
222K01
223C01

224S01
225C01

02

226H01
227()01

228S01
229C01

02

230S01

02

231C01

02

232S01

02

時代の 差か どうか そう いう 昔風って いう なんか
一歩 こう 距離が ある ような 話しかたじゃ ないかなあっ
て おもうけれどもねえ/
そうかしらねえ 自分じゃ わからないわ/
そうねえ/
(笑)

自然な ものなんでしょうねえ/
だから なんて いう なんて いったら いいのかしら/
やっばし 自分の 子供なんだけれども/
もう 一歩 おいてるみたいな/
うん/
ああ なるほどね/
なになに しなさいよとか どう あの なんて いうのかなあ/
なんて いって いいか わかんないんだけど なんか 自分の
ほうが 一歩 親なんだけれども 子供の ほうを たてるとかっ
て いう そう いう 感じに とれる ことが あります/
それは あれですか おとうさんって いうのは 息子さんですよ
ねえ/
息子さんじゃ なくて おばあちゃまから みて 娘さんに たい
しても おなじような 感じですか/
そうですねえ う―んと やっばし _上の おねえさんの ほうに
たぃしては ちょっと ありますか/

下の 妹の ほうとは また ちがう ような 感じが しますね
え/
それで たとえば これから 何十年か のちに まあ そう い
うね お母さんと 娘さんの 関係 年格好 そう いう ふうに
なりますよね/
そう いう 時に かゎって いくって いう ふうに おもわれ
ます?/
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03

233C01
234S01
235C01
236K01

05

237S01
238K01
239101

240C01

241K01

今の 感じで ずっと いくかしら/
あたしは かわらないで 今の ままだと おもいますねえ/
うん この ままの 感じでね/
はい/
あたし 一番 不思議だのはねえ あの― お夕飯でも たま―に
いっしょに なるでしょ |五人ね/

一緒に なって お夕飯 たべるでしょ/
ごちそうさまって いったら すぐに あなたと フミエちゃんは
おとうさんの 隣に ぺたんと くっついちゃうんですよね/
お茶碗 おはじ おくと すぐに こっち側で たべてるのに 向
こう側 いって おとうさんの 肩に こう くっついちゃうんで
す/
ありゃあ 不思議だなあ あたしたちは ああ いう こと でき
なかったと/
おとうさんに たいしてね/
ねえ 時代ですねえ/
おとうさんが 高い ものだったって いう ことでしょう/
(笑)
そう そう そう もう おとうさんは おとう0昔はね わたし
たちだって ある 程度 そだった ころは やっばり おとうさ
んは おとうさんって いう ことで そう ちょくちょくねえ
雑な ことばも つかえなかった ように おもいますけれども/
ふたりとも おはしを おくと もうね ここの 場所を あけち
ゃって あっちに いって おとうさんの ふち こう やって
くっついて そして こうやって こうやってたよね |お とうさん
に こう ・やって//
(と 、動作)(笑)

おとうさんは それに たいして あまり おしゃべりにも なら
ず そばに いさせると いうか そう いう 感じなんですか/
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243101

244K01
245S01
246C01
247M01

02

248C01

249S01

250C01
251S01
252C01

254M01
255S01

そう そう それで あまり しゃべらないけど 子供が いなく
なろうと すると えっ、とか いってね/
(笑)
いやだって いうの/
うん うん/
だから 一緒の ときは 同等よねえ |お とうさんと/
一緒 一緒/
特に あたしだよね/
>だから 今の 子供たちに とっては おとうさんが こわいと
か こう しなきゃ いけないとかって ことは なんか うちの
子は じつけが 悪い せいか みられませんね/
それは うちの 子なんかも そうです/
(笑)
だいたい 同等ですよねえ/
ええ/
だから それに たいして 主人も そう いう 父親だから え
ばって なければ いけないとか そう いう ことは 全然 な
い ように おもわれますけどねえ/
子供に たいしては 非常にね やさしいって いうか もう 甘
いって いうねえ/
子供の いう とおりに してますから/
清美さんは あれですか あの 学校とか 友達 お友達と はな
す ときと おうちでの 言葉づかいって いうのは ほとんど
かわりません?/
かわり・かわらないです 1全然/
けっこう あれですか 若い 人なんかの 話しなんか きいて
いると 友達どうしで なければ つうじないような 流行語みた
いな ものとか 若者言葉みたいな ものって いうのが あの
あったり するでしょ/

