
お皆さん、こんにちは。ソーニャ・ポールです。Shizuoka Speakの今週のエピソード
へようこそ。日本の静岡県静岡市における言語学習と生活について、より詳しく、そし
て個人的な視点で見ていきます。

先週のエピソードでは、英語の学習と英語を話す人に対する日本の見解を聞きました。
今日は、日本について話していきます。それぞれの人が国や文化について抱いている認
識や、アジアの他の国と比べて日本をどう見ているか、といったことを見ていきます。
なお、これらは、ゲストの方達が静岡で生活して得た体験に基づく、個人的な意見であ
るということを、お断りしておきます。

それでは、日本人について考えた時、まず頭に浮かぶことといえば何でしょうか？

----
 
琴美: 日本人は本当によく働きますね･･･。

----

ここで話をしてくれているのは琴美さんです。彼女は24歳で静岡の生まれです。という
ことで、労働観というのは大変認識しやすい特質ですね。でも、他には何かあります
か？

----

琴美: ･･･うーん･･･美の追求に必死かも知れないですね。

ソーニャ: 美の追求に必死！

琴美: はい･･･えーと･･･例えば、学校で働いていて、日本人の先生と会議があったとし
たら、本当に非常に細かいことを決めるんです。もし何かイベントがあるとして、その
イベントは二ヵ月後なんですけど、それでも日本人の先生達は、椅子をどこで調達する
かとか、マイクはどこで調達できるかとか、いくつとか、何時とか、全部確認しないと
気が済まないんです。

ソーニャ: 詳細ですよね。
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琴美: 詳細、そうなんです。しかも、私達はある種、詳細を組み立てるのが好きで･･･も
のすごく･･･ある神経質ですね、他には時間通りに動きます。

ソーニャ: でも、例えば、考え方とか、生活の仕方とか･･･フィリピンから戻ってきた
時、日本を新しい視点で見るようになりましたか？

琴美: あー、そうですね･･･日本に戻ってきた時、自分では気付かなかったんですけど、
私の母が言ったのが、「何でいつも家の中で歌を歌ってるの？」と言ったんです。
「フィリピンの人達は、デパートでトイレ掃除してる人だって、歌ってるんだもん」と
答えました。それに、オフィスで働いてる人達だって同じように歌ってて、本当にリ
ラックスしてるんです。でも、日本人は、ものすごく緊張しています。会社に勤めてる
としたら、笑顔は･･･良くないんですよ。笑うのも良くない。冗談を言うのもです。だ
から、緊張します。というのもある意味私達の文化ですね･･･。

----

要するに、それが琴美さんの自分の文化に対する見方ということですね。でも、アジア
の他の国についてはどうでしょうか？それらの国を日本と比較した場合、どうでしょ
う？

例えば、インドですね。そのことについて、マンシーさんと話をしてみましょう。 

----

マンシー: そうですね･･･インドの文化。一つには、非常に豊かだと思います。それか
ら、広範な文化について、私自身がすごく知識があるとは思いませんが、私が知ってい
るかぎり、今、本当にすごいスピードで変化しているということです。そして今は、ア
メリカの文化がよりインドの文化に入り込んで来ている、ということです。ただ、今だ
に、私達は社会についての意識が高く、他の人の物の見方、つまり･･･何が正しくて何
が間違っているかを、非常に意識していると思います。また、地域を問わず、大多数の
国民が宗教に対して熱心です。本当にそれを信じています。要するに、悪い、とか、良
い、とか、そういうことですね。また私達は迷信も信じていて、それから、蛇使いとか
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古いものや、国に対する見方とかがまだ残っていますし、でも･･･でも、あまりにも速
く変化しているので、よくわかりません。

ソーニャ: では、ここで起こっている変化とは何なのでしょうか？

マンシー: 基本的に、一番大きな変化というのは、思考プロセスと言うんですか？それ
と、人々の考え方ですかね？

ソーニャ: それでは、どのような考え方を以前はしていたのですか？

マンシー: こうした変化が起こる前は、インドの人達はかなり無学であったと思いま
す。私が感じていた一番大きな事はそれですね。彼らは先の方、そこに何があるのかを
見ることを、あまり好みません。今では、人々はより多くの情報に曝されているので、
メディもそうですけど、より多くの事を知っています。何もかもが変わってきていま
す。今は非常に国際的になっています。しかも、ご存知のように、今は･･･おそらく他
のどの人種に対しても自分達が劣っていると考えることがなくなりました。だから、今
では、オートワーラーやリクシャワーラーでさえもそうですよね。これらをご存知かど
うかは分かりませんが。

