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1 ミライトワ ［隣にあるミライトワの絵の上でポインターを動かす。］　อันนีเ้ป็น

 น่าจะเป็นตัวผูช้ายแตว่า่ เทา่ทีด่เูหมอืนน่าจะแสดงถงึความแบบ

ทันสมัยอะไรแบบนี ้เทา่ทีด่รูปูแลว้ก็ดชูือ่ 

ミライトワ［日本語で発話する］ น่าจะแบบวา่ ความแบบทันสมัย 

ความแบบ ญี［่日本と言いかけたと思われる］ อาจจะแบบวา่เป็น

เพราะญีปุ่่ นเดน่เรือ่ง 

technology［タイ語において外来語に当たる］อะไรอยา่งนีแ้ลว้

แบบ น่าจะ ก็เลยแบบเอาค าวา่ ミライ［日本語で発話する］ มาใช ้

［隣にあるミライトワの絵の上でポインターを動かす。］これは，男
の人だと思いますが，見る限りでは，このように何か現代風に表
しているように思います。「ミライトワ」の絵を見て，それに名前を
見る限り，なんというか，現代風に思います。に［日本と言いかけ
たと思われる］らしさ，日本がtechnology［タイ語において外来語
に当たる］のことで際立っているからとか何かそうしたものかもし
れません。それから，えーと，思います，それで，「ミライ」という言
葉を持ってきて使ったのでしょう。

2 うん。

3 東京2020オリンピックマスコットは、大会エンブレムと同
じ藍色の市松模様を頭部とボディにあしらっています。

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

オリンピック［タイ語なまりの日本語で発話する］　เหมอืนกันแลว้ก็
 
大会エンブレム［日本語で発話する］　［「大会エンブレムと同じ藍
色の」の部分を黙って読む。］　エンブレム［タイ語なまりの日本語
で発話する］ น่าจะแปลวา่ สญัลักษณ์อะไรสกัอยา่ง

　［黙って目を泳がせている。］　ไปไหนละ่ 
と同じ藍色［日本語で発話する］　［「と同じ藍色の市松模様を頭
部と」の部分を黙って読む。］　อะไรสเีหมอืนกัน แลว้ก็อันนีท้ีเ่จอ

เมือ่กี　้［カーソルで「市松模様」をなぞる］　แตว่า่ไมรู่ค้วามหมาย

เหมอืนกันวา่คอือะไร ボディ［タイ語なまりの日本語で発話する］ 
あしらっています［日本語で発話する］ 
［隣にあるミライトワの絵の上でポインターを動かす］　เดีย๋วขอ

เวน้ประโยคนีไ้วก้อ่น เดีย๋วคอ่ยกลับมา

これは，同じく，「オリンピック」の「マスコット」です。それから，「大
会エンブレム」。［「大会エンブレムと同じ藍色の」の部分を黙って
読む。］「エンブレム」，訳すと，何らかのシンボルだと思います。
［黙って目を泳がせている。］どこへ行きました？「と同じ藍色」。
［「と同じ藍色の市松模様を頭部と」の部分を黙って読む。］何か
よっつ同じです。それから，これはさっきあったものです［カーソル
で「市松模様」をなぞる］。でも，何を意味するのかはわかりませ
ん。「ボディ」，「あしらっています」［隣にあるミライトワの絵の上で
ポインターを動かす］。ちょっとこの文をまずは飛ばさせてくださ
い。ちょっとして戻ってきます。

直前に，東京2020マスコット「ソメイティ」
https://tokyo2020.org/jp/special/mascot/を読んでい
る。「ミライトワ」がページでは上にあるが，「ソメイティ」
のほうがかわいいからと言って読んだあと，「ミライトワ」
も読みたいと言って読むことになった。

4 コンセプトは温故知新。 コンセプト［タイ語なまりの日本語で発話する］ ก็คอื 

漢字［日本語で発話する］ สีต่ัว 

［カーソルで「温故知新」をなぞる］　อันนี ้

［カーソルで「温」をなぞる］　ตัวนัน้ทีแ่ปลวา่อุน่ แลว้อันนีค้อืตัวที ่

［カーソルで「故」をなぞる］　ตัวนี［้「知」のこと］　คอืรูจั้ก　ใหม ่
［カーソルで「新」をなぞる］

「コンセプト」はすなわち，「漢字」4字です［カーソルで「温故知新」
をなぞる］。これ［カーソルで「温」をなぞる］，その字は温かいと訳
します。それから，これは［カーソルで「故」をなぞる］。この字は
［「知」のこと］，知っている。新しい［カーソルで「新」をなぞる］。

