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対面リーディング通信 2018年
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２０１７年度の統計がまとまりました

○件数について
201７年度の分類別利用合計は1014件

で前年度より58件増加しました。また、延

利用件数は65件憎の691件で5年振りに増

加となりました。

次ページの分類別利用合計が延利用者数よ

りも多いのは１回２時間の間に複数の内容を

依頼されるケースがあるためです。

○利用者数
実利用者は34人で前年度より3人減少と

なりました。実利用者数は減少しましたが定

期的に利用される方が増えたため、延利用件

数の増加に繋がったと考えられます。

○利用状況
分類別の割合では前年度に比べて東洋医

学が0.2％から3.7％に増加、資格試験問題

も0.3％から1％に増加しました。資格取得

に向け定期的なご利用が入ったことが反映さ

れています。一方、語学は13.9％から9％

に減少しました。

5年続けて最も利用数が多かったのは文学

で、比率は29％でほぼ横ばいでした。

代筆は利用数は前年度とほぼ同じですが、

コンピューター補助がやや減少したため、利

用ベスト5の５位となりました。

「分類」については、どこに分類されるの

か分かりにくい図書、資料も多いかと思いま

す。分類番号の記入で迷われたときは職員に

ご相談ください。

○ボランティア数
119名（登録ボランティア数186名+臨

時９名）のボランティアの方にご協力頂きま

した。また、2017年度は録音製作の東洋医
学チームの皆様の応援も多く頂きました。あ

りがとうございました。一方、様々な理由で

活動を休止されている方が今も多くおられる

ことや、特定の曜日（特に水曜日と土曜日）

に予約が集中するなどの理由で予約作業に手

間取っています。今年度も引き続きご協力を

お願いいたします。

今月号の主な内容

2017年度の統計がまとまりました １

対面リーディングと私 対面リーディングと私 奥井 秀子 ４

担当職員交代のご挨拶・おしらせ ５

誌上勉強会 原文に忠実とは ２ 木村 謹治 ６

寄り道・回り道 北新地サンド 木村 謹治 １０

情報発信 NHKアナウンサーの豊かな日本語（その２） 望月 明 １１
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2017年度 対面リーディング利用状況報告

分 類 2017 2016

新聞・雑誌 １ 新聞 １９２ １６９

２ 総合雑誌 ２５ ２３

１２ 鉄道雑誌・時刻表等 １ ０

１３ スポーツ・スポーツ誌（競馬・相撲雑誌等） １１ １５

人 文 ・ 地 ４ 哲学･心理学・宗教 ７ ８

歴・哲学・ ５ 伝記・歴史・地理（旅行ガイド等を含む） ４７ ４５

社会 ６ 社会科学（社会福祉・政治・経済・株式） ６９ ８３

文学・芸術 １４ 芸術一般・芸能・音楽（楽譜等） １９ ２０

１６ 文学・エッセイ ３２０ ２６０

１７ 短歌・俳句・川柳・詩 １ ３

科 学 ・ 医 ７ 東洋医学 ３８ ２

学・技術 ８ 西洋医学 ７ ３

９ 数学・科学・物理・生物ほか ０ １

１１ 工学（コンピュータ・無線等） ０ １

資 格 ・ 検 ３ 資格試験問題 １１ ３

定・語学 １５ 語学（英会話・TOEIC等）・外国語 ９３ １３３

生活一般 １０ 家事・育児・料理 ４ ０

１８ 各種取扱説明書（携帯電話等） ４ ６

１９ チラシ・手紙・ＤＭ・パンフレット等 ４５ ４９

その他 ２０ 代筆 ６４ ６３

２１ コンピュータ補助（データ修正等） ５２ ６５

２２ その他 ４ ４

合 計 １０１４ ９５６

延利用者数 ６９１ ６２６

年度別利用ベスト５

201７年度 201６年度 201５年度

① 文学・エッセイ ① 文学・エッセイ ① 文学・エッセイ

② 新聞 ② 新聞 ② 新聞

③ 語学・外国語 ③ 語学・外国語 ③ 語学・外国語

④ 社会科学 ④ 社会科学 ④ 資格試験問題

⑤ 代筆 ⑤ コンピューター補助 ⑤ 社会科学

201４年度 201３年度 2012年度

① 文学・エッセイ ① 文学・エッセイ ① 資格試験問題

② 新聞 ② 新聞 ② 文学・エッセイ

③ 資格試験問題 ③ 資格試験問題 ③ 語学・外国語

④ 語学・外国語 ④ 語学・外国語 ④ 新聞

⑤ チラシ・手紙など ⑤ 社会科学 ⑤ チラシ・手紙など
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2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 分類

