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1 薄桜鬼 真改 เออ่ 薄桜鬼［日本語で発話する］ ค ำนี ้ไมแ่น่ใจเรือ่ง

ควำมหมำยอะคะ่ แลว้ก็ ค ำแรก［「真」のこと］ คอื なー 

ま［「真」を読もうとする］ ใชไ่หมคะ แตว่ำ่ตัวทีส่อง［「改」のこと］ 

ไมแ่น่ใจวำ่พอรวมกนัแลว้หมำยถงึอะไรคะ่

えーと，「薄桜鬼」，この言葉は，わかりません，タイトルに意味が
あるのか。それから，最初の言葉［「真」のこと］はですね，「なー，
ま」［「真」を読もうとする］，じゃないですか。でも，2字目［「改」の
こと］はわかりませんね，一緒になって何を意味するのか。

2 タイトルなんですか。

3 คะ่ 薄桜鬼［日本語で発話する］ เป็นชือ่เรือ่งของเรือ่งนีอ้ะคะ่อนันี้ はい。「薄桜鬼」はこの話のタイトルです，これの。

4 でも，後ろの2字はタイトルではないんです
か。

5 ไมเ่กีย่วกบัชือ่เรือ่ง タイトルとは関係がありません。

6 ふーん。

7 น่ำจะใชค่ะ่ อำจจะเป็นชือ่ภำคหรอืเปลำ่ แตว่ำ่ชือ่เรือ่งหลักคอือนันี้

คะ่ ［「薄桜鬼」を指さす］　แลว้ก็

そうだと思います。場面の名前かもしれません。でも，主題はこれ
です［「薄桜鬼」を指さす］。それから。

8 北海道　ゲーム　作品 ขำ้งบนม ีhashtag［タイ語なまりの英語で発話する］ 

北海道ゲーム［タイ語なまりの日本語で発話する］　แลว้ก็ 

作品［日本語で発話する］ ผลงำนก็เลย คดิวำ่น่ำจะเกีย่วกบั 

Promote［タイ語において外来語に当たる］ กำรทอ่งเทีย่วหรอื

เปลำ่คะ

上に，「北海道ゲーム」のhashtag［タイ語なまりの日本語で発話
する］があります。それと，「作品」，作品，なので，Promote［タイ
語において外来語に当たる］に関してだと思います。観光でしょう
か。

9 ふーん。

10 ถงึมเีรือ่ง 北海道［タイ語なまりの日本語で発話する］ โผลม่ำ 

เพรำะเนือ้เรือ่งน่ำจะ ไมเ่กีย่ว

「北海道」のことがぱっと出てきても，話の内容からして関係ない
はずです。
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11 2008年に第1作目が発売された、女性向け
ゲームブランド「オトメイト」を代表する恋愛
アドベンチャーゲーム。

