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まえがき

本研究は､要求行動場面における外国人日本語学習者の不自然な談話の流れや

表現から日本人の要求行動の裏にある規範について考察するために企画された｡

日本語教育において,談話レベルの指導が必要なことはしばしば指摘されると

ころである｡学習者が教室で学習した言葉を実際の場面で使おうとしたとき､単

なる語嚢や文法､表現の知識だけでは不十分で､相手との関係や場面･状況の判

断､文化･社会的知識を含めたより広い意味でのコミュニケーション能力が必要

となってくる｡

日本語学習者の発話の中には文法的には正しいものであっても､日本語母語話

者には不自然に感じられるものが多くみられる｡それが唐突だとか､まわりくど

い､なれなれしいといったことに関して､日本語母語話者の間で判断が一致する

ことが多い｡これは,われわれが無意識のうちに談話についての規範をもってい

るからだと考えられる｡ふだんは意識されないが､逸脱に遭遇したときにその存

在がみえてくるような種類の規範は､教育の場で教えることが難しい｡なぜなら､

母語話者自身にとってそれが意識化されにくいからである｡

しかし､外国人学習者に実際の場面で適応的に会話を進めていく手がかりを提

供するためには､会話の表現やその意味だけではなく､その裏にある判断とそこ

に関わる要因を示さなければならないo そうでないと､学習者は自国で身8羊つけ

たやり方で対処したり､教室で習ったパターンを繰り返すことになる｡もちろん

人間としての気持ちの動きには共通している部分も多いであろうが,何を判断材

料として話を進めていくか､何を明示的に表現するか等には文化によってかなり

幅があると思われる｡そこでさまざまな文化を背景にもつ外国人日本語学習者の

要求行動における言語表出を日本語母語話者のそれと比較検討してみることにし

た｡
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外国人日本語学習者における要求場面の談話進行に関する規範構造

要旨

村上(1993)では､要求の談話進行に関わると予想される要因として､要求の対象､義

務･役割関係､恩恵･受益関係､コスト､断られる可能性,親疎関係を取り上げたoこれ

らの要因を考慮して要求場面課題を設定し,質問紙による会話スクリプト作成調査を行っ

た｡その結果､日本語母語話者の会話フローチャートには共通した流れがあり､場面の条

件によって変化するが,外国人日本語学習者は場面条件に関わりなく固定化した会話パタ

ーンを示すものがみられた｡

今回の実験調査では､電話を使って､実際にロールプレイを外国人日本語学習者及び日

本語母語話者各12名に課した｡電話を受ける側は同一の人物でできる限り同一条件にな

るようにコントロールした｡双方の話し言葉を録音したものを書き起こし､ CⅢLDESと

いう談話分析ソフトにかけられるようにコンピュータ入力を行った｡日本人母語話者の間

にはかなり共通した談話の流れが実際の会話でも見られたが,外国人日本語学習者は場面

により非常に不自然なタイミングや表現,散話の流れがみられた○言語運用能力の未習熟

によるものと､外国語を使いながら話すことによる思考の一時的低下(外国語効果)によ

り相手や状況に十分配慮できなかったことが理由として考えられるo日本語における要求

行動に規範意識がどのように反映するか､外国人学習者の不自然な発話行為を通じて考察
した｡
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Ⅰ.要求表現について

一部の言語表出を除いて,言語的コミュニケーションの多くは相手に何らかの反応を求

める要求表現である｡この広義の要求表現については,宮地(1960)森田(1989)の分類

などがある｡

ここでは,より限定した狭義の要求表現について考えていきたい｡ここで扱う要求表現

行動とは,質問などにより情報の提供を求めたり,依頼という形で相手から行為やものの

提供を求めるなどの行動を指すものとする｡

要求表現に関する心理学的研究には,直接要求に対して間接的表現要求がどのような条

件のとき増加するか,間接的表現と条件の関連,また聞き手の側からの理解可能性の問題

などが取り上げられている｡

たとえば,直接･間接要求表現のタイプを仲･無藤(1983)は下のように分類している.

(1)話し手の目標(例.小銭がほしい)が言及されているもの

例. 小銭がほしいのだけれど

(2)話し手の状況(例.小銭がない)が言及されているもの

例. ′ト銭がないの

(3)聞き手の状況(例..小銭をもっている)が言及されているもの

例. 小銭,もってますか

(4)話し手に対する聞き手の行動(例.小銭を貸す)が言及されているもの

1.聞き手の行動を期待しているもの

例. 小銭,貸してほしいのだけど

2.聞き手の協力をたずねているもの

例. 小銭,貸してくれますか/貸してもらえますか

3.直接的要求

例. 小銭を貸してください

(5)聞き手に対する話し手の行動(例.小銭を借りる)が言及されているもの

1.話し手の行動の許可をたずねているもの

例. 小銭,借りてもいいですか

2.話し手の行動の可能性をたずねているもの

例. 小銭,借りれますか

3.話し手の行動の直接的宣言

例. 小銭,お借りしますよ

(6)その他

それぞれの表現を選択する前提として,話し手と聞き手との関係や要求の性質,相手が

求めに応ずる可能性や障害などの要因が重要であることをこれまでの研究は指摘している

(Herman1982,1983 , Gibbs 1986

,仲･無藤1983 ,石川1989 ,岡本19S4,1986,1989
,

石川･無藤1990など)｡

しかし,外国人学習者にとっては,そのような要因について判断し､要求表現を調整す

ー2-



ることが難しい｡敬語のルールをいくら学んだとしても,誰を目上と考え,親疎関係はど

のような基準で判断するのかわからない学習者が,実際場面で敬語が使えないのとちょう

ど同じように,要求表現のバリエーションを多く知っていても,実際場面で適切に使いこ

なすことは難しいようである｡

また,実際の発話場面では,突然何の前ぶれもなく要求表現だけがくり出されるわけで

はない｡いかに適切な表現であれ,何の前置きもなしに｢小銭を貸していただきたいんで

すが｣のような表現を投げかけられたら,相手は面食らうばかりで,目的は果たされない

であろう｡それなりの手順を踏んではじめて,適切な要求行動が完結する｡

ⅠⅠ.記述スクリプト会話における萩話進行

2-1.日本語母語話者を対象とした会話スクリプト調査

日本語母語話者は,要求場面の散話行動の中でどのような判断を下し,所定のプランを

実現していくのか｡談話の流れを支える心的態度を探索し,誤用の判定や指導の枠組みを

作っていく足がかりとして,村上(1993)はフローチャートの形で心的態度を記述するこ

とを捷案した｡

個人差,場面差を調べる目的で,日本人成人29名に,表1に示した6場面について,

そこで展開される会話をできるだけ自然な形で記述してもらった｡

表1 各場面に含まれる要因

①週刊朝日 ②両替 ③ラジカセ ④通関き ⑤本 ⑥借金

要求対象 売買行為 自分の行為へ 専門的知能 個人的知弛 相手の義務の 自分の義務執-

の協力 専門家として

の判断

自分の行為へ
の協力

執行 行の猶予.

義務.役割関係 あり
(店員一客)

なし
(店長-非客)

あり.
(店長一客)

なし なし なし

恩恵.受益関係 なし あり なし あり なし
.あり

相手のコスト ~なし ややあり
(手数)

なし ややあり
(手数)

なし あり

(2万円)

断られる可能性 なし あり なし あり なし あり

(考慮すべき事柄) 売り切れの場 小銭が少ない 専門的知識に 知らない場合 忘れている 相手も困つて
合あり 両替お断りに 乏しくわから あり 恥をかかせた いる

している ないことあり り,★め回避 借用されない

親疎関係 蘇 蘇 ■疎 疎 親 親

1)要求対象

物晶･金銭の授受,知識･情報の提供,精神的･肉体的協力等

2)義務･役割関係

職業や身分による役割,権利･義務関係等

3)恩恵･受益関係

一方が利益を受け,他方が損失を被る等

4)相手のコスト

金銭的負担､肉体的負担等
1

5)断られる可能性
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さまざまな理由から要求が受け入れられない可能性が高いかどうか

6)相手との親疎関係

家族･友人など親しい人から初めて会った人まで

課題場面は上の要因を考慮して､対象者が実際に遭遇しそうな場面が設定された｡会話

スクリプトを書いてもらった場面は以下の通りである｡

調査場面

① 駅の売店で週刊誌を買う

② 駅の売店で､電話をかけるために100円を両替してもらう

③ 電気屋でラジカセの修理を頼む

④ 電気屋で､さがしている家のありかを聞く

⑤ 友人に以前貸した本を返してもらう

⑥ 友人に借りた金の返済を延ばしてもらう

各課屠場面は次のような文で説明され､ AとBの会話の形で記述するよう指示された｡

(Dの例

Aさんは,駅の売店で｢週刊朝日｣を買おうと思っています｡売店の人(Bさん)は,

後ろを向いて,何か商品をそろえている様子です｡ AさんとBさんの会話を作って下さい｡

あなたが駅の売店で物を買ったときの経験を思いだして,できるだけありそうな,自然な

会話にしてください｡

A :

B :

A :

日本人成人29名分のスクリプトを重ね合わせてみると,個々の表現形にはばらつきが

あるものの,話の流れには,かなりの共通性がみられた｡すなわち,各場面内の個人差は

予想よりもはるかに小さいものであった.そこで,場面間の比較を行い,要求場面に一貫

した散話の流れが見られるかどうかを検討した｡

個々の場面ごとに書き出したフローチャートは,場面固有の構造をもっていたが,それ

ら要求場面での話の流れとして重ねると,図1のようにまとめられる｡

また要求の言語表現に関しても,日本語母語話者の場合,どの表現型をとるかという問

題よりも,いかに相手に自分の状況を察してもらい,要求を明言化する前に,相手の方か

ら援助を申し出てもらえるようにもっていくかというストラテジーのほうが,重要である

ように思われる｡そのためにも,相手の気持ちにそって話を進めていくことが必要になる｡

気まずさや意外性はあらかじめ回避されるように話をもっていくことが, ｢失礼｣ではな

いやりかたで,そこから外れると｢ずうずうしい｣とか｢突拍子もない話｣というような

判断が下される｡このような判断は個人を越えてかなり共通性をもっており､日本人同士

だと共通の期待が暗黙のうちに存在し,それを前提にしたやりとりが行われていることが

伺われた｡
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S:話し手(自分) L:聞き手(相手)

Lに臼標達成行動を
期待できそうか

別の人をさがす

話しかけてよいか

要求内容はLに
動揺を与えるか

話題予告
ちょつとお願いがあるんですが-
言いにくいんだけど-,悪いんだけど

話選提示

-のことなんですが-
いつか本貸したよね｡

LはSの状況を
ているか

事情の説明
電話をかけたいんですが-
バイ~ト代,まだでないんだよ

Lは具体的に要求
容を了解 したか

は不安など心理

ってし､るカ､

求を明言化してよい

寧さが要求される

詫びる
ごめん,すまん,本当に悪い

条件･制限･保証をつける
バイト科でたら,すぐかえすから

は要求を理解している

Lは要 求をかなえる
能')J ･如き也がないの

別れてよいか
詫びる

すみません,悪いねえ
他の話題に転ずる

札は十分か
札を述べる

ありがとうございました

別れの合図,挨拶
じゃ-

無言で立ち去る

図1.要求表現のフローチャート

-5-

直接要求
間接要求



2-2 外国人日本語学習者を対象とした会話スクリプト調査

日本語母語話者に実施･したスクリプト調査と同一のものを,次のような中･上級の日本

語学習者に課した｡中国語母語日本語学習者: 5名,タイ語母語学習者: 3名,マレーシ

ア語母語学習者: 4名,インドネシア語母語学習者: 2名,バングラ語母語学習者: 1名,

韓国語母語学習者: 1名,計1 6名｡対象となった学習者は日本語を2年から5年学習し

たもので,現在日本で生活しており,日常会話において日本語で困難をほとんど感じてい

ないと答えている｡

6場面毎に質問紙による会話スクリプト作成課題を課し,できるだけ自然な会話を記入

するよう指示した｡さらに同じ対象者に2週間後,同一場面の母語によるスクリプトを作

成してもらった｡各スクリプトに関して個別に面接調査を後日行い,母語で書かれたスク

リプトの翻訳や発話意図の確認をした｡

その結果,日本語母語話者の場合,課題場面間で,フローチャート上の流れが異なって

いたのに対し,外国人日本語学習者の作った会話には場面による変動が少なかった｡

たとえば､話題予告･提示および要求表現に関して､日本語母語話者のフローチャート

では, <要求内容は相手に動揺を与えるか>の判断により,話題の予告や提示を行い, <

相手は話し手の状況を理解しているか>を判断しながら,要求のしかた,つまり直接要求

表現を選ぶか,間接要求表現かという表現レベルを決めていくが,外国人学習者では相手

に関する判断をしないで用件を切り出し､そのまま要求をする例が多くあった｡

友人に本を返してもらう場面で,以下のような外国人学習者の例がみられた｡

例4.マレーシア語話者(男)

A:ところで,この前貸した｢ことばと心｣という本はどうなりましたか｡

ちょっと返してほしいんですが･
･ ･

B :あっ,あの本ですか｡

例5.中国語話者(男)

A:あのう,すいませんけど, ｢ことばと心｣という本は,今ちょっと用

がありますので,みたいんですが･
･ ･

B :あっ,そうですね｡すっかり忘れちやった｡すみませんでした｡

｢ところで｣や｢あのう｣と話題を切り替えてから,一気に｢･ ･

･返してほしいんで

すが｣, ｢･ ･

･みたいんですが｣と直接要求に近い言語的明示表現を繰り出している｡

このような例は,日本語母語話者にはまったく見られなかった｡日本語母語話者は切り出

しやトピック提示のあと相手の反応を見たり､相手の反応を引き出すために言い差しの形

で最後まで言い切らない表現が多く見られた｡

学習者の母語によるスクリプトでは,要求表現そのものは日本語話者にくらべ直接的表

現が多いというような違いはあっても,話題の提示や相手のプライドに対する配慮は日本

語母語話者の場合と同様みられる｡同一母語のスクリプト数が少ないこともあり､文化差

を論じることはできないが､外国語である日本語で要求する場合と母語でする場合では､

単に母語を日本語で置き換えて話している訳ではないことが､母語による要求場面のスク
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リブト調査でわかった｡外国語で話を進める時,発話意図をいかに実現するかに気持ちが

集中し,母語であれば考慮するであろう相手や状況の諸要因を無視するかたちで一気に言

い切るタイプの談話の運びが多く見られた｡

以上の結果は､記述によるスクリプト調査によるものであり､各対象者が実際にそのよ

うな場面に遭遇したときどのように話すかを必ずしも反映していない可能性がある｡頭の

中で構想した会話が､日本語母語話者の間では同一条件場面では非常に類似した萩話進行

を示し､条件が異なると同じ要求でも前置きが長くなったり､要求したあとの説明があっ

たりと変化するのに対し､外国人日本語学習者は条件間の差が少ないという結果が,実際

の会話場面でも生起するか､次にロールプレイ課題を用いて調べてみることにする｡

ⅠⅠⅠ.実際の会話における談話進行

3-1 目的

外国人日本語学習者および日本語母語話者に条件を統制したロールプレイ課題を課し,

要求行動場面における外国人学習者の談話の流れや表現から､日本人の要求行動の裏にあ

る規範について考察する｡

3--2方法

できるだけ自然な要求行動を採集するためには､実際の日常生活において生じる要求場

面を観察するのが最良であるが､自然観察は場面条件や相手等の統制が困難で､外国人日

本語学習者と日本語話者を同一条件で比較することが不可能なことから､条件統制を取り

入れたロールプレイ課題を対象者に課すこととした｡ロールプレイ課題は村上(1993)の

要求行動場面の要因分析から異なる条件をもつ4場面を設定した｡

<ロールプレイ課題>

対象者および相手の非言語行動をできるだけ制限するために､電話による会話課題を課

し､会話者双方の資料を採取した｡以下のような会話場面を想定して話してもらった｡対

象者､相手にはそれぞれロールカード(資料1)が渡され,一回毎に気持ちの準備ができ

たところで電話をかけ直した｡相手は受け答えの条件をそろえるために､日本人対象者に

対しては同一人物(田中)があたった｡外国人日本語学習者の相手は複数であったが､基

本的には指示に従って対応がなされたため､大きな違いは生じなかった｡

1)本を返してもらう

象者に対する指示内 :親しい友だちに｢日本人と日本語｣という本を貸してあげた

が､まだ返してくれない｡本を返してほしいと思っている｡

目手(友だち役)に対する指示内 :相手から本を借りていたことを忘れていた｡話し

の中で思い出して､詫びる｡`まだ読み終わっていないが返すことにして,日時･場所を決

める｡

2)翻訳を頼む
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象者に対する指示内 :来週のゼミで発表することになっている｡発表のためのレ

ジュメは英語(日本人対象者の対しては日本語)で書いたが､日本語(英語)で発表する

ので､翻訳を友人に頼みたい｡

辛(友だち役)に対する指示内 :相手が依頼の内容をきっちり伝えるまで答えを言

い出さない｡依頼に対して渋る音調で応じる｡来週までにレポートを書かなければいけな

いため忙しいし､相手から聞いたテーマだと難しいことを理由に渋る｡最終的には引き受

けることにして､会う時間や場所を決める｡

3)郵便局に小包について問い合わせる

象者に対する指示内 国(日本人対象者に対してはアメリカの友人)から3週間

前に小包を送ったという手紙がきた｡小包が届くのを待っているが､まだ来ない｡郵便局

に電話をかけて小包のことを聞きたい｡

辛(郵便局貞)に対する指示内

がら､相手の名前､国､いっ送ったか､

時間がかかっているかもしれないこと､

聞き､詫びをして電話を切る｡

:千種郵便局であることを伝え､相手の話を聞きな

船便か航空便か,中身について確認する｡税関で

一応調べて返事をする旨述べ,相手の連絡先等を

4)生協書籍部に注文の取り消しを頼む

象者に対する指示内 3週間前に生協の本屋で本を注文したが､まだ生協から連

絡がない｡その本はレポートを書くために必要だが,レポートの締め切りは来週の金曜日

なので､その本が来週の火曜日までに来なければ､注文をキャンセルしたい｡注文した

日や注文番号､書名､出版社､価格の書かれた注文票を持っており､見ることができる｡

辛(生協書籍部職員)に対する指示 :相手の名前や所属,注文の確認をしたうえ

で,調べるふりをしたあとで､入荷が来週の金曜日になることを告げる｡相手がキャンセ

ルを申し入れたら､キャンセルは困るといったんは断ったあとで､キャンセルに応じる｡

本が遅れたことを詫びて､電話を切る｡

尚､対象者及び電話の相手に渡した指示(ロールカード)や注文票等は､資料1として

後ろに示した｡

各場面に含まれる要因は表2のようになっている｡

表2 4課題場面に含まれる要因

①本 ②翻訳 ③小包 ④キャンセル

親疎関係 親 親 疎 疎

要求対象 義務の執行 行為 情報 契約の破棄

役割関係 なし なし あり あり

恩恵.受益関係 なし あり なし なし

コス.ト なし あり(労力) なし あり

断られる可能性 ほとんどなし あり なし あり

忘れた

なくした

忙しい

できない

返品不可
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｢本を返してもらう｣と｢翻訳をたのむ｣が親しい友人に対する要求で｢本｣課題が本

を返すという相手の義務の執行を促すものであるのに対し､ ｢翻訳｣課題は相手に自分-

の協力を要請するもので断られる可能性は大きい｡本は忘れられている場合や､相手との

関係を悪くする可能性も考えられる｡郵便局や生協書籍部は局員一客､店員一客という職

業上の役割関係があり､郵便局は調べるという手数はかかるがコストがかかるわけではな

い｡書店では一旦注文した本をキャンセルされるとその本を書店が引き取らねばならず､

店がコストを負うことになる｡したがって断られる可能性は郵便局では低いが､書店では

高い｡

<対象>

外国人日本語学習者:13名 (男性:11名､女性: 2名)

