
ＩＤ：R-TH0005(1)

データ収集日：2019年2月20日

読む素材：東京2020マスコット「ソメイティ」　

https://tokyo2020.org/ja/paralympics/games/paralympics-mascot/

使用した辞書類：スマートフォンアプリ　J-Doradic

ページ 文章 発話 日本語訳

1 ソメイティ คะ่ ตัวนีช้ ือ่ ソメイティ［タイ語なまりの日本語で発話する］ はい。これは「ソメイティ」という名前です。

2 東京2020パラリンピックマスコット เป็น　マスコット［タイ語なまりの日本語で発話する］　ประจ ำของ

 東京オリンピック［タイ語なまりの日本語で発話する］　ปี 2020 

อมื ソメイティ［タイ語なまりの日本語で発話する］　น่ำจะมี

ควำมหมำยอะไรสกัอยำ่งแตน่่ำจะเป็นเลน่เสยีงภำษำอังกฤษหรอื

เปลำ่ คดิวำ่ อมื　［長く息を吐く。］

2020年の「東京オリンピック」の「マスコット」です。うーん。「ソメイ
ティ」。おそらく何かの意味を持っていると思いますが，英語の音
を掛けているのでしょうか，そう思うのですが，うーん。［長く息を
吐く。］

3 何を掛けているとか，思い当たるものはありますか，この
言葉から，とか。

4 อมื ไมม่ั่นใจคะ่ แตค่ดิวำ่น่ำจะเป็นค ำอะไรสกัอยำ่งทีบ่รรยำย うーん，自信がありません。でも，何かの言葉，なんらかを説明し
ているのだと思います。

5 うん。

6 ［隣にあるソメイティの絵を見ながら］ลักษณะของตัวละครนีซ้ ึง่ดก็ู

แบบ น่ำจะแบบสนุกสนำน

［隣にあるソメイティの絵を見ながら］このキャラクターの特徴は，
見えるんです，きっとおもしろいはずです。

7 おお。

8 ソメイティ［タイ語なまりの日本語で発話する］　แตม่ันดแูบบเป็น

ค ำภำษำตำ่งประเทศมำก ๆ ไมไ่ดแ้บบมคีวำมแบบคดิ ตอนแรกคดิ

วำ่เป็น　マスコット［タイ語なまりの日本語で発話する］　ญีปุ่่ น

น่ำจะแบบม ีちゃん［日本語で発話する］ ม ี

くん［日本語で発話する］ อะไรแบบเนีย่

「ソメイティ」。でも，これはものすごく外国語っぽいです。そういう
意味がなんというか考えが出ません。最初は日本の「マスコット」
で，「ちゃん」とか，「くん」とか何かそんなのだと思ったんですが。

9 あーあ。［笑う。］

10 คดิวำ่ แตว่ำ่อันนีช้ ือ่ก็คอ่นขำ้งแบบแปลก 思って，でも，この名前はかなり変わっています。
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11 東京2020パラリンピックマスコットは、桜の触角と超能力
を持つクールなキャラクター。

