
テレビドラマによる聴解授業の実践報告  

「生」教材を初級後期、中級、上級で使用して－  

小林 典子  

要  

「生」のテレビドラマはどのレベルの学生にどのようにして利用するのが適当なの  

か知りたいと思い、1本の同じドラマを異なるレベルのクラスで使用してみた。上級  

は余裕をもって細かい部分にも注意を払った聴解の授業ができた。中級では語彙や表  

現で未消化な部分も残ったが、回を重ねるごとによく聞けるようになり、多くを吸収  

できたようである。初級は1本全部を見るためには大きく筋をつかむことしかできず、  

語彙や表現で未消化のものが多すぎたが、自然な日本語を観察でき縮約形や、助詞省  

略などは勉強できた。本稿は、授業の実際を学生のクイズ結果、アンケhト結果と共  

に葡．告するものである。  

［キーワード］ 生教材 聴解 テレビドラマ レベル別学習実態  

留学生による評定値  

0．はじめに   

中・上級の聴解の授業にテレビからとったビデオによる「生」教材がよく利用されている。その  

利用方法の実践報告も木村（1970，1972）今田（1974ab）佐久間（1979）皆作（1988）浜田（1988）等  

ある。筆者もそれらを参考にさせてもらい、テレビを利用した聴解の授業を試みている。   

本稿は同じテレビドラマが初級後期、中級、上級のクラスで使用された場合、授業の様子がどの  

ように違ったか、学生の吸収するものがどのように違ったかを反省を込めて報告するものである。  

同じ教材を色々なクラスで使ったのは、「生」散村の場合、どのレベルのクラスの学生にどのよう  

な聴解活動をさせることが可能であり、適当なのか、模索する必要を感じたからである。   

指導した学生は初級後期は、筑波大学留学生教育センターのAコース（予備教育生対象の6カ月  

集中コ｝ス）で約400時間終了した時点の学生、中級は同センターのCコース（補習コース）の研  

究生、大学院生、上級は茨城大学の学部1年生である。  

1．教材について   

筆者はTBSの日曜劇場F指酪』1987（約50分）（注1）を次のような理由で教材として適当と  

考え利用した。   

・次に図示するような様々な人間関係（年齢差、親疎の程度差）によって異なる会話が観察で  

きる。また、怒った場合や酔っぱらっている場合などの会話もあり、フォーマルで上品な話  
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し方から、崩れた汚い乱暴な話し方ま聞くことができる。  

父（50代）  女（主人公）一 見合いの相手  

＼   
／  

母（50代）  仕事仲間  

弟  恋人   

・教室にふきわしくないもの、いわゆるエログロがない。  

・方言や時代劇にでてくるような特殊な話し方がない。標準語である。  

・外国人留学生の感情を傷つけるような民族的、宗教的問題はない。  

・ドラマの主人公は学生と年齢が近い。  

・ストーリーは単純で分かりやすい。  

・日本人の標準的な生活様式が見られる。   

教材は学生を引き付けるおもLろいもの、学生の見たがるものが、教育効果も高いと言われてい  

るが、上記の条件に合うものを捜すのは難しく、この『指輪』も大方の学生はおもしろかったと許  

しているが、欧米系の学生には単純すぎておもしろくないと許するものもいた。（表1．聴解授業  

「指輪」に対する留学生の評定 参照）しかし、その場含も「教材としてはおもしろかった。自分  

たちの日本語力にはこのぐらい単純なほうが分かりヤすい」などと注をつけている学生がいた。   

学生に与えた教材は以下のものである。  

rl）音声テープ  

（2）単語リスト（初・中級用：ひらがな 漢字 英訳）  

（上級用：ひらがな 漢字）  

（3）縮約形、省略、倒置に関するプリント （資料1参照〕  

（4）表現ノート（各時間に取り上げる表現と例文）（資料2参照）  

（5）内容チェックのクイズ （資料3参照）  

（6）空欄のあるスクリプト  

学生には（1）“（4）を前もって、渡しておき、これを利用して予習するように言った。単語と  

音声テープだけであらかじめ場面を想像しておき、教室で画面を見るのもおもしろいのではないか  

と考えた。授業の初めに、（5）のプリントを配り、毎回クイズとLた。（6）は授業が終わった  

あと、配り、空欄のdictationを宿題とした。  
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2．操業の実際   

