ  ေးရ  ေး ရ ပော်ရ ငော်ကာေး 

မဟ တော်ဘေူးလာေးတ ဲ့။

それがドラマ映画ですかって言いました。普通の映画じゃないですかっ
て言いました。

375 ちょっと今さっきコロナの話をしたけど，これって内容の何についての
話を今，BさんはAさんにしたんですか。

376 virus    တ ဲ့ အသထံကွော်က   သ သာွေးတအာငော်လ  ဲ့ Corona    တာန ဲ့ တွ ပပီေး 

တ ပာ ပလ  ကော်တာ။

ウイルスという発音がわかるようにコロナというのと合わせ話しました。

377 さっき韓国のソウルで、というストーリーを話したじゃないですか。それ
は最近のニュースですか，それとも映画の話ですか。

378 ရ ပော်ရ ငော်ထ မ ာ  ြေစော်  ဲ့တ ဲ့ အ ြေစော်အပျကော်က   တ ပာ  ဲ့တာ။ coronavirus လ  မျ  ေး 

virus တမျ  ေးက အ ဒပီမ  ွဲ့ မ ာ  ပနော် ဲ့  ဲ့တယော်   တာ တ ပာ  ဲ့တာ။

映画の中であった出来事を話しました。コロナウイルスのような何かの
ウイルスがその都市で広まったというのを話しました。

379 そう映画ドラマじゃなくて映画，映画です。

380 映画だよね。ずっとドラマと言ってたからさ。 အ ဒါ ရ ပော်ရ ငော် မဟ တော်ဘေူးလာေးတ ဲ့။ ဇာတော်လမော်ေးတွ  မဟ တော်ဘ န ဲ့။ それは映画じゃないですかって言いました。ドラマじゃなくて。

381 間違った［笑う］。

382 このとき，Bさんはその話したストーリーをドラマだと思ってたんですか。
それとも映画だと思ってたんですか。

383 ဟ  ဥစစာ စကာလံ ေး မ ာေးသံ ေးမ လ  ကော်တာ။ ဟ  ဥစစာ ရ ပော်ရ ငော်   တာ သ တယော် 

တစာတစာထ က ဒါတပမ ဲ့ drama န ဲ့ 映画 န ဲ့ မ ာေးပပီေး တ ပာလ  ကော်မ သာွေးတာ။

あれ，単語を間違えて使ってしまいました。あの，初めから映画という
のは知っていますがドラマと「映画」を間違えて話してしまいました。

384 映画の話をしてたけれども間違って，言葉をドラマと言ったということで
すか。

385 ဟ တော်တယော်။ အ ဒလီ   ြေစော်သာွေးတာ။ そうです。そうなってしまいました。

386 あなんかさ，あのなんか，こう，すごいなんか毒ガスみたいな感じのや
つで，

အ ဘာလ ? အ  ပော်တငွွဲ့တတ ွထကွော်လာတ ဲ့ ပံ စံမျ  ေးန ဲ့တ ဲ့။ あ，何？毒ガスとかが出てくるみたいなものでって言いました。

387 なんの？

388 毒ガスみたいな

389 ドクカツ？

390 うん。なんか毒 အ  ပော်တငွွဲ့တ ဲ့ သကူ  ပနော်တ ပာ ပတယော်။ ကျတနာော် တသ ျာ မ ကာေးလ  ကော်လ  ဲ့။ 彼は毒ガスと繰りかえして言いました。僕がはっきりと聞こえなかった
から。

391 あー，毒ガス。それも見たことあります。

392 なんかそれでなんか壁をなんか登ったりなんかするアクション。それだ
よね。

အ နရံံတတတွပေါ် တကော်တာတလတ ဲ့။ あ，壁とかの上を登るよって言いました。



393 そうそうそう，

394 今，毒ガスって聞き取れなかったと言ったんですけれども，毒ガスとい
う言葉を知らなかったんですか，それとも単純にAさんが言ったのが聞
きとれなかったんですか。

395 ပထမဦေး ံ ေး။ အ  မ  ကာေးဘေူးလ  ကော်တ ဲ့ စကာေးလံ ေး ဒါတပမ ဲ့ အ ဒလီ   

အ  ပော်   တ ဲ့ဟာရယော် အတငွွဲ့   တ ဲ့ဟာရယော်က   漢字 န ဲ့ ဥစစာ 

ဘယော်လ  တ ပာမလ ? カタカナ အတငွွဲ့ န ဲ့က   တပါငော်ေးပပီေး စဥော်ေးစာေးလ  ကော်မ သာွေးတာ။