ｑ
Ｖ
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02

256M01
257S01

02

258M01

259S01

260M01
02

261C01
262101

263S01
264C01
265M01
266C01

そう いうのは 友達どうしでは つかわない |あんまり/
どうだろう/
ま 今はね 少し もう おとなに なって きちゃったかも し
れない/
高校生ぐらいの ときなんかは どうでしたか/
あ 高校ぐらいは けっこう つかって いたかも しれないです
けど/
だから いわゆる 今 電車とかに のって いて 高校生とか
うるさいと おもって しまうぐらい 自分たちも 絶対に そう
だったと いう 言葉づかいは してました/
中学ぐらいが 一番 ひどい 言葉づかい してたんじゃ ないか
と 自分では おもうけど/
その ころは おうちに かえって きて そう いう 言葉で
でも やっばり おかあさんや おばあちゃまと 話しを するっ
てのは/
いちじ すごい 時 あったよね/
なんか 言葉づかいが きたない 時が あったよね 1今 考え
ると/
そう ああ そう いえば 今 気に ならなく なったわねえ/
何回も 注意ってか そう いう 言葉づかいって いう 感じ
言葉づかいに たいして いわれた 時期も あったよ 1中学ぐ
らいの とき/
あ おうちで?/
結局 電話を なのね/
あ 電話 うん うん/
ふだん はなすのは さほど かんじないんですが 電話で 友達
どうしで はなして いる ときは ほんとに きたない 言葉で
すよね/
そう すると あれですか やっばり おうちに 無意識の うち
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268101

269C01

270S01

271C01
272K01
273C01
274K01
275C01
276M01
277C01

02

03

04

05

278S01
279C01

02

03

04

にも こう おかあさんや なんかと お話し する ときと 友
達と はなす とき その ころは つかいわけて いたんでしょ
うね/
>そ うですね 無意識の うちに ちがったのかも しれません
ね/
で わたしは それを きいて いるから もう いつも こんな
ね 言葉づかいなのかと おもって よくね 電話を きくと 注
意して おこられてましたけど |なんか いろいろ/
ふだん べつに おうちで おかあさんや おばあちゃまと お話
しを する ときには そんなに それほど 気に なるような
ことは//
そうですねえ ええ それは ありません/
ありません/
なかったわよね/
ええ/
ふだんの あれでは あんまり/
>ふナごんは  男llに //
ふだんの あれでは 注意した ことは ないわね/
ただ 電話だわね/
電話 きいてて なんか 男だか 女だか わからないような 言
葉づかいですよね/
してるんですよね/
だから/
ええ たとえば?/
どんなんだったかしらね |あの ころはねえ/
なんて いって いいか そう いわれると ちょっと おもいだ
せないんだけれども/
ま 友達は よびすてだわね/
女の 子でもね だれだれとかって いって なかった?/
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280M01

02

281K01
02

282C01
02

03

283H01
284C01
285M01

286C01

02

287S01
288C01

02

289M01

あ そうだ 一番 特徴が あったのは 女の 子の ことを た
とえば 鈴木とか 佐藤とか そう いう 感じで 女の 子 女
の子だから どうって いう わけじゃ ないけど さんづけを
しないで すごい その 時 はやってたんですよ/
だから 名前で よぶなら 別に 清美とか いわれるなら いい
ような 気も するけど 女の 子の ミヨ字 (名字)を そう
いう ふうに よびすて するのが すごい はやってて だか
ら なになにが さあとか いってて もう すごい 汚いよう
な/
さあって いう ことは よく ゆったわねえ/
むこうで きいた/
それから なにか あたし 注意した こと あるわね/
なんか 何回 清美ちゃんは はなして いる ときに その こ
とばを つかったわよって/
なんだったかしら/
なんか くるった とき あったよね/
いちじね なんか/
あるよ |い ろいろ そういう その としどし (年 )々で
(笑)つ かわれる 言葉が/
そう いわれて みれば 今は 電話 きいてても それほど 汚
い 話に ならないよね/
気に ならなく なりましたね/
ああ そうですか/
そう いえば いちじ
なんか 勘定してて
つけなさいとかって
うん/
(笑)

その ころは 電話は

ほんと そんな
おんなし 言葉を
いわれた こと

こと ありました′/′
何回 ゆったから 気を
あるわよね/

こう結局 下で 0に あ 0。  今は
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290()01 分