［黙って文全体を読む。］　อมื น่ำจะ เป็น 

キャラクター［タイ語なまりの日本語で発話する］　ทีม่พีลังอะไร

สกัอยำ่งเกีย่วกับ　さくら［日本語で発話する］　มัง้คะ คดิวำ่ 

のうりょく［日本語で発話する］ นี ่อันนีน่้ำจะเป็นควำมสำมำรถ อัน

นีต้ัวนีม้ันแปลวำ่ มมุหรอืเปลำ่คะ ［カーソルで「角」をなぞる］ อันนี้

［「触」のこと］　น่ำจะจับ　［カーソルで「触覚」をなぞる。］　แตว่ำ่ 

ถำ้เดำทัง้ประโยคน่ำจะเป็น ควำมสำมำรถอะไรสกัอยำ่งที ่ทีเ่หมอืน

มันคอ่นขำ้งแบบทีด่ดู ี［カーソルで「クール」をなぞる］ เป็น

　キャラクター［タイ語なまりの日本語で発話する］　ทีม่แีบบ

　スキル［タイ語なまりの日本語で発話する］　อะไรแบบนัน้ แลว้ก็

［黙って文全体を読む。］うーん，おそらく，「キャラクター」です。そ
れは何らかの，「さくら」に関係のある力を持っているんじゃないで
しょうか。「のうりょく」はですね，これは能力だと思います。これ，
この字［カーソルで「角」をなぞる］，それを訳すと，角，でしょうか。
これは［「触」のこと］触る，のはずです。［カーソルで「触覚」をな
ぞる。］でも，文全体から推測すると何らかの能力，それはかなり
見た目にかっこいい［カーソルで「クール」をなぞる］。何かそうし
た「スキル」を持った，「キャラクター」です。それから，

12 顔の両サイドにある桜の触角でテレパシーを送受信して
います。

ดำ้นหนำ้ทัง้สองขำ้ง ดำ้นหนำ้ทัง้สองขำ้ง
　［「にある桜の触角でテレパシーを送受信しています」の部分を
黙って読む。］　てれぱちー［日本語で発話する］　ออ๋ ดำ้นหนำ้

ทัง้สองขำ้งนีก็้จะม ีさか［日本語で発話する］ รปู

　さくら［日本語で発話する］ อันนี ้

［隣にあるソメイティの絵の上でポインターを動かす］ ซึง่คดิวำ่

น่ำจะม ีเอ รปู　さくら［日本語で発話する］ นีก็้สำมำรถแบบ เหมอืน

มคีวำมสำมำรถเรือ่ง 

テレパシー［タイ語なまりの日本語で発話する］　ซึง่

　テレパシー［タイ語なまりの日本語で発話する］　ทีค่ดิ ถำ้ ๆ ถำ้

ไมผ่ดิ ถำ้คดิไมผ่ดิน่ำจะเป็น กำรสือ่สำรอะไรแบบเนีย่คะ่

前面両側，前面両側。［「にある桜の触角でテレパシーを送受信
しています」の部分を黙って読む。］「テレパシー」。ああ，前面両
側，両側ともに，「さか」，「さくら」の絵，これ［隣にあるソメイティの
絵の上でポインターを動かす］があります，ので，おそらくあると
思います。えー，「さくら」これの絵もできるんです，「テレパシー」
の能力のような，考えられます，もしもしも，もし間違いじゃなかっ
たらもし考えたことが間違いじゃなかったらおそらくこうです，何か
の通信をしているんです。

13 だれとの通信ですか。

14 สือ่สำรแบบ　［黙って何かを考えている。］　คนตรงขำ้ม ฝ่ำยตรง

ขำ้มอะไรแบบนี ้テレパシー［タイ語なまりの日本語で発話する］

通信，えー。［黙って何かを考えている。］向かいの人，向かい側
にいる人，何かこのような，「テレパシー」。

15 また、市松模様のマントで空を飛ぶことができます。 แลว้ก็
　［「市松模様のマントで空を飛ぶことができます」の部分を黙って
読む。］　อันนี ้［カーソルで「市松模様」をなぞる］　อันนีอ้ำ่นวำ่

อะไรนะ　しまっ［日本語で発話する］［「市松」を読もうとした］　

อำจจะเป็น อันนี ้さま［日本語で発話する］［「様」のこと］　หรอื

เปลำ่ น่ำจะเป็นชือ่อะไรสกัอยำ่ง แตว่ำ่เดีย๋วลองกลับมำดอูกีทหีนึง่

それから。［「市松模様のマントで空を飛ぶことができます」の部
分を黙って読む。］これ［カーソルで「市松模様」をなぞる］，これは
何と読みますか。「しまっ［「市松」を読もうとした］」。そうかもしれ
ません。これは，「さま［「様」のこと］」じゃないですか。おそらく何
かの名前だと思います。でも，ちょっとあとでもう一度戻ってきて
みます。