----

インドでは、オートとは、三輪自動車のことで、タクシーに似ています。リクシャと
は、エンジンのないワゴンで、運転手は自転車に乗るか、徒歩でワゴンを引きます。
よって、オートワーラーとは自動車の運転手のことで、リクシャワーラーはリクシャの
運転手のことを指します。

----

マンシー: でも、基本的に彼らでさえも。今では、もし外国人、例えばアメリカ人が乗
り込んできたら、「お、どうやってお金を稼ごうかな」って考えるんです。「おー、な
んてかっこいんだ」とかじゃなくて。だから、世界中が自分達を見る目が変わってきた
ので、他の国の人を偶像化するのを止めたということですね。だって、今じゃ、他の国
の人達は、インド人に国に来て働いてもらいたいと思っているんです。全てが変わった
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んです。自分達に対する見方まで大きく変わったので、私達はより自信を持っています
し、世界に関してより多くの情報を持っています。 

ソーニャ: では、インドと比べて日本の印象はどうですか？

マンシー: 日本人はまだ、白人に対して畏れを抱いていると思います･･･。というの
も･･･彼らはヨーロッパの人と話す時･･･それがどういう人かに関係なく、単純に、なぜ
か、劣等感を感じているからです。それと、日本人に関して言うと、彼らは自分自身に
自信を持っていないように感じますね。私が出会った人達がそういう人達だったのかも
知れないですけど。自分達がどういう風で、他の人にどう見られているかというのを非
常に意識します。それと、彼らは非常に閉鎖的です。あまり打ち解けた感じではないで
すね。非常に･･･何て言うんでしょうね？かなり保守的ですよね？そこまで保守的とは
思っていませんでした。

ソーニャ: どういう意味ですか、保守的というのは？

マンシー: 保守的というのはですね、今では、開発途上国であったとしても･･･例えば男
の人と一緒に歩くとか、手をつなぐとか、キスをするとか･･･要するに、そういうこと
は、かなり普通のことなんです。でも、日本人すごくショックを受けるんです。彼らは
そういう状況っていうのをあまり心地良く思わないんですよ。そうでうね、服装とかそ
ういうことに関しては、あなたが何をしてても、何を着てても、彼らは全く気にしませ
ん。それなのに、どういうわけか、他の人が自分のことをどう思っているかっていうの
は本当に重要なんです。それから、自分が言いたいことを面と向かって言うことはしま
せん。決して口にしないんです。

それと、これは私に本当に衝撃を与えた最大な事なんですけど、彼らの仕事についてで
すね。自分の仕事が好きでなかったとしても、それが会社とかそういうものに対して何
か義務を持っていると感じているから、その仕事をやり続けないといけないんです。さ
らには、仕事に対して忠実じゃないといけない。それと、上司に対して絶対にノーとは
言えない。こうした事は、かなり普通に見られますね･･･自分が聞いたことや、経験に
よれば･･･。

----
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それが、日本人と付き合う中でマンシーさんが経験したことですね。それでは、他の文
化と接している日本人についてはどうですか？ 琴美さんの例を取ってみましょう。彼
女は、静岡大学在学時に、フィリピンで勉強しながら一年間を過ごしています。

----

ソーニャ: フィリピンの第一印象はいかがでしたか？初めてそこに行って、最初に気付
いたことは？特に目に付いたことっていうのはありますか？ 

琴美: あー、多分、生きるためのエネルギー、生き残るためのエネルギーを得たって事
ですね。

ソーニャ: それはどういうことですか？

琴美: うーん、例えば、私は日本人なので、生まれてからずっとここ日本にいて、そこ
で出会ったのは･･･当然ですけど、ALTとか･･･何人かの外国人の先生だけでした。外国
人の友達も何人かはいました。でも、他の国で生活する経験を得て、そして自分の第二
言語を専攻してフィリピンを選んだんですけど、そこに住んだ時、私は山岳地帯に住ん
だんですけど、電灯、電気がなくて･･･本当にローカルの人達なんです。彼らの生活ス
タイルは本当にタフで、でも･･･彼らの笑顔は本当に美しくて･･･日本では見たことがな
いような。それが現地で感じたことですね。それから、彼らは本当に、本当によく喋る
し、農業をやるにしても、他の人とコミュニケーションを取るにしても、本当に時間を
かけていましたね。もちろん、電気がないですから、夜になると、彼らは食べて、喋っ
て、寝るだけなんです！それだけなんです！だから･･･本当に印象に残ったのは、それ
は、彼らの笑顔がものすごく美しかったということです。もしかすると、それは彼らが
よく人に対して話しかけて･･･それから･･･自分の家族や村の人達の面倒をよく見るから
かも知れません･･･。