 အ    ကမ ဘ ။

最初です。今は聞いたことがある言葉だけど，そういう毒というのとガ
スというのを「漢字」のもの，なんて言うかな？「カタカナ」のガスを合わ
せて考えてみました。今になってです。

396 うん。

397 面白かった。

398 あーわかるわかるわかる。あれか。 အယော် ဟ တော်တယော် ဟ တော်တယော်တ ဲ့။ え，そうです，そうですって言いました。

399 結婚式のホテルで

400 そうそうホテルなんか

401 お父さんとお母さんの，なんか，なんか結婚式の記念，記念日，記念
日，

402 あーなんかパーティーみたいななんかよくわからない，あったんだよ。
あれなんかね。

ပါတပွီ  လ  မျ  ေးတ ဲ့။ パーティーみたいって言いました。

404 そうそうパーティーパーティー［聞き取り不能］

405 あーいうのね，なんか韓国のそのパニック映画みたいな ဟ  ဟာ korea ကာေးရ ဲ့ အ  ပော်တငွွဲ့တ ဲ့။ あれ，韓国映画の毒ガスって言いました。

406 のはちょっとね，なんか日本でもげっこう流行ってたんだよ，それ。 အ ဒ ီကာေးကတ ဲ့ င်္ျပနော်မ ာလ ဘ တ ဲ့ တရပနော်ေးစာေး  ဲ့တယော်တ ဲ့။ その映画は日本でも流行ったって言いました。

407 その映画ってどんな映画ですか。

408 အ  နက ဟ   ဘယော်လ  တ ပာမလ ? အ  နက အ  ပော်တငွွဲ့တတ ွထကွော်လာတ ဲ့ hotel

 က ကာေး။ hotel.

さっき，あの，なんて言うかな。さっきは，毒ガスなどが出てくるホテル
の映画。ホテル。

409 Aさんがさっきパニック映画って言ったんですけど，それどういう意味か
わかりますか。

410 အ ဒအီ ျ နော်တ နော်ေးက ဟ   panic    တ ဲ့ အင်္ဂလ ပော် စကာေးလံ ေး သ ထာေးတပမ ဲ့ 

ရ တော်တရကော်ကကေီး  ကာေးလ  ကော်တ ဲ့ အ ျ နော်မ ာ သတူ  ဲ့ カタカナ အသထံကွော်န ဲ့ 

တ ပာလ  ကော်တတာဲ့ နာေးမလညော်လ  ကော်ဘေူး

そのときは，あの，パニックという英語を知っているけど不意に聞いた
ときに彼らの「カタカナ」発音で話したからわかりませんでした。

411 なるほど。はい。

412 あーそれも好きです。

413 そうなんだ。

414 その映画も好きです。

415 うん。あーね，映画ね，最近見ないんだよね。 တအာော် ရ ပော်ရ ငော်က အ  တတလာ သ ပော်မ ကညော်ဲ့ ြေစော်ဘေူးတ ဲ့။ အ ဒါ အ ဒ ီ

အ ျ နော်တ နော်ေးက မ ကာေးလ  ကော်ဘေူး။

あー，映画は最近あまり見られないって言いました。それはそのときは
聞こえませんでした。

416 そうなんだ。じゃ，何を言ったと思いましたか。

417 သ ူတနာကော်ထပော် ထပော်တ ပာတ ဲ့ အတ ကာငော်ေးအရာက  ဘ   ပနော်ပပီေးတတာဲ့  ကာေးတယော်။ 彼がまた繰りかえして話した内容だけ聞こえました。