5 うん。

6 อมื
　［長く息を吐く。］　コンセプト［タイ語なまりの日本語で発話する］
 เกีย่วกับ ［カーソルで「知新」をなぞる］　รูจั้กอะไรใหม ่ๆ หรอืเปลา่

 น่าจะเป็น อาจจะเป็น feel［タイ語なまりの英語で発話する］ แบบ

วา่ พอมันเกีย่วกับอนาคต มันก็น่าจะเป็นอะไรใหม ่ๆ

　［カーソルで「温故知新」をなぞる。］　ทีแ่ปลวา่ ทันสมัย ใหม ่ๆ

うーん。［長く息を吐く。］「コンセプト」，に関する［カーソルで「知
新」をなぞる］。何か新しいことを知っているのでしょうか。思うの
は，feel［タイ語なまりの英語で発話する］かもしれません，将来に
関して。それは何か新しいものだと思います。［カーソルで「温故
知新」をなぞる。］訳すと，現代の，新しい。
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7 温故知新とは日本の伝統的なことわざで、昔のことをよ
く学び、そこから新しい知識や道理を得ることを言いま
す。

［カーソルで「温故知新」をなぞる。］　ออ๋ อันนีม้อีธบิายอยู ่อันนีก็้

คอื ออ๋ เป็นเหมอืน สภุาษิตเกา่ของญีปุ่่ นทีไ่ม ่ไมแ่น่ใจค าอา่นวา่

อา่นวา่อะไร เป็นสภุาษิตเกา่ของญีปุ่่ น ออ๋ หมายถงึใหเ้รยีนรูถ้งึ 

ขอ้ผดิพลาด ใหเ้รยีนรูจ้ากอดตี แลว้ก็ให ้เออ่ เขาเรยีกอะไรอะ รับ

ความรูใ้หม ่ๆ มา

［カーソルで「温故知新」をなぞる。］あーと，これは説明がありま
す。これはつまり，えーと，同じです，日本の古い格言，いや，言
葉を読む，どう読むかははっきりしません。日本の古い格言で
す。ああ，意味するのは誤った点まで，学び知ることをさせる，過
去から知り学ばせる，それから，させる，えー，何と呼ぶのでしょ
う，新しい知識を受け入れてきます。

8 ふーん。

9 คอืเรยีนรูจ้าก ออ๋ อันนีก็้เลยเป็น รูแ้ลว้ก็ใหม ่

［カーソルで「知新」をなぞる］　漢字［日本語で発話する］ สอง

ตัวนี　้［文全体を黙って読む。］　ใช ่สรปุแลว้น่าจะแปลวา่ 

漢字［日本語で発話する］ สีต่ัวนีน่้าจะแปลวา่ 

［カーソルで「温故知新」をなぞる］ ใหเ้รยีนรูจ้ากอดตีแลว้ก็ตัง้แตน่ี้

เป็นตน้ไป ก็คอืให ้รับความรูใ้หม ่ๆ มาเรือ่ย ๆ อะไรเงีย้ คะ่

つまり，から学び知ります。あーと，これはそのため，知ったことも
新しいです［カーソルで「知新」をなぞる］。このふたつの「漢字」。
［文全体を黙って読む。］そうです。まとめると，こう訳せると思い
ます，このよっつの「漢字」はおそらくこう訳せます［カーソルで「温
故知新」をなぞる］，過去から知り学ばせて，今このときからは，
つまり，新しい知識をだんだんと受け入れさせます，何かこのよう
なことです。