ตอนปี 2018 ก็ เออ่ วำงขำยเป็นครัง้แรก ตอนปี 2018 ก็คอืผล 

ผลงำนล ำดับแรกอะคะ่ วำงขำยตอนปี 2018 เป็นครัง้แรก

　［「女性向けゲームブランド「オトメイト」を代表する恋愛アドベン

チャーゲーム」の部分を読み始める。］　ก็คอืเป็น 

ゲーム［タイ語において外来語に当たる］ ส ำหรับผูห้ญงิ ออ้ อนันี้

คอืหมำยถงึบรษัิททที ำ ゲーム［タイ語において外来語に当たる］

 ส ำหรับผูห้ญงิทีช่ ือ่วำ่ 

オトメイト［タイ語なまりの日本語で発話する］ ก็

　［「代表する恋愛アドベンチャーゲーム」の部分を黙って読む。］

　ออ๋ เหมอืนทัง้ประโยคนีก็้คอือธบิำยวำ่ 
ゲーム［タイ語において外来語に当たる］ 
はくおうき［日本語で発話する］ เป็น 

ゲーム［タイ語において外来語に当たる］ ทีว่ำงขำยครัง้แรกตอนปี

 2018 แลว้ก็กลำยเป็น

　［黙って何かを考えている。］　ゲーム［タイ語において外来語に

当たる］ ทีเ่ป็นเหมอืนตัวแทนภำพลักษณ์ของบรษัิท 

オトメイト［タイ語なまりの日本語で発話する］ ไป โดยที ่

ゲーム［タイ語において外来語に当たる］ นีม้นัเป็น 

ゲーム［タイ語において外来語に当たる］ ทีเ่กีย่วกบัควำมรักแลว้ก็

 กำรผจญภัย มนัเป็น ゲーム［タイ語において外来語に当たる］ ที่

เกีย่วกบัแนวควำมรักและกำรผจญภัยดว้ยอะไรประมำณนัน้อะคะ่

2018年に，んー，えーと，はじめて発売されました。2018年に，
んーつまり，作，最初の作品なんですね。2018年に発売されたも
のが，最初です。［「女性向けゲームブランド「オトメイト」を代表す
る恋愛アドベンチャーゲーム」の部分を読み始める。］えーつま
り，女性向けの，ゲーム［タイ語において外来語に当たる］，あ
あ，これは要するに意味しているのは，女性向けのゲーム［タイ
語において外来語に当たる］を作った，「オトメイト」という会社，
で。［「代表する恋愛アドベンチャーゲーム」の部分を黙って読
む。］ああ，この文全体は要するに，「はくおうき」のゲーム［タイ語
において外来語に当たる］が2018年にはじめて発売されたゲー
ム［タイ語において外来語に当たる］だと説明しているようです。
それから，なったのは。［黙って何かを考えている。］ゲーム［タイ
語において外来語に当たる］が「オトメイト」の会社のイメージの
代表となってきたようです。そのゲーム［タイ語において外来語に
当たる］が愛と冒険に関するゲーム［タイ語において外来語に当
たる］であり，それが愛と冒険系のゲーム［タイ語において外来語
に当たる］で，だいたいそんなことです。

12 ［そのゲームを］したことがあるんですか。

13 あります［日本語で発話する］　［笑う。］ 「あります」［笑う。］

14 江戸時代末期に活躍した“新選組”をモ
チーフに、幕末志士のはかなくも切ない運
命をドラマチックに綴る。

แลว้ก็ ชว่งปลำยสมยั 江戸［日本語で発話する］ อนันี้

　［「末期に活躍した“新選組”を」の部分を黙って読む。］　ออ๋ 

เป็นกลุม่ทีเ่คยอยูใ่นชว่งปลำยสมยั 江戸［日本語で発話する］　

แลว้ก็ モチーフ ［日本語で発話する］ อนันีไ้มแ่น่ใจเรือ่ง

ควำมหมำยอะคะ่

それから，「江戸」の終わりのころ，これは。［「末期に活躍した“新
選組”を」の部分を黙って読む。］ああ，「江戸」時代の終わりごろ
にいたことのあるグループですね。それから，「モチーフ」，これは
意味していることがはっきりしません。