約50分のドラマは8回の授業に分け、1回分〔筑波太一75分・授業、茨城大¶90分授業）を5～7  

分程度とした。初級にはたくさんの時間をかける、というのも一つの方法かもしれないが、一つの  

ドラマを長く続けるのは飽きてくるという問題を抱えることにもなるので、8回で見終わることに  

した。従って、同じテレビドラマ50分のものを同じように8回に分けて使用したわけである。また、  

前節で述べた教材（1）仙（6）はどのコースの学生にも同じような手順で潅Lた。また予習も要  

求した。授業の流れは、基本的にはつぎのようなものである。  

内容チェッククイズ解説  

1回目VTRの視聴  

内容チェックのクイズ  

（致師はここでは正解を言わない）  学生．同士のdiscusslOn  

（学生たち自身で正解を発見させる）  

〔単語・表現・縮約形など取り上げる）  

2回目VTIモの視聴  

2．l．上級コース   

“精聴”（佐久間1979）（注2）を日標とできる。つまり一つ一つ細かく単語や表現の意味を検  

討し、発話の練習までできる。   

Lかし、このレベルの学生でも、1回目の授業でおこなった内容チェッククイズの結果は悪く、  

いかにドラマの出だしが分かりにくいか、反対に、ドラマが進行するにしたがって、いかに分かり  

やすくなるか 個1．内容理解クイズ結果の推移 参照）、文脈に支えられて聴解がなされている  

ことを実感させられた。ドラマの「あらすじに乗る」までに苦労することがわかる。次に、授業の  

流れにそ才て上級クラスの様子を概略する。  

＜内容チェッククイズ＞   

配布Lて、黙読させ、分からない単語、設問があれば、質問させる。ほとんど質問ない。  

＜1回目VTRの視聴＞  

1回だけ視聴、苧牡は見ながらメモをとったり、クイズをしたりしている。   

視聴終√筏、クイズはIl川Jをおかずに回収する、、  
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＜学生同士のdiscussion＞   

クイズの解答を探すdiseussionをする。ここでは教師は解答を与えない。学生【司士に自分が選  

んだ解答の根拠を発言させる。上級では間違いよりも正解が多いが、それでもその判断の根拠は学  

生によって異なり、それぞれが聞き取ったことを披露しながら、共同で内容の理解を深めていくこ  

とができる。議論が割れることもあるが、その場では、未解決としておく。  

＜2回目VTRの視聴＞   

未解決であった部分は2回目の視聴によってほほ解決できる。この時の学生の表情は1回目とは  

全く異なるもので、議論になった部分を確認しようと構えており、非骨に積極的な態度である。教  

室には時々喚声まであがることになる。   

学生達は大きな内容が把握できると、細かい部分を質問してくる。彼らは何がわかり、何がわか  

らないか、が言える。単語の意味、表現、縮約形を説明し、それらを使用して発話練習をすること  

になる。そして、テープを止めながらリピートする練習をする。滞日期間がすでに1年以上の学生  

たちなので、縮約形「－てる」「～ちゃう」などには慣れていて聞き取れるL、発話もしているが、  

アスペクト、ムード、接続語句が組合わさって複雉になったものは聞き取れていない。例えば、  

「～Lてたのにね」「－ちヤったんじゃないかと思った」などは難しい。  

くその日の視聴部分についての話合い＞   

時間が余ると、ドラマに見いだされる日本文化を教師が取り沌し、指摘しそれを話L合ったりす  

る。  

＜宿題 穴埋めスクリプトの完成＞   

これは次蹴までにテー7’を聞いて仕上げてくる。上級とはいえ、dietationになると、表記遠  

い、アスペクト、ムhドの聞き落し、が日だつ。  

1回の授業は上記のように流れるが、ドラマ終了後、要約文や意見文を書かせる授業もおこなっ  

た。上級では余裕をもって以上のことがなされ（他コースよりも15分長いという時間の長さにもよ  

るが）、「今までテレビを見てもぐちゃぐちゃして分からないままになっていたところが、はっき  

りわかるようになった。」と言う学生もいて、授業が消化されているのを感じた。  

2．2．中級コース   

中級コースでも基本的には上級と同じ方法、同じ流れで、進めたが、分かり方の度合はかなり下  

がることになる。＜内容チェッククイズ＞については学生に音読させ、設問を確認する必要がある。  

＜1回目視聴＞では学生は2度聞かないと解答が苦しいと言う。く学生同士のdiscussion＞で  

は、ときに教師の誘導を必要とする。しかし、授業回数を重ねると、クラスの学生同士の信頼関係  

も生まれるためか、発言が多くなる。誤答をしている学生も多いが、その根拠も発言させると、他  

の学生の関心を誘い、貴重なものとなる。＜2匝王目の視聴＞の時の反応は上級コースと同じく積極  
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的なものである。このコースでは回を追う蜘二、よく聞き取れるように変化Lていくのがわかる。   