名古屋大学留学生センター日本語研修コース(初級レベル)を修了し､名古屋大学

の大学院に進学した国費研究留学生｡修了後の日本語運用能力の変化を調べる追跡研

究(注1)に協力し3ケ月毎に留学生センターの一室で約1時間のインタビュー等を

受けた｡本研究のデータもその一部が用いられた｡

中には対象者の研究多忙等の理由で3ケ月毎の調査時期に資料を収集できなかった

場合もあるが､ほぼ6回から9回の追跡データを得ることができた｡ 1回目は来日後

6-9ケ月の時点で調査が開始し､最も長期に渡って資料を収集できたものは, 3ケ

月おきに9回の調査データが収集できた｡これは滞日2年半から3年近くまでに及ぶ｡

日本語研修コースにおける日本語学習歴は約500時間で､その後各自専門研究を開始

したため､日本語教育を受ける機会はあまりない｡対象者の国籍､専門分野は表3の

通りである｡研究室での日本語使用はさまざまであるが,すべての対象者が日常生活

の上で日本語による要求行動場面には多く遭遇しているものと考えられる｡

表3 外国人日本語学習者

記号 悼 国籍 母語 専門

ARI 男 イラン ファルシ語 工学部

MⅠK 男 ハンガリー ハンガリー語 農学部

ABⅠ 男 フィリピン タガログ語 農学部

YUR 男 ロシア ロシア語 工学部

CHA 女 スリランカ シンハラ語 工学部

BⅠR 男 ネパール ネパール語 大気水圏科学

MUK 男 ザイール スワヒリ語 国際開発

ⅠBA 男 チリ スペイン語 工学部

KUR 男 ノレ-マニア ルーマニア語 理学部

ANA 女 ブラジル ポルトガル語 国際開発

BⅠH 男 エジプト アラビア語 工学部

HEN 男 ペ′レ- スペイン語 工学部
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日本語母語話者:12名 (男性:4名､女性:8名)

すべて20歳以上の成人であるが､うち6名は大学生3, 4年､ 6名.は大学院生であ

る｡

表4 日本語母語話者

ASA 女 大学院生

YAM 女 大学院生

KUN 女 大学院生

MⅠT 女 大学院生

TOM 女 大学院生

RAT 女 大学院生

TAK 女 大学生

OSA 男 大学生

KUR 男 大学生

YMD 男 大学生

SNB 男 大学生

<手続き>

外国人日本語学習者は3ケ月毎に､ 4条件のうち2条件が組み合わせられて施行された｡

これは1回に4条件をすべて実施するのは,対象者に対する負担が大きいことと､時間経

過による変化を見るため､毎回課題を固定しないほうが記憶されるのを防げるという配慮

から課題1, 2から1つと､課題3, 4から1つというように組み合わせて提示された｡

日本人対象者は1人につき4条件が1回のみ課せられた｡ 1課題毎に電話を切って,頭

を切り替えながら続けて4条件が収録された｡

電話の会話は､電話ピックアップを使って､双方の声をテープレコーダーに収録した｡

録音された会話は文字化され､チェックを受けた後,コンピュータ入力された｡これは､

今回の報告では十分に用いられなかったが､ CHILDESという談話分析ソフトで今後分析

できるようにするためである｡ (資料2参照)

3-3 結果

3-3-1発話資料

本報告書では要求場面における萩話の流れに焦点をあてるため｣書き起こされた会話デ

ータの中の対象者側の発話を中心に扱う｡電話の相手となった聞き手側の反応は､自然な

応答をするために個々の会話で多少の変動があるものの､統制条件が事前に決められてお

り､一応同じ条件と考えてよいと思われる｡対象者の発話も相手側からの質問に答えたも

のやあいづち等はできるだけ省き､対象者側が主導権をもって進めていった談話の進行が

わかりやすいように､各発話にタイトルを以下のようにつけていった｡
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名乗り :呼び出し(もしもし)､相手の確認(田中さんですか)､自分の名前を告げ

る(-です)を一括

挨拶 : ｢ひさしぶり｣ ｢元気ですか｣ ｢忙しい?｣等とその応答

切り出し:｢ところで､お願いがあるんですが｣ ｢あのう､実は｣等

トピック提示: ｢日本人と日本語という本のことなんですが｣等

要求 : ｢本を返して｣ ｢調べてください｣等

宣言 : ｢キャンセルします｣等

説明 : ｢3週間前に国から小包を送ったという手紙がきました｡｣等

自分の状況: r今すぐにいるんです｣ rレポートの締め切りに間た合わないんです｣等

相手の状況: ｢田中さん英語上手でしたよね｣ ｢何もご連絡くれませんでした｣等

質間 : ｢もう読みましたか?｣

非難 : ｢遅すぎますよ｣ ｢困るんです｣

困惑 :｢どうしようかなあ｣ ｢困りましたねえ｣等

手当 : ｢また貸してあげるから｣ ｢そんなに多くないから｣等

日本語母語話者と外国人日本語学習者の例を資料3およぴ4に示す｡日本語母語話者に

関しては｢本を返してもらう｣場面の個人間の変異を示すため､この課題のみを示した｡

要求後､実際に会う時間や場所を交渉したり､小包の内容を説明したりする部分につい

ては､資料3, 4から省いた｡

3-3-2 場面別要求表現

4つの各場面毎の日本語母語話者群と外国人日本語学習者群の発話の比較を以下に示

す｡

1)本を返してもらう

日本人群では,ほぼ全員が以下のような談話の流れを示した｡ (資料3)

例1 YAM 女性 日本人大学院生

名乗り: あ､もしもし-､あの､ YAMですけどお､

挨拶: こんにちは/元気?/あっそ- たい-んだねえ/うーん､まあ,ぼちぼち

切り出し:あのね､何か､あのね､突然電話してごめんね｡あのね､

トピック提示:前に､日本人と日本語っていう本を貸したと思うんだけど､

相手-の配慮:田中さんじやなかったかなあ｡

うんとねえ､あんまり､わたしもちやんと覚えてないんだけど､

手当:

たぶん1ケ月ぐらい前に､何か､あの､発表かなんかで使うとか言ってて

もってる?

じや､あの､ちょっと使いたいから 返してもらいたいんだけど､いいかな

【=

0

また､終わったら貸すから. (以下省略)

｢本を返してもらう｣場面は､借りた本を返すという当然の義務を執行していない相手
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に非があり､要求は対象者側としては恩恵･受益関係はなく､当然の権利と考えられるが､

相手に恥をかかせたり､相手を非難することによって親しい関係が壊れることを避けるよ

うな談話の流れが多く見られた｡

その対策として､まず切り出し､トピックの提示でほとんどの日本人対象者が､ ｢貸し

た｣という断定を避け､例1のように､ ｢貸したと思うんだけど｣ ｢貸してたよねえ｣な

どの形で提示している｡また例1では｢田中さんじやなかったかなあ｡｣ ｢あんまり､わ

たしもちやんと覚えてないんだけど｣と相手を特定せず､相手の出方を探るような表現を

使っている｡

また､ロールプレイ･カードにはない要求する理由を自分で考え付け加えているものも

12人中7人いたo しかし､ rこんど授業で､あの-､関係があることをやるから(EAT)｣

｢ちょっとね､テストの前の,あの､まとめで,つかわなくっちやいけないんだけど(ASA)｣

のように自分が使うのでという理由のみであった｡

要求の後,相手がまだ読み終わっていないことについて｢また､終わったら貸すから

(yAM)｣のように5名が相手に配慮している｡

日本人でも1名の男性大学生が以下のような展開を見せているが,この1名■以外は例1

の展開と非常に類似している｡ YMDは電話で相手が名乗るなり､以下のような発話を開

始している｡

例2 YMD 男性 日本人大学生

要求: この前貸した本返してほしいんだけど｡

説明: あの,日本人と日本語っていうやつなんだけど

この前貸したじやん

日本人と日本語

ん-

要求: ちょっと,こんど学校もってきてくれる?

電話口-ルプレイ終了後､このYMDにインタビューしたところ､用件ができたら即刻

電話をし､用.件を切り出すのが身に付いており､いちいち名乗らなくても声でわかるし,

回りくどい言い方はしないという答が返ってきた｡携帯電話等の普及によって,思い立っ

たらいつでも､どこででも電話がかけられるようになり､電話での会話の流れも変化して

きていることが伺える｡

このような日本語母語話者に対し､外国人学習者はどうであろうか｡

例3. KUR 男性 ハンガリー(2回目)

名乗り: あー､もしもしKURです｡

非難･説明:ああ､あの､あー､うん､その本あなた返しまし ない､

日本人と日本語

質問: ない､えー､よん,読みましたか?読みましたか?
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要求: あー､あの､その本､その本､あーん､ない､その本をほしい､･今､

例3では､自分の名前を言った後､相手が本を返していないことを指摘し,読み終わっ

たかという質問の形で返すことを要求している｡

次の例4でも､やはり用件の切り出しをおかず､まず｢(本を)貸しました｣と断定し､

｢まだ返していない｣から｢私は今ほしいんです｣ので｢いっ返しますか｣と続く｡相手

は､自分で思い出して,自発的に軸り､すぐ返すと言い出すチャンスが与えられない｡

例4. ANA 女性 ブラジル(5回目)

名乗り: ANAですが､鹿島さんいますか｡

挨拶: あ､鹿島さん､お元気ですか｡

はい､ありがとう､

説明: えー､わたしは､先週は､日本語､日本,日本人と日本語の本は､

えーと､か､貸しました｡

要求? : はい,でも､まだ-､かえ､かえし､かえしなさい｡

自分の状況:いっ､わたしは､今ほしいんですけど｡

確認･質問 でも､いっ-､かえ､かえして､かえしてきます｡

いっ､かえしますか｡

自分の状況:はい,いります｡

いっ-､今日いります｡

しかし､次の例5のように､日本人対象者の談話の流れと非常に近いものもあった｡こ

の対象者はこの時点で日本滞在2年になり､毎日の研究生活のほとんどの場面で日本語を

使用している｡相手に本を借りていたことを思い出させ､相手の方から返すと言わせよう

としていることが推測できる｡ ｢日本人と日本語の本ですが｣で通常相手は思い出すのが

ふつうだが､ここでは､相手のロールカードには忘れていることになっているため,次の

｢小林さんは､あの借りましたでしょう｣を言っている｡表現としては｢貸しましたよね｣

と自分の視点から言う方が自然だが､流れとしては相手に｢覚えてる?｣と聞くための説

明になっている｡

｢もう読み終わった?｣と聞く前に､ ｢あの､ちょっと,あの､悪いけど｣と前置きして

いる点も談話の自然さの理由になっている｡相手がまだ読み終わっていないと言うのに対

して､ ｢あ､そうなんですか,えーつと､どうしよう｣と応答しているゐも､よく周りの

日本語母語話者の口調を取り入れている｡ただ,実際の友だち場面では｢返していただき

たいんですが-｣のような丁寧形は使われにくいと思われる｡この-んは,ロールプレイ

の限界でもあり､あるいは初級終了学習者にぞんざい形が難しいことによるのかもしれな

い｡

例5. ABI男性 フィリピン(6回目)

名乗り: もしもし､小林さん､ああABIともうしますけど-0

挨拶: あっ､こんにちは｡
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切り出し:はい､あの､ちょっと､あの､お忙しいですけど,

あの-､にほんごとに,日本人と日本語の本ですが,

説明: ちょっと､あの-､あの､あの-,小林さんは､あの借りましたでしょう?

質問: 日本語の本です｡覚えてる?

あの､ちょっと､あの､悪いけど,もう読んでました?

困惑: あ､そうなんですか､えーつと､どうしよう

要求: ちょっと､あの､返していただきたいんですが-,あの､その本は

理由: ちょっと使うんですよ｡はい､あの,何､来週の月曜日､あの､

発表あるから､あの､何か､あの､明日､明日から準備する､やりたいから

質問･要求:ちょっと,できますか?かえして

全体として､外国人学習者は相手の非を呑めないような配慮や相手がすぐに返すことに

応じやすいような手当をすることに欠けているようにみられる｡これは｢私はいります｣

｢いっ返しますか｣のような表現が多くみられ､表現技術の未習得による部分もあるだろ

うが､表現のみの問題ではなく､間の取り方や話の順序､前置きの入れ方などでカバー出

きることは多くあるように思える｡

日本人と異なる要求の理由づけに｢他の人に貸してくれと頼まれたから｣といういいわ

けがある｡もちろんロールカードに書かれていないものだが､相手に自分が要求する羽目

になったのは､自分以外のところに責任があるというもので,これは日本人に多いのかと

予想していたが､イラン､ハンガリー(2名)､ガーナ､スリランカ､の5名に見られた｡

2)翻訳を頼む

2番目のロールプレイ課題の r翻訳を頼む｣は｢本を返してもらう｣と異なり､相手に

自分-の協力を依頼するもので､相手の時間･労力の負担を要する｡断られる可能性は高

く､その場合忙しいからという時間に関する理由と相手に要求に応じる能力がないという

理由が予想される｡他にも自分でやるべきだ等の理由で断られることもあり得るが､自分

-の一方的な協力要請に応じてもらうためには､当然前の課題とは違う方略が必要だと考

えられる｡

日本語母語話者の例6をまず見ていこう｡

例6 TOM 女性 日本人大学院生

名乗り : あ､すいません､TOMです､こんにちは

あのね

挨拶 :今､とっても忙しいですか一

切り出し: あー､こまちやうなあ,あのね

とっても､とっても､申し訳ないんですけど-､お願いがあるんです

うん,あのね,

相手の状況:田中さん英語がすごくじょうずでしょ

説明 :うん､だからねえ､わたしねえ,英語でね発表しなくちやいけないことがで
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要求

きちやって､

それでね,日本語はやったんだけど､

それを英語に直すのね､手伝ってもらいたいの

うー､田中さんなら大丈夫だから､

うーん,そんなにたくさんじやないと思う

田中さんなら大丈夫

うーんなこと言わないで､お願い｡

相手が忙しいと言ったことを受けて､ ｢今,とっても忙しいですか-､あー､困ちやう

なあ､あのね｣と相手の時間-の配慮を示し､次に｢とっても,とっても､申し訳ないん

ですけど-､お願いがあるんです｣と切り出している｡それから用件を言う前に｢田中さ

ん英語がすごくじょうずでしょ｣と相手の能力-の言及もし､断られる可能性に対して事

前に自分なりの判断を示している｡また､これは相手にとってあらかじめ次にどんな種類

の要求があるかを予告することにもなる｡

もう1つの例7も同様である｡初めにある程度あらたまって依頼であることを告げ､相

手の協力しうる能力についてふれている｡

例7 MIT 女性 日本人大学院生

名乗り :あ､もしもし

MITですけども

切り出し :久しぶりの電話で悪いんだけど､ちょっとお願いがあって-

相手の状況:ね-､田中さん,すごく英語が上手だったじやない､

いいえ､そんな､ご謙遜｡

説明 :でですね､来週英語で発表しなくちやいけないことになったんだけど-

前の｢本を返してもらう｣課題で用件をすぐに切り出した携帯電話のYMDの例を次に

示す｡

例8 YMD

名乗り

挨拶

切り出し

男性 日本人大学生

:もしもし

YMDですけど

:はい､元気､元気

あー､ちょっと､ぼーつとしとって

:と､ちょっと､お願いがあるんだけど-

相手の状況:英語､かなりできるって聞いたんだけど-

いや､いや､いや､

説明

英語ぺらぺらだって聞いたもん､ふふん

:こんど授業で日本語のやつを英語に訳さなきやいかんで

ここでもやはり､ ｢お願いがある｣ことと相手の英語の力についてまず言及しており､

_15_



用件をまず切り出してはいない｡本人は意識していなくても要求の種類によっては談話進

行のストラテジーを変えていることが伺われる｡

それでは他の日本人対象者全員についてiまどうであったか｡以下のように表現は多少異

なるもののほとんど同じ流れで話しが進んでいる｡

切り出し表現

･ちょっとお願いしたいことが

･あー､実は今日ちょっと頼みたいことがあって

･あのね-,ちょっと､お願いがあるんだけど-

･とってもとっても申し訳ないんだけど､おねがいがあるんです

･えーとさ､あの､今日ちょっとお願いがあって電話したんだけど-

･えっとさ-､ちょっと頼みたいことだあるんだけど,

･今日はね､えーと,実はお願い事があるんだけど

相手または自分の能力-の言及

･田中さん英語得意だよねえー

･ね-､田中さんすごい英語が上手だったじやない

･田中さん英請すごく上手でしょ?

･で､知っての通りあんまり英語が得意じやないんだ/いや
いや いや いや ほん

とに ほんとに､田中さんに比べたらもうぜんぜん

･ちょっとぼくじやできないとこあるから､英語得意だったよね

･英語得意でしょ

･でね､田中さん英語得意じやない,

･で､たい-んなもんで-､田中さん英語得意でしょ-

･で,わたしはちょっと英語がとっても苦手なので､

'それでわたしちょっと英語が自信ないもんだから
l

以上のように,日本語母語話者の間ではかなり共通していたが､外国人学習者はどうで

あろうか｡

例9 ARI 男性 イラン(3回目)

自分の状況:うん､あ､すいません､あ､私はあ来週は､あ､ん､発表することになって

ますけど､

はい､発表､でも､日本語ですから､ちょっと困っちやったなあ､

あ､あ､ぼくは英語で､ちょっと練習して,でもほんとに日本語でできない､

そのため,えー､

要求:

質問:

説明:

質問:

ちょっと､翻訳してくれる?

あ､いい?

あー､あまり時間ないんです｡来週の火曜日です｡

はい,いそがしい?

手当･要求:ああすいません,全部じやなくて､私ももちろん､えー､自分で､えーえー､
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できないから,ちょっと助けてくれない?

例10 MUK 男性 ガーナ(3回目)

挨拶: こんにちは､お元気ですか､

私,元気ですよ､いっもいっも元気ですよ､ (笑)

自分の状況:あ､うん､いくまさん､来週は､何ある-､発表ある-､発表発表､ゼミで

-､ゼミで-あああ発表します｡ゼミで,ぽくぽく､日本語で､ (笑)

日本語は本当に-こまた-こまた-こまたむずかし-くなった,ほんと､

単語､新しい単語が､新しい単語が一大きくなった､多くなった､はい､そ

ういうことです

説明･要求:ぼくのレポートは-､今､ああ英語に書いて,はい､はい､はい､翻訳した

いです｡手伝いませんか-? (笑)

手伝いませんか､暇があったら-､あしたかあさって-､会いたいんですが

手当: 手伝い手伝い､はい､そうですね､日本語です｡

あ,そうですか､でも､え､ 1時間ぐらい､ん-､いいと思います､

えー,あのレポートは､英語のレポート,かんたあの英語です,

2枚だけ､ 2枚だけです｡簡単単語､ほんと､簡単簡単文と簡単単語だけ､

はい｡

例9も10も｢本｣課題と同じように事情の説明から始まり､終わりまで聞かないと相

手は何を自分は要求されているのかわからない. ARI, YUR,MIK, ABI,BIRが以下のよう

に用件を切り出す前に｢お願い｣や｢問題｣があることを告げている｡しかし､いっもそ

のように切り出しているわけではなく､同じ学習者でも時により自分の状況説明から始め

ていることもあり一貫して前置きをしてから依頼しているのはMIK, m, ABIのみで

あった｡

･はい､すいません,あー,私はいっも困った時は電話しますo (AM: 4回目)

･yuRですが､あの-､小林さん､ちょっと頼みたいんですが､
(YUR: 3回目)

･あの､衣川さん問題があります｡問題｡私は問題があります｡
(IBA: 3回目)

･えっとね-,ちょっと用事がありまして､時間があったら,頼もうかと思い､

思ってね｡ (BIR: 6回目)

3)郵便局に小包について問い合わせる

郵便局が小包の問い合わせを受けるのは､非常に日常的なことであり､郵便局員にとっ

ても仕事の一部である｡一方小包を待っている者にとっては,今わかる範囲で情報を受け

る､今後の調査を頼む､なかなか受けとれないことについて文句を言う､のいずれに重点

を置くかによって話しの流れが変わる可能性がある｡しかし､日本人対象者はまず用件を

言って､相手が状況を理解した上で､あいての質問に応じて名前を名乗っている｡ M汀,

TAK, SNBの3名のみが､電話に出たとき名前を言っているが､すぐに,用件にはいっ

ている｡
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ところが､外国人学習者はまず名乗る人が多く､ 9名がまず名前を言った｡

例11 KUR 男性 日本人大学生

名乗り :えーと､もしもし

切り出し:あの､向いたいことがあるんですけれども､

説明 :あの､友だちから手紙があって､あの､ 3週間前に小包を発送したっていう

手紙もらったんですけれども-

要求 :その小包自体がきてないんで,それを調べていただきたいんですが､

例12 TOM 女性 日本人大学院生

切り出し :すみません､あの､ちょっとお尋ねしたいことがあるんですけれども

トピック提示:あの 小包に関してなんですけれども､よろしいでしょうか?