15 うん。

16 ［モチーフは］ น่ำจะมำจำกค ำวำ่ motive［英語で発話する］ เนอะ 

แลว้ก็ อนันี［้「新選組」のこと］ 新選組［日本語で発話する］ อะคะ่

 ทีอ่ยูช่ว่งปลำยสมยั 
江戸［日本語で発話する］　［「幕末志士のはかなくも切ない」の部
分を読む。］　แลว้ก็ ออื

　［「運命をドラマチックに綴る」の部分を読む。］　อือ๋ ค ำนี้

［「幕末」のこと］ ค ำเดมิกบัที ่อำ่ อำ่นไมอ่อกครำวทีแ่ลว้คะ่ แลว้ก็

อนันี［้「志士」のこと］ นักรบ หรอืเปลำ่คะ น่ำจะใช ่แตว่ำ่ 

はかなくもきれる［日本語で発話する］ อนันีเ้ป็นเหมอืน 

โชคชะตำที ่はかなくもきれ［日本語で発話する］ อะ きれない 

えと［日本語で発話する］ อนันี ้ไมแ่น่ใจวำ่อำ่นวำ่อะไรแลว้คะ่ แต่

วำ่แปลวำ่ ตัดไมไ่ดแ้ลว้ก็ はかなく［日本語で発話する］ เคยได ้

ยนิบอ่ยแตว่ำ่ ยังไมรู่ค้วำมหมำยเลยคะ่ แลว้ก็

　［「ドラマチックに綴る」の部分を黙って読む。］　เออ่ เป็น แนว

แบบ dramatic［英語で発音する］ ประมำณนัน้มัง้คะ สว่น 

漢字［日本語で発話する］ ค ำนี［้「綴」のこと］ น่ำจะเคยเห็นแวบ่ ๆ

 แตว่ำ่ไม ่ไมรู่ค้วำมหมำยกบัไมรู่ว้ธิอีำ่นคะ่ แลว้ก็

［モチーフは］motive［英語で発話する］の言葉からだと思います，
ね。それから，これ［「新選組」のこと］，「新選組」です。「江戸」時
代の終わりごろにいました。［「幕末志士のはかなくも切ない」の
部分を読む。］それから，うーん。［「運命をドラマチックに綴る」の
部分を読む。］えーと，この言葉［「幕末」のこと］は，元の同じ言葉
と，あー，前回読めなかった言葉です。それから，これ［「志士」の
こと］は，戦士，でしょうか。おそらくそうです。でも，「はかなくもき
れる」，これはなんというか，「はかなくもきれ」という運勢です。
「きれない，えと」，これは，どう読むかわからなくなりました。で
も，訳すと，切ることができない，それと，「はかなく」，よく聞いて
きたんですが，意味はまだ知りません。それから。［「ドラマチック
に綴る」の部分を黙って読む。］えー，dramatic［英語で発音する］
な系統，だいたいそんなじゃないですか。「漢字」の部分は，この
言葉［「綴」のこと］は，ちらっちらっと目にしたことはありますが，
知り，意味と読み方は知りません。それから。



17 史実同様に、蝦夷地にて新しい国を作ろう
と旧幕府軍と新選組が拠点とした旧箱舘
奉行所でもある五稜郭は、現在の北海道
函館市を代表する観光スポットのひとつと
なっている。

［「史実同様に」を黙って見つめている。］　史実［日本語で発話す
る］ อนันีเ้หมอืนองิมำจำกประวตัศิำสตรห์รอืเปลำ่คะ แลว้ก็ สองค ำนี้
［「蝦夷」のこと］　［笑う。］

［「史実同様に」を黙って見つめている。］「史実」，これは歴史に
基づいたようなものでしょうか。それと，このふたつの言葉［「蝦
夷」のこと］。［笑う。］

18 ［笑う。］

19 ยำกคะ่ เออ่

　［「蝦夷地にて新しい国を作ろうと」の部分を黙って読む。］　อมื

 อนันี［้「蝦夷地」のこと］ ทัง้ค ำ รูแ้คต่อนนีท้ีเ่ป็นวำ่ดนิ หรอืพืน้ที่

［「地」のこと］ อะคะ่ แลว้ก็ เออ่ ประเทศใหม่

難しいです。えーと。［「蝦夷地にて新しい国を作ろうと」の部分を
黙って読む。］うーん，これ［「蝦夷地」のこと］はすべての言葉で，
知っているのは，土，もしくは土地［「地」のこと］だけですね。それ
から，新しい国。