次に第1回目の授業から8回目までの内容理解クイズの正答率の平均値の推移を示す。中級コー  

スで88年と89年におこなったデータによるものである。初回が分かりにくく徐々にドラマについて  

いくようになるのが分かる。  

囲1． 内容理解クイズ結果の推移   

上級では細かいところまで学習させたが、中級では内容を把握Lたあとは、数師の方で的を絞っ  

た箇所だけの聞き取りをさせる必要がある。この場合も、授業の回数を重ねるにつれて、取り上げ  

る箇所を増やしていける。最初は内容把撞で精一杯のため、そのためのキーになる文の聞き取りだ  

が、後半になるにつれ、徐々に、縮約形、会話特有の表現（～んじゃないかな、～なんか、んなん  

て等）、語句（乱暴なことば こいつ、あいつ等〕も取り上げることができるようになる。   

中牌では、上級と異なり、語句ヤ表現をかなり未消化のまま（特に前半）終わることになる。学  

生の意見には「授業をきっかけに日本人のことで、今まで見過ごしてきたことも注意するようにな  

った。」とか「はじめは分からなかったのに説明してもらってから、聞こえるようになった。」な  

ど評価の意見が多いが、後に述べるように、学習効果という点では反省しなければならない点もあ  

る。  

2．3．初級後期   

初級の学生に対しては自然な会話の諸相を観察させること、教師の助けを借りながらでも、日本  

語だけで、ドラマを楽しめたという達成感が得られ、その中で、縮約形を聞きとる練習ができれば  
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よいと考えて使用した。  