418 なんか。あでも，映画といえばさあ，あのこの前アカデミー賞とったあの
パラサイトじゃない？やっぱり。

တအာော် ရ ပော်ရ ငော်ကာေး   လ  ဲ့ရ  ရငော် အ  တတလာ  Academy    ရသာွေးတ ဲ့ Parasite

 လ  မျ  ေးတ ဲ့။

あー，映画なら最近アカデミー賞をもらったパラサイトみたいなって言
いました。

419 あアカデミー？

420 このときパラサイトという映画の話をしているんですけど，Aさんはこの
映画を見たと思いましたか。それとも見てないと思いましたか。

421 စတ ပာတ ဲ့အ ျ နော်မ ာ  ကညဲ့ော်  ဲ့တယော်လ  ဲ့ ထငော်တယော်။ 話しはじめたときは見たことがあると思っています。

422 アカデミー賞をとって。

423 あ，アカデミー賞。はい。



424 あれとったさ，パラサイトってのが ဟ   Academy 賞 ရ  ဲ့တ ဲ့ Parasite    ဒါတလတ ဲ့။ あのアカデミー「賞」をもらったパラサイトというものだよって言いまし
た。

425 パラサイト

426 好きですよ［笑う］。

427 見た？  ကညဲ့ော်  ဲ့ဘေူးလာေးတ ဲ့။ 見たことがありますかって言いました。

428 はい，見ました［笑う］。

429 言っちゃだめだよ。 အ  ထ တော်တ ပာလ  ဲ့ မရဘေူးတ ဲ့။ え，発言したらだめですって言いました。

430 何を発言しちゃだめだと思った？Aさんはその言っちゃだめだよと言っ
たんですけど，それってどういう意味だと思いましたか。

431 ရ ပော်ရ ငော်ရ ဲ့ အ ျကော်အတ ကာငော်ေးအရာ 内容 က   ထ တော်တ ပာလ  ဲ့ 

မ ြေစော်ဘေူး   ပပီေးတတာဲ့ တ ပာတယော်   တာ သ တယော်။ ဘာလ  ဲ့လ    တတာဲ့ 

တ ါတတလကျရငော် သငူယော် ျငော်ေးတတလွ  အ ဒလီ   ရ ပော်ရ ငော်ရ ဲ့ အတ ကာငော်ေးအရာက   

မတ ပာ ပန ဲ့လ  ဲ့ တ ပာတာတတရွ  လ  ဲ့။

映画の内容の部分，「内容」を発言したらだめと言うのはわかります。
なぜならたまに友人たちもそういう映画の内容を言わないでと話すこと
があるからです。

432 そのとき，あー，このときにもBさんはAさんがパラサイトをまだ見たこと
がないということを気づき，知ってましたか。

433 သကူ မတ ပာ ပန ဲ့လ  ဲ့ တ ပာလ  ကော်တ ဲ့ အ ျ နော်မ ာ မ ကညဲ့ော်ဘေူးတသေးဘေူးလ  ဲ့ 

သ သာွေးတယော်။

彼が言わないでと話したときに見たことがないと知りました。

434 ［笑う］まだ見ていないから。ネタバレされたくないから。 အ ဒါ မ ကညော်ဲ့ဘေူးတသေးဘေူး တ ပာတ ဲ့ အတကွော်တ ဲ့။ အ ဒ ီအတနာကော်က 

တ ပာတ ဲ့ဟာက  မနော်မာစကာေးရ ဲ့ စပွ  ငော်ေး လ ပော်တနတာန ဲ့ တတူယော်လ  ဲ့ ထငော်မ တယော်။

 မစပွ  ငော်ေးန ဲ့    ပပီေးတတာဲ့။

それは見たことがないと話したから。その後に話したことがミャンマー
語でネタバレをすると同じだと思います。ネタバレをしないでねという言
葉。

435 ネタバレという言葉は知らなかったんですよね？

436 ဟ တော်က ဲ့။ မသ   ဲ့ပါဘာဘေူး။ はい。知りませんでした。

437 あーそう。

438 そうやっぱあれなんかすごいらしいじゃん。なんか前半の，あの အ ဒါက အရမော်ေး အံဲ့ သြေ  ဲ့တကာာငော်ေးမ ဲ့ ပံ ဘ တ ဲ့။ それはとてもすごいらしいって言いました。

439 ネタバレしない程度に感想を知りたい。 အ ဘယော်လ  တ ပာမလ ? အ  နလ   ဟ   အတ ကာငော်ေးအရာက   

ထ တော်မတ ပာ   ငော်ေးတာမျ  ေးမဟ တော်ဘ န ဲ့ အတ ကာငော်ေးအရာက   

ထ တော်တ ပာတာမျ  ေးမဟ တော်ဘ န ဲ့ က  ယော်ဘယော်လ   အ ဒ ီရ ပော်ရ ငော်န ဲ့ ပါတော်သကော်ပပီေး 