20 新しい国，ですか。

21 เออ่ สรำ้ง สรำ้งประเทศใหม่

　［「旧幕府軍と新選組が」の部分を黙って読む。］　ออ๋ อนันีค้อื

รัฐบำล ทหำร 幕府［日本語で発話する］ เกำ่กบักลุม่ 

新選組［日本語で発話する］ คะ่

　［「拠点とした旧箱舘奉行所」の部分を読む。］　拠点とした［日

本語で発話する］　［笑う。］　ค ำนี［้「舘奉」のこと］ ไม ่ๆ ไมรู่ว้ำ่

หมำยถงึอะไรทีเ่กำ่ แตว่ำ่ เออ่ ก็เลยไมแ่น่ใจ แตค่ดิวำ่น่ำจะเป็นชือ่

 หน่วยงำนหรอืเปลำ่คะ　もある ご［日本語で発話する］　สองตัวนี้

［「稜郭」のこと］ ก็ไม ่รูค้วำมหมำยเหมอืนกนัคะ่ อนันี［้「五」のこと］

 เลขหำ้เนอะ　［視線をパソコン画面の外に移す。］　แลว้ก็
　［「五稜郭は、現在の北海道函館市を」の部分を黙って読む。］

えー，建てます，新しい国を建てます。［「旧幕府軍と新選組が」
の部分を黙って読む。］ああ，これは政府，軍人の古い「幕府」と
「新選組」のグループです。［「拠点とした旧箱舘奉行所」の部分
を読む。］「拠点とした」。［笑う。］この言葉［「舘奉」のこと］，わ，
わ，わかりません，古い何を意味しているのかが。でも，えー，そ
れで，はっきりしませんが，でも，名前だと思います，組織でしょう
か。「もある，ご」。この2字［「稜郭」のこと］は，も，意味がわかり
ません。これ［「五」のこと］は，5の数字ですね。［視線をパソコン
画面の外に移す。］それから。［「五稜郭は、現在の北海道函館
市を」の部分を黙って読む。］

歴史，特に武士の活躍した時代に強い関心
があるため，歴史の語彙は漢字の読みさえ
わかれば理解できるものが多い。

22 話の内容について説明しているんですよ
ね？

23 คะ่ น่ำจะ อมื　［長く息を吐いてから，黙って何かを考えている。］ はい，おそらく。うーん。［長く息を吐いてから，黙って何かを考え
ている。］

24 やっぱり違いました？

25 เหมอืน ๆ ไมแ่น่ใจวำ่ สดุทำ้ยมำเกีย่วขอ้งกบั 

北海道［タイ語なまりの日本語で発話する］ ยังไงคะ่ ก็เลยคดิวำ่

น่ำจะไมเ่กีย่วกบัเรือ่งนีห้รอืเปลำ่ เพรำะวำ่เคยเลน่ 

ゲーム［タイ語において外来語に当たる］ แลว้ เนือ้เรือ่งมนัอยู่

แถบ 京都［タイ語なまりの日本語で発話する］ อะคะ่

なんというか，はっきりしないのは，最終的にどのように，「北海
道」と関係しているのか。それで，考えたのは，この話と関係ない
んじゃないか，と。このゲーム［タイ語において外来語に当たる］
で遊んだことがありますが，中身はほぼ，「京都」でしたから。

26 おおお。［笑う。］

27 ก็เลย ก็เลย ก็เลยงงคะ่วำ่ それで，それで，それでですね，混乱しまして。



28 ［笑う。］

29 ［「現在の北海道函館市を代表する」の部分を読む。］　ก็เลย 

北海道［タイ語なまりの日本語で発話する］ แลว้ก็ 

漢字［日本語で発話する］ ตัวนี［้「函」のこと］ ไม ่ไมแ่น่ใจคะ่

［「現在の北海道函館市を代表する」の部分を読む。］それで，
「北海道」，と，この「漢字」の字［「函」のこと］は，はっきりしませ
ん。

30 うん。

31 ［「函館市」は］ ชือ่เมอืงหรอืเปลำ่คะ 

北海道［タイ語なまりの日本語で発話する］ แลว้ก็อนันีเ้หมอืนมี

ชือ่ เหมอืนมคี ำวำ่เมอืงก็เลยคดิวำ่น่ำจะเป็นชือ่เมอืง แลว้ก็

กลำยเป็นวำ่

　［「観光スポットのひとつとなっている」の部分を黙って読む。］　

กลำยเป็นสถำนทีจ่ดุทอ่งเทีย่วจดุหนึง่ทีเ่ป็น ทีเ่ป็นตัวแทน เป็น

ภำพลักษณ์ของเมอืงนีใ้นจังหวดั 

北海道［タイ語なまりの日本語で発話する］ อะคะ่ก็คอื ออื

　［黙って何かを考えている。］　หรอืวำ่ 

北海道［タイ語なまりの日本語で発話する］ อำจจะเกีย่วขอ้งกบั

คนกลุม่นี ้คดิวำ่น่ำจะเป็นอยำ่งนัน้คะ่ หรอืเปลำ่

［「函館市」は］町の名前なんでしょうか，「北海道」。それで，これ
は名前があるようです。町の名前のような言葉がありますので，
町の名前かと思います。それから，となります。［「観光スポットの
ひとつとなっている」の部分を黙って読む。］観光地のひとつの拠
点となりました。代表します，「北海道」の県の中のこの市のイ
メージを，ですね。つまり，んー。［黙って何かを考えている。］ある
いは，「北海道」がこのグループの人と関係があるのかもしれま
せん。そんなところだと思います。違うでしょうか。