16 うん。

17 のマント 
マント［日本語で発話する］　［黙って何かを考えている。］　マント
［日本語で発話する］　［カーソルで「マントで」をなぞる。］　ถำ้ให ้

เดำขำ้งหนำ้มันพดูถงึลักษณะในรำ่งกำย

　［隣にあるソメイティの絵の上でポインターを動かす。］　

สว่นประกอบที ่ทีเ่ป็นสว่นประกอบของตัวละครนี้

　［黙って何かを考えている。］　คดิวำ่ตรงเนีย่ น่ำจะหมำยถงึตรง

เนีย่　［カーソルで「空を飛ぶことができます」をなぞる。］　

เพรำะวำ่ เขำบอกวำ่สำมำรถบนิในทอ้งฟ้ำได ้

「のマント，マント」。［黙って何かを考えている。］「マント」。［カー
ソルで「マントで」をなぞる。］もし前から推測させたら，体について
の特徴を話しています。［隣にあるソメイティの絵の上でポイン
ターを動かす。］の構成要素，このキャラクターの構成要素。
［黙って何かを考えている。］この部分だと思います，この部分が
意味していると思います。［カーソルで「空を飛ぶことができます」
をなぞる。］というのは，空の中を飛ぶことができると述べている
からです。

18 おー。



19 ใชค่ะ่ อำจจะเป็นเพรำะวำ่เหมอืนมปีีกตรงนีห้รอืเปลำ่

　［隣にあるソメイティの絵の上にポインターをおく。］　ซึง่คดิวำ่

ค ำนีท้ีไ่มรู่ค้วำมหมำย
　［カーソルで「市松模様のマント」をなぞる。］　マント［日本語で
発話する］　อะไรสกัอยำ่ง マント［日本語で発話する］　น่ำจะเป็น

ชือ่เรยีกของลักษณะตรงนี้
　［隣にあるソメイティの絵の上でポインターを動かす。］

そうです。ここのところに翼のようなものがあるからかもしれませ
ん。［隣にあるソメイティの絵の上でポインターを動かす。］この言
葉は意味がわかりません。［カーソルで「市松模様のマント」をな
ぞる］。「マント」，何かです，「マント」。この部分の特徴を呼ぶ名
前だと思います。［隣にあるソメイティの絵の上でポインターを動
かす。］

20 うん。

21 แลว้ก็ ถำ้เดำจำกประโยคขำ้งหนำ้แลว้ก็ดจูำกแบบบรบิทน่ำจะเป็น

อยำ่งนัน้

それから，もし前の文から推測すると，それから，文脈から見て，
そのように思われます。

22 普段は物静かですが、いざとなると誰よりもパワフル。 แลว้ก็　［文全体を黙って読む。］　โดยปกตแิลว้จะเป็นคนเงยีบ

　［カーソルで「普段は物静かですが」をなぞる。］　แตว่ำ่ 
いざとなる［日本語で発話しながら，カーソルで「いざとなる」をな
ぞる］　いざとなる［日本語で発話する］　ไมแ่น่ใจวำ่อะไร แตว่ำ่

เหมอืน น่ำจะเป็นควำมเปลีย่นแปลงวำ่ ตอนแรกเป็นคนเงยีบ ๆ แบบ

เก็บตัวอะไรเงีย้ แตพ่อมอีะไรสกัอยำ่งก็ท ำใหก้ลำยเป็นคนทีม่แีบบ

พละก ำลัง powerful［英語で発話する］

それから。［文全体を黙って読む。］通常では静か人です。［カーソ
ルで「普段は物静かですが」をなぞる。］が，［カーソルで「いざと
なる」をなぞりながら］「いざとなる」。「いざとなる」。何かはっきり
しません。でも，なんというか，変化だと思います，最初は静かな
内向的な人だったのが，何かがあると強さのある，powerful［英語
で発話する］な人になります。