1989年僅から．初級コースの教科書ば一 New SltuationalFunctionalJapanese．．（筑波大留学  

生教育センター試作）に変わり、学生達はかなり自然な会話文を学習している。彼らは、「生」の  

テレビドラマの中の日本語と教室で習った日本語にあまり差を感じないですむかもしれない。しか  

しこのドラマを使用した1987年の学生は文法シラバスにのっとった書き言葉に近い会話文しか勉強  

していなかったため、生のドラマには非常なショックを貴けた。「日本人は本当にこのような日本  

語を話しているのですか。」という学生の質問に葦者の方がショックをうけた。授業のあとの学生  

の意見にも、「本当の日本語を習いました。」とか、「自然な日本語を聞きました。この方がいい  

です。」というのがあった。いかに教室の日本語が本物の会話とかけ散れていたのかが分かる。   

初級で「生」のドラマを使用するときは使い方を失敗すると、学生の登校拒否にあうほど、難し  

いものである。学生には内容はクイズの解答接しによって、段々にわかるから、わからないことが  

たくさんあっても心配しないように、と言っておかなければ、不安に陥る。クイズの解答も教師が  

ヒントを与えながら、注意して聞くべきところをリピートして聞かせながら発見させる。毎回の目  

標を助詞省略や、縮約形、倒置文などと絞り、そこだけが目標であると安心させなくてはならない。  

盗れるばかりの知らない単語、表現は学習できないままであるが、このようにすれば、初級後期の  

学生もいつのまにか文脈をつかみドラマを楽しむようになる。1回目の授業で難しすぎると強く拒  

否した学生が、毎回きちんと出席Lて、表現も少しではあるがpICk upして発話するまでになっ  

た例もある。  

2．4．各コースの学習実態のまとめ   

前述したレベルの違うコースの実態は、図2のように示すことができよう。  

」－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－」不十分  

内容を要約Lて発表する。  

要約文・意見文を作文する。   

囲2． レベル男り学習実態  

3．学生のアンケート報告   

初級後期コースと中級コースの学生対象にこのドラマの授業に関して衷1にホすようなアンケー  

一104－   



ト（〔D～⑯について⊥2から十Zまでの適当なレベルを選ばせる1を行った。また、授業に対する  

感想も書いてもらった。初級18人、中級16人の結果をパーセントで記入Lておく。上段が初級の学  

生、下段が中級の学生の回答を示Lている。（学生には口頭で0を普通とし、プラス評定、マイナ  

ス評定を考えて5段階の評定をするように説明してある。）   

このアンケート結果によると、華僑されたもの、与えられたものに対しての評定値は高いという  

ことが言えよう。つまり教師による説明でドラマの内容もよくわかったと啓じているし、楽しんだ  

ようである。また単語表や縮約形のプリントも役にたったとしている。ところが、日本語の学習の  

効果の自己採点となると、評定値が他の項目より下がっていることに、気がつく。  

表1．聴解授業「ドラマ 指輪」に対する学生の評定  

¶2 1  0 ＋1＋2  
（％）   

①ドラマはおもしろかった  
摺謝   5．6 5．6 5．6 33．3 44．4 0  012．5 43．8 43．8   

①ドラマほよくわかった（先生の説明で）   0   016．7 55．6 27．8  
0   0   0 43．8 56．2   

③日本人の生活のようすがわかった   5．611．116．7 61．116．7  
6．3   012．5 68．812．5   

④日本人の考え方がわかった   011．127．8 50．011．1  
6．3   0 25．0 62．5 6．3   

⑤日本語の会話を聞く練習ができた   5．611．161．116．7 5．6  
0 6．3 37．5 31．3 25．0   

⑥確約形の会話文になれた   5．616．7 38．9 22．216．7  
012．5 56．2   0 31．3   

①新しいことばをたくさんお  5．627．838．927．8 0  

06．331．337．525．0  

⑧テープをクラス以外でよく  11．116．744．422．25．6  
6．36．3  056．231．3   

⑨テープを聞いてblaれkにdictatlOnした   5．616．7 44．4 27．8 5．6  
6．3 6．312．5 37．5 37．5   

⑲単語表はやくにたった   0 5．616．7 38．9 38．9  
0   0 25．0 25．0 50．0   

⑭縮約形のIistはやくにたった   0 5．6 22．2 61．111．1  
0   0 31．318．8 50．0   

3．1．学習効果に関する学生の自己採点   

次にアンケート項目①付（訓二ついて初級と中級を比較してみよう。図3〝図5に示したグラフは  

右よりにいくほど評定値が高い。   

図3～回5のグラフで示されている学習実態の傾向は次のように言えるだろう。   

囲3の「⑤会話練習ができた」と感じている学生は中級で右寄りのプラス評定であるのに対して、  
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初級ではまん中が高く、「0＝普通」と感じている学生が一番多く、マイナス評定もあるし、プラ  

ス評定は少ない。これは、図5の「㊦ことばを覚えたか」でマイナス評定がかなりあることとも関  

連があると考えられる。授業で語句・表現を未消化のままにしていることが原国といえよう。未消  

化になったのも、生が初級に難しかったためである。それに引き替え、中級では言葉を覚えたとプ  

ラスの評定をするものが多い。一方、囲4の「⑥縮約形に慣れた」と感じている学生は初級でもプ  

ラス評定の方が多い。初級の授業で重点を置いていたことが反映していると思う。  

図3．⑤会話を開く練習ができたか。  

⊂コ初級後期  

囲5．㊦新しいことばをたくさん覚えたか。   
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3．2．学習への取り組み方に閲する学生の自己採点   