32 うーん。

33 ถงึไมน่่ำจะเกีย่วกบั しんせんぐみ［日本語で発話する］ ไมแ่น่

　［笑う。］

「しんせんぐみ」とは関係しそうにないですけど，はっきりしませ
ん。［笑う。］

34 発売	アイディアファクトリー株式会社
発売時期	2015年9月25日～
原作	アイディアファクトリー株式会社／デ
ザインファクトリー株式会社
公式サイト	薄桜鬼 総合サイト
公式SNS	
twitter

แลว้ก็ ขำ้งลำ่งอนันีก็้คอืก็ อำ่ เหมอืนบรษัิททีว่ำงขำยอะคะ่ ก็คอื 

アイディアファクトリー［タイ語なまりの日本語で発話する］ อนันี้

เป็นชือ่บรษัิทคะ่ แลว้ก็ ชว่งทีว่ำงขำยก็คอืตัง้แตว่นัที ่25 เดอืน 

กนัยำยนปี 2015 คะ่ จนถงึปัจจบุัน แลว้ก็ คนทีส่รำ้งก็คอื

　［「原作アイディアファクトリー株式会社」の部分を黙って読む。］

　อำ่ アイディアファクトリー［タイ語なまりの日本語で発話する］ 

อนั บรษัิทเดมิกบัทีว่ำงจ ำหน่ำยคะ่ แลว้ก็ 

デザインファクトリー［タイ語なまりの日本語で発話する］ ก็คอื

น่ำจะเป็นบรษัิทที ่เออ่ ชว่ยออกแบบดว้ยอะไรประมำณนีม้ัง้คะ แลว้

ก็อนันี ้website［タイ語において外来語に当たる］ เป็นทำงกำรก็

ตำม link［タイ語において外来語に当たる］ นี ้แลว้ก็ม ีtwitter 

ดว้ยคะ่

それから，この下のところはというと，あー，会社の発売場所のよ
うです，つまり，アイディアファクトリー［タイ語なまりの日本語で発
話する］これが会社の名前です。それと，発売しているのは2015
年9月25日からです，現在までです。それから，作った人は。［「原
作アイディアファクトリー株式会社」の部分を黙って読む。］あー，
「アイディアファクトリー」，これ，発売しているのと同じ会社です。
それと，「デザインファクトリー」，は，おそらく一緒にデザインをし
たとかの会社です，だいたいこうじゃないでしょうか。それから，こ
れは，公的なwebsite［タイ語において外来語に当たる］は次のこ
のlink［タイ語において外来語に当たる］のとおりです。それに
twitterもあります。

35 おー。

36 アニメ聖地 อมื　［「アニメ聖地」を黙って見つめている。］　ออ๋ อนันี ้อนันีน่้ำจะ

เหมอืนเรือ่งทีแ่ลว้ตรงทีว่ำ่เอำ สถำนทีม่ำเชือ่มโยงกบั 

アニメ［タイ語において外来語に当たる］ ออ๋ ค ำนี ้คอื 

聖地［日本語で発話する］ ใชไ่หมคะ ก็คอื 

アニメ聖地［日本語で発話する］ คอืตำมรอย 

アニメ［タイ語において外来語に当たる］ ใชไ่หมคะ ค ำ พอเห็น

ค ำนีแ้ลว้จะนกึถงึทีเ่ป็นแนวแสวงบญุอะคะ่ แตจ่ ำ จ ำค ำศัพท ์

［日本語の］ ไมไ่ดแ้ลว้คะ่　［笑う。］

うーん。［「アニメ聖地」を黙って見つめている。］ああ，これ，これ
はテーマと同じはずです，必要とするところ，アニメ［タイ語におい
て外来語に当たる］とつなぎ合わせる場所です。ああ，この言葉，
は，「聖地」，ですよね？つまり，「アニメ聖地」というのは，アニメ
［タイ語において外来語に当たる］が足跡をつけたところ，ですよ
ね？言葉，この言葉を見た瞬間，巡礼の様が思い浮かんだんで
す。でも，覚えては，［日本語の］言葉は覚えていません。［笑う。］