23 うん。

24 กวำ่ใคร ๆ อะไรเงีย้ だれよりも。

25 超人的パワーを発揮するパラリンピックアスリートを体現
する存在です。

［文全体を黙って読む。］　パラリンピックアスリートを［日本語で発
話する］　ออ๋ พลังเหนอืธรรมชำตอิันนี ้น่ำจะเกีย่วกับ 

［カーソルで「パラリンピックアスリート」をなぞる］ ผูเ้ขำ้แขง่ขันที่

เป็นคนพกิำร パラリンピック［タイ語なまりの日本語で発話する］ 

แตว่ำ่ไมแ่น่ใจวำ่ควำมหมำยมันแปลวำ่อะไร อำจจะ ถำ้เดำน่ำจะเป็น

แบบวำ่ เหมอืนเป็น 

キャラクター［タイ語なまりの日本語で発話する］ ทีส่รำ้งมำเพือ่ให ้

 เหมอืนแสดงควำมเป็น นักกฬีำของ

　パラリンピック［タイ語なまりの日本語で発話する］ ทีเ่ป็น

นักกฬีำพกิำร อำจจะแบบ เกีย่วขอ้งกับตรงนัน้ ออื อันนี ้

［カーソルで「体現」をなぞる］ ขอ ๆ 

サーチ［タイ語なまりの日本語で発話する］ ค ำนีน้ะคะ

［文全体を黙って読む。］「パラリンピックアスリートを」。ああ，この
超自然的な力，おそらく［カーソルで「パラリンピックアスリート」を
なぞる］，障がい者の試合出場者，「パラリンピック」，でも，はっき
りしないのは，その意味をどう訳すのかです。かもしれません，推
測するなら，ためにつくられた，「キャラクター」のようです。「パラ
リンピック」の選手，障がいのある選手であることを表すために。
そんなことかもしれません，このところが関係している，うーんと，
これです［カーソルで「体現」をなぞる］。この言葉を「サーチ」させ
てください。

26 はい。

27 น่ำจะอำ่นวำ่ たい たいげん たい［日本語で発話する］　มันม ี

からだ［日本語で発話する］คะ่　รำ่งกำย ขอใช ้Doradic คะ่

　たい［日本語で発話する］ แลว้ก็
　げん「日本語で発話する］　［スマートフォンで，中国語認識を選
び「体」と「現」の漢字を1字ずつ書きJ-Doradicで探すがなかった
。］　หำไมเ่จอ แป้นทีใ่ชม้ันจะเป็นแป้นเขยีนภำษำจนีน่ะคะ่
　［再度「体現」を J-Doradic 
で調べると「たいげん」という読みと，タイ語でกำรแสดงออกมำ

เป็นรปูธรรม「具体的に表現すること」という意味が示された。］　

กำรแสดงออกมำเป็นรปูธรรม たい たいげん 

［日本語で発話する］　ออ๋ อำจจะเหมอืน คดิวำ่น่ำจะเป็นตัวแทน

ของ นักกฬีำ パラリンピック［タイ語なまりの日本語で発話する］ 

คะ่

こう読むと思います，「たい，たいげん，たい」。これには，「からだ
」があります。体。Doradicを使わせてください。「たい」，それと，「
げん」。［スマートフォンで，中国語認識を選び「体」と「現」の漢字
を1字ずつ書きJ-Doradicで探すがなかった。］見つかりませんで
した。使ったキーボードは中国語を書くキーボードです。［再度「体
現」をJ-Doradicで調べると「たいげん」という読みと，タイ語で
กำรแสดงออกมำเป็นรปูธรรม
「具体的に表現すること」という意味が示された。］具体的に表現
すること，「たい，たいげん」。ああ，かもしれません，思ったのは，
おそらく，代表です，「パラリンピック」のです。

28 パラリンピックだけですか。



29 ถำ้ใหเ้ดำคดิวำ่จำกทีอ่ำ่นมำ อันนีน่้ำจะเป็นแบบ อำจจะมกีำรแบบวำ่

 คอืเวลำแขง่ オリンピック［タイ語なまりの日本語で発話する］ 

มันจะมสีองแบบก็คอื ปกตกิับ 

パラリンピック［タイ語なまりの日本語で発話する］ แลว้อันนีก็้

น่ำจะแบบเพือ่ パラリンピック［タイ語なまりの日本語で発話する］

 แลว้ตัวผูช้ำยอกีตัวหนึง่

［ソメイティの上に説明があるミライトワのこと］ น่ำจะเป็นธรรมดำ 

แบบ マスコット［タイ語なまりの日本語で発話する］ ธรรมดำ แต่

ไมค่อ่ยมั่นใจคะ่ แตค่ดิวำ่ ถำ้เดำ ๆ　［笑う。］

もし読んできたところから推測して考えるなら，これはおそらく，
えーと，ことがあるかもしれません。つまり，「オリンピック」の試合
のとき，それには2種類あります。つまり，通常のと，「パラリンピッ
ク」。それで，これは，「パラリンピック」のためだと思います。それ
から，男の人のもう一体の［ソメイティの上に説明があるミライトワ
のこと］が，普通だと，普通の「マスコット」だと思います。でも，あ
まり自信はありません。でも，そう思います，もし推測するなら。
［笑う。］