ソーニャ: ということは、あなたにとって、これがフィリピンの印象だったということ
ですね。でも、日本で育った経験は、そうした印象の形成に何らかの影響を与えたと思
いますか？
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琴美: そうですね、私が日本に生まれた頃というのは、全てが準備されていたんです。
例えば、えお米を炊きたいと思った場合、炊飯器のボタンを押すだけで済んでしまうん
です。お湯がほしいと思ったら、本当に押すだけ、ボタンを押すだけでいいんですか
ら！ 

----

自動炊飯器と湯沸かし器は日本では本当に普通に見られるものです。

----

琴美: 全てが快適で、全てが用意されていました。だから･･･生活は非常に楽ですが･･･
何かが足りないっていう感覚を強く抱いてる気がします。あるいは、何かが･･･違う。
多分、若い人達が･･･要するに、深く･･･単純に彼らは、本当に彼らは感じているんです
よ。日本はとても良い国だと。清潔ですし。ハイテクもあるし。発展してるし。でも、
例えば、私の両親ですね。私の父は、鰹節を作る会社で働いていました。

----

ちなみに、鰹節とは魚の薄片のことです。日本料理の多くで、大変よく使われる材料で
す。

----

琴美: ･･･だから時々、二ヶ月とか三ヶ月家に帰ってこないことがありました。仕事で。
なので、彼らが考える良い事のイメージって何だと思いますか？それはお金を稼ぐこと
なんです。でも、もちろん、子供はお金を稼いでもらったところで満足できないですよ
ね？でも、だんだん、成長して大人になって、そうすると、両親がやっていたこと･･･
「あー、私達はお金を稼がないといけないんだ、お金を稼がないといけないんだ･･･生
き残るために、家族を食べさせるために･･･」。

だから･･･私はテレビとか、本とか、ゲームとか、そういった事で満足しているかも知
れないですけど･･･フィリピンに行った時は･･･もちろん、電気がありません。ただ他の
人と顔を合わせる、合わせないといけなかったんです。でも･･･でも･･･確実に、現地に
いた時の私は本当に幸せだったんです。日本で感じられなかったことを、本当に感じる
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ことができました。うーん、もしかすると、それが発展する過程で日本人が失ったもの
かも知れないですね･･･。

ソーニャ: 生きるためのエネルギーを失ったということですか？

琴美: 生きるためのエネルギーと･･･生き残るためのエネルギー、それと･･･何だろ
な･･･。

ソーニャ: 生き残るためのエネルギーですか？

琴美: はい･･･。

ソーニャ: つまり、外を見てみると、サラリーマンの人たちが目に入ってきますよね。
みんな本当に忙しくて、歩くのもものすごく速い、職場にすごく、すごく遅くまで残っ
ている。彼らは生き残るためのエネルギーを持っているとあなたが心の中で思っても不
思議じゃない。要するに、どうやって、どうやって彼らはそんなに長時間働くためのエ
ネルギーを得ているんでしょうか？ということは、そのエネルギーとはどういうもの、
どういう、どういう種類のエネルギーについてあなたは語っているんですか？それは、
あなたがいうところのエネルギーとどう違うんですか？

琴美: うーん･･･そうですね、もちろん、日本人は本当に、本当によく働きます。で
も･･･朝電車の中の人達を見たらどうですか？ほとんどの人が、すごく眠そうで･･･幸福
感みたいなものがないんです。もちろん、彼らはお金を稼いでいて、一生懸命働いてい
ます。でも、それは彼らの、「あー、あれをやらなきゃ」っていう考えから来ているん
です。「あー、あれがやりたい」っていうことではないんです。だから、そこが違うと
ころです。だから、フィリピンでは、村の中では、彼らは本当に･･･うーん･･･うー
ん･･･うまく説明できないんですけど、彼らの目を見た時･･･日本人とフィリピン人の違
いを本当に感じたんです。彼らの目はものすごく･･･輝いています。うーん、でも･･･日
本の人達の場合は･･･それ以上の･･･エネルギー･･･元気！それを感じられなかったんで
す･･･。