02

291S01
02

293S01
294C01
295K01
296S01
297(〕 01

298S01

292C01

02 おとうさまには きびしく しつけられたと いう ことでしたけ
ど/

299K01 いや そんな こと ございませんけども もう なにしろ おと
なしい 子でしたから |お とうさんが/

散しちゃいましたから 勝手に はなすから わかんないですよね
|あ まりね/

その ころは いる そばで 話し してるから やっばし きい
ててね すっごい ききにくい 言葉とか 随分 あった ように
おもいましたよね/
ああ そうですか/
さっき あの 男だか 女だかね わからないと いう 言葉が
でて くると いう ような お話が ありましたけど やっばり
女の 子だから 女の 子らしい 言葉とか そう いう こと
は かなり 気に お子さんを そだてて いく うえで 気に
なさいました?/
そう― あんまり 男の 子が いなかった せいか 気には じ
ませんでした |いえの なかでは/
とくに 1気に する 必要も ないと いうか/
そうですねえ/
どうぞ 伊豆から おくって きた 新茶 あけましたので/
ありがとぅございます/
ま とにかく 電話とか お友達が みえた ときの 話し声なん
かは けっこう みんなね この 人だけじゃ なくて やっばり
まわりが そうだからかなと おもうような かんじた ことは
ありますけどねえ/
おばあちゃまはね― 男の 子と 女の 子と 両方 _お もちに

なった わけですけど やつばり 女の 子と 男の 子に たい
する 言葉の しつけとか そう いう ところでは 随分 ちが
いました?/
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300S01
301K01

02

302S01
303K01

304S01

305K01
306S01

307K01

308S01
309K01
310S01

02
31lK01

ああ ええ/
いくじが ないのかと おもって その ほうを 心配しましたけ
ど |な りばっかり 大きくて しず―かな 人でねえ/
ただ 電車とか 汽車とか そう いう ものが 好きで ただ
もう 応接間を ぐるぐるぐるぐる おして あそんでるような
子でしたし 大きくなっても お友達 よんで きて 一緒に 遊
ぶって ことよりも ま 山に いったりは しましたけども′/′
娘さんは いかがだったんですか/
娘の ほうは お友達 よんで きたり いろんな こと して
キャアキャアキャアキャア さわいだのを おぼえてますけども/
あんまり 言葉を どうこうとか :女の 子らしくとか そんな
ふうな ことは ま 言葉に かぎらず/
そんなに 気に なった こと ございません/
って いうのは それは 結局 おっしゃらなくても そう いう
ふうに なってたって いう ことですか/
それとも そう いう ことは あえて 気に しなかったって
いう ことなんですか/
あの 結局 ほら 仕事がね あの 長女なんか 伊勢丹に つと
めてましたから 自然 言葉が しつけられてたんじゃ ないでし
ょうかねえ/
それで 下の 妹の ほうも 結局 それで あたしは あんまり
こう 言葉の ことでは いった こと ございません/

ああ そうですか/
ええ あたしが いわれて そだちましたから (笑)/
いいたく ないと いうか?/
(笑)
そう いう ことでも なくて?/
え う―ん もう 小さい ときにゃ よく ああ そう いう
ことは おとうさまに いうんじゃ ないわよとかって 母にね
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312C01
02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

313K01
314C01

そう いう 言葉 おとうさまに つかっちゃ いけないのよとか
って よく いわれましたよね/
なんか おねえさんは でも 丁寧ですよね/
あたしもね 一度ね こんな こと あるんですよね/
あの一 おねえさんから 電話が かかって きましてね/
いつかね 電話が かかって きたんです/
その ときに わたしは 自分が きょうだいじゅうで わりと
名前で よんでる もんですから 無意識に 母に たいして あ
の一 おねえさんから 電話って いわないで タダコさんから
電話で 名前が タダコって タダコさんから 電話ですよって
いって とりついだんですよね/
そしたら あとで あの一 わたしは 姉なのに あの 名前で
よばれたって 目上の 人に たいして 名前で よぶのは おか
しいって いわれて やっぱし おねえさんってね よぶべきだっ
て いうような ことを 注意された こと ありますよ/
だから そう いう ものかなあって その とき はじめてね
かんじたんですね/
わりと そう いう こと かんがえないで つい 名前で よん
で しまって あれ したんですけど なんか やっばし 目上の
人に たいしては 名前を よぶってのは 失礼なんだなと お
もった こと ありましたけども/(笑)