30 凛とした内面の強さと自然を愛する優しさをあわせ持っ
ています。

อันนี ้［カーソルで「凛」をなぞる］　漢字［日本語で発話する］　ตัว

นีเ้หมอืนเคยเห็นเลย แตว่ำ่ไมม่ั่นใจวำ่หมำยถงึอะไร อมื

　［長く息を吐く。］　รักธรรมชำตแิลว้ก็ใจดี

　［「凛とした内面の強さと」の部分を黙って読む。］　อันนีน่้ำจะ

เป็นเหมอืนแสดงลักษณะนสิยั แตว่ำ่　漢字［日本語で発話する］ 

ตัวนี［้「凛」のこと］ขอหำนะคะ　ไมม่ั่นใจจรงิ ใช ้Doradic 

เหมอืนเดมิคะ่ แลว้ก็เขยีนเป็นตัวจนีไป

　［スマートフォンで，中国語認識を選び「凛」の漢字を書きJ-Dor
adicで調べ，語の候補から「凛々しい」を選ぶ。「りりしい」という読
みと，タイ語でองอำจผึง่ผำย

「大胆で堂々とした」という意味が示される。］　มันมขี ึน้มำคอื 

りりしい［日本語で発話する］ ทีแ่ปลวำ่ องอำจผึง่ผำย　［笑う。］　

น่ำจะมคีวำมหมำยประมำณวำ่กลำ้หำญคะ่ แตว่ำ่เหมอืนใน

พจนำนุกรมมันก็ไมไ่ด ้มคีวำมหมำยทีม่ันขึน้มำเป็นตัวเดยีว

これは［カーソルで「凛」をなぞる］，「漢字」。この字は見たことが
あるような気がします。でも，何を意味するかは自信がありません
。
うーん。［長く息を吐く。］自然を愛して，それにやさしい。［「凛とし
た内面の強さと」の部分を黙って読む。］これもおそらく同じように
性格の特徴を表すと思います。でも，この「漢字」［「凛」のこと］，
探させてください。本当に自信がありません。同じくDoradicを使い
ます。それから，中国の字で書きます。［スマートフォンで，中国語
認識を選び「凛」の漢字を書きJ-Doradicで調べ，語の候補から「
凛々しい」を選ぶ。「りりしい」という読みと，タイ語でองอำจผึง่

ผำย
「大胆で堂々とした」という意味が示される。］これで挙がってきた
のは，「りりしい」，訳すと，大胆で堂々とした。［笑う。］おそらくだ
いたいの意味は，勇敢だと思います。でも，辞書の中では，1字だ
けでは挙がってくる意味がないようです。

31 うーん。

32 คดิวำ่น่ำจะเป็นแบบวำ่　［黙って何かを考えている。］　คอื ๆ น่ำจะ

มแีบบทัง้ควำมแข็งแกรง่แลว้ก็ ควำมแบบใจดแีบบ นุ่มนวลอะไร

แบบนีห้รอืเปลำ่

おそらくこのようだと思いますが。［黙って何かを考えている。］つ
まり，思うのは，我慢強さ，また，何かやわらかい，やさしさという
ような両方を持っているのじゃないでしょうか。

33 超能力を使って石や風と話したり、見るだけで物を動か
すこともできます。

แลว้ก็ สำมำรถพดูคยุกับกอ้นหนิแลว้ก็ลมได ้โอ　้［笑う。］ それから，石ころ，それに風と話すことができます。おおお。［笑
う。］