説明 :あの,じつは､アメリカから､あの､小包が届くことになってて､もうそ

要求

ろそろ着いてもいいとおもうんですけど,

:まだ来ないので､ちょっとどうなってるか調べていただけませんか?

いずれも名前は事情を話してから､相手に質問されて初めて名乗っている｡それに対し

ほとんどの外国人学習者は以下のように､まず名乗ってから事情の説明~に入っている｡

例13 MIK 男性 ハンガリー(1回目)

名乗り: こにちは､ MIKともうします｡そして-､留学生会館は､が会館から電話

します｡

切り出し: えー､ちょっと､問題あるです｡

自分の状況:えー､私は､国から手紙をもらったん, 3週間前､そして,あの手紙に書い

要求:

たことは､私の家族から､小包､うー､うー,もらうつもりです｡けど-,

あの-､小包, 3週間,えー,もう3週間前/J､包を家族は送りました.けど

今まで来ませんです｡そして､

これからあなたに聞きたいと思います｡たぶん､小包､わすれ-､う､なく

しました?

これは,自分が外国人であることを初めに宣言したほうが後の交渉がやりやすいという

これまでの経験によるものかもしれない｡また､ロールプレイという特殊な状況が原因し

ている可能性もある｡

例14は｢名大の学生｣とだけ言っておいてから説明に入っている外国人学習者として

は珍しいケースである｡

例14 IBA 男性 チリ(4回目)

名乗り :あー,あのね,私は､あの､名大の学生です｡けど､

自分の状況:あの､えー､この前は､あの､私は家族から､あー､手紙をあった､その手
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質問

は来ませんでした｡

だから､あの､何をする､あの､その小包のために,このごろ､待っている,

だから､えー､えー,えー､まだ､来ませんでした｡

:なに､何をしました?

名乗りの他に､日本人対象者のほとんどが､まず｢お尋ねしたいことがあるんです｣ ｢ち

ょっと伺いますが｣のような切り出しを用いているのに対し,学習者の多くがトピック用

件の提示がない

4)生協書籍部に注文の取り消しを頼む

この課題も郵便局課題と同じように､相手は仕事上の役割として対応しているが､郵便

局課題と異なり､キャンセルした本を引き取るというコストを負うことになる｡また､郵

便局が届かない郵便物の調査をするのが義務であるのに対し､いったん注文した本をキャ

ンセルするというのは通常受け付けてもらえない｡したがって､断られる可能性は非常に

大きい｡但し､生協書籍部のほうも3週間経っても本が届かず､連絡が不十分で､レポー

ト提出まで時間がないという事情からすれば､キャンセルされても致し方ないとも考えら

れる｡日本人対象者はどのように話を展開していったのだろうか｡

例15 Ktm 女性 日本人大学院生

名乗り :もしもし

切り出し:あの-､ちょっと お伺いしたいんですが､

説明 :えー, 3週間前に､えー,本を注文したんですけれども･
･

ちょっとまだ,あの-､連絡がこないんですが･
･ ･

えー､それでですね､えー､この本は来週の火曜日までにいただきたいんで

要求

すけれども､

:もし､あの､無理なようでしたら､あの-､実はキャンセルしたいんですが

(途中省略)

自分の状況:ちょっと火曜日までにほしいんです｡

応答

要求

例16 TAK

名乗り

:え､やっぱり

あー,ちょっと無理でしょうかねえ､やっぱり

:あ､そうですか,えー,じや､うーん､じやあ､すいません､キャンセル

いいえ､とんでもございません､お願いいたします

失礼します

ヽ.∫

女性 日本人大学生

:もしもし

あ､こちらはTAK､名大のTAKともうしますが､

:えーと､本をこのあいだ､ 3週間ほど前に注文したんですけど､

:まだ連絡がなくて,で､まだ､届いてないんでしょうか
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(途中省略)

自分の状況:あー､そうですか,じやあ､もし来週の火曜日までに入らないようでしたら､

要求

困惑

ん-

:ちょっとレポートを書くのも無理になっちやいますから､そのときはキヤン

セノレ

:あーそうですか､うん､どうしよう､できませんか､キャンセルというのは

例15も16もまず質問の形で相手の事情を聞き､その上でこちらの事情(レポートに使

う)を説明し､条件付き(火曜日までに着かなければ)でキャンセルを申し入れているo

また､用件を言う前に｢ちょっと､お伺いしたいんですが-｣や｢3週間前に注文した

本のことなんですが- ｣のような前置きをして､ポーズを置いてから状況の説明や質問

に入っている｡このような話の流れは日本人対象者全員にほぼ当てはまる

これに対して､外国人学習者は前置きをしたのはYURとABIの2人だけで､後は名乗

った後すぐに自分の状況の説明を始めている｡ポーズをほとんど入れずに一方的に自分の
状況を説明して､全部言い終わってから初めて相手の返答を聞くというタイプの談話進行

が圧倒的に多い｡

例17 MUK 男性 ガーナ(7回目)

名乗り:

自分の状況:

困惑:

要求:

非難:

例18 ANA

名乗り:

自分の状況:

理由:

はい､もしもし､ GSIDのMUKです｡はい､

3週間前は､はい､注文したんですが,はい､本ですね､今まで待ってます

けど､でも､ないですね､

はい､ちょっと困ってる,うん,うん

来週の金曜日に私の発表です(笑)｡発表する｡あの本は発表の,の､ん-､

発表のためです｡

その発表は､来週の金曜日です｡はい､だから,前は､の方がいいたぶん,

の前､そう,来週の火曜日前の方がいい､

なければ､ほんとに･
･

･うん

そっか､どうしよう､

来週の火曜日まで､なければほんとにキャンセルしたい｡

したい､ほんとにそう,

問題私じやない､ほんと､問題あなたたちの問題､ほんとに,ほんとにおそ

い､ 1ケ月ほんとに､

どうして3週間､わからない､わたし,

女性 ブラジル(3回目)

ANAともうします｡

3週前に本を注文しましたが､でも今まで連絡がありません｡それから,わ

たしが､いつその本が来ますが知りたいですが｡

あー金曜日だけ?でも私がレポートを書きなければならない｡
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困惑:

要求:

非難:

はい､ちょっと困ってる,うん､うん

来週の金曜日に私の発表です(笑)｡発表する｡あの本は発表の､の､ん-､

発表のためです｡

その発表は､来週の金曜日です｡はい､だから､前は､の方がいいたぶん､

の前､そう,来週の火曜日前の方がいい､

なければ,ほんとに･
･

･うん

そっか,どうしよう､

来週の火曜日まで､なければほんとにキャンセルしたい｡

したい､ほんとにそう,

問題私じやない､ほんと､問題あなたたちの問題,ほんとに､ほんとにおそ

い､ 1ケ月ほんとに､

どうして3週間､わからない,わたし､

例17,1SJ9は前置きなしで,自分の状況の説明を始めている｡聞き手は相手の発話意図

がまったくわからないまま言い終わるのを待つしかない状態に置かれる｡他のほとんどの

学習者も名前や所属を名乗ったあとすぐに要求や質問まで一気に話しており､攻撃的な表

現もあって､相手がたじろいでいる場面も見受けられた｡

しかし､数は非常に少ないが､中には外国人学習者が前置きを入れたケースもあったo

その例を以下に示す｡

例20 YUR 男性 ロシア(2回目)

名乗り: はい､私はYURともうします｡

切り出し:あ､ちょっと伺いたいんですが､

自分の状況;えっと､日本人と日本語という本注文したんですが､

3月22日､

はい､注文したんですが､でもまだ,ん-､来ませんでした｡

要求:

理由:

非難:

要求:

手当:

ちょっと調べてもらえませんか｡

ああそういうことですか､でも,私は､来週の火曜日まで､までに-､あー､

もらわなければなりません｡

あと,むりですね-どうしますか｡

ああそういうことですか-､じやあ､残念ですけど､そういうときはキャン

セルしたいんですが､むりですから｡

すいません､

この学習者は｢ -んです｣の使用も適切であり､多少文法や語真の誤りがあっても､

相手になった場合違和感がほとんど感じられないと思う○これは相手の反応を取り入れて

次の発話を調整しつつ､それでも自分の意図する方向に話をもっていっている｡初めから

自分を押し出すか､相手を立てながら結局は自分の要求を実現させるかは,結果において

はあまり変わらないものであっても､その人が与える印象は大いに異なるo
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ⅠⅤ.結論･考察

以上､日本語母語話者と外国人日本語学習者の話しの流れを比較しながら､その特徴を

述べてきた｡

日本語母語話者の各場面毎の談話進行は共通しているものが多く, 4場面の中で最も多

様性が大きかったものは､ ｢本を返してもらう｣場面であったo資料3としてこの場面の

日本人対象者の発話を巻末に付した｡

この｢本｣場面で男子大学生1名がまったく前置きなしで､直接要求をしており､他の

対象者と異なる反応をしているが,同じ学生が恩恵条件が関わるr翻訳｣場面では相手が

友だちであってもー定の手順を踏んで依頼しており､やはり共通した規範の存在が確認で

きた｡

それに対し､外国人学習者は全体の流れとしては日本人対象者と類似しているが､始め

に名乗るかどうか､切り出し､トピックの提示をするかどうかで大きく日本人対象者群と

違っていた｡聞いていて自然に感じられる談話から非常に不自然に感じられる談話まで外

国人学習者の中にもかなり幅があることがわかったが,同じ学習者についてみると､追跡

研究で時間の経過があってもほとんど変化していないことが多い｡不自然さは表現の形の

不適切さからきていることもあるが,それより相手の応答や態度を自分の談話の中にどの

程度取り入れようとしているか､その姿勢が大きく印象を変えている｡相手が答えるポー

ズをとったり､切り出しやトピック提示で前置きをして身構える余裕を与えたり､言い切

りではなく言い差しの形で話を止めたり､日本語母語話者や自然に聞こえる学習者の･談話

の流れには相手を取り込んで談話を進める様相が見いだせる｡

要求内容をいかに実現していくかに関して､自分の意志をはっきり最後まで伝えること

に重点を置くか､自分の立場を察してもらうことに重きを置くかの違いとも言い換えられ

るかもしれないが､日本語母語話者が絶えず相手を巻き込んだ談話進行を好む傾向がある

のに対し､学習者の多くは自分中心に話を進める傾向があることが伺えたo

この結果は､記述式スクリプ十調査のものと非常によく似ている｡頭の中で思いめぐら

す会話の流れと実際に他者を相手に繰り広げる会話とでは帝離しているかもしれないとい

う不安もあり,今回ロールプレイを行ったのであるが､結果は村上(1993)で得られたも

のとあまりかわらないものであった｡しかし､ロールプレイの会話が対象者の普段の生活

の中で発せられる要求表現と-敦している保証はない○対象者にはできるだけ平常場面と

同じように振る舞ってもらうよう努めたが､実際に本人の必要から発した要求ではないこ

とから,十分な状況認知や情動的反応が伴わなかった可能性もあり､条件統制実験の難し

さを感じた｡しかし､それにも関わらず日本人母語話者間の類似性は社会化された規範の

共通性を確課させた｡

前にも述べたが､外国人学習者の3ケ月毎の縦断資料を見てみると(資料4参照)､調

査1回目と6回目はおよそ1年半の間隔があいているにもかかわらず､あまり変化がない

ことがわかる. 4課題のうち毎回2課題を組み合わせて課したため､短いものは3.ケ月､

長い場合は6ケ月から9ケ月のスパンで同じ課題がまわってくるoある程度前に課された

課麿とそれに対する自分の反応について記憶されていることは予想できたが､予想以上に

毎回類似した談話の流れを示しているものが少なくない｡
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これは､初級段階で学習した会話パターンが身についていて常にそのパターンを反復し

ていることも考えられる｡日本語コースの修了時期に違いはあるが,同じ教科書を用いて､

ほぼ同じ内容を学習した修了生間に共通した表現や談話の流れが見られるのは､当然かも

しれない｡しかし､個人毎に一定の傾向があり､それが修了後1年以上日本での生活を送

ったあとでもほとんど変わらないことは意外である｡

村上(1993)では､外国人日本語学習者に日本語によるスクリプトと同じ場面について

2週間後に母語によるスクリプトも書いてもらい､それを面接しながら日本語で説明して

もらった｡いろいろな母語があり,必ずしも一致した結果が得られたわけではないが､日

本語による要求行動とはかなり違うバリエーションがあり､相手や状況-の配慮がみられ

た｡

それに対し日本語による要求行動には､課題の目的を果たすことにとらわれ､場面に応

じた相手-の配慮が欠けていた｡記述式スクリプト調査と同様､設定された課盾によるロ

ールプレイであるため､相手との関係や要求の要因等日常生活の上での実際の場面からか

け離れている｡外国語を使ってそのようなさまざまな事柄に配慮しながら会話を進めてい

くことは､非常に困難が伴う. Takano & Noda (1993,1995)は､人間の注意の配分や情報

処理には限界があるため,自動処理が可能な母語使用に比較し,外国語を使う場合注意の

処理資源が言語処錘に割り当てられ､他の情報処理の効率や速度が落ちることを実証した｡

したがって考えながら話す場合､母語でなら言語処理によって思考は妨げられないが,外

国語だと思考力が低下するという｡高野(1995)はこれを｢外国語効果｣と呼んでいる｡

今回のロールプレイ課題でどの程度｢外国語効果｣がみられたかは不明であるが,上級

学習者に比べても言語表出に心的エネルギーを多く必要とする本対象者にとって､要求行

動に伴う諸要因に配慮しながら話しを進めることは非常に困耕であったであろうことが推

察される｡

今後にさまざまな問題を残している｡タイトルの規範構造を記述するためには､さらな

る条件をくわえ､資料を蓄積する必要がある｡さらに､談話進行中にどんな情報処理が行

われているのか､認知心理学的分析も残されている｡

注1 :名古屋大学留学生センター日本語研修コース修了生追跡調査

(#%$ 1994,1996,1998 )
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資料1 ロールプレイ課題



外国人日本語学習者対象ロールカード

電話でのロールプレイ

ロールカードH (被験者用)

あなたは親しい日本人の友だち(….………さん､男の人)に電話をします｡

….………‥さんに｢日本人と日本語Jという本をかしてあげたのですが､まだ
返してくれません｡あなたは本を返してほしいと思っています｡

……………さんの電話番号は.…...….…です｡

対応指示カード(日本人用)

1.電話が鳴ったら､録音ボタンを押してから､受話器を取る｡

2.受話器を取って名乗る｡相手が名乗らなかったら､相手の名前を確認す

る｡

3.相手と親しい間柄であること､基本的に普通体で話…を忘れずにo

4. ｢相手から本を借りていたことを忘れていた｣という設定で応答する0

5.本を借りていたことを思い出して､詫びる｡

6.まだ読み終わっていないが､いつ適せばいいか尋ねる｡

7.相手が返してほしい日を聞き､その日は叡合が患いと一度は断る｡

その後で相手と全う日時､場所を決める｡

8.別れの挨拶

*相手の話に応じて自然な会話を展開するよう努める｡

ロールカードZ (被験者用)

あなたは来週のゼミで発表することになっています｡発表のためのレジメは英

語で書きました｡でも､日本語で発表しますから､来週の火曜日までに翻訳

(translate)しなければなりません｡

あなたは親しい日本人の友だち(…...………さん､女の人)に翻訳(translation)

を頼みたいと思っています｡

…..…...さんに電話をかけて､うまく頼んでください｡電話番号は--･です｡
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対応指示カード(日本人用)

1.親しい友人同士の会話を演じる｡

2.挨拶の後､用件の切り出しを待つ｡

3..相手が依頼の内容をきっちり伝えるまで先に答を言い出さないようにする｡

4.依頼に対して渋る音調で応じる｡それとなく断りたいということを匂わせる｡

その後で来週までにレポートを書かねばならないから忙しいと言う｡

5.相手の重ねての依頼に対して､発表のテーマを尋ねる｡ (発表の内容にまで立ち

入って聞くと､ロールプレイだから相手が困るかもしれないので注意｡ )

6.テーマを聞き出した上で､そのテーマだと自分の英語ではできないだろうと渋る｡

(渋りすぎて相手が諦めてしまわないように注意｡)

7.引き受けることにして､いつ､どこで会うかを決める｡

8.締めくくる｡

ロールプレイY (被験者用)

国から手紙が釆ました｡ 3週間前に小包を送ったと書いてありました｡あなたは小包カ

来るのを待っています｡でも､まだ来ません｡郵便局に電話をかけて郵便局の人に小

のことを聞いてください｡郵便局の電話番号は…….……‥です｡

対応指示カード(日本人用)

1.電話が鳴ったら､録音ボタンを押してから､受話器を取る｡

2. ｢千種郵便局です｣と答える｡

3.相手の話を聞きながら､次の点を確認する｡

①相手の名前

(喜湘手の国

③いつ送ったのか

④船便か､航空便か

⑤中身は何か

4.税関で時間がかかっているかもしれないこと､ ∵応調べて返事をすること､を伝
える｡

5.相手の住所と電話番号を聞く｡昼間も連絡できるか聞く｡

6.お詫びを言って､電話を切る｡
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対応指示カード(日本人用)

1.相手の名前､所属の確認

2.注文の日付と注文番号の確認

3. ｢少々お待ちください｣と言って調べるふりをする｡その後で､ ｢お待た

せしました｡ご注文は来週の金曜日に入る予定です｣と告げる｡
(入荷が遅

れた理由を聞かれたら､よく分からないと答える｡ )

4.キャンセルしたいという相手の申し出に対しては､ ｢ああ､キャンセルで

すか. . ｣と渋る音調で言って､間を置くoさらに､ ｢来週中には入るん

ですが. . ｣と言葉を濁して相手の反応を待つo反応がなかったら､ ｢来

週までお待ちいただけませんでしょうか｣と一押しするo

5.さらに相手がキャンセルしたいと言ったら､ ｢キャンセルは困るんです

が､分かりました｡じゃ､キャンセルにしておきます｣と相手の申し出を受

ける｡

6.本が遅れたために迷惑をかけたことを詫びて電話を切るo
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日本語母語話者対象ロールカード

電話によるロールプレーのお願い

で.きるだけ自然な会話のサンプルを集めています｡次の4つの場面ごとにその

役になって､電話をかけてください｡はじめの2つの場面では親しい友人にかけ

ることになっていますので､そのつも りになって話してください｡電話は1つの

課題ごとに切って､頭の切り替えをしてから､かけ直してください｡よろしくお

願いします｡

課題1

あなたは親しい友だちの さんに電話をします｡ さんに｢日本人と

日本語｣という本を貸してあげたのですが､まだ返してくれません｡あなたは本

を返してほしいと思っています｡ さんの電話番号は です｡

課題2

あなたは来週の授業で発表することになっています｡発表のためのレジメは日

本語で書きました｡でも､英語で発表しなくてはいけませんから,来週の火曜日

までに翻訳しなければなりません.

あなたは親しい友だちで英語のうまい さんに翻訳を頼みたいと思ってい

ます｡

番号は

さんに電話をかけて､うまく頼んでください｡ さんの電話

です｡

課題3

アメリカに行った山田さんという友だちから手.紙がきました｡ 3週間前に小包

を送ったと書いてありました｡あなたは小包がく るのを待っています｡でも､ま

だ来ませんo 郵便局に電話をかけて郵便局の人に小包のことを聞いてください.

郵便局の電話番号は です｡
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課題4

あなたは3週間前に生協の本屋で本を注文しましたが､まだ生協から連絡があ

りませんo 生協に電話をかけて,本がいつ来る.か聞いてくださいo その本はレポ

ートを書くために必要ですが､レポートの締切は来週の金曜日です｡もしその本

が来週の火曜日までに来なければ､あなたは注文をキャンセルしたいと思ってい

ます｡

生協の電話番号は です｡

注文日: 1 9 9 6年1 2月 日

注文番号: 2 9 5

書名: 日本の選択

出版社: 岩波書店

価格: 26q.0円

どうもありがとうございました.課題は以上ですが､確認のため恐れ入りますが､

も う一度 までお電話ください｡
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資料2 会話例
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@Begln

QPctrti⊂1POntS: OSA Tclr9et, KAN Investigotor

QFilenome: OSA

QDdte: Z4-JAM-1997

Q(oder: Fuj

*OSA: a moshimoshi? one ? osctdd tO mOuShi mdSu kedo.

+KAN: ct toncLkq. qd OSCLdq kun?

●OSA: hcti.

●KAN: 1yCtd Shibdrdku.

+OSA: iyoo. shiborctku desu.[>]
+KAN: [<] 9enki ni shite ru7

*OSA: 8 ? mocI i⊂hio bo⊂hibo⊂hi desu.