あたしは もう 下 きょうだいじゅうから そう 名前で お互
いに よんでたから わりと 気に しなかったんですね/
そう して みると わたしの きょうだいは あの― うちの
主人なんかに たいしても ま おにいさんて いう ことも あ
りますけど 案外 名前で よぶ ことも ある/
ょぶって いうより 話の ときにね 名前が でる みたいね/
ああ そう/
う一ん だから ま 悪気が あってとかって いうんじゃ な
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315K01
316C01
317K01
318C01

い/
>そ うじゃ ないと おもうね′/′
自然と なんか/
身に ついちゃってんのね/
うん おにいさんって いうよリ レイイチロウさん どうしてる
とか そう いう ふうに 0な  ことばが でるけど それは や
っばし 目上の 人に たいする 言葉じゃ ないのかなと おも
った ことも ありましたけどね/(笑)

そこの とこ よく わかりませんけど だから 言葉って わ
りと むずかしいって いえば なんか/
そうですねえ/
わたし/
でも あらためて こう やって こう 言葉の こと かんがえ
た こと なかったけど いろいろ やってんだわね/
(笑)

おかあさんたちが ね そだたれた ころと わたしたちとは 全
然 やっばり ちがうからね/
時代が かわって きたし しつけも ちゃんと できて ない
し/
>時代も ちがうしね/
>そ う いう ふうに わたしたち しつけられて きて ないか
ら やっばり 子供に たいしても/
家庭もね やっばし その いえ その いえのね (*)が ご
ざいますものね/
わたしの いえは 厳しい うちでした/
(笑)

あの 今回の 調査では 今 丁寧さの お話は 随分 でて き
たんですけど その 女性らしい 話しかたって いう ものが
こう かなり みなさん 意識されて いるのか それとも そう

02

319S01
320C01
321K01

322C01

02

323K01
324C01

325K01
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326S01



02

327()01

328K01
02

329S01
330K01

02

331S01
332K01
333S01

334K01

335C01
336S01
337K01

じゃ ないのか そう いう 女性らしい 話しかたが 必要だと
いう ふうに おかんがえか どうかとか そんな ことも ち
ょっと ぅかがいたいんですけどもね/
たとえば 男性も ふくめた 話しの 場なんかで 女性で ある
って いう ことで 言葉 自分の 言葉に ついて 自己規制し
て しまうとか ちよつと いう ことを おさえるとか あの
言葉づかいを ちょっと 気に するとか そう いう ふうな
ことは ありますか?/
どうかしら/
>どうかしら/
ゎたしは 今 もう 男性と 一緒に なる 会なんてのは ひと
つも ないから/
あまり そう いう チャンスが なくて/
ええ もう でて いけば 青山学院の 会が 年に 何回か あ
ります/
それに でて 役員に なってる もんですから でて いきます
けども 男の かたとは 全然 別ですじね/
そうですね/
あんまり 男の かたと/
たとえば テレビとか あの いろんな 放送なんかで いろんな
話しかたを する 女性が でて きますよね/
なんか ああ いうのは 女らしく なくて いゃだなあとか そ
んな ふうに おもわれる ことつて いうのは/
ぁ_ そぅ ぃぅ ことは ございますねえ/
なんでしょう いま あんな 言葉 っかわないわねって こと
あるわね/
そう ねえ/
あんな 言葉って いうのは 今 あんな 言葉って いうのは/
え― ええ/
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338S01

339K01
340S01
341K01
342S01
343K01

344S01
345K01

02

346M01

03

347S01

348C01
349S01
350C01

あの たとえば どう いう ことですか/
(間)(笑)

さて なんて いって いいんだか/
その 乱暴でと いう 意味ですか/
そう 乱暴な ような 言葉ねえ/
あの ききたく ないとか おまごさんに/
>男の かたも 女の かたも 差別 ない ような 言葉をね
つかわれると/
はい/
やっばし ふるいんですね/
やっばり そこで つかいわけなきゃ 自然に 体に つかいわけ
が ついてると おもいますねえ/
あの なんだっけ 中学ん ときに はやったのって てめえだよ
ね/
て―め―とか いうのが すぅごい はやって一 女の 子も 男
の 子も もう なんか あると なんか その あとに てめえ
ってのは 自分の ことの・ も いうんだよとか いって でも
相手の ことを いうのにも てめえって いうのが すごい は
やった 時期が あって― それも それも よく テレビで な
んかね いうよね ふざけんなよ― みたいな 感じで/
今 つかうと すごい 汚い みたいな/
たとえば あの 女性のね 話し言葉では たとえば こう おき
きに なって いても おきづきに なるかなあって いう 気も
するんですけれども たとえば なんとかですわとか なんとか
なのよとか そう いうねえ あの 語尾の いいかたとか そぅ
いうの あまり 漬美さん なさらないでしょぅ/
>そ うかも しれませんね
さきほどから きいてても/
ううん/
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351S01
352K01
353S01