34 ［データ収集者と一緒に笑う。］ ［データ収集者と一緒に笑う。］ ［協力者と一緒に笑う。］

35 見るだけで［日本語で発話する］ โห สำมำรถเคลือ่นยำ้ยสิง่ของ

ดว้ยได ้เฉพำะกำรดแูบบ แคม่องก็สำมำรถเคลือ่นยำ้ยสิง่ของได ้โห

 แตว่ำ่ คดิวำ่อันนีท้ ำมำเพือ่แบบ สรำ้งแบบพลังบวกใหก้ับนักกฬีำ

อะไรอยำ่งนีห้รอืเปลำ่ คดิวำ่ เหมอืนพอมันเป็น

　マスコット［タイ語なまりの日本語で発話する］ ผูห้ญงิมันก็มจีะ

มทัีง้ ควำมแข็งแกรง่แลว้ก็ควำมแบบน่ำรักอะไรอยำ่งนี้

「見るだけで」，わー，物を動かすこともできます，見ることだけ
で。眺めるだけで物を動かすことができます。わー。でも，これ
は，運動選手にプラスの力をあげるために，なんというかつくられ
たとか何かじゃないでしょうか。思います。これは，「マスコット」で
すから，女の人であっても，我慢強さとそれに何かかわいらしさの
両方を持っています。

36 うん。

37 แลว้ก็มพีลังเยอะอะไรเงีย้ ซึง่น่ำจะเป็นพลังของนักกฬีำแบบวำ่ ใชค่ะ่ それと何の力をたくさん持っているのでしょう，おそらく運動選手と
しての力でしょう，そうです。

38 ＜名前の由来＞ อันนี ้มันทีม่ำของชือ่ これは，名前の由来です。



39 ソメイティという名前は、桜を代表する「ソメイヨシノ」と非
常に力強いという意味の「so mighty」から生まれました。

ソメイティという［日本語で発話する］ ออ๋ 

ソメイヨシノ［日本語で発話する］ คอือะไรอะ　［笑う。］　ก็เขำบอก

วำ่ทีม่ำของชือ่นีม้ำจำกเป็นตัวแทน เหมอืนแสดงสญัลักษณ์ถงึ

　さくら［日本語で発話する］ ซึง่ 
ソメヨシノ［日本語で発話する］　［黙って何かを考えている。］　ソ
メヨシノ ［日本語で発話する］ แปลวำ่อะไร
　［黙って何かを考えている。］　ソメ ソメイヨシノ 
とひじょうに［日本語で発話する］　［「に力強いという意味の「so 
mighty」から生まれました」の部分を黙って読む。］　ออ๋ ชือ่ มัน

มำจำกค ำภำษำอังกฤษจรงิ ๆ ดว้ย เมือ่กีท้ีค่ดิวำ่น่ำจะใชก็่คอื มำ

จำกค ำวำ่ so mighty［英語で発話する］ อมื　［長く息を吐く。］　แต่

วำ่ ソメイヨシノ［日本語で発話する］ ไมแ่น่ใจวำ่แปลวำ่อะไร เดีย๋ว

ลองคอ่ยหำอกีทหีนึง่ ก็คอืชือ่นีน่้ำจะมำจำกค ำวำ่ so 

mighty［英語で発話する］ แลว้ก็มำเป็น 

ソメイヨシノ［日本語で発話する］ แลว้ก็มำเป็นอันนีห้รอืเปลำ่

「ソメイティという」，ああ，「ソメイヨシノ」とは何ですか。［笑う。］述
べているのは，この名前から来ました，代表として。「さくら」を象
徴し表しているようなのが，「ソメヨシノ」です。［黙って何かを考え
ている。］「ソメヨシノ」，何と訳しますか。［黙って何かを考えてい
る。］「ソメ，ソメイヨシノ，とひじょうに」。［「に力強いという意味の
「so mighty」から生まれました」の部分を黙って読む。］ああ，名
前，これは本当に英語の言葉から来たものです。さっききっとそう
だと思ったんですが，つまり， so mighty［英語で発話する］という
言葉から来ています。うーん。［長く息を吐く。］でも，「ソメイヨシ
ノ」，何と訳すかはっきりしません。ちょっともう一度探してみてくだ
さい。つまり，この名前はso mighty［英語で発話する］という言葉
から来たと思います。それで，「ソメイヨシノ」になりました。それか
ら，これになったのでしょうか。