က  ယော်ရ ဲ့  စံာေး ျကော်က   တ ပာ ပတပေးပါ။

あ，なんて言うかな。さっきみたいに，あの，内容を発言させないような
ことじゃなくて内容を話すようなことじゃなくて自分がどんな，その映画
について自分の感想を話してください。

440 ネタバレ？

441 うんそうそうそう。

442 今ネタバレの意味ってわかりますか。今終わってから。

443 ဟ တော်က ဲ့။ နာေးလညော်ပါတယော်။ はい。わかります。

444 ちょっと説明してください。

445 その映画の内容とか，なんか，さい，うん，なんか，なんか，その映画
の終わりに，なんか အ  ် ရုပ်ရှငက် ားရ ဲ့ ［笑う］ အ ဲ့သ  ားတယ။် 
ရုပ်ရှငက် ားထ က  အ က ငာ်း ရ န ဲ့ ရုပ်ရှငက် ား  ဆ ာုး ှ  ဘယလ်ိ ု
ဖြစ်သ  ားလ ဟ အတ ကို တြက ် ကည်ဲ့ရအသားတ ဲ့ သအူတ ကို  အဖပ ဖပပါန ဲ့လို ဲ့
  ဓိပပါယ ် ိ ား  ဖြစ်တယ။်

「その映画の内容とか，なんか，さい，うん，なんか，なんか，その映画
の終わりに，なんか」あー，映画の ［笑う］忘れてました。映画の中の
内容と映画が最後にどうなったかなどをまだ見ていない人たちに話さ
ないでというような意味になります。

446 オッケイです。

447 ネタバレ？

448 えーと。つまり私まだ見てないんですよ。 တနာကော်တနညော်ေးန ဲ့ တ ပာရမယော်   ရငော် ကျွနော်တတာော်က အ  ထ  မ ကညဲ့ော်ရတသေးတ ဲ့ 

အတကွော်တ ဲ့။

つまり僕が今まで見ていないからって言いました。

449 あーはい。

450 今ここでBさんが，あーと言いましたが，Aさんがまだパラサイトを見て
いないことをこのときに知ったんですか。それとも，それより前に気づい
てたんですか。



451 အ ဒါ တစာတစာကတညော်ေးက သ ပပီေးတတာဲ့ ရ ပော်ရ ငော် မ ကညော်ဲ့ရတသေးဘေူး   တာ 

အ ဒအီ ျ နော်မ ာ အံဲ့ သသာွေးတာ ကျတနာော် စ တော်ထ က မ နော်ေးထာေးတ ဲ့ အဓ ပပါယော်န ဲ့ 

သရူ ငော်ေး ပတ ဲ့ အဓ ပပါယော်န ဲ့ တတူနလ  ဲ့ တအာော် ဟ တော်သာေးဘ     ပပီေးတတာဲ့ 

အံဲ့ သသာွေးတာ။

それは最初から映画を見ていないというのは知っていて，そのときに驚
いたのは僕の心の中で予想していた意味と彼が説明した意味が同じ
だったから，あーそうだよねって驚いてしまいました。

452 だから，見てない，けど，その映画，なんか မ ကညဲ့ော်ရတသေးတပမ ဲ့ အ ဒ ီကာေးရ ဲ့တ ဲ့။ 見ていないけどその映画のって言いました。

453 内容とか，

454 内容言わないで感想よ，

455 はい，そうそう

456 Bさん見てどう思ったとか。 အထ က အတ ကာငော်ေးအရာက   တ ပာ ပတာမျ  ေး မဟ တော်ဘ န ဲ့ ဒရီ ပော်ရ ငော်အတပေါ် 

ဘယော်လ    မငော်သလ ? က  ယော်ရ ဲ့  စံာေး ျကော်က  တ ဲ့။

中の内容を話すようなことじゃなくてこの映画についてどう思います
か。自分の感想をって言いました。

457 あー。

458 なんかけっこういろんな，評価わかれるんだよね。 ဘယော်လ  တ ပာမလ ? ဒရီ ပော်ရ ငော်န ဲ့ ပါတော်သကော်ပပီေးတတာဲ့ လတူတရွ ဲ့ အ မငော် 