10 ここで話しているのはこれ［ミライトワのこと］についてで
すか，それともオリンピックについてですか。

11 อันนีน่้าจะเป็น อา่ พดูถงึตัวนีค้ะ่ 

［隣にあるミライトワの絵の上でポインターを動かす］　แตว่า่ 

เหมอืนแคเ่ลา คอืเหมอืนเขาตอ้งการจะบอกวา่ ตัวเนีย่มี

　コンセプト［タイ語なまりの日本語で発話する］ วา่อันนี ้

［隣にあるミライトワの絵の上でポインターを動かす］　ซึง่ 

コンセプト［タイ語なまりの日本語で発話する］ อันนีเ้นีย่หมายถงึ

วา่ใหเ้ราเรยีนรูอ้ดตีแลว้ก็ รับความรูใ้หม ่ๆ ซึง่ก็น่าจะคลอ้งกับชือ่ที่

แบบวา่ ใหน้กึถงึความเป็นอนาคต ซึง่มันก็จะเป็นความรูส้กึแบบ สิง่

ใหม ่ๆ อะไรแบบเนีย่คะ่ คดิวา่

これはおそらく，えー，これについて話しています［隣にあるミライ
トワの絵の上でポインターを動かす］。でも，語っているだけのよう
でもあります，つまり，述べたいようです。これにはこうした「コンセ
プト」があります，と［隣にあるミライトワの絵の上でポインターを
動かす］。この「コンセプト」というのが意味しているのは，わたし
たちに過去を知り学ばせて，それから，新しい知識を受け入れ，
それは名前とつながっていると思います。んー，未来を思い起こ
させます，それは新しいものの感じです。そんな感じ，だと思いま
す。

12 はい。

13 そのコンセプト通り、伝統を重んじる古風な面と最先端
の情報に精通する鋭い面をあわせ持っています。

แลว้ก็　［文全体を黙って読む。］　โอ ้อันนีย้ากจัง

　［笑う。］　でんとうを［日本語で発話する］ อันนีต้ัว 

重い［日本語で発話する］ ［カーソルで「重」をなぞる］　แตว่า่ไมรู่ ้

วา่มันอา่นวา่อะไรคะ่ ［カーソルで「重んじる」をなぞる］　อันนี้

［「古」のこと］ คอืแบบดัง้เดมิอะไรแบบเนีย่

　［文全体を再度黙って読む。］　เขาบอกวา่คอืให ้ถา้ให ้ถา้ตาม 

コンセプト［タイ語なまりの日本語で発話する］ นีเ้นีย่ น่าจะ 

feel［タイ語なまりの英語で発話する］ แบบ อมื

　［「伝統を重んじる古風な面と」の部分を黙って読む。］　คอื

เหมอืน ตัวเนีย่น่าจะเป็นตัวทีแ่บบมทัีง้แบบ ดา้นทีรู่ถ้งึแบบ 

［カーソルで「伝統を重んじる古風な面と最」をなぞる］ เรยีนรูถ้งึ

ความเป็นอดตี แลว้ก็ดา้นทีแ่บบวา่เป็น 

［カーソルで「最先端」をなぞる］ คอืน่าจะมแีบบสอง สองแบบก็

คอืทัง้แบบวา่รับอดตีดว้ย แลว้ก็เรยีนรูก้ับสิง่ใหม ่ๆ ดว้ยอะไรแบบนี ้

อันนีน่้าจะแปลวา่ฉลาด ［カーソルで「鋭い」をなぞる］ หลักแหลม

อะไรแบบเนีย่คะ่

　する［日本語で発話する］　［カーソルで「鋭い」をなぞる。］　ใช่

 ถา้จ าไมผ่ดิ น่าจะเป็นตัวนี้

それから。［文全体を黙って読む。］わー，これは本当に難しいで
す。［笑う。］「でんとうを」，これは「重い」［カーソルで「重」をなぞ
る］の字です。でも，どう読むかはわかりません［カーソルで「重ん
じる」をなぞる］。これは［「古」のこと］えー，元々のとか何かそん
な。［文全体を再度黙って読む。］させると述べています，もしさせ
る，もし「コンセプト」に沿ってですね，おそらくfeel［タイ語なまりの
英語で発話する］のような，うーん。［「伝統を重んじる古風な面
と」の部分を黙って読む。］要するに，これはですね，おそらく両方
持っています，知っている面と［カーソルで「伝統を重んじる古風
な面と最」をなぞる］，過去について学ぶことと，こうした面［カーソ
ルで「最先端」をなぞる］，つまり，2種類持っていると思います。2
種類というのは，過去からも受けるものと，それに新しいものにつ
いても学ぶこと両方，というようなことです。これは賢いと訳すと思
います［カーソルで「鋭い」をなぞる］。何か聡明とかです。「す
る」。［カーソルで「鋭い」をなぞる。］そうです。もし覚え間違えてい
なければ，この字だと思います。

14 うん。

15 แลว้ก็เหมอืนเป็นสองดา้นทีเ่หมอืนแบบมัน 

［カーソルで「あわせ持っています」をなぞる］ มัน
　［「伝統を重んじる古風な面と最先端の情報に精通する鋭い面
をあわせ持っています」の部分を黙って読む。］　มสีองดา้นนีอ้ยู่