臨6と閣7のグラフはクラス以外で学生がよく学習したかどうかを探るものである。  

国6．⑧テープをクラス以外でよく開いた  国7．（勤空欄にdictationした  

このグラフで見る限りでは、中級の方が、ニの教材に対Lては意欲的である。初級の学生のなかに  

は難しすぎてテープを聞けない人もいるのかもしれない。中級では大半が熱心に聞いているのがわ  

かるが、中には、やっていない人もいる。初級にしても、中級にしても、できる学生のほうが、よ  

く学習していた。  

4．おわりに   

生のテレビドラマは教科書中心に勉強してきた学生達に新鮮で、生きた日本語の学習の場をあた  

えるものである。学生たちのアンケートや意見からも授業を楽しんだことがわかる。しかし、アン  

ケートのマイナスス評定の数字が気になる。この傾向は中細よりも初級に強い。また、初級でも、  

中級でも、熱心なできる学生はプラス評定なのに対して、そうでない学生はマイナス評定を示して  

いた。つまり、できる学生の方が聞けるようになったと自覚しているといえる。このことから次の  

ことが考えられる。  

1）学生まかせの習得になっていたのではないか。やる気のある学生は与えられた教材を自分で  

いかし学習できたが、授業それ自体はもっと効果をあげるように工夫しなければならない。   

2）「生」のドラマはそのままではヤはり初級後期の学生に対してよりも中級以上に村Lて効果  

をあげる。  
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以上の反省から今期の中級コースではクラスの中でもっと聴解力をつける特別な練習を考えなくて  

はいけないのではないかと考え、その日に視聴する部分で重点を置く音声に関しては授業のはじめ  

に聞き取り訓練の練習問題（資料4参照）をさせ、ドラマの中でその部分を注目させ、リピート練  

習するというようにして、授業の方法を少し変えている。   

初級では今期はまだ扱っていないが、初級で「生」のドラマを扱う場合はいくつかのシーンだけ  

を部分的に取り上げ、取り上げた部分については、音声的な練習問題や、新しい語句、表現も丁寧  

におさえ、セリフをリピートしてみるなどして、よく聞こえるようになった、と感じられるように  

指導したほうが学習効果も高く学生の不満足感、マイナス評定も減るのではないだろうか。ただ、  

その場合は、1本のドラマを見たという達成感のようなものは得られないかもLれない。自然な日  

本語を学ぶという意義は大きいL、分からない中から内容をつかむという練習も必要なので、工夫  

して有効な授業をしたいものである。   

上級でも初歩的な音の聴取でつまずいているのは今田（1974a）で指摘されているとおりであり、  

初級からの聞き取り練習の積み上げの必要を感じる。   

「生」のドラマの粗筋を追っていく一方で、高井（197g）が紹介しているような教材分析とそれ  

に基づくきめ細かい聴解訓練の方法をとらなければいずれのコースでも学習効果は不満足なものと  

なるといえる。このように「大きく」聞き取ることと、「細かく」聞き取ることの両方を限られた  

時間の中でこなすのは難しい場合もあるが、ドラマの場合、筋が進行するにつれて、その流れを追  

うのは易しくなることから、1コマの使い方もそれに応じて変化させていかなければならない。上  

級になるほど、「大きく」聞き取るには時間を要しなくなり、「細かく」聞く練習の時間配分を大  

きくできることは先に述べたとおりである。初級になるはど、「大きく」聞き取ることも大変で、  

「細かく」聞く練習時間をとるためには何を切り捨てるかの選択が重要になるといえる。  

注  

注1：TBS東芝日曜劇場 『指輪』1987年2月 を筆者が教材化した。  

注2：佐久間（1979）はドラマ教材『となりの芝生』の開発にあたって、■■精聴”主義をとった  

と言って次のように述べている。「この教科書では、翻訳によってドラマ等を理解させ、  

あらすじや内寄に関する興味で、どんどん進めて行くとい方式ではなく、あくまで外国語  

の学習として、“生’’に近い生きた話し言葉を、細かく、注意深く、聞き取っていく“精  

読’’ならぬ “精聴’’主義をとっている。」  
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〔資料1〕   