354K01
355S01

356K01
357S01

358K01

359S01

02

360M01

若い ひとは 割合 そうですよね/
あ 話が こう ちょっと ちょんぎれたような/
そう なんとかだよ なんとかなのよって いわないで なんとか
だよって いうとかね/
うん/
これは あの なんとかなのよって いう いいかたは ま 女性
の 女性特有の 日本語では いいかたですよね/
>ええ そう おっしゃられれば そうですねえ/
そう いう ような ところってのは おまごさんの たとえば
言葉を きいたり 若い おまごさんに かぎらずですね 若い
人たちの 言葉を きいて いて そう いう ような ことで
気に なる ことってのは あります?/
あんまり 気には なりませんじ あたしが ここに いて 孫が
ふたりは この 部屋 こっちと こっちに いますけども 朝

でも おばあちゃん おはよ―って いって くれますじね あた
しは ああ いい 自分の 自慢ばっかり して 自分は ああ
いい 孫 もったなあと おもって/(笑)

ええ ええ/
(笑)
そう いう ような 面では 清美さん ご自身は どうですか/
わたしぃは一 あんまり ほんとうに もう 言葉が 一直線って
いうか 今 あまり 上下関係とかの 中にも サークルとか

やって ないし バイ トとかでも 年令差とか あるけ 0・ ど ほ
んとに あまり 上下関係の なかに いないから― 全部 もう
男の ひとも 女の ひとも一 みんな 一直線て いうか ほ

んとうに みんな 同等って いう 感じで しゃべっちゃって
いるから― いざ 敬語とかん なると ちょっと きびしいかな
ぁって いう 感じですね/
あんまり おん・女言葉って いう 感じの 言葉も つかわない
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361S01
02

362101

363(〕 01

02

03

04

364M01
365C01

02

366S01
367C01

し そう そうですねえ ともだちも一 やっばり 使わないって
か みんな 丁寧だけど― ゆいかたは わたしは どっちかって
いうと きつくなっちゃったり する ことが あるけど おん

なじ 言葉を つかってて ほんと 言いかたで― ちがうってか
友達も やっばり 女言葉って いう 感じのを つかってる
人は いない 0・ です/
それは つかいたく ない?/
でも そうでも ない/
つかいたく00 いや もう つかいたく ないって いうより
つか・ほんとうに 自分にも なんか なかば あわないって い
う 気持ちも あるし やっばり つかいたく ないのかも しれ
ませんね/
そうね そういえばさ 洋服なんか たとえば かって きても
おかあさん どう これ にあうかしらって いう ふうには い
いませんよね/
どう、ぐらいよね′/′
いいでしょつとかって ゆって あの一 すてきでしょとか どう
かしらとかって そう いう ことは いゎない みたいね/
普通 わたしたちだと どう これ すてきでしょとかね あたし
(*) にあうかしら どうかしらって いうけど/
うん おかあさんは いう/
直接にぃ 子供達ってのは どう これ いいかなあとか そう
いう 3ヽ うに いう ところが やっぱし 女らしく ないのかし
ら/
(笑)

わかんない/
(笑)
どうですか |そ う いうのは/
そう いうのが 普通に なって きいてますけれども でも な

- 152 -



868S01

369C01
02

03

370M01
371S01
372X01
373C01
374M01

375S01
376C01
377H01
378C01
379101

02
03

380C01

んか
っきり
きい

それは
そう
はい
でも
ね/

わたしは 女の 子なのに うちの 子たちは
言葉ね いうと 女らしい 言葉ってのは
た こと ないわねえ′/′
ぁぇて そう いう ふうに しつけを
いう ふうには かんがえなかったとか/
かんがえませんでしたね―/