ဘယော်လ  တ ပာမလ ? သံ ေးသပော် ျကော်ကတ ဲ့ ကွ  ပာေး  ဲ့တယော်လ  ဲ့ ထငော်တယော်။

なんて言うかな？この映画についてみんなの視点，なんて言うかな？
評価が分かれると思います。

459 はい，そうそうそう。

460 どう思った？

461 はい，好きな人もいるし，その映画が好きじゃない人もいる。友達にも
そんなによくないですねという友達も。

462 どう思った？どう思った？ ဘယော်လ  ထငော်လ ? ဘယော်လ  ထငော်လ ? どう思いますか。どう思いますか。

463 私はなんか，それはなんか人間のありのままをその映画に，あの，表
れているので，ちょっとお勧めです。

464 お勧めなんだ，  ကညော်ဲ့ြေ  ဲ့ တ  ကော်တနွော်ေးတာလာေးတ ဲ့။ 見るように勧めますかって言いました。

465 やっぱり。

466 そう。私もいいです。感動しました。［笑う］

467 感動なんだ［笑う］。 အ ဟ   စ တော်လှုပော်ရ ာေးသာွေးတာလာေးတ ဲ့။ ဘယော်လ  တ ပာမလ ? အ  နက တ ပာတ ဲ့ 

お勧め တ  ဲ့ 感動 တ  ဲ့ အ ဒ ီစကာေးလံ ေးတတကွ  မနော်မာလ   တ ပာရတာ 

 ကော်တယော်။ ［笑う］

あ，あの，心が動いたんですかって言いました。なんて言うかな。さっき
話した「お勧め」とか「感動」とかのその言葉はミャンマー語を話すのが
難しいです。

ミャンマー語で「心が動く」は，「ワク
ワクする」「動揺する」の意味を含
む。

468 うん。

469 中国，韓国人で，ああどういうふうですねと［笑う］。

470 ああ，そんなに韓国人に会うことない？ အ   အ ျ နော်အထ  က  ရီေးယာေးလမူျ  ေးတတနွ ဲ့ မတတွွဲ့ ြူေေးဘေူးလာေးတ ဲ့။ 今まで韓国の人たちと会ったことないですかって言いました。

471 はい，ないです。でもなんかC大には韓国人は，ミャンマー語勉強して
いる韓国人もたくさんいますけど，

472 ミャンマー語を勉強してる韓国人。おー。 အ ဒအီ ျ နော်မ ာ န န တလေး တသ ျာ မ ကာေးလ  ကော်ဘေူး။  မနော်မာစာက   သငော်တနတ ဲ့ 

န  ငော်င ံ ာေးသာေးလ  ဲ့ သ ူနာေးလညော်သာွေးတာလာေး ထငော်တာဘ ။

そのときにちょっとよく聞こえませんでした。ミャンマー語を勉強してい
る外国人だと彼が理解したかなと思います。

473 外国，ミャンマー語を勉強している外国人？

474 က  ရီေးယာေးလမူျ  ေး။ 韓国の人。

475 なるほど。

476 勉強している韓国人もたくさんありますが。なんか，会ったことはあまり
ないです。話したこともないです。

477 そう？ミャンマー

478 1人，1人しかないです。はい，韓国人。

479 え？1人しかいないってこと？ ဟ  ဟာ အ ဒါ ဘယော်လ  တ ပာမလ ? က  ယော်န ဲ့ စကာေးတ ပာြူေေးတာ တတယာကော်ထ  

ရ  တယော်   တာလာေးတ ဲ့။ いない တ  ဲ့ ない န ဲ့ မ ာေးသံ ေးလ  ကော်လ  ဲ့ အ ဒလီ   

 ပနော်တ ပာတာ ထငော်တယော်။

あれ，それはなんて言うかな。自分と話したことが1人だけいるというこ
とですかって言いました。「いない」と「ない」を間違えて使ったのでそう
やって繰りかえして話したと思います。