37 ［笑う。］はい。

38 聖地［日本語で発話する］ แลว้ก็ 「聖地」，で。

39 「北海道函館市」みどころ อนันีเ้ป็นชือ่เมอืงทีอ่ำ่นไมอ่อกคะ่ ที ่

北海道［タイ語なまりの日本語で発話する］ ก็คอื

これは町の名前で，読めません，「北海道」の，は。

40 この話にはアニメもあるんですか。

41 คะ่ เป็น ๆ เป็น game［タイ語において外来語に当たる］ ดว้ยคะ่ 

แลว้ก็เคยมเีป็น アニメ［タイ語において外来語に当たる］ ออกมำ

ดว้ย คะ่

はい。で，え，game［タイ語において外来語に当たる］もです。そ
れに，アニメ［タイ語において外来語に当たる］が出てきたことも
あります。

42 ああ。

43 2016年3月に北海道新幹線が開通し、ます
ますアクセスしやすくなった道南地域。

ตอน ปี เดอืน 3 ปี 2016 ที ่
北海道［タイ語なまりの日本語で発話する］　しん 
かんせん［日本語で発話する］ ออ๋ ตอนทีเ่ปิดเสน้ทำง 新幹線 

［日本語で発話する］ ไป 

北海道［タイ語なまりの日本語で発話する］ แลว้

　［「ますますアクセスしやすくなった道南地域」の部分を黙って読

む。］　ออื ก็เลยเป็น เขำ้ อำ่ เหมอืนวำ่ระหวำ่ง ทำงเหนอืกบัทำงใต ้

ก็สำมำรถเขำ้ถงึกนัไดอ้ยำ่งงำ่ยขึน้หรอืเปลำ่คะ น่ำ คดิวำ่น่ำจะ

หมำยถงึอยำ่งนัน้คะ่

年の，3月2016年に，「北海道」で。「しん，かんせん」，ああ，「新
幹線」の路線が開かれたとき，「北海道」に。［「ますますアクセス
しやすくなった道南地域」の部分を黙って読む。］うーん，つまり，
入って，あー，間というか，北線と南線がもっと簡単にアクセスで
きます，でしょうか。おそらく，そのようなことを意味しているのだと
思います。

44 はい。

45 その中心地でもある函館市には、世界三
大夜景のひとつとしても知られる、函館山
から臨む夜景（写真）や、旧函館区公会堂
などの歴史的建造物などが点在する。

［「その中心地でもある函館市には」の部分を黙って読む。］　เออ่

 แลว้เมอืงทีเ่ป็นเมอืงศนูยก์ลำงก็คอืเมอืงทีอ่ำ่นชือ่ไมอ่อกอนันีอ้ะ

คะ่　［「世界三大夜景のひとつ」の部分を黙って読む。］　世界 

［日本語で発話する］ เออ่

　［「世界三大夜景のひとつとしても知られる」の部分を黙って読

む。］　ออ๋ ก็กลำยเป็นเมอืงที ่มชีือ่เสยีงในฐำนะทีเ่ป็นเมอืงอนัดับ

สำมทีม่ ีview［タイ語において外来語に当たる］ ตอนกลำงคนื

สวยทีส่ดุ น่ำจะประมำณนัน้คะ่ แลว้ก็
　［「函館山から臨む夜景（写真）や」の部分を黙って読む。］　
ตัง้แตภ่เูขำของเมอืงนี้ ถำ้ ถำ้มองจำกภเูขำของเมอืงนีล้งไปตอน 