●KAN: shiken ycl nCLn kcL+//.

+OSA: hot.

*KAN: moosugu desyo?

●OSA: n ? soo. shiken go moosugu nctnda kedo -+...

●KAN: un.

●OSA: eetto. konom8e kcIShito nihonコIn tO nihongo tte iu hen

wo koshitetd tO OmOu n dcl

kesdo- cLnO hon chotto kcI
+/.[>]

+KAN: [<] ⊂hotto mcttte･ rlCIn ddkke? nihonjin to nihongo?

+OSA: n
-

+KAN: son nqno kdrite t(コkke?

+OSA: e 7 to -+...

+KAN: itsu goro?

+OSA: itsu - dott(】 ko wosure⊂h8ttO kedo -. ore? ⊂higottQ

hito dottQ kdna -?
demo tqbun

koshite iru to omou node ⊂hctnto xxx kudctsoi+/. [>]
●KAN: [<] ct honto. ⊂hotto mcttte. ⊂hotto mcltte.

●KAN: osddd kun korct kclrito+/?

♯KAN: a-. wclkclttd.[>]
●OSA: [<] wokqri mcIShitQ? [>]
*KAN: [<] sctnko9etSu 9urCti. e - to ne. kyonen no c]ki kuroi

ni kdrite. gornen gomen ⊂hiiscLnd

hon.

+OSA: a

+KAN: rTIO

●OSA: a-

+KAN: [<
+OSA: [<
+KAN: n

●OSA: ∩

●

dct

●

]

]
●

●

yonde ncti n dd.

so
- kct-. [>]

90men. doo +/.[>]
n -.

tsukau no?

⊂hotto ｢epooto+/. [>]
*KAN: [<] worui -.[>]
●OSA: [<]wo kcLkcLnCtkyct ik阜でdi n de

-+//･

+KAN: n -.

●OSA: motd k(lito rQ kctsu kdrO.

*KAN: cI. gOmen gOmen. Sugu kQeSu yO.

*OSÅ: ∩.

●KÅN: n -.

+OSA: yoroshiku.

*KAN: e - to. istu wotdSebcL ii?

'OSA: n -. kondo jugyoo de cLu tOki tokct de. mct
-+′. [>]

*KÅN: [く] n -.

+OSA: mcLCt. CLu tOki de tekitoo ni+//. xxx. [>]
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+KAN: [<] demo -. yQkusoku shite okctncli to scL -. koncti kclmO

shirencti shi wcLtCIShi mo -

mendokusoku ncLtte yCtSumu kclmO Shirenoi kcLrq -

+?

*OSA: a- sookct.

*KAN: nan yoobi kuru?

*OSA: tobunヲuiyoobi no qs8 kuru to omou kedo･/･ [,]
●KAN: [く] sulyOu. [>]
*OSA: [<] kono kcltt8rCI mOkuyoo no sQngen me kurdi ni tQbun

iku to omou kcLrd +/.[>]
'KAN: [<] a son n8nO de ii no? iso9Ct nq kutte?

*OSA.. un. sonnct +/.[>]
'KAN: [<] d honto. getsuyoobi ni motte ikclnCtku⊂hcl ikencli

koto omottd kedo-.[>]
*OSA: [く] ∩-.

+KAN: 3CLCI SuyOObi motte toku.

書OSA･' n･コ00 SulyOObi rli･
+KAN: n. gomen gomen. worukcltt8.

+OSA: ieie.

*KAN:コCt8 ne.

●OKA: son コyCl mqtCI.

@End

郎e!;1n

QPclrti⊂1POntS: OSA Tctr9etI KAN Investi9CLtOr

QFilen(】me: OSA

QDdte: 24-JAM-1997

Q〔oder: Fuj

♯OSA: d mOShimoshi? osddQ desu kedo.

*KAN: cL tdndko.desu. d+′. [>]
+OSA: [<] c].

♯KAN: osod(】 kun? u- n.

'OSA: etto sq -･ ⊂hotto tclnOmi tcli koto go dru ndcl kedo.-.

●KAN: wqtctshi ni?

+OSA: n -.

+KAN: kowcti nct -.

+OSA: e. 1yO betsuni sonnet mQCL ⊂hotto tcLishitd koto kQmO

shinnoi n dcl kedo -

+//. [>]
'KAN: [<] u 7 n.･

'OSA: dnO -
･

rdlSyuu ⊂hotto･ e - to･ hdPPyOO ⊂hotto elgO de

y8nnOkyo ikenoi ndQ kedoて+′/. [,]
●KAN: [<] e -･ soryQ yCtbcliコロn.

●OSA: n -. de. nihongo de hct moo ⊂hclntO dekitcL ndQ kedo

sore elgO ni nctosu nogct Mdd

dekite inoi kqrd+/. [>]
+KAN: [<] wd -.

*OSA: sore ⊂hotto tetsu dqtte hoshii nqo. [>]
+KAN: [<] wqtctshi gcI?

●OSÅ: u ? ∩.

●KAN: son ncLnO muri dq yo･

'OSA: 1yd･ demo elgO tOkui desyo.

+KAN.･ mo ? wQSure⊂hdttCt Shi+//.
●OSA: u - n.

●KAN: sore ni･ sorle osddo kun no senmon desyo?
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+OSA: iycI -. SenmOn tte mO ne -.

XXX.[>]
*KAN: [<] kotobcL tOkcI ZenZen WOkQ n nQi yo.

●OSA: e -. demo jisho tokd hiki ndgdrd ⊂hotto xxx. [>]
*KAN: [<] demo

s?ワnQ nqiyoo wQkq n not no yqkuse not yo
-･

*OSA: e-. demo. elgO uMi kdrCt dqijyoobu dqtte.

+KAN: sonnd
-.[>]

+OSA: [<] n -.

*KAN: nogQino?

+OSA: sonn(】ndemo not n dd kedo +...

*KAN: n -.

*OSA.. 1yqCL. mOSihi jikQn nqi ni deki no kottq ro mq - mcLQ

sore w8 hQPPyOO nO tOki ni

tekitoo ni gomclkctsu kqro mact xxx.[>]
♯KAN: [<] a

SOOyソuno
tokui damon ne -･

Aisit: issho nl WOrCLu.

*OSA: dekiru tokoro mode de ii kdrO ⊂hotto tetsudct tte

hoshii ndcl kedo.

+KAN: ct honto.

+OSA: n.

*KAN: hctppyoo itsu?

●OSA: hcIPPyOO WCI OSCttte nCL n do kedo. [>]
'KAN: [<] u.･ sonnd -･

*OSA: d. rCIISyuu nO koyoobi.

*KAN: kyoubi? [>]
●OSA: [く] un.

●KAN: cI･ hen +//･ demo moo ⊂hotto getsuyoobi ni dekite i叩i

to mctzulyO ne -.

+OSA: n - n.

*KAN: ⊂hotto mq
+′.[>]

+OSA: [<] n - n. soddne -. [>]
●KAN: [<] ⊂hotto mcLte yO. QShitcL doyoobi dclyO ne.[>]
*OSA: [く] n -

n.[>コ
+KAN: o - ∩.

●OSA: ⊂hotto isogQShii kclnCL?

*KAN: n
-

n. fudon SCL. kctite inoi rTIOn dctkorQ SCI. kondo wq

repooto dctscLnCLkyo ikon tO

omotte imcL ⊂hqnto ycttte n dQ kedo mo
-+/.

[>]
+OSA: [<] n- [>].
+KAN: [<] ndkctnctkd deki nd kutte. demo

-+//. [>]
♯OSA: [く] n -.

*KAN: demo osddct kun ni wo kori 90 CLru Shi nee
.

*OSA: d -. 1y(】 1yO lyCt .betsu ni sore WCL ShikcLtq nCti n do

kedo -. [>]
*KAN: [<] n -･ dooshiyoo kQワ?? [']
+OSA: n -. mQO. dekirebcL de ll n dct kedo -.

moshi +//.

*KAN: getsuyoobi demo ii?′

+OSA: n -. dekitqrcI. sore mode+/. [>]
+KAN:

♯OSÅ:

*KAN:

♯OSÅ:

[く] g

[く] b

[く] u

[く.]

etsuyoo ne. un. [>]
oku

∩.

90 yOtte+/. [>]

[>]

rnoshi rnQniowd net kctttd tOko. qto dekinq +′′.

shitsumon tokcL SOO iu

tokoro dqke+//. [>]
+KAN: [<] jctct i⊂hioo os(】dQ kun jibun de ydtte mite

- [>].
+OSA: [<] n

-.[>]
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'KAN: [<] ctto issho ni yctroo kd. [>].
●OSA: [<] n -･ sooshite kureru to ori9dtCLi n dq kedo.

+KAN: 9etSuyOO SCIn9en Mde dru ndcL kedo
-+//.

+OSA: n
-.[>]

+KAN: [<] yogen ctite r.u7

●OSA: n -. tdbun dQijoobu.
♯KAN: doijoobu?
+OSA: [<] n

-.[>]
'KAN: [<] jyd SOko de issyo ni yclrOO ko?[>]
+OSA: [<]n. soo dd ne.

+KAN: n.[>]
●OSA: [く]n- .

'KAN: jcICt dokoko de dtte+/. [>]
+OSA: [<] n-.

●KAN: doko gd ii?

'OSA: n -･ toshokcln ko nonkcL gd ii to omou kedo tcLbun. [>]
+KAN: [<] toshokc]n7 [>]
●OSA: [く] ∩-.

*KAN: shdberu to shikc rctre ncti? a+/. [>]
+OSA: [<] n-.

*KAN: sookct sookct･ honQSeru tOko ctruyo nee.

+OSA: n -. dcLkctrct +//.

*KAN:コCtO.

*OSA: toshokdn nO mqe kct nctnkct de.[>]
●KAN: [<] toshokct +/. koohii no mde.

●OSA: un.

*KAN: ∩. ii.

+OSA: sono kurcli de.

+KAN:

+OSA:

+OSA:

●KAN:

●OSA:

+KAN.･

コ

u

コ

コ

[
h

qcI SCtngen OWCtttq rCt Sugu iku.

∩.

qd

ctd SOnO tOki ne.[>]

く]
xxx [>]

O -

*OSA: yo｢oshiku

+KAN:コCtC[ - ne.

●OSA: hon コ8Ct.

●KAN: bq - i.

@End

_35-



@Begln

QPdrti⊂1PCtntS: OSA Tdrget, KAN Investigotor

QFilenctme: OSA

QDote: 24-コAN11997

早(ode｢: Fuj

+OSA: cL mOShimoshi? QnO
-.[>]

*KAN: [<] hdi. ⊂higusd yuubinkyoku desu gcI.

*OSA: hcli. e - to. dnerikcL nO tOmOdcL⊂hi kdrCL
-+//.

+KAN: hcLi.

●OSA: sQnShuukctn mcle ni kozutsumi okuttQ tte iu tegQmi gq

todoitd n desu kedo +/.[>]
♯KAN:

●OSA:

*kÅN:

+OSA:

ko?

♯KAN:

+OSA:

+KAN:

+OSA:

[

[

[

[

e

I

e

[

<] cL SOO desu +/.[>]

<] modo sore gcL tOdo ite inoi n desu kedo
-+/.[>]

<] ct +/. [>]

<] dmeriko korct nihon mclde don kurcli k8kctru n desu

- to. kookuubin desu kd? funobin desu kcI ?

yct -. sore wQ ⊂hotto yoku wclkdrqnCti n desu kedo -.

- to. funcLbin dctto yQhori ikkogetsu kctrct+/. [>]

<] d -
.

SOnnOni kQkclri mosu?

+KAN: ee. moo sukoshi kQkcLru n desu get kookuubin desu to

hQydkerebd issyuukdn dnO -

kokcLttemO tOOko tte iu tokoro desu keredomo.

+OSA: a - Q. SOO desu ko.[>]
*KAN: [<] hQi -.

+OSA:コOq hundbin nctno kctnct
-?

+KAN: a SOO desu kcI.

+OSA: n-.

●KAN: hot. ctno moshi ore deshitq rcI OShircLbe shimcISu kedo?

*OSA: d SOO desu kct.

*KAN: h8i. dnO kookuubin de zeik(】n ndn kcl de hikkclkQtte iru

bodi gcI OrimQSu node+/. [>]
*OSA: [<] a sonnq toki mo clru n desu kq. cL-+‥.

'KAN: hdi. soo shimcISu tO jikcln gO tdShoo k(】kori mcLSu node.

[>]
+OSA: [<] hcli.

*KAN: e - to. joo +/.[>]
*OSA: [<]soo desu ne. hcti.

'KAN: i⊂hioo cLnO
-､＼+/･ [>]･

*OSA.. [<] hcli.

+KAN: kookuubin de dmeriko kctrcl kiteiru mono ctno+/. [>]
+OSA: [<] hot. [>]
+KAN: [<] ko⊂hirQ de motte ⊂hooscI ShimcISu keredomo+//.

+OSA: : hcti.

*KAN: e - to. osoreiri m8Su gq OnCtmQe tO gOコuuSyO OnegCti

itctshimdSu.

●OSA: cL. e
- tO. ⊂hikusct ku hiyori ⊂hoo no go ⊂hoome+/.[>]

+'KAN: [<] ⊂hikuso ku･ +[>]
'OSA: [<] niiuu yon no

+/.[>]
+KAN: [<]⊂hotto matte kudctscti.

+OSA.･ h(】i.

+KAN: ⊂hikusQ ku to ii mdSu tO yon rOku yon desu
ne+/.[>]

*OSA: [<]d -. SOO desu.[>]
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+KAN: [<] yuubin bQngOO･

+OSA: hot.

+KAN: e - to. ⊂hikusd ku. hiyori ⊂hoo tte doo kcLki mctsu kd?

+OSA: e
- to. e

- to. ichiniti no nichi ni
-

●KAN: ni⊂hi ni. d8.

*OSA: oto shoowd nO WET desu.

*KAN: a yoi ohiyori no hiyo. hQi.[>]
+OSA: [<] hdi soo desu.

+KAN: hiyori choo. hcti.

*OSÅ: go ⊂hoome n1コuu yOn･

●KAN: n1コuu yon. hot.

●OSA: tdkesoo hyctku ni goo,desu.

●KAN: t(lkesoo to yuu no wcl doe yuu ji desu kd?

+OSA: dre desu. shoo⊂hikubcti no take +/. [>]
*KAN: [<] take desu kd.[>]
+OSA: [<] soo desu.

●KAN: soo. hcti.

+OSA: desu.

+KAN: hcti.

+OSA: cLnO OSCIdct to mooshimcLSu.

+KAN: e
- to. osodo son noコI M?

+OSA: e - to. nogcti tclnbo tte kdite +

●KAN: nogcti ndgOtCL +hot. osddd SOn. hcLi.

♯OSA: h(】i.

+KAN: osddo +etto shitd nO OndmOe WCL?

+OSA: d tOrTIOCLki desu.

●KAN: donn(lコI WO ?

+OSA: ue gd Siru tte ji+/. [>]
*KAN: [<] hdi. [>]
+OSA: [<] shito ni hi tte yuu ji wo kqite+//.

+KAN: hdi.

+OSA: de tome de.

●KAN: hot.

+OSA: bunsyoo no syoo de oki desu.

+KAN: d hot. de tomocLki sornd desu ne.

+OSA: hot.

*KAN: hat. e
- to. wcLkcLri mcLShitd rCI Odenwo +/.[>]

*OSA: [<] hcti [>].
●KAN: [<] shimctsu keredorno+/. [>]
+OSA: [<] hcti [>].
+KAN: [<] odenM bclngOO mO OnegCti itctshimQSu.

+OSA: e
- to. ncLnd rOku sqn no -.

+KAN: nono roku son no. hcti.

*OSA: ni
-

yon nQnd S(】n.

*KAN: ni
-

yon nqncI Sqn desu ne.

+OSA: hcI - i.

●KAN: ko⊂hir8ni+/. [>]
●OSA: [<] hcLi.[>]
●KAN: [<] shirdbe

-

go tsuki shiddi odenM itcLShi mdS gd+/.

[>]
●0-sA: [<] hot. [>]
*KAN: [<] ni⊂⊂uhuu ir.ctsshcli mdSu ko?

事OSA: ct - to. incti toki 9Q Oru n de rusuden ni ire toite

kudcts(】i.
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'KAN: jQQ QnO+/.[>]
●OSA: [<] hQi. [>]
'KAN: [<] orikQeShi odenwq itcLddku yoo ni dnO -+

*OSA: hdi.

+KAN: ire sQSete itcLdcLki mosu node.

+OSA: hcti.

+KAN: d(】itcti ni son ni⊂hi kQrO
+//.

mcto kokcLttemO Shi go

ni⊂hi kctto+/. [>]
*OSÅ:

*KAN:

●OSÅ:

[<] hot.

[く] omoi

hqi.

[>]
mosu node.

+KAN: dnO. SOnO kdn ni todoki mctshi tclrO+/. [>]

+OSA: [<] hcli. [>]
*KAN: [<] i⊂hido mcLtQ ko⊂hircL ni mcLtQ gOrenrCLku itodQke

mosu kQ?

*OSA: q soo desu ne. hcLi.

♯KAN: hqi･ dooTo'/･[']
+OSA: [<]wclkdrlmOSitct. hdi.

*KAN: hdi. doumo+‥.

+OSA:コdd OnegCLi shimdSu.

*KAN: shitsurei shimctsu.

@End

QBegin

@Porti⊂1POntS: OSA Target, KAN InvestigcLtOr

QFilenctme: OSA

QDote: Z4-〕AN-1997

@〔oder: Fuョ

*OSA: ono -

. moshimoshi?.

*KAN: hot. nonbuseikyoo shosekibu desu gQ･

*OSA: cL CInO
-

.

*KAN: hcLi.

●OSA: sQnSyuukQn mqe ni hon wo ⊂huumon shit8 ndesu kedo･

+KAN: hdi.

+OSA: n- to. model n8nkd hon go kito rct ko⊂⊂hi ni denwo

renrctku gQ dru tte yuu fuu ni

xxx. [>]
*KAN: [<] ct gorenrclku model itte imqsen ko?

*OSA: hdi. m8dd kiteindi n desu kedo.

*KAN: hcti.

*OSA: sono hon ⊂hotto ki
+//.

kqyoobi mctde ni hitsuyoo ncln

de +‥.

+KAN: ct.

+OSA: chotto
- +

●KAN: oisogl nan desu ne.

+OSA: hcLi. doo nqtte iru ko shirqbe te itctdQki tdi n desu

kedo. [>]
+KAN: [<]hcLi. jcld ⊂hotto imcI Shirdbe MSu gCL ･

*OSA: hot.

+KAN: hon no ncIMe OnegOi itcIShirnQSu.

+OSA: e - to. nihon no sentctku
I.
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+KAN: nihon no sentctku. etto shuppclnShcL WQ
-?

*OSA: iwctnQmishoten desu.

*KAN: iwoncLmishoten desu ko. iM gO⊂humon no toki no

suritto omo⊂hi desu k(I?

*OSA: e-. cI -. hcti.

*KAN: e - to. soko ni ⊂humon bQngOO gQ kcti te ctru kcl tO

omoi rnosu get+/.[>]
*OSA: [<] ct so-. hqi. [>]
*KAN: [<] owokdri desyoo ko?

*OSA: e - to. nihyqku kyuコuu gO desu.

JIKAN: nihyQku kyuコuu gO desu kq.

+OSA: hcli.

●KAN:コOd -

⊂hotto omct⊂hi kudctsdi MSe.

+OSA: hcLi.

+KAN: e
- to. nihycLku kyuコuu gO +

+KAN:コuuni gcttsu desu ko?

+OSA: ct - soo desu.

+KAN: hcLi.

●KAN: a. osodct sctn. hcti.

●OSA: hdi.

+KAN: e - to. kono hon model tOdoite nqi n desu keredomo.[>]
+OSA: [<] hcti.

●KAN: e
- to. iwonQmi nono de futsuu desu to sugu todoku n

desu keredomo +′/.

●OSA: hdi.

+KAN: e - to･ tobun qno zdiko 98 nqkutte imcL Shirobete iru

tokoro ddtO OrnOi mosu gd+/. [>]
*OSA: [<] cL-. SOO desu ko.[>]
+KAN: [<]doo it80Shimosyoo kcL?

*OSA: soo desu ne -. MO kclyOObi mclde ni not to onmqri

shoogctncli ndesu kedo+

moq i⊂hiou +//. sokko-. zdiko gd not bctoi wd Md tOShokon

de kctriru nori+/. [>]
+KAN: [<] ee. [>]
*OSA: [<] suru shik(】 not komo shin not desu kedo+mdO

kclyOObi mode ni todoku yoo

deshitord+//.