ソーニャ: 元気･･･。
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----

元気という言葉は、日本人の中で非常に重要な言葉です。“How are you?”という英文に
該当するのは、「元気ですか？」。文字通りに解釈すると、それは「あなたは健康です
か？」という意味になります。しかし、元気という単語は、日本人の他の単語と同じよ
うに、複数の意味を内包しています。例えば、エネルギー、活力、スタミナ、健康、そ
して精神力といったものです。 

----

琴美: 私は、本当に、すごく田舎の地域にいて、山の方だったんですけど、でも･･･彼ら
は本当に、日本人以上に、何に感謝すべきかを知っているんです。それは砂であった
り、土であったり、風であったり、雨であったり。日本人は、私が感じるのは、何に感
謝すべきかを私達は本当に忘れてしまっているということです。それはテレビでもなけ
れば、コンピューターでもない。それは両親であり、家族であり、あるいは、毎日自分
達が口にすることのできる食料とか･･･。

ソーニャ: これは日本人について全般的に言えることだと思いますか？あるいは都市に
住んでいる日本人、あるいは･･･。

琴美: あー、そうだろうな！例えば、山の中に住んでいたとしても、テレビが見られる
し･･･それに、車を30分か1時間ほど運転すれば、買物に行けますよね？そう、でも･･･
都市で生活している人達は･･･。

ソーニャ: 例えば、静岡市のような。

琴美: あー、静岡市。でも実際には、静岡市の土地の70％は山地なんです。だから･･･
本当に簡単に山や自然を感じることができます。でも、市の中心部に住んでる人達
は･･･もちろん、彼らは本当に･･･生活を楽しんでいて、とっても楽な･･･本当に･･･生活
が楽ですよね。

----
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生活が楽。それは、インドネシア出身のリアさんが同様に、静岡について抱いた印象の
一つです･･･。 

----

リア: えー、はい。実際･･･ここは、私の国と比べて生活するのに本当に良い場所です。
全てが本当にきちんと整備されていて･･･ここはほとんど完璧で、整ってますよね。本
当に楽に生活できるし、ここでは人間として価値を認められていますよね。でも、そう
じゃないんですよ･･･私の国では。

ソーニャ: 「人間として価値をみとめられる」というのはどういう意味ですか？

リア: つまり、よく分からないですけど、恐らく、それは既に、ある意味、先進国に
なっているというこで、それも･･･影響しています。車を例に取ってみると、本当に、
何というか、ここでは歩いてて死ぬことはないですよね[ここでは、インドネシアの治
安、情勢について話しています]･･･。空気も全然汚染されてないし、私の国とは違っ
て･･･そうですね、そういう、そういう類のことですね。

----

リアさんが言おうとしているのは、日本とアジアの他の国との違いのことです。日本で
は、交通は管理されています。清潔な国で、組織立っています。

----

リア: なので、私達は共に同じ、アジアであり、アジアの国ですが、完全に違います。
インドネシアはまるで･･･発展途上国です。 

----

リア: そうですね、良い所といえば･･･私達は心の温かい国民ということですね。例え
面識がなくても、あなたに微笑み返してくれる人っていうのに、いつだって出会うこと
ができます。日本とは違いますよね？少し、何というか、冷たいですよね？わかると思
いますけど･･･。
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ソーニャ: 日本のことですか？

リア: はい、それと、もし知らない人だったら･･･そうですね。どこかを歩いてみて、そ
して･･･彼らは自分自身のことですごく忙しそうに見えるし、ものすごく速いですし、
そういうことですね。でも私の国の人達は、そうではない、違う、違いますね･･･。

ソーニャ: では、日本に来た時、カルチャーショックを受けましたか？

リア: そんなに強いものではなかったですけど、ここの文化というのは、他の人には絶
対に迷惑を掛けてはいけない･･･どんな状況であっても、という感じですよね。だから
例えば、コーヒーショップか何かに入って、ただ話がしたい場合は、それは、何でしょ
う、深夜に居酒屋のような所でしかそれはできないですよね。そこでは、本当に大きな
声で話したり、大声で笑ったりできます･･･。