ตอนกลำงคนืน่ะคะ่ ก็ ก็จะเป็นอยำ่งในรูปนีอ้ะคะ่ 

［下にある函館の夜景の写真を指さす］　เออ่

　［「旧函館区公会堂などの歴史的建造物などが点在する」の部

分を黙って読む。］　ก็จะ น่ำจะหมำยถงึ ก็จะเห็นพวก เออ่ 

สิง่กอ่สรำ้งทีเ่ป็นในแง ่ประวตัศิำสตรข์อง

　［「旧函館区公会堂などの歴史的建造物など」の部分を黙って

読む。］　เออ่ เมอืงนีอ้นัเกำ่มัง้คะ คดิวำ่น่ำจะใชค่ะ่ แลว้ก็

［「その中心地でもある函館市には」の部分を黙って読む。］
えー，それで，中心の町である町は，この読めない名前の町です
ね。［「世界三大夜景のひとつ」の部分を黙って読む。］「世界」，
えーと。［「世界三大夜景のひとつとしても知られる」の部分を黙っ
て読む。］ああ，町になりました，夜間の最も美しいview［タイ語に
おいて外来語に当たる］がある3番目の町として有名です，だいた
いそんなところです。それから。［「函館山から臨む夜景（写真）
や」の部分を黙って読む。］この町の山が，してから，もし，もしこ
の町の山から見下ろしたら，とき，夜にですね。そしたら，そしたら
この写真のようです［下にある函館の夜景の写真を指さす］。えー
と。［「旧函館区公会堂などの歴史的建造物などが点在する」の
部分を黙って読む。］んーと，おそらく意味しています，見られるも
のの類，えー，の歴史，に関した建築物です。［「旧函館区公会堂
などの歴史的建造物など」の部分を黙って読む。］えー，この町
は古いんじゃないですか。それで合っていると思います。それか
ら。

46 グルメではやはり海鮮ははずせない。 ［文全体を黙って読む。］　はずせない［日本語で発話する］ ค ำนี้

ไมค่อ่ยแน่ใจวำ่หมำยถงึอะไรอะคะ่ แลว้ก็เหมอืนเรือ่งอำหำรก็ เป็น

ทะเล อำหำรทะเลหรอืเปลำ่คะ อมื

［文全体を黙って読む。］「はずせない」，この言葉が何を意味す
るかあまりはっきりしません。それから，料理の話題のようです，
海鮮，海鮮料理でしょうか，うーん。



47 海鮮料理をおすすめしているのですか，して
いないのですか。

48 น่ำจะแนะน ำคะ่ หรอืเปลำ่ すすめているはずです，じゃないですか。

49 どうしてですか。

50 ไมแ่น่ใจเหมอืนกนัคะ่ คอืเป็น เป็นรูป ない［日本語で発話する］ 

แตรู่ส้กึวำ่ แตรู่ส้กึวำ่พอเป็นบทควำมแนวแนะน ำทีท่อ่งเทีย่วก็เลย

คดิวำ่น่ำจะแนะน ำ

わたしもはっきりしません。というのは，「ない」形があります，が，
感じて，でも，感じるのは，観光のおすすめの傾向となると，おす
すめしているはずだと思います。

51 ［笑う。］ああ，そうですね。

52 ［笑う。］　เดำ เดำจำกบรบิทอะคะ่ ก็เลย คะ่แลว้ก็ ［笑う。］勘です。役割からの勘です。それで，はい。それから，

53 JR函館駅近くに、海鮮の専門店がそろう
「函館朝市・どんぶり横丁」があるので、食
べる物に迷ったらまずココへ向かおう。

［「JR函館駅近くに」の部分を読む。］　ออื　［長く息を吐く。］　

ใกล ้ๆ สถำนขีอง สถำนรีถไฟ 

JR［タイ語なまりの日本語で発話する］ ของเมอืงเนีย่อะคะ่ก็

　［「海鮮の専門店がそろう」の部分を黙って読む。］　ก็มรีำ้นที ่

เออ่ เชีย่วชำญดำ้นอำหำรทะเลทีช่ ือ่วำ่
　［「「函館朝市・どんぶり横丁」があるので」の部分を黙って読む
。］　อนันี［้「函館朝市」のこと］ ชือ่เมอืง แลว้ก็ 