+KAN: hcti.

*OSA: a. todokQndi yoo deshi tdrCL ichido renroku itcLdqke

Mi desyoo kct7

*KAN: e. ono -.

+OSA: hot.

♯KAN: etto -･ doo ncttte iru koコ00 i⊂hido shirdbe mqdShite

gorenroku itdShimctsu get +//.

+OSA: hqi. soo desu
ne.[>]

*KAN: [<] hcLi.

+OSA: soo shite kudctsoi.

*KAN: hdi. wQkctri mctsitct.[>]
+OSA: [<] hcLi.

+KAN: doomo suimQSen.

'OSA: hdi･ jcICL yOrOShiku onegQi shimcISu.[>]
+KAN: [<] omotose shiMSu.

@End
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資料3 日本譜母語話者発話例
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本を返してもらう

KUN

名乗り:

挨拶:

トピック提示

説明:

困惑:
自分の状況:
要求:
手当:

切り出し:
トピック:

質問:
手当:

理由:

相手の状況:
質問:

手当:

質問･要求:

自分の状況:
質問:

YAM

名乗り:
挨拶:

切り出し:
トピック提示

もしもし
あの-､ KUNですけども
元気｡元気?
あ､そうなんだ｡

うん,あのさ,こないだ､本,あ､貸した本､あるよね｡
あの-､日本人と日本語ってやつ｡
うん

えー､たぶん､･先週の木曜日ぐらいだったと思うけど｡
うん､

そうな

うーん

いや､

うん､うん､えー､ちがったけ｡

んだ｡あー､や-､でも､ちょっと､あれさ､見たいところがあって､

ヽ

い

､■■

ヽ.__ んで､あの､みせ､み､うん､もってきてほしいんだけど｡

や､いや､また､あの､うん､貸すから｡大丈夫､大丈夫｡

もしもし
あ､あの-､ KATともうしますが,
はい

あ､あ

あ､ほ

あ､そ

わたし

そう､

あ､あ

ヽ

ん

田中さんは?
とだね-､元気だった?

うだねえ

も､なんか､忙しくて
あの-､そろそろ休みになるんだけど
の ね-､

あの､実は,えーと､ちょっと前に
あの-､日本人と日本語っていう本を

あの-､たしか,貸した､貸してあると思うんだけど-

うん､覚えてる?
だいぶ前だけど､ちょっと,あの,わたしも忘れてたんだけど-､

こんど授業で､あの-､関係があることをやるから
あの-,えと,もし､もう読んじやったら､あの-
あ,思い出した?

あ､そう

あの-､じやあ､えっと､また授業が終わったら-,あの-,貸してあげられる
んだけど

いったん返してもらってもいい?

あ､えっとね-､あの-､来週月曜日の授業のために見たいから
今週学校に行く日ってもうある?

あ,もしもし-､あの､ YAMですけどお,
こんにちは

元気?

あっそ-

たいへんだねえ

うーん,まあ､ぼちぼち｡

あのね､何か,あのね､突然電話してごめんね｡あのね､
前に､日本人と日本語っていう本を貸したと思うんだけど,田中さんじやなかっ
たかなあ｡

うん
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相手-の配慮

説明:

質問:

要求:

手当:

MIT

名乗り:

挨拶:

トピック提示

要求:
説明:

自分の状況:

TOM

名乗り:

挨拶:

切り出し:

トピック提示

説明:

質問:

自分の状況:

困惑:

理由･質問:

要求:

ASA

名乗り:

挨拶:

切り出し:

ぅんとねえ､うんとねえ､あんまり,わたしもちやんと覚えてないんだけど,
たぶん1ケ月ぐらい前に､何か､あの､発表かなんかで使うとか言ってて

うん､そお､そお､そお､そお

もってる?

じや､あの､ちょっと使いたいから

返してもらいたいんだけど､いいかな-0

また､終わったら貸すから｡

あ､ううん､いえ､いえ､じやあ,あの､うん､えと､いつ学校来る?

あ､もしもし,田中さんですか｡

あ､ MITですけど-
あ､うん,元気

まえ､会ったのいっだっけ

そんなになるっけ

えっと､日本人と日本語っていう本貸してたよねえ
うん

ぅん,たぶん､貸してたと思うんだけど○ちょっとさがしてみてもらえるかなあ｡
えー?半年くらい前かなあ｡
使いたいから,えと､うん､近いうちにもってきてもらえないかなあと思ってo

うーんとね,一週間ぐらいのうちになんとか｡
うんとね-､じやあ､火曜日とか,あいてるかな-o

あ､もしもし､

あ､ TOMですけれど｡
こんにちは｡

そうですよね
元気です
あのね
じつは

日本人と日本語っていう本のこと､覚えてる?
うん､あのね､だいぶ前に貸してあげたんだけどな
うーん

.はーい
うだった,いつごろかちょっとはっきり覚えてないんだけど
ん

そ

う

そ

忠

あ

う

あ

う

う
う
う

う､

い出

のね

-ん

ら-

-ん
:

ヽ

ん,

-･ん

そう,そう､そう

してくれた?

ヽ

ヽ

実は､その本ね､使いたいの｡
だから

ましょう｡
ちにほしいんですけど｡いつごろまでに,読めそうですか?ヽ ′i⊥

▼
/ 一′

1 1 lーー ー

-
はーい,あのね､じやあ､えーと､いつか取りに

はやいほうがいいんです

,お願いします

どうし

近いう

あ､もしもし､名古屋大のASAともうしますけども､

お久しぶり､田中さんですか
はい､はい,元気です｡どうですか,最近
あー､同じ,同じ

あの､そう､その､テストのことなんですけど､
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理由:

KUR

名乗り:

挨拶:
切り出し:

質問:

説明:

理由･要求:

手当:

OSA

名乗り:

挨拶:

説明:

まえに､ええと､日本人と日本語っていう本を貸したのって田中さんだったっけ?
うん

前に､誰かに､あの､貸してほしいって､頼まれて貸したんだけど､田中さんじ

やなかったかなと思って｡
うん,

うん､ちょっとね､テストの前の､あの､まとめで､つかわなくっちやいけない

んだけど｡

うん
読んでない?

そっか､うーん､ちょっと､さきにつかって､また貸すんでもいい?
と?じやあ､ちょっと､急ぎでなんだけど,

いっが大丈夫かな
じやあ､わたしもいってるから大学で､え､

もしもし､田中くん?
あの-､ KURですけど
あ､元気だけど

あのさ-､このまえさ-､あの-､

日本人と日本語っていうさ-,本貸したと思うんだけど､覚えてる?
うん

いやー､あの-､先週
うん､あの-､先週の月曜日か火曜日か忘れたけど
あ､ほんと?

あの,ちょっと､あれ読みたいんで､ちょっと返してほしいんだけど｡
うん､できればちょっと,はやく-でお願いしたいんだけど
あ､ほんと?

まあ､急ぎっていってもそんなめちやめちや急ぐっていうわけじやないから,学
校で会うときでいいんだけど｡

そうすると三日後かな
そうだね

あ､ぜんぜん大丈夫

あ､もしもし､あの, OSAと申しますけど
はい

いやあ,しばらくです
あ?まあ､いちおうぼちぼちです

はい

ん?そお､試験がもうすぐなんだけど
ええっと､この前､貸した日本人と日本語っていう本を貸してたと思うんだけど

-､あの､本ちょっと､か
ん

え､と

いっ-だったかわすれちやったけど､あれ?ちがった人だったかなあー?

でも､たぶん､貸していると思うので,ちょっと･
･

･ください
わかりました?

あー

あ-､そ-か-

ん

ん,ちょっと､レポート

を書かなくちやいけないんで､
また書いたら貸すから
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ん

よろしく

EBA

名乗り:

挨拶:

トピック提示

質問:

説明:

自分の状況:

手当:

TAK

名乗り:

挨拶:

トピック提示

質問:

理由:

あ

あ

あ
ゝ

フこ
､■■

ヽ..._

あ

ち
日

ヽ

ヽ

ヽ

(フ

の

ヽ

よ

もしもし

EBAですけど
元気です

ごろ?

結構忙しい

っと､このあいだ本貸したんだけど
本人と日本語っていう本を貸したんだけど

l■

冗.

あ

え､かさんかったっけ

うん
うん

え､あの-､日本人と日本語っていうさん
ぼく貸したと思うんだけど
うん

あ,そ-なの?

あ､でも､でも,け､ちょっと早く返してほしいから

うん
別に､あ､じや､べつに読み終わったら
うん､いいよ

もしもしTAKですけど
はい

うん､元気だよう

う

う
は

う

う
E岳ヨ
iiJ

う
日

う

ん

ん
あ

ラ
こ■=コ

日

ん

本

ん

､ちやんと行ってるよ

,ふうん
ん､でも､レポートがいっぱいあって､すごくたい-ん
ん

ね

人

え,えーと､前,本貸したじやない､ほら

と日本語ていう本なんだけど,貸したよね-

うん,ほら､前貸したじやない､覚えてないの?
うーん

うーん､そう

あー

あ-,ほんとうに?

うん､そう
うん､でねえ､えーと､それそろそろ読みたくなっちやって､で､よもうかなと
思って,本棚見たらないんだって､で､思い出したら,田中さんに貸したでしょ
う?

だから

うん

うん
うん､
うん､

早くよみたいんだって-

わかった
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YMD

要求:

トピック提示

要求:

SNB

名乗り-:

挨拶:
切り出し:

トピック提示:

質問:

理由:

確認:

要求:

手当:

この前貸した本返してほしいんだけど｡あの,日本人と日本語っていうやつなん
だけど

この前貸したじやん
日本人と日本語
ん-

ちょっと,こんど学校もってきてくれる?

ん-とね,来週の月曜日までに
は-､じやあ､ 3限おわってから

もしもし

田中さんのお宅でしょうか
あの-､わたし､ SNBですけども-
はい､元気です｡
あのですねえ

このあいだ､お貸しした日本人と日本語という本なんだけども-,
あの-､少し前､二週間ぐらい前に貸したと思うんだけども-
ええ

日本人と日本語という本なんだけど-
ええ

まだ読んでないかな?
ほんと?

あ､そっか,じやあ,いっごろ読めるかなあ?できるだけ早く返してほしいんだ
けど-

えー､ちょっと､急ぎだもんで-
じやあ,つぎ会ったときに返してもらえるかな?一回｡

えー､ちょっと､今､いそがしくって
ええ,ちょっと､お願いしたいな-

いっでも来てるから
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本を返してもらう

ARI (1回目)
名乗り: はい､ ARIです｡
挨拶: はい､はい､元気

どうもありがとう｡

切り出し: すいません

質問: えーえ､ぼくは本のあなたにあげました｡覚えますか｡

日本人と日本語というでした｡覚えますか｡
自分の状況: わたしは いります｡

ああ､いいですか｡
あ､来週の月曜日からほんとにいります｡いいですか｡

ARI (2回目)

名乗り:
挨拶:
切り出し:

質問:
相手の状況:

説明:

非難:
自分の状況:

はい､もしもしARIです｡
はい､どうも

えー､すいません｡

わたしの本のまだ使いますか｡
あ､覚えない｡
ああ､ ｢日本人と日本語｣という本
長い間

はい,わたし､自分でいります｡
確罷質問: あ,いつに.

ARI (5回目)

名乗り: はい､もしARIです
挨拶: はい､こんにちは

はい､どうも｡黒野さんは｡

あー､あー､えー､長い間は黒野さんはわたしに全然電話しなっかたから､わたしは

電話して

いえいえ大丈夫｡わたしもとっても忙しかった｡
切り出し: いえいえ､でも､本当は,えー､実はわたしの電話も､あー,ほんとにお元気ですか､

そのためじやなくて､ごめんなさい｡

説明: わたしのすみません｡前はわたしの､本を｢日本人と日本語｣のという本をかえ､借
りて､でも､あー､今､あー､わたしのほかの友だちはこの本ほしい｡

要求: だから､あー､ちょっとかして,え､返してくれないんですか｡

質問: まだいりますか｡すいません｡まだいる｡

説明: 今,友だちは､わたしにこの本をちょっと貸してくれないかといわれ草したから｡

ARI (6回目)

名乗り: はい,こんにちは｡ ARIです｡
挨拶: あ､お元気ですか｡

あー､でも､元気じやないと思いますが･ ･ ･｡

あー､忙しいですか｡

切り出し: でも,この頃は忙しいと思います｡

質問:
手当:

質問:
説明:

う
あ
Vヽ

ん､わたしの本を返すことは忘れちゃったから､忙しいと患います｡
ヽ

V

｢日本人と日本語｣という本を覚えますか｡

ヽえ､いいえ､冗談しましたム

いいえ､いいえ､読みましたか｡
ほんと?うん,でも･ ･､悪いけど･

･

･､ほかの友だちもわたしにこの･
･

･えー､
本を借りてほしいということ言って

確課質問: はい､いいですか｡
なるべく早いのほうがいいと思います｡
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MIK (2回目)

挨拶; はい､こんにちは｡
名乗り: 木林さん､わたしはMIKです｡

説明質問: この間,えー,木林さんに｢日本人と日本語｣という本を貸しました､あげました｡
おぼえましたか｡

自分の状況: はい､でも,今､わたしにも要りますから｡
要求質問: いつかかし(かえし)ます｡かしえ(かえし)ますか｡

どうしよう｡いっ､おわられますか｡
確謬: オーケー､そう

来週の月曜日に

MIK (5回目)

挨拶･名乗り
挨拶:

切り出し:
トピック:

自分の状況:

質問:
困惑:
非難:

自分の状況:

:あー,黒野さん､元気?MIKです｡
わたしも元気｡とても元気｡

はい､ちょっと忙しいけれども｡
今､黒野さん｡わたしはちょっと困っていました｡
この間､この､ ｢日本人と日本語｣という本貸した(て)あげたね｡

あー､わたしの本じやなくて､わたしも借りましたので｡
今,今返してくださいといわれました｡
読んだ?
そう､どうしましょう｡

それはよくないですよ｡
そう､わたしは来週の月曜日までにか(かえ)さなくていけないね｡

MIK (6回目)

名乗り:
挨拶:

切り出し:

トピック:

質問〒

自分の状況

質問:

名乗り

切り出
説明:

質問:

(9

挨
し

回

拶
ト

あ､黒野さん｡ MIKです｡
まあまあ元気です｡

忙しいですよ｡あなたも忙しいですか｡
黒野さん､ちょっと質問があります｡質問｡

この間､わた､あなたに何か本､えー,かり(かし)ました｡
わたしがあなたに読むためにあげましたね｡
｢日本人と日本語｣という大きな本です｡

読んだ?

いつまで読むことできるか｡
わたしももうすぐ要りますので,要るので､今､何か､時間,決めることできますか｡
Vヽつ

あなたに､いっいいですか｡

目)

:もしもし,稲葉さんですか?私はMIKです｡こんにちは,稲葉さん､
ピック:稲葉さん､ごめんなさい｡あの,こないだ､何か本貸しましたね､あなたに｡

私が稲葉さんに｡
あの､日本人と日本語､はいはい､そうそうそう､もう読みましたか?
だいたいどこ?

もうすこし?いっまで読むことできますか?
自分の状況･手当:私はいります｡ごめんなさv).

γUR (1回目)

名乗り: あ､木林さん､こんにちは｡ YURですが｡
挨拶: はい､おかげさまで､木林さん元気ですか?

切り出し: ん-､あの-､木林さん｡ちょっとおに(ね)がいがあって､
トピック･自分の状況:あ､ ｢日本人と日本語｣という本､ん-､あー､わたしは､ちょっと､え

ー､読まなければならないんですけれども-0
要求: あー､ちょっと､かしてくれませんか｡
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要求:

その本を･
･

･｡

あー､そうですね｡
ど-しょ｡あ,えーつとね､二日､あと､あー､かえしてくれませんか｡

YUR (2回目)

挨拶:
名乗り･

切り出し

要求:
質問:
質問:

あ､木林さん｡おはようございます｡
挨拶:わたしは､ YURですが､ お元気ですか｡

あの､木林さん､ (お願いが)あって､電話したんです｡
えっと､ ｢日本人と日本語｣という本､ん､を､あなたに(か)してほしいんですが｡

いいですか｡
はいはい,もう読みましたか｡

YUR (5回目)
名乗り:
挨拶:

トピック:

質問:
自分の状況:

要求:
質問:
自分の状況:

あー､ロシアのYURですが､

こんにちは｡

はい,はい､元気です｡
あー､えー､そうですね,毎日研究してます｡

あ､あ､そうですね｡あの､日本人と日本語とゆう本､
あ､もい･ ･だしますか｡
そうですね,わたし､ちょっと､読みたくなりまして､
その本の 返してほしいと思っています｡

はい､思い出したですか｡
はい､でも,でも､わたしに必要なんですがあ･ ･

YUR (6回目)
名乗り:
挨拶:

切り出し:

質問:
説明:

自分の状況:

要求･質問:

手当:

はい､ロシアのYURです｡

はい､元気です｡
あん､椿さん元気ですか｡
あー､そうですか｡今お忙しいところすいませんが､電話すろ
あ､忙しくないですか｡暇すか｡
あー､どうして｡暇? (笑)今勉強中と思って
何かおもしろいですか｡えー､でも,そういうときは,ところが
えっと-､何かお願いしたことがあって電話したんですが,

そうですね､日本人と日本語という本,読んだ?
前,ぼく､前､ぼくあげた

でも､読みたいですか､その本､ああ,そうですか｡でも,わたしには､え
それから､え, ｢日本人と日本語｣という本必要なんですが､それで､

返してほしいんですが､それはできますか｡
早くもらって,･ ･んですが,
わたしたとえば2週間くらい使ってから､もう1回､えー､あげる

ABI (1回目)
名乗り:
挨拶:

切り出し:

要求:

質問:
困惑:
自分の状況:
質問:

はい,えー､こちらはABIです｡こんにちは,
はい､おかげさまで､
あの-､こちらはどうですか?あちらはどうですか?
あの-,すいません｡えー,

この間ね､ えー､

日本の､あー､日本人と日本語の本は､えー､ちょっと､かし､かえして
くださいませんか｡

忙しいですか｡

あ､そうなんですか｡うーん､
そうです｡えーつと,その本はちょっとわたしも､あーつ､読みますから
ん､そうです｡はい,どうしますか｡
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ABI (2回目)
挨拶･名乗り:はーい,おはよ-ございます｡こちらは-､こちらはAB Iです｡
挨拶:

質問:
トピック:

説明:

説明･質問

要求:

はーい､おはよ-ございます｡はい､元気?
あっそ-,

ちょっと､かぜかな-

いや､きの-は-,あの-､鶴舞いって､花見､花見しました｡や-､きれいですけ
ど-､でも､こ-えんで､たくさん人,いっぱいいますから､ ･ ･

･楽しかったです｡
じや､あの-､お願いできますか?
あの-､ぼくの本は
あの-､この間ね､あの-､木林さん､あの-,が､ん,何､あの､かり､かえ､か
しっ か-してあげましたね､
あの､日本人と日本語の本です｡おも､思い出せました?
あの-､もし､よかったら-､えーと､かいして､くれない?

忙しいですか｡

自分の状況:ほんとに､あの-,もうすぐ使いますから､そ-ですね､あの-､もしできれば早く

ほしいんです｡
質問: あしたいいですか?

AB‥ (5回目)

挨拶:

切り出し:

要求:
説明:

困惑:
自分の状況

質問:

理由:

あ､こにちは｡山田さんですか｡

はーい､久しぶりですねえ｡はーい｡
あの-､ちょっと,あの悪いけどお,あのちょっと,聞きたいんですけどお｡
あの日本人と日本請の本､はあ､ちょっと､あの-,かしてくれませんか｡

はい､の本､この間､その本､この間,その本は､
あの-､あの､あげましたね､あの-,山田さんに､はい､はい､
うん､うん､おぼ､おぼえてないかなあ､あー,はい､あ､そうですかあ､

あのねえ､あの､ちょっとお､悪いけどお,その本はあ､あの,使いたいんでしょう｡

はい､ええ､や-､ん-､もしできれば､はやい､あの-､
もらっていいですか-0
あしたはどう?