----

ちなみに、居酒屋とは、日本式のパブのことです。

----

リア: ･･･でも、昼食時とか、コーヒーショップとかではそれはできないですよね。本当
に、音を立てたり、それから、あんまり大声で笑ったりということができません。
あーっ！いう感じで･･･私は笑う時は大声で笑いますからね。というのも一度、何人
か、5人かそれ以上の人達と昼食を食べるためにレストランにいました。話をして、そ
れがうるさかったんでしょう、ウェイターに「もう少し小さい声でおねがいします｣と
言われました。それで、「あーっ！」･･･店を出た方がいいなと。 

----

ファン: 私達は、信じられないような柔軟性を持っています。私達ベトナム人というの
は、他の文化を楽しんで、それを自分達独自の方法で考えて、感じて、それから新しい
良いものが生み出されます。 

----
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ベトナムのファンさんの単独インタビューです。

----

ソーニャ: それと比較して、日本人についてどう思いますか？ 日本人というものをどう
いう風に表現しますか?

ファン: 日本に初めて来た時から、日本人は仕事中毒だと思いました。彼らは働くため
に生き、生きるために働きます。人生は仕事そのもので、そして･･･うーん、彼らはも
のすごく孤独な人達だと思います。 

ソーニャ:孤独ですか。

ファン: 孤独です。 日本での最初の一ヶ月間、コンビニエンスストアで仕事をしまし
た。私の、えー、先輩、つまり上司ですね。彼は日本人です。彼は働き者で、仕事の
後、すぐには家に帰らないんです。店に残って、全てを確認して、それから自分が満足
できるまで細かいことを全てやって、それから家に帰るんです。

ソーニャ: あなたの見方というのは、他のベトナム人と同じだと思われますか？

ファン: 私の友人と先輩達は、日本人の精神的緊張に強い印象を受けているようです。

ソーニャ: 精神的緊張？

ファン: はい、この言葉を使う必要がありますね･･･というのも私の友人は他の工場で
働いているからです。彼によれば、そこの社長は、80代なんですけど、毎日10時間働
くそうです。

ソーニャ: ということは、あなたがストレスと言う場合、彼らの強さのことを言ってい
るのか、それとも彼らのあり方･･･。

ファン: 精神。彼らの精神です。

ソーニャ: 彼らの精神ですか？ 
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ファン: 両方です。彼らは生まれた時から可能な限り長く働く運命で、長時間働いた後
には、彼らの身体はより強く、さらに強くなるのです。

ソーニャ: それはベトナムの人達には当てはまらないと思いますか？

ファン: ベトナム人も優れた労働者です。ただ、私達は、人生におけるバランスを取る
能力を持っています。いつ仕事をやめるべきか知っていますし、いつ休憩すべきかを理
解しています。

----

ソーニャ: ベトナムには日本人が多くいますか？

ファン: はい、毎日その数は増えています。

ソーニャ: 本当ですか？

ファン: はい。主な理由は、ベトナムでの生活が日本のそれよりずっと楽だからだと思
います。彼らにとってみれば、死ぬまで働く必要がないし、それにベトナム国内に多く
の友人がいます。例えば、私の日本人の先生の多くがベトナムで結婚しました。しか
も、彼らは、日本に戻るという考えさえ持っていません。

----

ソーニャ: ベトナムにいる日本人はどういう感じですか？日本に住む日本人と違うんで
しょうか、あるいは似ているんでしょうか？ 

ファン: えー、ベトナムにいる日本人は、人生を楽しむのがうまいと思います。という
のも、彼らと話をする時、日本人は常にオープンな態度を示しますが、本当の真実は彼
らの目の中にあるからです。ベトナムで日本人と話をした時、彼らは本当に私の目を見
ますし、答えは彼らの目の中にあります。でも、私が仕事の上司と話をした時、「早く
喋って、仕事に戻れ」という目で私を見ていました。

----
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これらの見解はまともではない、あるいは失礼だと思われているかも知れません。しか
し、これらは数多くある見解の中の一部でしかありません。

今日のエピソードを終了する前に、多くの人が全く日本と関連付けることのないものに
ついて話をしましょう。それは宗教です。

そのために、私達はリアと話をすることにします。彼女の母国インドネシアは、世界で
最も宗教心の強い国の一つです。

----

リア: そうですね、私達の国には大きな宗教が5つあります。インスラム教徒、これが一
番割合が大きくて、イスラム教、次にキリスト教、プロテスタントとカトリックがあっ
て、それから仏教とヒンズー教です。 

----

日本では、多くの人が自分を仏教徒あるいは神道信者と認識していて、これらの宗教と
関連するある種の伝統に従っています。神社とお寺は国中に存在しています。でも、そ
うでありながらも、日本人は一般的に、自分達のことを信仰心が強いとは考えていませ
ん。

----

ソーニャ: 日本の宗教についてどう思いますか?