ดว้ยกัน

それから，それはふたつの面を持っているようです［カーソルで
「あわせ持っています」をなぞる］，それが。［「伝統を重んじる古
風な面と最先端の情報に精通する鋭い面をあわせ持っていま
す」の部分を黙って読む。］ふたつの面は一緒にあります。



16 正義感が強く、運動神経もバツグン。 せい せいぎかん［日本語で発話する］ เหรอ น่าจะความถูกตอ้ง 

รักความถูกตอ้งหรอื คดิวา่น่าจะเป็นความถูกตอ้ง เดีย๋วขอหาค านี้

แลว้กันคะ่ ［カーソルで「正義感」をなぞる］　ใช ้Doradic 

เหมอืนเดมิ　［黙って何かを考えている。］　แลว้ก็ น่าจะเป็น

ความรูส้กึถูกตอ้งอะไรแบบนัน้
　［スマートフォンで，中国語認識を選び「正義感」を書きJ-Doradi
cで調べると，「せいぎかん」という読みと，タイ語でความรูส้กึ

ความยตุธิรรม「公平さを感じること」，ความรูส้กึรักความถูกตอ้ง

「正しさを好む感覚」という意味が示された。］　มันคอื ออ๋ 

okay［タイ語において外来語に当たる］ คะ่ มันขึน้มาวา่ 

せいぎかん［日本語で発話する］　แปลวา่［大きな声で言う］ มันมี

โฆษณา เป็น application［タイ語において外来語に当たる］ 

free［タイ語において外来語に当たる］ ก็เลย ความยตุธิรรมคะ่ ก็

น่า น่าจะถูก เหมอืนเป็นคนทีม่คีวามยตุธิรรมแลว้ก็ うんどうしんけい

 バー［日本語で発話する］ อันนีน่้าจะเกีย่วกับการออกก าลงั 
［カーソルで「運動」をなぞる］

「せい，せいぎかん」ですか。おそらく正しさのことです。正しさを
好む，ですか。おそらく正しさのことだと思います。ちょっとこの言
葉を探させてください［カーソルで「正義感」をなぞる］。同じくDora
dicを使います。［黙って何かを考えている。］それと，何かそうした
正しい感じもあると思います。［スマートフォンで，中国語認識を選
び「正義感」を書きJ-Doradicで調べると，「せいぎかん」という読
みと，タイ語でความรูส้กึความยตุธิรรม「公平さを感じること」，

ความรูส้กึรักความถูกตอ้ง
「正しさを好む感覚」という意味が示された。］それはつまり，あ
あ，okay［タイ語において外来語に当たる］です。「せいぎかん」と
挙がってきました。訳すと［大きな声で言う］，広告がありますね，
これはfree［タイ語において外来語に当たる］のapplication［タイ語
において外来語に当たる］です。それで，公平さ，です。ですから
おそらく，おそらく合っています，公平さのあるのようです。それか
ら，「うんどうしんけい，バー」，これはおそらく運動することと関係
があると思います［カーソルで「運動」をなぞる］。

17 ふーん。

18 น่าจะเกีย่วกับวา่ทัง้รักความถูกตอ้ง ก็มแีบบ
　［文全体を黙って読む。］　バツ バツグン［日本語で発話する］ 
ขอหาค านีอ้กีค าหนึง่แลว้กันคะ่
　［カーソルで「バツグン」をなぞる。］　バツ［日本語で発話する］　
อันนีจ้ะใช ้สว่นใหญถ่า้เป็นค าทีม่ันเป็น

　カタカナ［日本語で発話する］ จะหาโดยการ

　search［タイ語なまりの英語で発話する］ Google แลว้ก็ พมิพ์

ตอ่ทา้ยวา่ 英語［日本語で発話する］ คะ่ น่าจะ
　［Google検索画面でローマ字入力で「バツグン」と書く。］　英語［
日本語で発話する］ 
［「バツグン」の後ろに「英語」と書き添え検索すると，英語でoutst
andingと訳された］ ออ๋　［黙って何かを考えている。］　มัน มัน

ไมใ่ชภ่าษาอังกฤษคะ่

おそらく，両方関係していると思います，正しさを好むこと，それと
ある。［文全体を黙って読む。］「バツ，バツグン」，この言葉をもう
1語探させてください。［カーソルで「バツグン」をなぞる。］「バツ」。
これは使います，たいていはその語が「カタカナ」の場合に，
search［タイ語なまりの日本語で発話する］Googleで探します。そ
れと最後に，「英語」と打ちます。おそらく。［Google検索画面で
ローマ字入力で「バツグン」と書く。］「英語」［「バツグン」の後ろに
「英語」と書き添え検索すると，英語でoutstandingと訳された］，あ
あ。［黙って何かを考えている。］これ，これは英語ではありませ
ん。