あした､ええ､

あの､はっぴょ(発表)ありますから､ええ､ああ､いや､あさってだけ､あ､
あさって､発表ありますから｡

でも､あしたは､あの､準備やりますでしょお｡
あの､持ってきてえ､あの､アルバイトのところ-行きます｡

AB‥ (6回目)
名乗り:
挨拶:
切り出し:

説明:

質問:

困惑:

要求:
理由:

もしもし､小林さん､ああABIともうしますけど-｡
あっ､こんにちは｡

はい､あの､ちょっと､あの､お忙しいですけど､
あの-､にほんごとに､日本人と日本語の本ですが､
ちょっと､あの-､あの､あの-,小林さんは､あの借りましたでしょう?

日本語の本です｡覚えてる?
あの､ちょっと､あの､悪いけど,.もう読んでました?
あ,そうなんですか､えーつと,どうしよう

ちょっと､あの､返していただきたいんですが-､あの､その本は
ちょっと使うんですよ｡はい,あの,何､来週の月曜日､あの､

発表あるから､あの､何か､あの,明日､明日から準備する､やりたいから
質問･要求: ちょっと､できますか?かえして

MUK (1回目)
名乗り: もしもしMUKでございます｡
挨拶: 元気ですか｡
説明: あ､わたし･ ･

･ましたね､ (笑)はいはい､えー､日本人と日本語の本､今-
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かえ-､返してないです｡かえしてない､はい､あー､そうですか｡あー､
もし-､あー､時間あたら-､えー,くる､あー,あなたの部屋くる

要求: あー､あの本をもらっ､もらいたいです｡

MUK (2回目)
名乗り:
挨拶:

自分の状況:

質問:

非難:
要求:
自分の状況:
確認:

礼:

要求:

もしもし､ MUKです｡
こんにちは､お元気ですか｡
あ､元気です｡いっも元気です｡

あ､そうですか｡あ､早まい､渡辺さん,ぼくの本のお､ほしいです.
ぼくの本どうですか｡

はい､どうですか｡
あ､今使ってないんですか｡

うん､日本人の日本語です｡今使ってる?
いっまで使って､使って-､

長い時間かかるね-､ (笑)どうして-
はやく､にのんで,お願いしまあす｡
あ､そう､でも､あー,来週は､あの本おほかの友だちに､あー､くれます｡
らい､来週､はい,

いいですか
ありがとうございました｡来週会うと思ってます｡

あの本をくれたいです｡もらいたいです｡はい､

MUK (5回目)
名乗り:
挨拶:
質問:

説明:
質問:

非難:

自分の状況:

MU

名乗

挨拶
説明

説明

質問

K (

り:
●

こ

･質

はい,もしもしMUKですが｡
元気ですか｡こんにちは｡

あー,小林さん､あ､日本人と日本語という本は､どうですか､

本はどう?
先週借りました｡かえりました｡かえりました｡はい｡
今使ってる?

長いなあ｡どうして(笑)
あー､いっまで,読んでるんですか｡
ん-､あさってから､ほんとに,あの本ほしい､どうしよう｡

6回目)

自分の状況:
質問:

非難:

もしもしMUKです｡

こんにちは｡元気ですか｡ /J､林さん｡
先週は､日本人と日本語という本あげました｡どうですか｡
日本人と日本語という本､くれ､貸してあげました｡
覚えませんでした?
あ､そうですか｡

どう?読んだ?
忙しいの?今何やってるの?

あー､あの本､本当に､あれから､わたしも,えー､読みたいんですが-､
どう?

はい

あ､いっまで､

いっまで,使ってるですか

ANA (1回目)
名乗り:
挨拶:

説明:

あー, ANAです｡
こんにちは｡

えーと､あの,来週､えー､この本を､来週,来週､日本人と日本語の本をかり､貸

し､貸しました｡
えー､でも､まだ,返してくれませんね-､
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自分の状況

要求:
でも､私は､えー､この本を､その本を､よん､読んだい(読みたい)です｡
すぐ､えー､今日､あなたは､えー､返してください｡
はい､

あした､いいです｡
はい､えー､わたしは待ちます｡

ANA (2回目)

名乗り: あー､山田さん､ ANAです｡
挨拶: あー､元気,おかげさまで
説明: えー,らい,来週､えー,日本人と日本語本をさがしましたね-0

(先週?)先週､
自分の状況:でも-､今,その本は､えー､私はほしいんですが､勉強したいですから

ANA (5回目)

名乗り:
挨拶:

説明:

要求:

自分の状況:

確課･質問

自分の状況:

ANAですが､鹿島さんいますか｡
あ,鹿島さん,お元気ですか｡
はい､ありがとう､

えー､わたしは､先週は,日本語,日本､日本人と日本語の本は,
えーと､か､貸しました｡
はい､でも､まだ-､かえ,かえし､かえしなさい｡

(え,そうでしたか?いっ?)

いつ､わたしは､今ほしいんですけど｡
でも､いっ-､かえ,かえして､かえしてきます｡

いっ,かえしますか｡
はい､いります｡
いっ-､今日いります｡

ANA (6回目)
名乗り: あ､もしもし､ ANAです｡山田さんいますか｡
挨拶: はい､元気｡ありがとう｡

説明: えーつと､前は,私,私の本は貸し､貸して-､貸しました｡
質問: はい､私､日本語の､日本語の本､覚えますか?

日本人と日本語｡

そうですね｡
自分の状況:でも､ほんとに私はその本をいります｡

要求: あーあした､･ ･
･

･たぶん日曜日まで返してください｡

IBA (1回目)
説明: あの-､えー,私は,えー､本を貸してあげた｡

先週､あげた｡

日本人と日本語,名前です｡
自分の状況:あの､今,私はその本ほしいんです｡

その本は､えー､とても,今､その本はいれ(り)ます｡
質問: その本はかえする?

IBA (2回目)

説明:

質問:

説明:
状況･要求
質問:

あの､この前に､あの本を､えー､貸していた｡

あの､その本は､わかりますか?
あの2週間前に貸していました｡

はい､あの､その本､来週の月曜日に使いたいですから､返してください｡

いつ返して,貸して､貸しますか?

IBA (5回目)

説明: でも､でも,あの鈴木さん､あの､この前は､あの本の､えー,えー,ん､あなたに
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本をかしてくれました｡

あ,えーと､私から､あの､その､あなたに本を貸して､だから､あの､でも今は､
自分の状況:あの,その本を､あの-,何ですか､えー､ほしいんですけど｡

CHA (1回目)
状況･要求: この間､私の本､今私ほしいです｡
質問: ああ､でも､ん-､いっ､わたしにかしてあげた?
自分の状況:わたしの友だち聞きました｡その本ほしいと言いました｡

CHA (2回目)
状況･要求:あの-,ちょっとねえ､えー,この間の､あの-､本､ちょっと､私に,いま-,ほ

質問: しいんだから-､うーん,あれは終わった?

説明: 日本人と日本語とゆう本､この間貸してあげて､
自分の状況:あれはねえ､私､今ね-､あー､来年のほかの何か私に､ん-､リポートを､ちょっ

と､ん-､書きますから､ちょっと,私にほしいだからちょっと-､いっまで､

CHA (6回目)
切り出し: あのですねえ,あの-､この間の､あ､あげた本ですけど-､
説明: あ､なにか､えー､なにか､日本人と日本語という本
自分の状況:わたしねえ､小林さんにあげたんですけど,あれはちょっと-ね､来週の､何か､輪

講?ありますから､ちょっとねえ､あれでちょっと-､ん-､使いたいんですけど-､
ほしいだから-､

要求: いんですか､ちょっと､まだ返して､
理由: はい､ちょっとねえ､あれは､なにか､日本語の単語?ちょ?とわからないいんで,

ちょっとね､ん-､あれはちょっと､ん-､読んでやさしくて､何か､日本語の単語

の意味とか,あれは､あるからね｡
手当: 忘れちやった? ふふふ

BIR (1回目)
説明･要求:えと-その前に日本語と日本人という本を貸していますから､あの-､今私はその本

を-､もうほしいんですけども-,
質問: いっ-､ん-と､かせて,私にその本を､ん-,かせて-､たいんですかあ?

BIR (2回目)

説明･要求:えーとねえ､この間､この間えーと,日本語のあー本貸してあげました｡でも今まで

は-どして-えー､その本は-返してくれないか-､えとね-､ ･ ･ ･

要求: 今は,えーとね-､その本はほしいです｡だから-,
はい､すぐ

手当: あのねえ､ぼくはその本ほしいだから､その本使ってあとで-､もいちど-貸してあ

古ヂますね､だから､はい,だいじょうぶ
質問: あー､あしたどですか

BIR (5回目).
説明: えっとね､黒野さんに､えっと､ぼくが持った｢日本人と日本語｣いうのを､本を貸

したですよね､
理由: だからそれが､今ネパールに行きましたから､その本を持って､ネパールの友だちに､

あー､なんていいますね,うん､紹介します､
要求: だから､その本､えっとね､ネパールに行く前まで､えっと､返してほしいから､

MOH (1回目)
自分の状況:あのう､あの今あの日本,あの日本人と日本語の本は読みたいですね､
相手の状況:ん,でも,あのまだ返してないですね､

_53_



要求: だから返してください｡

DYU (1回目)

説明: あー,たぶん,えー､ 1ケ月前に､あー､鹿島さんに本､あ,貸しました｡
質問: その本の､ん-､あー,あー､返していいですか｡

あー日本人と日本語という本
はい､忘れました?

理由: あ､すいません､他の友だちがその本よみたいです｡

BIH (6回目)
説明: そうですか-､えー､あの､ですね､えー､自分の本は､えー､この日本人と日本請

を､うん､出したいですから､えー､この本を持っているんだと思います｡
質問: え,持っているだけで､持っているですか?

自分の状況:あ､いえ､私はもらいませんでしたから､

相手の状況:返してないですよ､はい､
要求: でも､この本ほしいんで､ごめんなさい､

えー,まだだと思います｡ごめんなさい
あー､いるです｡

KUR (1回目)
名乗り: もしもし､ KURです｡
切り出し: 杉村さん,あー､日本､ちょっと,ちょ､ちょっと, (笑)

要求: あー､日本､日本､日本語の本を返してほしいんですが､

KUR (2回目)

名乗り: あー､もしもしKURです｡

非難･説明:ああ､あの､あー､うん､その本あなた返しまし ない､

日本人と日本語
質問: ない､えー､よん､読みましたか?読みましたか?

要求: あー､あの,その本､その本､あーん､ない､その本をほしい､今,

KUR (6回目)

名乗り:
挨拶:
切り出し:

説明:

自分の状況:

質問:
●

●

手当:

翻訳を頼む

もしもし､ KURですが,･
･ ･

あーそうなんだ,あの-､ぼくも､もう忙しい､
あの-､あのねえ､えーつと-､日本､

日本人と日本語という本が､あー,あの,神田､神田さんにあげたので,忘れていた
かも､

いえ､でも､今は､ちょっと,いるけど､あの､その本は,ちょっと､ちょっと､い
るけど｡

はい､あの､いい?いい?いい?

あー,二日,二日間ぐらい､それから､と､また､あ､あげる｡も､もういちど,も､

もう一度･あげる｡はい､今はちょっといるけど,はい,レポートが､しなきやいけな
いし,

あの2日間だけ,あのはい､

AR‥ (3回目)

自分の状況:うん､あ､すいません､あ､私はあ来週は､あ､ん､発表することになってますけど､
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は

あ

め

要求: ち

質問: あ

説明: あ

質問: は

手当･要求: あ

い､発

､あ､ゝ
､ ;乙-

表､
ぼく

でも､日本語ですから､ちょっと困っちゃったなあ､
は英語で､ちょっと練習して､でもほんとに日本語でできない､そのた

よつと､翻訳してくれる?

､いい?

-､あまり時間ないんです｡来週の火曜日です｡
い､いそがしい?

あす

いから､ちょっと助けてくれない?

ARI (4回目)
切り出し: は

いません､全部じやなくて､私ももちろん,えー,自分で､えーえー､できな

い､すいません､あー､私はいっも困った時は電話します｡ (笑)

自分の状況:芸ご謂窪あ竺望遠ア諾苧表芸芸詰‡ow詫雷雲語です.ん-､できない(笑)はい､本当､あー,その､あー､について､英語で何か書きま

した｡えー､書きましたけど-､日本語で翻訳したいんですが-､でもできない､ど
うする(笑)

手当:

MIK (3回
挨拶･切り出

自分の状況:

でもこれは､そんなに長くないんです｡
あー,でも､むずかしいことばを私は､私は､日本語は-､あー､えー､私日本語あ

まりよくないけど-,この専門のことばを-ちょっとわかります｡
あ､できます｡できる｡
あー､ 2ページだけです｡

目)
し:こん にちは､岩佐さん､私は何か頼みたいと思います｡
はい､来週､私は発表しなければいけないから､えー､私の実験について､英語で
も書いたんです｡けれども､えー,日本語に訳しなければいけない｡それ私にちょ

要求‥ 呈去警TLV<'袈宝こ､豊富諾警みたいと思いますo
MIK (4回目)

晋是盟友品‥孟窪豊孟ミま義認嘉ぐ義豊吉芸<t苧vc,諾意上.f:oT.も､この発表は｡本語でしなくて
いけませんから､私の日本語あんまりよくないと､英語で書きましたけど､日本に､
日本語に,その専門の､えー､専門の､ん-､専門について書いたことだから､あま
り訳すことできません｡それから､あなたは手伝ってくださいと頼みたいと思います｡

MIK (7回目)
名乗り:

切り出し:

自分の状況:

要求:

MIK (8

名乗り:
切り出し:

自分の状況

こんにちは, MIKです｡
稲葉さん,何か､頼むことありますけれども､
あの､来週の火曜日､私はゼミ､えー､しなくていけないね､

私の発表です｡そして､このために私は英語でもう全部書きましたけれども,
けれども､私はこの発表､日本語を､で､えー､しなくていけないので､
翻訳しなくていけない､けれども､私にこれはたい-ん難しいですから､誰かに

そして-､このために誰か頼みたかったんです｡
助けてくださいませんか?

回目)

私,

の･

で1

私､

もしもし､鹿島さん､ MIKです｡
鹿島さん､たい-ん問題になりました｡
私,あのねえ､私は来週の火曜日は､発表しなくちや,え､しなければいけない､あ

の-､私の研究室､でも､私はこの発表､日本語で､えー､しなくちやので､えー､

でも､私は､この発表は､英語で書いた､
日本語たい-ん悪いので,あんまり自分で訳すことができないので､鹿島さんに
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手伝う､手伝うために頼みたいですけれども､

YUR (3回目)

切り出し: YURですが､あの-､小林さん､ちょっと頼みたいんですが,
あーいいですか?

自分の状況: あの-,来週のゼミで,あ,発表することになっています｡あ､ぼくは-､あー､そ

の発表のためレジュメは英語で､あ,書きました｡でも-､あー,日本語で発表しな
ければならないから､ちょっと-火曜日に､えー､翻訳しなければなりませんが-､

要求: あー､ちょっと小林さん､えー､翻訳してくれないか?

YUR (4回目)
名乗り: もしもし､ロシアのYURですが､
切り出し: はい､あの-､岩佐さん､何か聞きたいと思います｡
自分の状況: あの-､来週のゼミで､え､発表することになっています｡私は､あ､えーと､発表

のためのレジュメは英語でかったんです｡でも日本語で発表しますから､
要求: あー､来週の火曜日までに､えー､翻訳してくれません?

ABI (3回目)

名乗り: はい,あの-､あのこちらはABIです｡
切り出し: あの､おいそがしですけど､お願いいただけませんか?

自分の状況: あの-､来週はセミナーありますけど､ぼくの発表は-､日本語-､しなくてはいけ
ない-､でも,今はぼくの発表,ねっ､あの､英語で書きました｡

要求; だから､ちょっと､困るんですけど-､もしよかったら-､ぼくの発表は-､あの翻

訳して-､いただけませんでしょうか｡

ABI (4回目)
名乗り: はい,あの-､こんにちは､こちらはABIですけども､
切り出し: あの､ちょっと､あの-､もし時間があれば､お願いいただけませんでしょうか?
自分の状況: あの-､えーと､来週はね-､わたしの-､セミナーありますから-､あの-､私の

実験の､あの､発表します｡

はい､あ,だけど､私のあの､レジュメは英語で書いて､書いてありますから､ちょ

つとちょっと､日本語で､あの､書けなくてはいけないので､でも,ちょっと困るん
でしょう｡私は,あの､できますので､ガイジンで､だけど-､

要求: もしよかったら､あの-､翻訳していただけませんでしょうか｡

ABI (7回目)
名乗り: あ､すいません､こちらは､あの､ ABIですけど,
切り出し: あの､ちょっと､お願いいただきたいんですけど､あのね､あの-､来週の､えーと､

自分の状況:火曜日なんですけど､セミナー､ありますけど､
だけど､あの､そのセミナーはぼくのレジュメいりますから､ちょっと書きましたん

ですけど､でも英語で書きましただけど,そのセミナーはレジュメは日本語で書きな
くてはいけないという､言われたんですよ｡

ABI (8回目)

名乗り: あ､鹿島さん､あの､こちらはABIですけど､
切り出し: あの､ちょっとお願いしてもいいんですか?

自分の状況: あの､来週はさあ､来週のセミナーで,あの､何､何か､ぼくの発表なんですけど-,
その発表のために､あの-､レジュメで,あの-､いりますそうです｡

だけど､ぼくのレジュメは､あの､英語で書いてる､書いてますので､あの､ええ､

要求: ちょっと､日本語で､あの､あの､翻訳していただけませんでしょうか｡

MUK (3回目)
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挨拶: こんにちは､お元気ですか,
私､元気ですよ､いっもいっも元気ですよ､ (笑)

自分の状況: あ､うん､いくまさん､来週は､何ある-､発表ある-,発表発表､ゼミで-､ゼミ

で-あああ発表します｡ゼミで,ぽくぽく､日本語で､ (笑)

日本語は本当に-こまた-こまた-こまたむずかし-くなった,ほんと､
単語､新しい単語が,新しい単語が一大きくなった､多くなった､はい､そういうこ
とです

説明･要求:ぼくのレポートは-､今､ああ英語に書いて､はい､はい､はい,翻訳したいです｡
手伝いませんか-? (笑)
手伝いませんか､暇があったら-､あしたかあさって-､会いたいんですが-､

手当: 手伝い手伝い､はい､そうですね､日本語です｡

あ､そうですか､でも､え､ 1時間ぐらい､ん-､いいと思います､
えー､あのレポートは,英語のレポート,かんたあの英語です､

2枚だけ､ 2枚だけです｡簡単単語､ほんと､簡単簡単文と簡単単語だけ,はい｡

MUK (4回目)
自分の状況:はい､黒野さん,ん-､来週､は･あ､発表したいですね,発表したい,

でも､ああ,日本語で､ん-､はいはい､発表しなければなりませんです､はい｡
でも､日本語ほんとにむずかしい,はい､はい､翻訳したいです｡手伝いませんか?
ぼくの一発表ですね､今今､あ､英語に書いて､
あの-レポートは-､英語に書き-､ん,書けると思います､はい,書ける､はい,
でも､あ､あ､発表はあ､日本語で､はい｡

MUK (7回目)
質問: 黒野さん､来週､時間ある?
自分の状況: うん､問題ある､ほんとに､はい,発表､発表しないけない､うん,発表,日本語で､

そう､でも､今,えー,今のテキストは英語に書いてる､英語で書いてる､そう､
日本語の単語と､日本語の漢字､ほんとに困ると思う

要求: 時間があったら､ (笑)でも,手伝って

日本語で､あ､翻訳したいん､したいんですが､

ANA (3回目)
名乗り: ANAですが､
挨拶: はい,はい､元気｡おかげさまで｡黒野さんは?
自分の状況:はい､えー,黒野さん,えー､来週､私が､ゼミで発表するですねえ､

でも､ゼミ､ゼミは日本語で､それから､私が､ちょっと困りまし､困るですねえ｡
私が日本語で､あまり上手､それから､えー黒野さん,は､

要求: えー､ ･

･翻訳してもらっていいですか｡

ANA (4回目)

自分の状況:えーつと,小林さん､来週､私の､私は､ゼミあります｡でも､ゼミの､ゼミの発表
あります｡でも､えー,英語の,英語で,私は､えー教科書はあります｡でもその教

科書は英語でかきます｡えっと､えー､来週火曜日まではえ-翻訳しなければならな
い｡

質問･要求:だから,小林さんは翻訳してもらえますか?