40 桜の触角を持ち、驚きの強さを見せるソメイティ。 桜の［日本語で発話する］　［「触角を持ち、驚きの強さを見せるソ
メイティ」の部分を黙って読む。］　อันนี้

［カーソルで「触覚」をなぞる］　อันนีไ้มแ่น่ใจวำ่จับหรอืเปลำ่ 

［カーソルで「触」をなぞる］　มมุ［「つの」ではなく，「かど」のこと］

 ［カーソルで「角」をなぞる］　ขอลองหำนะคะอันนี้
　［カーソルで「触覚」をなぞってから，スマートフォンで，中国語認
識を選び「触」と「覚」の漢字を1字ずつ書きJ-Doradicで調べると
，「しょっかく」という読みとタイ語でหนวดของแมลงทีใ่ชส้มัผัส

「触れるのに使う昆虫の口ひげ」という意味が示された。］　ออ๋ 

มันขึน้มำวำ่ しょっかく［日本語で発話する］ แปลวำ่ หนวดของ

แมลงทีใ่ชส้มัผัส หนวดของแมลงทีใ่ชส้มัผัส คอือะไรอะ่

　［黙って何かを考えている。］　น่ำจะถอึอะไรสกัอยำ่งของ 
さくら［日本語で発話する］ 
［隣にあるソメイティの絵の上でポインターを動かす］　ถอือะไร 

ไมม่　ี［笑う。］

「桜の」［「触角を持ち、驚きの強さを見せるソメイティ」の部分を黙
って読む。］これ［カーソルで「触覚」をなぞる］，これははっきりし
ませんが，触るでしょうか［カーソルで「触」をなぞる］，角［「つの」
ではなく，「かど」のこと］［カーソルで「角」をなぞる］。探させてくだ
さいね，これを。［カーソルで「触覚」をなぞってから，スマートフォ
ンで，中国語認識を選び「触」と「覚」の漢字を1字ずつ書きJ-Dor
adicで調べると，「しょっかく」という読みとタイ語でหนวดของ

แมลงทีใ่ชส้มัผัส
「触れるのに使う昆虫の口ひげ」という意味が示された。］おお，
「しょっかく」と出てきました。訳すと，触れるのに使う昆虫の口ひ
げ，触れるのに使う昆虫の口ひげ，とは何ですか。［黙って何かを
考えている。］おそらく，「さくら」の何かを手にしているのでしょう
［隣にあるソメイティの絵の上でポインターを動かす］。何を手にし
ていますか。ありません。［笑う。］

41 ［笑う。］

42 มรีปูอืน่ไหม อำ ขอโทษ ขอโทษคะ่

　［画面を上下に動かしてほかの絵を探す。］　ออ๋ ทีม่อืเหมอืนมัน

 ไมถ่อื ไมม่　ี［笑う。］

ほかの絵がありますか。あー，ごめんなさい，ごめんなさい。［画
面を上下に動かしてほかの絵を探す。］ああ，手は同じです。何も
持っていません。ありません。［笑う。］

43 ［笑う。］

44 ไมม่　ี［笑う。］　เหมอืนจะมแีตว่ำ่ เอะ๊ หนวดของแมลง อำจจะเป็น

ดอกหรอืเปลำ่ ดอก ดอกไม ้น่ำจะถอือะไรสกัอยำ่งทีม่ันเป็นของ 
さくら［日本語で発話する］

ありません。［笑う。］ありそうなんですが，えっ，昆虫の口ひげ，
花かもしれないんじゃないですか。花，花，おそらく何か，「さくら」
のものを手に持っているのだと思います。

45 うーん。

46 東京2020大会を通じて、桜を愛でる日本の心とパラリン
ピックアスリートの素晴らしさを印象づけます。

［「東京2020大会を通じて」の部分を黙って読む。］　แลว้ก็
　［「桜を愛でる日本の心とパラリンピックアスリートの素晴らしさ
を印象づけます」の部分を黙って読む。］　スリートのすばらしさを
いんしょう づけます［日本語で発話する］ ออื　［長く息を吐く。］　