480 そうそうそう。



481 実際にC大には韓国人はたくさんいるということなんですか。

482 အမျာေးကကေီး ရ  တယော်။ たくさんいます。

483 で，実際に会って挨拶とか話したことがあるのが，Bさんにとって1人だ
けだったってことですね。

484 ဟ တော်က ဲ့ တတယာကော်ထ ဘ  ရ  တယော်။ はい，1人だけいます。

485 なるほど。

486 အ ဒ ီစစော်တမော်ေးတ  န ဲ့ ပါတော်သကော်ပပီေးတတာဲ့ အငော်တာဗျ ေးရငော်ေးန ဲ့ တ ပာ ြေစော်တာ။ その1つの調査についてインタビューをして話しました。

487 あー。あ，日本人います？その先生以外で。 င်္ျပနော်လမူျ  ေး  ရာမတတ ွလ ရ  တာလာေးတ ဲ့။ 日本人の先生たちもいますかって言いました。

488 はい，先生。

489 先生以外で。 တအာော်  ရာအ ပငော်တ ဲ့။ သကူ  ပနော်ရ ငော်ေး ပတယော်။  ရာအ ပငော် တ  ာေး 

င်္ျပနော်လမူျ  ေးတတတွကာ ရ  တာလာေးတ ဲ့။

あー，先生以外でって言いました。彼がまた説明しました。先生以外に
他の日本の人たちがいますかって言いました。

490 この，最初，じゃあ日本人の先生がいるかどうかを聞かれたと思ったん
ですか。このとき。

491 ဟ တော်က ဲ့။ င်္ျပနော်လမူျ  ေး  ရာမတတ ွရ  သလာေးလ  ဲ့ တမေးတယော် ထငော်လ  ဲ့။ はい。日本人の先生たちがいますかと聞いたと思ったので。

492 それは，あの，日本人以外の以外が聞きとれなかったからそう思った
んですか。

493 အယော် အစ နာေးလညော်သာွေးတာက သ ူတတ ါကော်  ပနော်ပပီေးရ ငော်ေး ပတ ဲ့ 

 ရာအ ပငော်   တ ဲ့ စကာေးလံ ေးတ ကာငော်ဲ့ နာေးလညော်သာွေးတာ။ တစာတစာတ နော်ေးက 

တသ ျာ မ ကာေးလ  ကော်ဘေူး။

え，最初に理解したのは彼がもう1度説明をした先生以外という言葉で
理解しました。最初ははっきり聞こえませんでした。

494 で，Aさんが聞きたいのは日本人のどんな人だと思ったかわかります
か。

495 တအာော်  ရာအ ပငော် တအာော် င်္ျပနော်ဌာနမ ာ စာလာသငော်တပေးတနတ ဲ့ င်္ျပနော်လမူျ  ေး 

 ရာတတအွ ပငော် တ  ာေး င်္ျပနော်လမူျ  ေးတတ ွရ  တသေးလာေးလ  ဲ့ တမေးတယော်လ  ဲ့ 

ထငော်  ဲ့တာ။

えー，先生以外に，あー，日本のセクションで教えに来ている日本人の
先生たち以外に日本の人たちがまだいるかを聞いたと思いました。

496 それはどこに？

497  မနော်မာစာ သငော်တနတ ဲ့ တကျာငော်ေးသာေးတတ ွင်္ျပနော်လမူျ  ေး။ ミャンマー語を習っている日本人の学生たち。

498 つまり，大学生ってこと？

499 先生以外で日本人そうミャンマー語を勉強している日本人もいます。 ဟ တော်တယော်။ တကက သ  လော် တကျာငော်ေးသာေး။ そうです。大学生。

500 いる？

501 はい，います。

502 あーじゃ，げっこうそういう人と会って，あれ，話したりとかなんか交流
あるの？

အ ဒလီ  မျ  ေး လတူတနွ ဲ့တတွွဲ့ ပပီေးတတာဲ့  မနော်မာစာလာသငော်တ ဲ့ င်္ျပနော်လမူျ  ေး 

တကျာငော်ေးသာေးတတနွ ဲ့ တတွွဲ့ ပပီေးတတာဲ့ ယာဥော်တကျေးမှု ြေလ ယော်တာမျ  ေးတတ ွ

လ ပော်လာေး?

そういう人たちと会って，ミャンマー語を勉強しに来る日本人の学生た
ちと会って，文化交流みたいなものとかしますか。

503 はい。