はい､日本語で､
はい,お願いします｡

IBA (3回目)
切り出し: あの,衣川さん問題があります｡閉居｡私は間居があります｡
自分の状況:あの､えー､来週の火曜日はセミナーはあります｡でも､そのセミナーの､私が発表

しなければなりません｡でも,発表はいいです｡でも､レジュメは､レジュメをしな
ければなりません｡そのレジュメは日本語で書きます｡書きなければなりません｡そ
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のものはたい-んです｡問題です｡

要求･質問: それですから､たぶん､あなたは､手伝っても､あなたは,わたしに手伝ってもいい
ですか?翻訳する｡

IBA (4回目)

自分の状況: あー､あの,私の研究のために､あの､来週の､えー､発表があるから､
要求: あの､えーと,あなたのてつだ,えーえ､あなたが手伝ってください｡

説明･理由:発表､うん､専門の発表､でも､その発表のなかに､日本語で発表しなければならな
い｡

CHA (4回目)

自分の状況: あの-､ちょっと､なにかねえ､私に何か来週､えー,発表のすることはちょっとあ

ってえ､ ⅩⅩましてえ､

でもねえ､私も今なにか､ん-､何､あー､あの､発表のなんかレジュメ､レジュメ?
あれはねえ,えっと､英語で書いてあったね､でも先生にいいましたあ､で,もう､

ちょっと､日本語でねえ､あれは､ん-,発表はする-といいましたね､でもお､あ
たし,全部英語で書いてあったからあ､ほんと,わたしねえ､なにか､日本語も英語､
なにか､単語もちょっと,むずかしいだからあ､た-ん､黒野さんに-､ちょっと手
伝って,あれは-,なにか-､翻訳することはちょっと-,ん-､黒野さんからあち

ょっと何か来週の火曜日?に-,私発表ありますからあ,なにか-､ん-､いっ-ん

一休みですかあ?黒野さんちょっと土曜日とか-0

CHA (7回目)
自分の状況: あのですねえ､あの来週ですねえ､来週は火曜日ねえ､私,来週の火曜日,私に発表

がありますでしょ,あの-､ちょっと､えー､発表のレジュメは英語で書きましたけ

要求:

ど､えっと､あれは､日本語でしなければならないんですから､ちょっとあれはねえ､
翻訳をしなければならないんですねえ､
ちょっとあれは難しいですから､私､えー､ちょっとん-,手伝ってもらいたいんで
すが､ちょっと､

CHA (8回目)
自分の状況:あのですねえ､ちょっと､えっと､来週ですねえ､私の研究の発表がありますけど,

えー､来週の金曜日ぐらいですけど､えっと､あれのレポート?えっと､ハンドアウ
トをえっと､英語で書きましたけど､でも先生がちょっとん一言ったんで何かえっと

日本語でしなければならないといったんですけど､でもねえ､ちょっと日本語で翻訳

することはちょっと難しいですけど､

要求: 鹿島さんからちょっと手伝ってくれない?

BIR (3回目)
切り出し: えっとね､あー､ちょっと-,時間がありませんか?
自分の状況:あー､はい､えっとね-,来週発表があります｡あー､でも､そのゼミのために､ん

-､英語で書きました｡でも発表は日本語でだから,えっと-､ん-,ちょっと､そ
の論文は､えっと､翻訳しないと､

要求･質問: えっとね-,たのみますから､時間がありませんか?

BIR (4回目)
切り出し: えっとね､来週なにかと-ゼミがありまして-､何か頼みましょうかな-と思います｡

はい､でも､黒野さんはよく忙しい
自分の状況:えっと､来週はゼミですね､はい､自分のゼミだから-､えーと､そのゼミの論文は

英語で書きました｡でも､ゼミは日本語で､話せば-いいだと思って､英語でしやべ

れば誰にもわからないから-､その論文はね-､日本語で-､翻訳するに,
要求: えとね､黒野さんに頼みますから-と思いますけど-､
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BIR (6回目)
切り出し: えっとね-,ちょっと用事がありまして,時間があったら,頼もうかと思い､思って

ね｡
自分の状況: うんとふつう山田さんがぼくの､何とね､レジュメをふつう平均的にしてますですよ

ね､

うん､何､たとえばね,あー､いっ大学終わったあと､何をした､そういうⅩⅩね､
あー､しますかね-､えっとね-､ふつう､実はね-,あー､来週ゼミがありますね､

あ､えっと､発表､あー,する予定があります｡けど､あー､えっとね､それのレジ

ュメが英語で書き,えっとね､ぼくがしてますけど,それ日本語で発表するのだから､
日本語で,そんなにいろいろのことばが知らないだから､その何とね､ん-､そのレ
ジュメがね-,あー､日本語で翻訳することができないかな-と思って､今､電話し

たんですですけど,

BIR (

切り出し
自分の状況:

目)
うん､

うん､

うん､

まあ､そう,何もないけど､ちょっと頼むことがありますね,
ちょっと､えっと､翻訳する､のね､何､ちょっと､少し､そんなにないけど､

英語から日本語ね､

KUR (3回目)
挨拶: はい､ちょっと忙しいです,
自分の状況:あの来週の火曜､火曜日に発表､

はい､発表ある,ん､英語で発表したいです､
ああ､すみま,ごめんなさい､日本語で発表したいです｡

はい､そうです､うん､ちょっと大変です｡レジュメは英語で書きました｡
はい､あの-､日本語で翻訳､の､ほんとにむずかしいです｡

要求: うん､手伝ってくれませんか?

KUR (4回目)

名乗り: もしもしKURです,はい元気｡
自分の状況:えっと､えっと､まいっちやったな､あの-､えーと､来週のゼミのことなんです｡

あの-､発表のために､発表の､レジュメは英語で書いてある､でも､日本語で､発
表しなきやいけない､

要求: で､あの-､翻訳は､ちょっと手伝い､手伝うように､お願いしたい(笑)はい､

HEN (1回目)
切り出し: ちょっと聞きたいがあるんですが､

自分の状況‥ えー､来週のゼミで､ん-､発表しなければなりませんか､えー､来週のゼミで,え

え-,発表､をする､をしなければなりませんか､はい､そうですが,その発表は日
本語で､なりました｡でも､その発表､ちょっ､日本語でちょっとむずかしいです｡

ん-,その発表は､英語でもう書いた｡でも,日本語､日本語で､まだ､まだ､でき
ません｡

要求: それは､あー､発表を翻訳してくれない｡
はい､お願いします｡

郵便局に小包を問い合わせる

ARI (1回目)
切り出し: はい､すいません､
自分の状況:えー､私に,国から､小包を､送りました｡えー,でも､えー､まだ来ませんでした｡

ARI (4回目)
切り出し: あ､すいません､
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自分の状況: あー､私は､あー､私に､えー国から､えー､つつみを送りました｡あ､

けど-,まだ来ません､はあ,

質問: どうしてですか?

ARI (5回目)

切り出し: はい､すいません､こんにちは､あ,すいません､
自分の状況: え､私に､えー,国から､えー､小包を送って､あー､でも､えー､今､ 3週間ぐら

いです｡でもまだ､あー､つきません｡で､まだまだです｡
要求: えー､どうしてですか､そういうことを聞きたいです｡

MIK (1回目)
名乗り: こにちは､ MIKともうします｡そして-､留学生会館は､が会館から電話します｡
切り出し: えー､ちょっと､問題あるです｡

自分の状況: えー､私は､国から手紙をもらったん, 3週間前､そして､あの手紙に書いたことは､
私の家族から､小包,うー､うー､もらうつもりです｡けど-､あの-､小包, 3週

間､えー､もう3週間前小包を家族は送りました｡けど今まで来ませんです｡そして､
要求: これからあなたに聞きたいと思います｡たぶん､ ′小包､わすれ-､う､なくしました?

MIK (4回目)
名乗り: すみません､私はハンガリーの留学生です｡
自分の状況: そして､ 3週間前､私の家族､えー､小包を送りました｡私の日本の住所までね､け

れども､今までその小包もらったありません｡
要求: そして,これから､郵便局に聞きたい思いますね｡どうして,たぶん､郵便局､これ

について何か知ります｡

MIK (5回目)

名乗り: こにちは､すみません､私はMI Kというハンガリーから来た留学生です｡
切り出し: そして､ちょっと困っています｡

自分の状況:私は3週間前からずっと国から小包を待っています｡けれども､今まで,えー､もら

ったないので､着いたないので,今郵便局に聞くと思った｡

MIK (8回目)
名乗り: え,こんにちは､失礼しま､えー､私はMIKともうします｡ハンガリー人です｡
切り出し: そして､大きな問題がありました｡

自分の状況: あのきのう国から手紙もらって,手紙にあのもう3週間まえ,えー､航空便で､あの､

小包送って､もらいました｡そして､えー､この小包､今までもらったないので､ち

ょっと心配しますね､

MIK (9

名乗り:

切り出し:

自分の状況:

ちは､私はMIKともうします｡

私はちょっと小包の問題ですけれども､

たい2週間前､何､小包もらうはずでしたけれども､今まで何も紙もってな

い､つつかないですから､聞きたかったんです､たぶん､小包なくなった､どこか､
外国から来ると､えー､小包です｡
これは､クリスマスの小包でして､いいケーキでいっぱい,もうちょっと心配,たぶ

ん臭くなりますから｡

γUR (1回目)

切り出し:
自分の状況:

要求:

あ､千種郵便局ですか｡ああ-,ちょっとおにがいがあって､
実は､あ､ 11月12日にロシアから小包を送ったんです｡今､私はあ-その小包が来
るのを待っています｡あーうー､でもまだ来ません｡
あ､その小包を､お-､その小包が来るのを調べにいただけませんか?
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YUR (4回目)

切り出し: もしもし､私ロシアのYURと申しますが､あの-､ひとつ伺いたいんですが､

自分の状況: あの-､実は,あ､ 3週間前にロシアから小包を送ったんで､あ､私は小包が来るの
を待っています｡でもなかなか来ません｡

要求: あの､調べていただけないでしょうか｡

YUR (5回目)
名乗り: もしもし､私名古屋大学の工学部の-YURと申しますが､
切り出し: あのひとつ伺いたいんですが,
自分の状況:あの,実は-, 3週間前に-､ロシアから-,小包を送ったものです｡

はい､はい､でもなかなか来ません｡あー,私それを待っていますから-､
要求: ちょっと､調べていただけないでしょうか｡

ABI (1回目)
名乗り: はい､すいません､あの､こちら､こちらはフィリピンのABIです｡
自分の状況:えーつと､えーつと､フィリピンから小包を待ちますので-.､でも今までちょっと-

きません､でした｡ええ､あの-､あー､フィリピンから手紙をきった､えーつと､

3週間前に小包を､あー､出しました｡あー､でも,今まで､えーつと､今まで,あ
の-､来ませんでした｡

質問: はい,それで､えーつ､どうしてかな-｡

AB‥ (4回目)
名乗り: はい,あの-､こちらはABIですけど､あの,ちょっ､ ABIです､フィリピンの

ABIです｡
切り出し: あの､ちょっと､伺いたいんですけど､

自分の状況:あの-､私の､あの-,荷物は-､あの国から-､ 3週間まえに-､あの-､送りま

した｡でも､今でもちょっと､もらいたいん､もら,もらえませんで､

ABI (5回目)

名乗り: あ､はい,あのすいません､こちらは､あの-､留学生のフィリピーノですけど-､
切り出し: あの-､ちょっとうかがいたいんんですがあ,

自分の状況:あの3週間前に､あの-､小包､あの-､りょしんから､あの-､出しました｡です

があ､今でもないでしょう､
要求: ちょっと､あの-､もしよかったら-,えと-､あの-､あの-､ちょと聞きたいん

ですが､

ABI (8回目)
切り出し: あ､もしもし､あの-､ちょっとうかがいたいんですけど,
名乗り: あの､こちらは,あの-,外国人のABIと申しますが､
自分の状況:ええ､あの-,国から､あの-､手紙もらって,あの-､小包は3週間前に出しまし

たそうです｡ええ､ええ､今､ええ､だけど今までちょっとまだもらってませんので､
要求: あの､ちょっと,何､何ていうかなあ､あの-,心配してますから､ちょっと聞きた

いんですけど､

MUK (1回目)

切り出し: もしもし-､あー,うかがいたいんですが-､
質問: あー, MUK､ MUKの-小包が-ないですか?
自分の状況:あー,アフリカでは-､アフリカから-､小包を-持っています｡

えー､父は-､送りました,でもでも今-,ないです､ないです､はい､えー､あの

小包を知りたいです｡

MUK (4回目)

名乗り: もしもしMUKです｡はい､
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切り出し:

自分の状況:

あん,伺いたいんですが,

3週間前は-､んおかあさん､小包､あー､おくた-んです､
先月の-､えー､ 29日です､ 29日から-,はい,うん､小包が-きえー､あー､

送った､はい､はい､今は-､あ,今まで-､ないです｡

MUK (5回目)
切り出し: はい､お忙しいところすみませんが､はい､あの､伺いたいんですが,

雪雲£蒜況:急奈アMkご.K詰小包､ん-､えー､2週間ぐらい､えー,待っていますです.

はい､

要求: あの問題､あの問題を聞きたいです○あー､はい､アフリカから来たですoあの小包､
郵便局でありませんか､

ANA (1回目)
踊り: 夏=:怠8"iさぇ里子畠蔓墓oT･す.
自分の状況:芋.o書芸宗嘉き貢ぎ:u.'v.A,.㌔欝諾りました｡小包ですoでもいままで待っていま
ANA (4回目)

雷雲急追況:妄言芸芸冨£8"i合志高畠た烹諾返りましたoでも､今までもらえませんでした.
ANA (5回目)

雪雲急追況‥妄言芸芸冨£8"i,?,去豊主旨まて髪:3週間前に.でも,まだ一束ませんですね.

IBA (1回目)

雪雲急追況:蓋…妄..k妄±賢,ik;fi5i811:B:<:､D:,芸義.ぇー､まだ､えー､来ま､来ますか､
要求: えー､聞きたいんです｡

IBA (4回目)

雪雲急追況:窒葱;こ芸…;t芝誓無言蓋曽;至≡琴琵還吉宗警誤読法認t,i;?
だから,あの､何をする､あの､その′小包のために,このごろ､待っている､だから,
えー､えー､えー､まだ,来ませんでした｡

なに､何をしました?

IBA (5回目)
名乗り: あの

自分の状況:あの
家族

そう

､私はあの,えー､名大の学生ですけど､

､この前は,あのう､私の国の家族83:,j､包を送りました.でもまだ､あの､私の
は,あの何か､その､小包､何すか,えーえーでませんでした｡

そうそうだから､あの,何すか､何をやりなけれ､なくなりません｡

CHA (1回目)

切り出し:霊丁私語豊吉宝訳書､ちょっとうかがいたいんですが､
自分の状況:あー､あー､私の小包はね､あー､ 2週間､あ､ 3週間の前に､国から送って､でも､

まだ私にもっていませんね､
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要求: その一についてちょっと何を､あー,ちょっと今そんなに､ ′J､包がありますがありま
せんと私ちょっと伺いたいんですけど､

CHA (4回目)
切り出し: あの-､ちょっと何いますが､ちょっと-､

自分の状況:私､何か､ん-,国から､えー､ 3週間前に､あの､小包､私にね､送ったと､私に
手紙が､もらいましたねえ､家族から､ちょっと､まだ私もらってないんですからあ､

要求: ちょっと,なにか､あれのちょっとあれのこと､ちょっと聞きたいんですが,ど-し

て-､ちょっと､

CHA (8回目)

切り出し: あの-あのですね､えっと､小包のことなんですが､

自分の状況: あの-､私ですねえ､えっと､国から手糸氏をもらって,あの､ 3週間前ですねえ､
えっと､小包送ったことは書いてありますけど､でも私まだもらってないんですけど､
どうかなあと思って､えっと

BIR (1回目)

名乗り: もしもし､えっと､ BIRです､
自分の状況: えーと､私の-､ 2週間前に､

3週間前に､手糸氏にかった小包を国で送りましたからあ､まだ-､うーん､きません
から､

質問: あー､ど-しますか｡

要求: ど-して､その小包はきませんかと聞きたいんです｡

BIR (4回目)
名乗り: あ､もしもし､えっと-､留学生のBIRですけど-､
自分の状況: えっと-､ん-､ 3週間前､

えっと,国から小包が-､もう送りましたと書いてありますけど-､えと､手紙もー､

手紙で書いたありましたから､その小包はまだ-きませんから-､
要求: その小包に､あー､について,聞きたいですけど-､

BIR (8回目)
名乗り: はい､もしもし､えっと､留学生のBIRと申しますけど､
自分の状況: はい､えっと､国からね-､えっと,手糸氏が来ましたので,えっと､ 3週間前､小包

が国から､ネパールからね､送りましたそういう書いてますので､えー､

えっと､その小包について今までえー､郵便局から何も聞いてないので､

MOH (1回目)

切り出し: あっすいません｡あのう､
自分の状況: 3週間前はあの家族､あのモロッコから､あのうあー小包を送りました｡でもまだわ

かりません｡ん-､どうしてわかりません(笑)､はい

HEN (1回目)

名乗り: はい,もしもし､えー､ HENと申します｡えー､えー､留学生です｡
切り出し: えー､ちょっと､聞きたいことがありますが､
自分の状況: えー､ 3週間前に､ペルーから小包を送りました｡でも､その小包､えー､を､えー

私はまだもらいませんでした｡えー､すいません､えー､その小包は,えー､いっ､

いっ､ん-､送る,送り､送るかどうか､わかりません
はい､まだまだとりません｡

DUR (1回目)
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切り出し:

自分の状況

はい､こんにちは｡あ,小包についてうかがいたいです｡

あー､私の国からあー手紙をもらいました｡その手紙に､あー､おとさん私に,あー,

3週間前に小包も送りました｡でも小包はまだもらいませんでした｡そそれに心配し
ます｡

KUR (1回目)
名乗り: もしもし, KURさん､ KURです
自分の状況:はい､国から小包を待っています｡まだ来ません｡

要求: ちょっと伺いたいです､

KUR (4回目)

名乗り: もしもし､あ,こちらはKURです､

晋是慧志品:霊冨L:'､宝?i話芸ラ詣F賢T:忘冨三こ送って､あの､′旭は送っていますが､
でも,私はまだもっていません､

質問: あー､ど､どうしたんですか?

生協書店で注文をキャンセルする

ARI (2回目)

名乗り:

自分の状況:

質問:
理由:

質問:
理由:

質問･要求:

はい､すいません､ ARIです｡

私は3週間前に日本人と日本語という本を注文しました｡
しましたが､まだん-,いただきませんでした｡

え､金曜日､えーすいません､もっと早くもできますか

私は､その本のレポートのために,いりますから,あー､火曜日の前にほんとにいり
ます｡

でせますか?
ですから､わたしはまだいりません､そのあとでほんとにいりません0
キャンセルしてもいい?

AR‥ (3回目)
自分の状況:はい､すいません,えー､私は､えー､ 3週間ぐらい前に､あー､日本人と日本語と

いう本を､えー､注文しましたけど､まだきません､

質問:
理由:

質問:

要求:

あ､金曜日ですか､ああ,もっと早いはできませんか-､
あーん､でも､私はもっと早い,えー､いります､ほんとに､･あー､だから､えー､

できなかったら､私はこの注文を､えー､キャンセルしてもいいですか?
ん-,だから､キャンセルしていただけますか
はあ,じやあキャンセルしてください

AR‥ (6回目)
自分の状況:

困惑
質問
理由

困惑
理由

質問
理由

●

●

･要求
●

●

●

●

●

●

宣言:

はい,こんにちは､あ､すいません､えー､私は3週間ぐらい前に､えー､日本人と

日本語という本を､注文して､えー,注文して､でも､ん-､ままだ､でき､えー､

つにません､でしたが､いっまでできますかどうかということを
あ,来週の金曜日､そんなにかかりますか､

あー,あー,もっと早いはできませんか?

でも､この注文する時は､こんなに時間かかるということは知らなかったんです｡
あー､どうしよう､

あー,実は私はあ一束過の火曜日まで､これは､つかなければ,ちょっと困りますか
ら,あー､その後はぜんぜん使いません｡

これは-､だからキャンセルできますか?
ん-､実は火曜日のあとは､あー､火曜日あとは金曜日じやなくて､ 1ケ月あとでも､

私に同じです｡わかりますか?