わりと は
つかったのは

なさったとか

上の ほぅが だいぶ このごろはね 言葉づかいが どっちかっ
て いうと ま 友達とは 別ですけど おとなと はなす とき
には 意外と 言葉が らしい 感じに なって/
レう―ん そう いう 1環境に いるからねえ |なんか/
今 おねえさんの ほうは?/
バィトとかで けっこう 人と けっこう なんて いうのか/
>お となと/
年令層が 上の 人と せっする 接客業 みたいの やって い
るのと あと デパートとかで バイトしてるのが あるから け
っこう 電話とかでも やっばり 最近は 営業用って いうか
(笑) なんか そんな 感じですけど/
学生さんですか?/
そうです/
>多摩美術大学/
らしいっ‐て いう 感じが  (*)ノ/
おかあさんは いうよね いうよ |かしらとか たとえば そう
いう ことを/
おかあさんは 丁寧だよ/
丁寧って ぃぅか う―ん/
おいしからね ものでも おいしから これ たべて ごらんなさ
ぃとかって ぃぅけど たべる?に なって しまうとか ま 丁

年と ともに いくらか かわって くるかも しれません
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381K01
382C01

383S01

02

384C01
385K01
386S01

387C01
388S01
389C01

02

03

390S01
391C01

392H01

393C01

寧と あれの 区別は ちょっと ち・同じに なって しまうん
だけれども なんか 女らしいって 言葉が どう いうのが 女
らしいかと いわれると あれですけど でも―/
そうね そう いう こと あるわね/
>なんか 柔らかい 雰囲気の こう 回調ってのが 割合 うち
は すくないなと おもいますね/
おかあさん 以外の あ おかあさんと おばあちゃま 以外の
ご家族の かたですか/
お子さんたち/
こどもたち/
なんか いま 割合ねえ そう,い う 区別 しないからね/
やっばり 女性は そう いう 柔らかい 口調を うしなわない
ほうが いいなあと いぅ ふぅには/
>そ うですねえ/
かんじます?/
としごろに なって くると そう かんじますね/(笑)

そう いえば いとこなんか みえても やっば こぅ 雰囲気っ
てのが ありますよね/
その 子供の 雰囲気が あるから/
はい/
ばかに 女らしく かんじる 子供つて いうと やっばし 話し
かたも なんか しなしなと した なんと なく はっきり も
のを いわないような そんな かんじが/(笑)

うち ふたりとも けっこう はっきりし・はっきりって いうか
う―ん してる/

からねえ/
まあ どうかしら 男の 人を まじえての ときは どぅか ち
よつと そこは あたしも わからないん・ o/
)でも 男の 人でも おんなじよ― |ゎたし ほんとうに/
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395S01

396101

(笑)

でも 逆に ほら バイトとか なんか 学生どうしでも こう
研究会みたいな ことを するとかね あの 仕事を するとか
そう いう 場だと その そう いう 女性らしい なんとかな
のよ なんとかかしらでは 話が できないって いう ことをし
にくいって いうか あの ほんとに 自分の いいたい ことを
ちゃんと つたえようと おもったら そう いう ことを か

んじる ことは ありません?/
やっばり やっばり 今の 世の 中って わけじゃ ないけどぉ
おんなじ おんなじ 場で 男の 子とも 意見を かわして
いかなきゃ なんないと やっばり そう いう 言葉では やっ
て いけない ような 気が するってか そう いう とこで
そんな ぶ・なんか ある シュ 武器みたいな かたちに なっ
ちゃうと― いやだって いうのは あるかも しれないです/
>あ 女言葉を 武器に する みたいなのは/
ええ/
なになにかしらとか いって ああ 絶対に いえない/(笑)

おかあさんは ご家庭に なんですか ご結婚まで お仕事を な
さって いて/
はい/
その あとは ご家庭に はいられて/
はい/
その お仕事時代ってのは いかがでしたか |そ う いう 面で
は/
そう いう 面では どう0・  今の 子たちとは 全然 言葉づ
かぃは ちがってた ような 気が しますねえ/
おとこ・こっぱい 言葉づかいってのは あまり した こと な
いと 話し するのも やっばし 女らしくって いうんでは な
いんですけど やっばし なんか しなしなと した ような で