เหมอืนน่ำจะเป็นแบบตัวแทนแหง่ควำมแบบ แข็งแกรง่อะไรแบบนี้

แลว้ก็　［文全体を黙って読む。］　เหมอืนพอเป็น เป็น 

さくら［日本語で発話する］　น่ำจะเป็น image［英語で発話する］ 

ของคน ตำ่งชำตติอ่ญีปุ่่ น มันแสดงถงึควำมเป็นญีปุ่่ น ก็เลยอำจจะ

ตอ้งใช　้さくら［日本語で発話する］ ในกำรท ำ 

キャラクター［タイ語なまりの日本語で発話する］　ตัวนีม้ำแลว้ก็ 

เหมอืน ออ๋ ใหค้นอื่น่เห็นถงึควำมแบบ ยอดเยีย่มของนักกฬีำ 
パラリンピック［タイ語なまりの日本語で発話する］

［「東京2020大会を通じて」の部分を黙って読む。］それから。
［「桜を愛でる日本の心とパラリンピックアスリートの素晴らしさを
印象づけます」の部分を黙って読む。］「スリートのすばらしさをい
んしょう，づけます」，うーん。［長く息を吐く。］あるものの代わりの
ように思うんですが，強いとかそのような。それから。［文全体を
黙って読む。］なる，「さくら」になると，外国人の日本に対する
image［英語で発話する］が，それは日本らしさを表します。ですか
ら，この「キャラクター」を作ってくる中で，「さくら」を使わなければ
ならなかったのかもしれません。それから，なんというか，あー，
ほかの人に見せます，えーと，「パラリンピック」の運動選手の最
高のものを。



47 うん。

48 เหมอืนให ้ๆ คนแบบม ีim［imageと言いかけたと思われる］ อนิ มี

ควำม ภำพตดิตำหรอืวำ่แบบ มคีวำมประทับใจวำ่แบบนัก 

パラリンピック［タイ語なまりの日本語で発話する］ ก็แบบม ีก็เกง่

อะไรแบบนี้

同じように，人にim［imageと言いかけたと思われる］網膜に焼き
つく映像を与えるとか，「パラリンピック」の選手から感銘を受ける
とか，このようなものが上手なの，と。

49 คะ่ คดิวำ่เทำ่ทีอ่ำ่นน่ำจะเดำไดว้ำ่ 

キャラクター［タイ語なまりの日本語で発話する］ ตัว 

［隣にあるソメイティの絵の上でポインターを動かす］　เหมอืน

ขำ้งบน［＜名前の由来＞の上にある段落のこと］ น่ำจะอธบิำยวำ่

มลีักษณะยังไงทัง้สองขำ้ง มอีะไรตดิอยูข่ำ้งหลังท ำใหบ้นิได ้ซึง่ไม่

รูค้ ำเฉพำะแตว่ำ่ คดิวำ่น่ำจะสว่นนี ้
［隣にあるソメイティの絵のマントの上でポインターを動かす］ 
แลว้ก็พดูถงึ ควำมสำมำรถของตัวนี ้แลว้ก็ทีม่ำของชือ่ แลว้ก็บอกวำ่

อันนีเ้ป็นตัวแทนของนักกฬีำ 

パラリンピック［タイ語なまりの日本語で発話する］　ใชค่ะ่ 

ประมำณนีค้ะ่

はい，読んだ限りでは，この「キャラクター」は［隣にあるソメイティ
の絵の上でポインターを動かす］推測できると思います。上の部
分［＜名前の由来＞の上にある段落のこと］では両側がどのよう
な特徴を持っているかを説明していると思います。後ろにくっつい
ている何かで飛ぶことができます，特定の言葉は知りませんが，
でも，この部分で［隣にあるソメイティの絵のマントの上でポイン
ターを動かす］，それから，について話しています。これの能力，
それから，名前の由来，それとこれは「パラリンピック」の運動選
手の代表だと述べています。そうです。このくらいです。

文章全体の総括

50 はい。ありがとうございました。