もしできればキャンセルで､えー､します｡もしできなかったら､もうしょうがない､
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MIK (2回目)
名乗り:
自分の状況:

非難:
自分の状況:

質問:
宣言:

MIK (3回

名乗り:
自分の状況:

もしもし､一すいません､えー,私はハンガリー留学生MI Kです｡
そしてこの間､えー､日本人と日本語という本の注文しました｡けれども今まで､え

ー､連絡もらいませんでした｡
お-､ちょっと遅いですよ｡

よ-､私は金曜日にもうレポートをしなければいけないようになりました｡そうして､

この､その本は､えー､火曜日まで､入らなければ､もうこの注文キャンセルするよ
うになります｡
そう火曜日までできませんか?もらえませんか?
そう､残念ですけども,

そう､金曜日もよくないですからキャンセルします｡

目)

こんにちは､すみません,私はMI Kという留学生です｡
そして､え､ 6ケ月のろく日に本を注文しました｡
いままで何か連絡もらいませんでしたから､ちょっと心配します｡私はもうすぐこの
本いります｡

そう
うこ

これから心配します｡私も火曜日までいります｡もし､火曜日までこの本もら
とができなかったら,えー､キャンセルしなくていけないです｡

はいすいません｡けれども､私は火曜日までいります｡
はい､わかります｡けれども､私､えー､火曜日のあとでもこの本いらないです｡い
りません｡

そ､これから､すいませんけれども､もし､えー,こなかったら,うーん､キャンセ

ルしたいと思います｡
そ､あ､えー､火曜日までぜんぜんできませんか?

そう､すいませんけれども､キャンセルしたいです｡

MIK (6回目)

名乗り:

自分の状況:

質問:

非難:

要求:

理由:

要求:

理由:

非難:
質問:

こんにちは､えー､すいません､ MIKともうします｡
そして, 3週間前,何か本を注文しました｡
そう､この本は日本人と日本語という本です｡そして､田中やす子さんに聞きました
けれども､今まで何も､えー,電話もらったなくて､今聞きたいと思います｡
いっ来るはずですか?
あー､ちょっと､これは無理です｡私は火曜日までこの本いります｡

えー､金曜日もう遅いです｡私は火曜日使わなくていけません｡この本｡
もし､もし火曜日まで､えー､もらうことできなかったら､と､この注文キャンセル
したいと思います｡

そう､私は3週間前注文しました｡これはほんとに､えー､ずっと長い時間と思いま
した｡けれども､もうほんとに心配しました｡遅くなります｡

これからできたらお願いします｡ちょっと､もっと早く､えー､私に､えー､くれて
くださいませんか｡

たぶん､この出版社に電話したら､たとえば､もしできなかったら､これももっと早
くわかるようになりたいとおもいますね｡
はい､だめだめだめ,

いっ､できますか?

MIK (7回目)
名乗り:
自分の状況:

切り出し:

理由:

こんにちは､えー､ MIKともうします｡
そして､私は3週間前､何か本､注文しました｡生協で｡え,今まで何も連絡されま
せんでした｡

そう､これで､私はちょっと､あ､困っています｡

私はこの本は来週の火曜日までいります｡これは最後の日です｡あとでもう私の金曜

日のⅩⅩまで,えー,この本かレポートを書くことができないので､もう遅くなって
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要求:

いらなくなります｡
ぇー,金曜日もういりません｡この本､そう､意味は火曜日までいりますね､火曜日
に｡

え､もらうことができなくて､もうキャンセルしたいと思いますね､

γUR (2回目)

名乗り:
切り出し:
自分の状況:

要求:
理由:

非難:

要求:

手当:

はい､私はYURともうします｡
あ,ちょっと伺いたいんですが､

ぇっと､日本人と日本語という本注文したんですが､ 3月22日､はい,注文したん

ですが､でもまだ､ん-,来ませんでした｡
ちょっと調べてもらえませんか｡

ああそういうことですか､でも､私札束過の火曜日まで,までに-,あー,もらゎ

なければなりません｡

あと,むりですね-どうしますか｡
ああそういうことですか-､じやあ､残念ですけど,そういうときはキャンセルした

いんですが､むりですから｡
すいません,

yuR (3回目)
名乗り: もしもし､私YURですが､

自分の状況:あの-､あー､ 6月10日､あ､

を-､注文したんですが､あの､
すが､

えっと､あ､田中やす子の日本人と日本語という本

まだ生協から連絡がありませんので,電話したんで

γUR (6回目)

名乗り‥ あ､あ､名古屋大学の工学部のYURといいますが､

冨芸‰

:蓋蓋七重登戸蔓選書芸無誌畠雷濡認諾許ないから-､お
喜蓄…墓接:tL貰…至芸軍書聖教買≡:芝'f=三芸準まレポートの締め
質問;

要求:
質問:
要求:

手当:

それはできますか?

はい､お願いします｡ 2日前にお願いします｡
無理ですか｡

じやあ､そういうとき､しかたがないから､私キャンセルしたいと思いますo
むりですから-､すいませんが-,

ABI (2回目)
はーい､あの-､ちょっとうかがいたいんですけど-､

こちらは-農学部のAB Iともうします｡
はい､このあいだは-､生協で-､あの-,専門の本の､あの-､注文しましたoで
も-今でも-､なかったですけど-､あの-､ちょっと聞きますから-､

来週の金曜日ですか-､来週の火曜日できませんか-､
じや､で､できませんかね-､

あ､そうですか-,えーと､あの-,その本は､来週の火曜日､たい-んなほしいん

ですけど-､
でも,できなければ-､あの-､そ-ですね-､キャンセルします｡

できませんですか-､あそ-ですか-､そ-ですか-,じやしかたがないですけど-,
い-です､い-と患います｡
わかりました､ありがと-ございます｡
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切り出し:

名乗り:
自分の状況:

要求:

理由;

要求:

手当:



ABI (3回目)
名乗り: はい､あの-､こちらは農学部のABIともうしますけど,
切り出し: ちょっと,お伺いしたいですけど-､
自分の状況:はい､あの､ 3しゆうかんまえに-､生協で-,あの-､日本,あのあの-､本の名

前は日本人と日本語を注文しました｡でも､今でもちょっと連絡が､は､ありません
けど､

質問:

理由:

困惑:

要求:
質問:

要求:

はい､あの-､その本のはいっきますか｡
金曜日ですか､いやっ,ちょっともっと早ければ､できますか?
あの-､ちょっと来週の金曜日は-レポートの､あの-､締切ですけど-,
えー､できないですか-､
お願い

あ､そうですか､あの-､えーとですね,えーと来週の火曜日できませんですね?
あ､そうですか､じや､あの-､キャンセルお願いします｡

はい､あの金曜日ちょっとあの-金曜日の前に-､あの-,もらいたいですけど､は
い､えー､出来ませんけど､
ちょっと､あの-､金曜金曜日まで,あの-,待てませんけど-､

はい､ごめんなさい

すみませんでした｡

ABI (6回目)

名乗り: あすいません,あの-､私農学部のABIですけど-､あの-､えーと､えーと､自
分の状況: 本はちょっと注文しましたけど-､でも､今でももう3週間なったんですが-､まだ,

まだ､連絡して-もらいませんでしょう
質問

理由

質問

困惑
理由

要求

あ､そうなんですか,あのちょっと前はよろしいですか,あの-､木曜日できますか､
ちょっと､あの､来週の金曜日はレポートありますから,あ､ちょっと､ちょっと前

は使いたいんですよ､その本で

はい､できますか?
あ､そうなんですか､えーつと､どうしよう,

あの､その本のもし､あの､火曜日来なかったら､ちょっと､使えませんですね-､
えーと､あの-､ちょっと悪いけど-､とり､注文のちょっととりけしていただけま

せんでしょうか､

ABI (7回目)
切り出し:

名乗り:
自分の状況:

要求:

理由:

要求:

理由:

理由:

要求:

手当:

理由:

質問:
理由:

手当:

あっ､すいません､あの､ちょっと､うかがいたいんですけど､
あの､こちらは農学部のABIともうしますが,
えーつと､ 3週間前に､ちょっと､あの-専門の本は､ちょっと注文しましたんです
けど､今まで､あの-､連絡もらってませんでした､
ええ､ちょっと聞きたいんですけど､あの､いっその本は,いっ来るかどうか､ちょ

つと､あの聞きたいんですけど､
あ､そうですか､あ､ちょっと､

-､あの何かあの来週の金曜日はもう間に合いませ
んから､

あの,もし早くできれば､もっと､あの-､あ､なんていう,あの前の､ニ､ニチ､
あのいただけませんか､

あの金曜日はちょっと-､レポートはあの-締切なんですよ-0

､そうですか､はい,もしあの-なんというあの-火曜日ま､あ､えーと,木曜日ま
で､あの来なかったらもう使ってないんですんです､その本(笑)
あの-､ちょっ､あのちょっと悪いけど､あのもしあの木曜日まで来なかったら､あ

の､ちょっと､あの-キャンセルしていただけませんか､
ええ､はい,申し訳ないんですけど

ん-､もし､ん一木曜日まで,あの来たら大丈夫と思いますけど､でももし金曜日は､
あの,もう使ってませんその本､

ええ､どうしますか?

そうですけど､ん､もう使ってませんから､
ああ,すみません,はい､いやいやこちらこそ､はい､はいどうもすみません,
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MUK (2回目)
名乗り:
自分の状況:

非難:
理由:

質問:

理由:

手当:

要求:

もーしもし､はい､ MUKです｡
先週は-､ちゆもんしました｡
せんしゆ先週の､あーとか-,ろっかげつとか-,あのちゆもんしましたo

うん､えー､来週までの-ほうがいいです｡たぶん｡

あー､金曜日はちょっとです｡おそく､遅いです､遅いです,
来週は-レポートあるです｡

あの本の一緒切です,締切で,締切です｡はい､

でもあー､来週の-､あ､あ,あじめ､あいいですか､
来週の一月曜日-か一日曜日あいいですか｡

はい､あー､そ-です｡火曜日火曜日-かあああ月曜日-ほしいです｡
金曜日お遅いです

あーそ-ですか､残念ね-､うん､残念ね-,はいはい､でも-､
私は-キャンセルしたいです｡

MUK (3回目)

雪雲芸蒜況:是よ㌣旨蒜謡こ"B呈KL冨てoT:.hl警慧宗ri∵誓詰こは,注文しましたです.はい､

要求:
理由:

困惑:
理由:

あー､あの日は12日,･ ･ ･

でも､あん､金曜日､

来週の金曜日は,あ,お､遅いです｡ほんとうに遅い､来週は､あ､発表しますよ､

発表しますです｡はい､でも､ああ､金曜日の前がいいと思います｡
来週の火曜日が､ええ､ラストデーです｡
ああそうですか､残念ね-,でも､ぼくは､ええ､注文をキャンセルしたい｡
あ､来週の月曜日か火曜日いいです｡
あとで,あとでは-,ああ､あとで､ほんとに､あー､困った､ほんとに困りましたo

そうです､はい､どうしよう,どうしよう,キャンセル､はい､

でも3週前は注文しました､長くなったんですか､はい､ 1ケ月ぐらい

はい､そのほうがいいとおもいます｡

MUK (6回目)
はい､ GSIDのMUKです｡はい,えー､国際開発のMUKですが､

せんしゆうえ､ 3週間前は､日本語と日本人本注文したんですが､はい､
はい､どうですか?今まで､来てないんですが､この本､
来週の金曜日､それはほんとうに困ります｡私は-､えー､あの日まで､レポートを

出さなければ､ん､なりません｡だから､金曜日､えー､遅いと思います｡
他の日はどうですか､金曜日の前とか,はあ､んの,
あ､そうですか､ほんとう困ります｡ (笑)ほんとう困ります｡
だから､金曜日は遅いですから,ほんとうにえー,申し込みはしません,たぶん,し

ません､

これから-､どうしよう
キャンセルと思い､

すいません､,はい､いいですか､

名乗り:
自分の状況:
質問:

非難:

質問:
非難:
理由:

困惑:

要求:
手当:

MUK (7回目)

名乗り:
自分の状況:

はい､もしもし､ GSIDのMUKです｡はい､

3週間前は､はい､注文したんですが､はい､本ですね､今まで待ってますけど､で
も､ないですね､
はい,ちょっと困ってる､うん､うん

来週の金曜日に私の発表です(笑)｡発表する｡あの本は発表の,の,ん-､発表の

ためです｡
その発表は､来週の金曜日です｡はい,だから､前は,の方がいいたぶん､の前､そ
う､来週の火曜日前の方がいい､
なければ,ほんとに･

･

･うん

_68-



そっか､どうしよう､

来週の火曜日まで､なければほんとにキャンセルしたい｡
したい､ほんとにそう､

問題私じやない､ほんと､問題あなたたちの問題,ほんとに,ほんとにおそい, 1ケ

月ほんとに､

どうして3週間､わからない,わたし,

ANA (3回目)
名乗り: ANAともうします｡
自分の状況: 3週前に本を注文しましたが,でも今まで連絡がありません｡それから,わたしが､

いっその本が来ますが知りたいですが｡
理由: あー金曜日だけ?でも私がレポートを書きなければならない｡
要求: ん-､えーと､火曜日までにきなければ､ん-､キャンセルしたいですね｡

ANA (6回目)
名乗り: ANAともうします｡

自分の状況:私は3週間前に､生協に電話しました｡本を注文しました｡でも,今まで､その本来
ませんと思います｡生協から電話がありませんでした0

理由: あー､来週の､あー､そうですか｡私は来週の金曜日レポートあります｡その本使い
たい｡でも､

質問: だから,火曜日まで､その本,つき･ ･

･､金曜日までです｡金曜日だけですか?
その前はできません?

要求あー､だから､私はキャンセルしたいと思います｡

IBA (2回目)
名乗り: こちらはI BAです｡あの,えー､すいません｡それは生協ですか｡
自分の状況: あの, 3週間前に,ぐらいに､でもまだえー来ませんでした｡

IBA (3回目)

名乗り: はい､もしもし,私は工学部のIBAです｡
切り出し: はい､あの,えー､今､問題があります｡
自分の状況:はい､すいません､あの､この前に､ 3週間前に､生協から､生協が注文しました｡

はいえー､本を注文しました.でも､まだその本は､生協から連絡がありません..
質問: えー､何をしました｡

理由: あ､ちょっと､あー,その､あの､その本は､あの-､レポートのために､レポート

の書くために､その本は必要ですが､あの､そのレポートの締め切りは来週の金曜日
です｡そして,その本は､あの､えっと､来週の火曜日までにえー､必要｡

質問: うん､来週の火曜日はいいですか｡
でも､ほかに本屋はありますか?

要求: じや,そうして､あの､注文がキャンセルしたい｡

IBA (6回目)
名乗り: はい､もしもし､私は工学部のIBAですけど､
自分の状況:あの､何ですか,あの､ 3週間前に､あそこに､あの､本を注文しましたが,なんす

か､でも､まだ何か､連絡がない｡
質問:
理由:

質問:
要求:

だから､何をしますか｡その本｡

はい､ちょっと､あの､私はその本を,なにすか､レポートのために,いりますだか
ら､

あの､来週の金曜日､そのレポートを出さなければなりません｡そう､だから,あの､
ちょっと､その本､来週の火曜日まで､ほしいんだと思う｡

それは､できますか?

こなければ､もし､その本を､来週の､えー､来週までこなければ､ちょっと,キャ
ンセルしたいんだと思います｡
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理由: ぇーえー､ほんとに､あー､来週の火曜日､あとはいりませんだから｡

CHA (2回目)

冨芸慧去品:蓋謹皇貢ぎ嘉蓄重富:&雷淵怒志款宕bisミズ甥た詫言､と
い,今ね､私ほしいんだから,あー､私はねえ,来週の金曜日?私のレポートを,
きますから､今､あの本ほしいんだから､

CHA (6回目)

雪雲芸ふ況‥軍冨志志望菜;芸≡;i.,碧?も…竺雪駄空こi:冨雷:本に注文したけど､まだちょ
CHA (7回目)

雪雲芸蒜況:芸蓋這;3s芸弄萎琵碧雲?聖書貢芸軍三冒認諾哀したんですけど､え-と.'ま
要求: あの､電話しますけど､あの､本はちょっといっ来るか聞いてみたいんですo

BIR (2回目)

雪雲芸蒜況:芸三宝書こ呈垂曽軍芋蓋霊芝三豊;;芸恵ア言二軍書誌志望?妄言,<･三吉空こ､宗冨
-､えとね､レポートを一書くのためにから､

芸慧; 差違芸差違盲豊吉L霊芝孟左T:聖二ttね-､その一往文がキャンセルしたいですけど

■
_

一

理由:

夏,t訂し㌍腎袈;:xb宗吾,-6i7諾三宗ご詣詣窟孟妄壷盲盲,T･%-?責㌫こ
ヽ

読めなければならないから-､

確認: はい,お願いします｡

BIR (3回目)
はい,もしもし,本やですか-?

自分の状況:き言謂妄k.チね孟苧翌雪.t芸千言竺是雪ぐ孟最悪要吉v;主語聖賢文しましたo

董琶'::要求:董享喜漠箆基準芸軍右転蓋=:.b…三…?;こ
要求: なにか-､あれば-,その本は-あと-もう使わないから､あー､キャンセルしたい

んですから-

BIR (6回目)

雪雲芸壷IR
:量:き:三吉言草豊吉曽喜…孟碧曇嘉;Rs妄言:tl:t6.き妄こ.B霊三吉最悪票芸Y､主要雲誓

理由:

心配してますけど､
金曜日ですか-､あー,ちょっとね｣､実はえっとね-､その本はね何とん-レポー
トを書くために,ん,だから､えっと-､金曜日までにレポートの締め切りがありま
すので,えっと火曜日まで､えー､ほうがいいと思いますけど､
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要求:

理由:

もし火曜日になかったら､何か､その注文はね,キャンセルしたいですけど､

もうずっと前注文しましたから,ちょっとほかの店に､何とね,ん-､探しますけど

BIH (6回目)

はいもしもし､あの-,名古屋大学のB IHともうします,えー､土木工学部です｡
あのですね-､ 3ケ月､ 3週間前に､えーつと､えー､生協の､えー､本屋で本をし

ょうばん(注文)しましたが､まだ,生協から､連絡がありません｡
来週の金曜日ですか､そうですか､でも､これは､大丈夫だと思います｡でも､えー､
私はレポートを､レポートのために､

えーと､えー､来週の金曜日まで､レポートを出します｡もし､その本が､来週の火
曜日までにこなけらば､えー､私は,この､えー､この本をキャンセルしたいと思っ

ています｡火曜日まで､大丈夫だと思います｡
火曜日までいいですか?

いえ-,これは,だめだめ,できないだと思います｡
はい､だから､えー､来週の､えー､火曜日に私は電話します｡もらいませんの時
金曜日でけない､火曜日だけ､火曜日まで､

はい､火曜､あいあい,これはキャンセルします｡これはキャンセルします｡火曜日
まで､火曜日からキャンセルします｡

すいません､ごめんなさい｡

名乗り:

自分の状況:

理由:

質問:
応答:

KUR (2回目)
名乗り: もしもし,ああの､ KURです｡

自分の状況:あー､ 3週前に､本を注文しましたが､まだ連絡がありませんけど､
応答: あ,そうですか､金曜日､来週の金曜ですか?
宣言: あの-､あ､キャンセルしたいと思います｡
理由: 来週の､来週の金曜日､ちょっと,ちょっと､ 1ateです.

はい
､ち

うーん､

よつ

うー

と遅いです｡
あ､それは､お待､お､待てません｡

KUR (3回目)

名乗り: おはようございます｡あー､こちらは, KUR､

自分の状況:あの, 3週間前に本の注文しました｡あの､まだ連絡がありません｡
質問: あー､あー､ど､どう､どうで､どうですか?
理由: あ､そうですか､あの,来週金曜日は締切の､レポートの締切です｡ですから,あの

-,あー､ひつ､必要ですから､
宣言: うーん､金曜日までに来なければキャンセルしたいです｡

KUR (6回目)

名乗り:
切り出し;

自分の状況:

質問:
理由:

要求･質問:

質問:

要求:
質問:

はい､こちらKURです｡
あの一往文した本に聞きたいんですけど､
あの先週､ 3週間前に､あの-､日本人と日本語という本を注文したので､まだ､ん

-､まだ､あー､来てません｡生協から､その本の､あ､連絡がありません｡
あ､そうですか､でも､来週は､来週の､火曜日にできませんか?

あ,そうですか,あの-､その本は,あの-､書く､うー､レポート書くために必要

ですけれども､あの､火曜日までに､ほんとうにいりますけれども､火曜日､火曜､
あ､来週の火曜日までにできなかったら､えー､キャンセルしたいと思っています｡

いいですか?
むずかしいですね､ん,絶対できません?

ですから､キャンセルしたいと思います｡
どうしてですか?
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