r指輪」  

HOTES OH ”－ CONTRACT＝川，OH】SSION AHD ‖川ERSlON＝－  

COHTRACT＝川  

菩三：主：琵昔：：邁；；諾   

［けれは＝けりゃ］  c f．く‥・くちゃ＞＝［くてはコ  

あれこれ、うそつかなきゃいけないし．（2）※s⊂ene nuねber  

もっともっと仕事がんはらな書や．（11）  

：諦；i：：諾昧憲昔   

［けれど】  

どう思おうと願事だけど．（2）  

だって、そうかもしれないけど、28にもなった女が（よ）、  （2）   

；式喜蕾‡壬：三じ‡＝料：袈   

【ではコ  

初めてじゃない？（2）  

仕事じゃしかたないか．（2）  

≡贅；蕃；雄菜範：‡藁葺三≡手許藩‡；茹：誌   

【モれほコ  

モりゃよかった（11）  

モりゃそうだけどく16）  

． 

：資：雷‡：‥古＝：ま連三＝；＝さ：：‡患清．；．滋：て譲≡‥怒：＝患‡台ナた二≡き   

【てしまう・てしまって・てしまった】  

何もかも出しきっちまってすか－んと虚ろき．（2）  

雫＝：亭‡＝王者‥；事；＝讃  

1．【ては〕  

今夜中に仕上げなくちゃいけない仕事・・・（2）  

場合によっちゃ、野宿もすろつもりだし．（5）  

2．【いてモ土］  

いちいち粗茶しながら食べてちゃ、食った京しないんじゃないの（3）  

－110－  



〔資料2〕   

く1）（2」  

r指浣J 義朗ノート  
て個【rん  

l暮 書 どうせ・・・・たち こ  

l・旦旦旦もらうんだっ互旦、ダイヤの方がうれしかったでしょう．  

Z・豊丘旦日本語を飽饉しなければならないんだったら．軽口5時間ぐらい   
した方がいいですよ．  

3・どうせすてるんだっ旦旦、軌にください．  

・・・なんて  

1・ダイヤやルビーなんて問昂じゃないわ．  

2・2週間も会わないなんてはじめてじゃない？  

3・夏休みが2週間だけ重んていやですね．  

・・ ・なんか  

1・フリーのグラフィックデザイナーなんかとつきあっている．  

之・コンピューター旦壁あまり異境がありません．  
主上i轟・  

3・ タバコをんかなくても生きていけます．  

・・・じゃないの  じゃないだろうか    ではある蓋いか  

l， ピッチ、はやいんじやないの■J  

2． あの人は回へ捕ったんじゃないの？  

3． 今Hはクラスがないんじゃないの？  
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〔資料3〕  

ゆぴわⅠ  内容理解チェック （1－2）  

コーース  

名前  

母語   

a～Cのうち、正しいものを遥びなさい。（）には適当に書き入れなさい。  

（1）この男の人と女の人は a  
b  

C  

（2）この女の人はいつも  a  

b  

C  

（3） この女の人は時々  a  

b  

C  

結婚している。  

結婚したいと思っている。  

結婚するつもりはない。   

両親と住んでいる。  

この男の人と住んでいる。  

一人で住んでいる。   

両親の家に泊まる。  

この男の人の家に泊まる。  

女の友達の家に泊まる。  

a 先生である。  （4） この男の人は  

学生である。  

グラフィックデザイナーである。   

この男の人の話を聞いたことがある。  

この男の人を知らない。  

この男の人に会ったことがある．   

家で仕事をする。  

男の人の家に泊まる。  

映画にいく。   

きのう、ひまだった。  

きのう、忙しかった。  

b  

C  

（5） この女の人の両親は  a  

b  

C  

（6）今夜この女の人は  a  

b  

C  

（7） この男の人は  

（8）この女の人は  （   ）さい である。  
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〔資料4〕  

聞き取り訓祷（2）  

（A）くって＞の聞き取り顔習  

＜って＞にはいろいろな使い方があります。  

名前  

‥．と  ‥．と言っている  ‥．というのは ．‥というのを  

‥．だそうですね   ．．．ても   ．‥行って  強調  

動詞のテ形（例：思って）  

次の真の＜って＞を注宣して聞きなさい。そしてそれが上の囲みの中のどれにあ  

たるか考えて（）に書きいれなさい。  

1．友達に明日会いたいって電話した。（  

2．ともこさんって二人いるの。 （  

3．JGD大貴って何ですか。t  ）  

4．お父さんがねちょっとって。（  ）  

5．夕べともこさんといっしょだったんですって。（  

6．きのう鈴末さん東京に待ったんだって。（   ）   

7．大学院に入りたいと思ったって、試験が難しいのよ。（  ）   

8．ねえ、札も蹄行に連れてって．（  ）   

9．きのう東京へ行ってこのバッグ買ったの。（  ）  

10．お母さんって弓削lんだね。（  ）  

（B）（   ）に書きいれなさい．  

1．A：筑波大学はピうですか。  

B：（っくば仁1，フ乙）広いんですね。自転車がいりますよ。  

2．A：夕食いっしょに（たヾiちフて ）言ったんだけど、だめだった。  

B：ふられたんだ。  

3．このお漸まとんど（斗す7て′）感じ。   
4．あの人が（争■ンぅそてご■7て一）ことは却っていましたよ。   

5・あの二人、い丁，二月さ－1．）本当。  
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