リア: 実際には宗教を持っていないですよね？でも、かっこいいのはそこなんです。分
かりますか？しかも、今だに、そのことについてもっと知りたいと思っています。つま
り、彼らはここで、人々が本当に礼儀正しくて、そして、すごく･･･すごく礼儀正しく
て、それから･･･正直な人間になれるように教育します。この国は本当に安全で、彼ら
は本当に清潔だからです。えー、そうですね、イスラム圏では、清潔さというのが本当
に、重要なことなんです。でも、インドネシアでは･･･この国の人達ほど正直ではない
し、この国の人達ほどきちんとしてないし、それに私達は･･･やっぱり違うんです。ど
ういうことかというと、彼らはこれをやってはいけないとか、あれをやってはいけない
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とかを教えてくれる聖書のようなものを持っていません。それなのに、彼らは本当に、
他人の価値を評価しますし、インドネシア人のほとんどはそういうことをしないと、私
は思います。

ソーニャ: それでは、日本人はどうしてそういう風になったと思いますか？

リア: それは子供の頃からの教育だと思います。一度友人に、「学校で宗教教育ってあ
るの？だって私達の国ではそれがあるから」と尋ねましたが、「いや、ない。そうだ、
価値基準については教える」という答えが返ってきました。そう、それが国の価値基準
なんだと思うんです。だから、宗教的なことから来るものではないんです。 

----

教育的価値･･･このことは、最初の二つのエピソードで触れた話題を思い出させます。
私達が話をした中学校の日本人英語教師スーザンさんもまた、教育が、日本の日々の生
活での振舞い方に非常に関係していると信じています。

彼女もまた、旅行をした後に日本に対して異なる見方をするようになりました。彼女に
は、日本人が、旅行中に出会った人々と比べて、より忙しく、そして疲れているように
見えました。しかし、なぜでしょうか？

----

スーザン: それは難しい質問ですね。というのも･･･問題の一つは日本政府だからです。
私の考えでは。あるいは、日本経済の問題も、うーん･･･理由の一つですね。私達の問
題、あるいは、うーん･･･私達が忙しい毎日を送っていることの。

ソーニャ: それがどうして問題になるのでしょうか？政府や経済が、みんなにそんなに
働くように求めるということですか？

スーザン: うーん、はい。かなり昔は、日本は発展途上国で、人々は一生懸命勉強して
大学に行けば、良い仕事に就けると信じていました。でも今は、そうではありません。
多くの人は自分の目標、生きるための強い目標を持ってなくて･･･それが問題だと私は
思います。でも、他の国に行くと、私は日本の良いところにも気付きます。つまり、日
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本人はとても、えーとね、マナーが素晴らしいです！それは、学校の教育のおかげだと
思います。道徳教育の賜物だと。

ソーニャ: つまり、道徳教育とはこころの成長につながるということですか？

ソーニャ: はい、その通りです。

----

もう一度、第一回のエピソードから思い出してほしいこととして、こころという言葉
は、心、精神、魂など日本では多くのことを意味します。しかし、教育方法の一つとし
ては、基本的に人格形成･･･礼儀正しく、行儀作法ができていると同時に、強い独自の
信念を持った市民を育てるプロセスについて言及するものです。

今回のエピソードでは4人の人に話を伺いました。琴美、マンシー、リア、ファン]異な
る国籍、異なる経験･･･そして、その結果としての異なる世界観。日本についての異な
る認識。

そして、今回これらの多様な認識について知ることができたので、そうした認識を有す
る人達についてはどうでしょうか？来週はマンシー、リア、ファンから静岡での生活に
ついてさらに話を聞いていきます。

今日のエピソードで自分達の意見を披露してくれたマンシー、リアー、ファン、琴美、
スーザンに感謝します。ソーニャ・ポールでした。Shizuoka Speaksを聴いていただ
き、ありがとうございました。
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