397S01
398Ⅱ01

02

399S01

400C01
401S01
402C01
403S01

404C01
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405S01
406C01

02

03

407S01
408C01
409S01

はっきり しない ような そんな ものの 言いかたの 話
し してた ような 気が しますけど/
いわゆる オーエルって いうか そう いう お仕事ですか/
はい オーエルです/
そうですねえ だから そう いう 時に 男の 人たちと いっ
しょに ま いろいろ あそびに いったりね なんか しますけ
ど やっばし そう いう 時も どうだったかしらねえ/
なんか 普通の 言葉で やっばし 女らしい 言葉が 言葉づか
いだったんじゃ ないでしょうか |みんな お互いが/
ええ/
どうでしょうねえ/
>そ う すると あれですか 清美さんにも .そ う いう 言葉づ
かいも できるように なって ほしい/
でも 今は そう おもいませんねえ/
ああ そうですか/
ええ/
(笑)

もう それは 時代が かわって いくから/
>そ―うですねえ/
言葉が 結局 男も 女も なく なっちゃったのかなあって 気
も しないでも ないんですけれどもねえ/
まあ じゃあ あの あれですか/
前は その 中学生 高校生の ころに ご注意なさった ように
あまり 汚い 口汚い 汚い 言葉は 困るけれども/
ええ/
ある 程度 丁寧さも ほしいけれども/
>ええ/
別に 女らしさとか/
とくに 女らしさっ‐こ ことは//

410C01
41lS01
412C01

413S01
414C01

02

415S01
02

416C01
417S01
418C01
419S01
420C01
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421S01
422C01

02

03

423101
424C01

425S01
426101

427S01

428H01
02

429C01

430S01
431C01

02

そぅ いう ことは かんがえない/
そうですねえ
あまり こう 感じからして 期待って いうか/
(笑)
なんか どうも おかしいような/
(笑)

(*)わかんないよ/
そうねえ/
(笑)

かわりそうな 気も します?/
かわる ような 気も 気も とにかく 自分が 結婚して一 近
所の 人と しゃべる ときとかを 想像すると ど―うだろね
やっばり やっばりねえ かわりそうな 気も するって いうか
う―ん/

でも その ころは 近所の 人も みんな 清美さんと 同じ
くらいの 年代の 奥さまたちだったり する 可能性も/
>ああ そうですよねえ/
なんか もう 見込みないって 感じ/
(笑)

朝 学校 いく ときに 子供たちの 親が あつまって 話しな
んか してても やっばり みんな ねえ 今の 人の ような
話し言葉に おもえますけどねえ/
今の 人の ような 話し言葉って いいますと たとえば/
どぅ ぃぅ いいかたを して いいのかしら/
わりと こう あけつぴろげで― わりと はきはき なんか ず
ばずばって ぃぅ ような 言葉って いうのかな/
なんて ぃって いいのかしら/
(間)(笑)

たとえば その― お子さんを おそだてに なる ときに あの
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433C01

434S01
435101
436S01

― 言葉も ま ふくめて 行動も ふくめてでしょうかしらね
あの そう いう 昔ですとね たとえば 男の お子さんが い
たり して 女の 子も いたり すると 女の 子らしく おし
とやかに そだてると いうか しつけを すると いう ような
ことは あったと ある 場合も あったと おもうんですけれ

どもね あの さきほどの お話しでは あまり そう いう こ
とは 1意識を なさらなかったと いう ふぅに おっしゃいまし
たけど たとえば おじょうさんを そだてて いく なかで こ
んな ふうな こう 人間に なって ほしいとか 女性に なっ
て ほしいとかって いう ような ことで おかんがえに なっ
た ような ことってのは あります?/
そう いう そう すると やっばし 1女は 女らしくって こ・
なっちゃうんですよね やっばり/
どう どれが 女らしいって いうんじゃなくて やっばり なん
て いうのかしらね/
ま 普通の 話の できる 女の 人って いう 感じかしら/
(笑)

清美さん いかがですか 1将来/
将来ねえ/
そう いう ような ことってのは まだ あまり かんがえた
ことは ないですか/
たとえば ま 自分が こう いうね 人間 女性に なりたいで
も いいし お子さんが うまれたら こう いぅ ふぅに わた
しは しつけるとか そう いう ことでも いいんですけれども/
やっばり 女の 子とか :女の子らしさって ことに ついては
どうですか/
やっばり 男の 子と 女の 子の 子供が うまれたら やっぱ
り 女の 子は 自分とは ちがって かゎいい かわいいって
感じに したい ような 気が します/
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