19 え，そうなんですか。

20 เหมอืนมันคอื ばつぐん［日本語で発話する］ んーと，これは，「ばつぐん」なんです。

21 うーん。

22 ทีเ่ขาบอกวา่แปลวา่ outstanding［英語で発話する］ โดดเดน่ ออ๋ 

แตว่า่ไมแ่น่ใจวา่ท าไมถงึใช ้カタカナ［日本語で発話する］ ใชค่ะ่ 

แตอ่ันนีเ้ป็นค าญีปุ่่ น เพราะนกึวา่เป็น 漢字［日本語で発話する］ 

เอะ๊ นกึวา่เป็น カタカナ［日本語で発話する］　［笑う。］　รัก

ความถูกตอ้งแลว้ก็มคีวามสามารถโดดเดน่เรือ่งพละก าลัง คะ่ คดิวา่

述べられているのは，訳すと，outstanding［英語で発話する］，際
立った，ああ。でも，なぜ「カタカナ」を使ったかははっきりしませ
ん。そうなんです。でも，これは日本語の言葉です。「漢字」が思
い浮かぶからです。えっ，「カタカナ」が思い浮かぶからです。［笑
う。］正しさを好み，それに強さの面で際立った能力がある，です。
そう思います。

23 特技はどんな場所にも瞬間移動できることです。 ก็พละก าลังนีน่้าจะเป็นเพราะวา่ เป็นการแขง่ขันกฬีา แลว้ก็ สามารถ 

เขาเรยีกวา่อะไรอะ 
warp［タイ語なまりの英語で発話する］　［笑う。］

んー，この力は，スポーツの大会だからだと思います。それと，で
きる，何と呼ぶんでしたっけ，warp［タイ語なまりの英語で発話す
る］。［笑う。］

24 ［笑う。］

25 สามารถ warp［タイ語なまりの英語で発話する］ ได ้ warp［タイ語なまりの英語で発話する］することができます。

26 おおお。



27 เขา้ใจค าวา่ warp［タイ語なまりの英語で発話する］ ใชไ่หมคะวา่ 

เคลือ่นยา้ย แบบเคลือ่นยา้ยได ้เคลือ่นยา้ยไปไหนก็ไดค้ะ่

warp［タイ語なまりの英語で発話する］を理解しているんですが，
いいんですかね，移動，と。移動できるような，どこへでも移動で
きます，と。

28 ＜名前の由来＞ แลว้ก็ชือ่ ทีม่าของชือ่ก็คอืเป็น それから，名前，名前の由来とは，すなわち

29 ミライトワという名前は、「未来」と「永遠（とわ）」というふ
たつの言葉を結びつけて生まれました。

ออ๋ みらい［日本語で発話する］ ［カーソルで「未来」をなぞる］ 

แลว้ก็ とわ［日本語で発話する］ ซึง่ とわ［日本語で発話する］ นี้

 มันคลา้ยกับ えいえん［日本語で発話する］ เลย ไมใ่ช ่มันไมใ่ช ่

えいえん［日本語で発話する］ ใชไ่หมคะ 
えいえん［日本語で発話する］ ［カーソルで「永遠」をなぞる］　
ขอดคู า 漢字［日本語で発話する］ ค าวา่ 

えいえん［日本語で発話する］ นะคะ รูส้กึวา่มันคลา้ยกัน 
えいえん［日本語で発話する］　［スマートフォンでローマ字入力を
して，「えいえん」が「永遠」に変換されることを確かめる。］　ใช่

มันน่าจะอา่น

おお，「みらい」［カーソルで「未来」をなぞる］，それに，「とわ」，こ
の「とわ」は，「えいえん」と似ていますね。違う，「えいえん」とは違
う，んですよね？「えいえん」［カーソルで「永遠」をなぞる］。言
葉，「漢字」，「えいえん」という言葉を見させてください。「えいえ
ん」と似ているように感じます。［スマートフォンでローマ字入力を
して，「えいえん」が「永遠」に変換されることを確かめる。］そうで
す，これは読みます。

30 まったく同じ字なんですか。

31 ตัวเดยีวกัน まったく同じです。

32 おお。

33 เดีย๋วลองหาเป็น 読み方［日本語で発話する］ ด　ู読み方 
読み方［日本語で発話する］［笑う］　読み 
方［日本語で発話する］　［スマートフォンに「永遠」と入力し，読み
を確認する。］　ออ๋ มันอา่นวา่ とわ［日本語で発話する］ ค า