どんぶり［日本語で発話する］ ค ำนี［้「横丁」のこと］　［笑う。］　

อนันี［้「横」のこと］ แปลวำ่ดำ้นขำ้งมัง้คะ แลว้ก็อนันี้［「丁」のこと］ 

เหมอืนเห็นใน ค ำวำ่ ていねい［日本語で発話する］ หรอืเปลำ่ไม่

แน่ใจเหมอืนกนั

　［「食べる物に迷ったらまずココへ向かおう。」の部分を読み始

める。］　ออื　［長く息を吐く。］　ถำ้เกดิสบัสนวำ่จะไป ทำนทีไ่หนก็

ให ้มำทีน่ีก่นัเถอะอะไรประมำณนัน้มัง้คะ แลว้ก็

［「JR函館駅近くに」の部分を読む。］うーん。［長く息を吐く。］の
駅の近く，この町の「JR」の電車の駅の，ですね。それで。［「海鮮
の専門店がそろう」の部分を黙って読む。］えー，店があります，
えーと，海鮮料理を専門とする，名前は。［「函館朝市・どんぶり
横丁」があるので」の部分を黙って読む。］これ［「函館朝市」のこ
と］は町の名前です，それから，「どんぶり」，この言葉［「横丁」の
こと］。［笑う。］これ［「横」のこと］は，訳すと，側，じゃないです
か。それとこれ［「丁」のこと］は「ていねい」の言葉の中にあるよう
です。違いますか，はっきりしないのですが。［「食べる物に迷った
らまずココへ向かおう」の部分を読み始める。］うーん。［長く息を
吐く。］もしどこへ食べに，行くかこんがらがってしまったら，ここへ
来てくださいね，とかだいたいそんなことじゃないですか。それか
ら。

54 函館市公式サイト　函館市 City of 
HAKODATE

นีก็้เป็น website［タイ語において外来語に当たる］ ทำงกำรของ

เมอืงทีอ่ำ่นชือ่ไมอ่อก　［笑う。］　แลว้ก็ ออ๋ 

はこだて［タイ語なまりの日本語で発話する］ เหรอคะ ออ๋ น่ำจะ

เป็น はこだて［タイ語なまりの日本語で発話する］ ใชไ่หมคะ ถำ้ 

ถำ้เป็น はこだて［タイ語なまりの日本語で発話する］ อำจจะ แตก็่

ไมแ่น่ใจวำ่เกีย่วกบั 新選組［日本語で発話する］ ยังไง　［笑う。］

これもwebsite［タイ語において外来語に当たる］です，名前が読
めない町の公式の。［笑う。］それと，ああ，「はこだて」なんです
か。おお。「はこだて」のはず，じゃないですか。もし，もし，「はこ
だて」なら，たぶん。でも，それでも，「新選組」とどう関係してるか
ははっきりしません。［笑う。］

55 ［笑う。］

56 อยูด่คีะ่ อำจจะเป็นจดุทีย่ังเลน่ไปไมถ่งึแลว้ก็ อมื สมยันัน้เขำขึน้ไป

ถงึ 北海道［タイ語なまりの日本語で発話する］ ไดห้รอืยังไมแ่น่ใจ

เหมอืนกนัคะ่

まだ。プレイが行き着いていない地点かもしれません。それから，
うーん，当時彼らは「北海道」までのぼって行き着くことができた
のですか，どうもはっきりしません。



57 函館市公式観光情報サイト　はこぶら
函館市のおすすめイベント情報　ウォー
カープラス

อนันีก็้ web［タイ語において外来語に当たる］ เกีย่วกบัขอ้มลูทอ่ง 

สถำนทีท่อ่งเทีย่วของเมอืง 

はこだて［タイ語なまりの日本語で発話する］ ใชไ่หมเนีย่ คะ่แลว้

ก็อนันีเ้ป็น web［タイ語において外来語に当たる］ ทีเ่กีย่วกบังำน 

イベント［タイ語なまりの日本語で発話する］ ทีแ่นะน ำในเมอืง 

はこだて［タイ語なまりの日本語で発話する］ คะ่ ประมำณนีค้ะ่

これも「はこだて」の町の観光地のデータに関するweb［タイ語に
おいて外来語に当たる］です，そうですか。はい。それから，これ
は，「はこだて」の町の中のおすすめの「イベント」に関係したweb
［タイ語において外来語に当たる］です。こんなところです。

58  ありがとうございました。