เดยีวกันคะ่

ちょっと，「読み方」で探してみます。「読み方，読み方」を見ます
［笑う］。「読み，方」。［スマートフォンに「永遠」と入力し，読みを確
認する。］ああ，これは，「とわ」と読みます。同じ言葉です。

34 ふーん。

35 ออ๋ ตอนแรกเขา้ใจวา่ น่าจะเป็น 未来［日本語で発話する］ แลว้ก็ 

と［日本語で発話する］ แลว้ก็ は［「wa」と発音する］ ทีเ่หมอืน

แบบเวลาขึน้ ขึน้เป็นหัวขอ้อะคะ่ แบบวา่อันนีห้มายความวา่อะไร 
未来とは［日本語で発話する］ question 
mark［タイ語なまりの英語で発話する］อะไรอยา่งเนีย่

ああ。最初はこう理解したんです，おそらく，「未来」，それに，
「と」，それに，は［「wa」と発音する］，時間が挙がっているかのよ
うに，タイトルのように挙がっているかのように。「未来とは」とは
それはどういう意味でしょう，question mark［タイ語なまりの英語
で発話する］とかそんなように。

36 うん。

37 แตว่า่ไมใ่ช　่［笑う。］　ก็คอืความ น่าจะแปลวา่ความเป็นนรัินดรก์ับ

อนาคต อยา่งเนีย่คะ่

でも，違いました。［笑う。］というのは意味します，おそらく訳すと
永遠であることと未来，そのようなものです。

38 うん。

39 แลว้ก็เหมอืนเป็นการเอาค าสองค านีม้าเชือ่มกัน それから，ふたつの言葉を持ってきてつなげているようです。

40 うん。



41 名前に込められたのは、素晴らしい未来を永遠にという
願い。

ออื　［長く息を吐く。］　ก็คอืเหมอืนใหอ้นาคตทีย่อดเยีย่มแบบมอียู่

ตลอดไปอะไรเงีย้คะ่ ซึง่อันนีค้ดิ
　［カーソルで「素晴らしい未来を永遠にという願い」をなぞる。］　
พออา่นแลว้มันรูส้กึวา่แบบ เหมอืนขอใหม้อีนาคตทีย่อดเยีย่ม

ตลอดไป ก็น่าจะเหมอืนแบบแสดงถงึความหวงัอะไรแบบเนีย่คะ่ 

ความหวงัของคน

うーん。［長く息を吐く。］つまり，素晴らしい未来をずっと与えるよ
うにとかなんとかです，ここから考えました。［カーソルで「素晴ら
しい未来を永遠にという願い」をなぞる。］読んで感じたのは，素
晴らしい未来がずっとあってほしいというような，おそらくそのよう
な何か希望を表していると思います。人の希望。

42 東京2020大会を通じて、世界の人々の心に、希望に満
ちた未来をいつまでも輝かせます。

โดยที ่เออ่ ในแบบ งาน 

東京オリンピック［タイ語なまりの日本語で発話する］ เนีย่

において，えー，東京オリンピック［タイ語なまりの日本語で発話
する］の祭典の中でですね。

43 うん。

44 ［「世界の人々の心に」の部分を黙って読む。］　เหมอืนก็คอืให ้

เหมอืนคนท่ัวโลก อมื　［黙って何かを考えている。］　ออ๋ เหมอืนก็

คอือยากใหแ้บบ
　［「希望に満ちた未来をいつまでも輝かせます」の部分を黙って
読む。］　みちた みらいをみち［日本語で発話する］ คอืเหมอืน

แบบ น่าจะแบบวา่อยากใหม้ ีทกุคนมทัีง้ มอีนาคต ทีด่ตีลอดไป

อะไรงีห้รอืป่าวคะ คดิวา่น่าจะประมาณนีค้ะ่

［「世界の人々の心に」の部分を黙って読む。］同じく，つまり，世
界中の人に，うーん。［黙って何かを考えている。］ああ，同じとい
うのは，してほしい［「希望に満ちた未来をいつまでも輝かせま
す」の部分を黙って読む。］「みちた，みらいをみち」，つまり，なん
というか，なんか持ってもらいたい，すべての人にいずれも，良い
将来がずっと続くようなことでしょうか。おそらくだいたいこのよう
なことだと思います。

45 はい。