１７７ ２４６ １８０ １４３ ６７ ４８ ６２ １６８ １

３２ ４６ ６８ ９６ ８５ ７１ ８１ １２０ ２

２ ２ １１ ３ 1 5 3 1 １２

３６ ２６ ４３ ３３ １３ 2 １ １２ １３

４１ ３０ ２９ ３０ １９ ２０ ２２ １３ ４

４５ ５１ ８４ ５９ ３０ ５７ ２７ 9 ５

６９ ４１ １０１ ９２ １９３ ９３ ４２ １３ ６

３４ ４９ ２９ ５６ ３９ １５ 8 １２ １４

２９５ ３７９ ３３７ ２６４ １２９ ２１４ ２０７ １３０ １６

2 ０ ６ ２１ １７ １３ １６ ３０ １７

3 １ ２ ０ 5 4 ３８ １１ ７

9 ６ ２ ５ 3 6 １９ ２３ ８

1 ３ １４ １３ 4 2 6 1 ９

３ ３ １ １ 4 １２ 0 4 １１

９４ ２４４ １４５ ２９７ １６４ ２２２ ４０ ６６ ３

１２４ １２３ １２０ １４５ １６７ ９９ ５３ ４１ １５

４ ５ ９ ３ 2 6 ２ 2 １０

５ １６ ８ ９ 9 19 6 7 １８

４９ ６９ ８３ ９８ ８２ １３０ １１6 １１８ １９

６５ ５７ ７４ ４３ ３６ ３７ １５ ４０ ２０

５５ １１ ９ １７ 3 2 3 １３ ２１

１ ２ ０ ５ 5 １２９ － － ２２

１１４６ １４１０ １３５５ １４３３ １０７７ １２０６ ７６７ ８３４

７７６ ９９９ １０８３ １１４９ １０４３
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対面リーディングと私

対面リーディングと私

対面リーディングボランティア 奥井 秀子
お く い ひ で こ

「奥井さんは先だって活動30周年を迎

えられました。どのような気持ちで対面

ボランティアを始められたのでしょう

か？」

本を読むのが好きです。ある時、“世の

中にこんなに楽しい本がある事を目の不

自由な方に伝えられたらいいな”という

軽い気持ちで、ＮＨＫ文化センターの

「ボランティアの為の朗読教室」を受講

したのですが、実際に対面を始めてみま

すと思いもしなかった本との出会い、利

用者さんの真摯な姿勢。伝えるよりも、

むしろ色々なことを教えて頂くことの方

が多く、そのことに、ずっと有り難いな

ぁと感謝しながら、新しい本と人に出会

う楽しみ＝知る楽しみを追って、気付け

ば30年余りが経ってしまいました。

「奥井さんは、地域でもいろんなご活躍

をされています。そのお話を伺えます

か？」

きっかけは吹田市立総合福祉会館の中

に対面朗読室が作られたときに友人から

「吹田市の中でも対面朗読をされたら」

と声をかけて頂きました。ＮＨＫ文化セ

ンターで林曠子（はやし ひろこ）先生

に朗読の基礎を教わり、先生の情熱と視

野の広さに魅せられた日々を送っていた

私は、「私も吹田市民です」という先生

のお声と、地元にも対面をという思いを

胸に「吹田曠（ひろ）の会」を立ち上げ

ることに致しました。気付けば30余年

多くの方々の協力で地域に根ざした活動

をしております。

この流れの中で、吹田市介護老人保健

施設の先生から「頭の活性化」を図るた

めに「朗読の会」を作って欲しいという

依頼を受けました。その後、様々な高齢

の方々と関わっていく内に、一人暮らし

の高齢者が自宅で毎日の食事を作られる

のは大変なことを知り、一緒に手作りの

食事が出来る、集える場所があれば長生

きするのも悪くはないのではと思い「街

角デイハウス＝介護・支援の認定のない、

現在はお元気な高齢者が自分の地域の中

で人との関わりを持ちながら過ごせる

場」を作り、「照一隅（しょういちぐ

う）」と名付けました。

「最後に一言お願いいたします」

以前ライトハウスの入り口には、ヘレ

ンケラーの「あなたのランプの灯火を今

少し高く掲げて下さい」という銘板があ

りました。又、比叡山延暦寺には「照一

隅＝一隅を照らそう」という石碑が立っ

ています。洋の東西を問わず、人の為に

自分の出来ることをしようという思いは

同じようです。

対面朗読は目の前の人の力になれるだ

けでなく、色々自分が知らなかったこと

を教えても頂ける場です。ある時、いつ

もはポーカーフェイスの利用者さんが、

本を読んでいる最中に涙ぐんでおられる

のがわかった時、自分はあくまでも目の

代わりだけれど、本を通じてこういう瞬

間を共有できるならずっと続けていける、

そんな風に思ったことを覚えています。
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人の為に、でもそれこそが自分の為であ

り、そこが対面の魅力だと思うのです。

おかげさまで人と人のつながりに助けら

れ、本当に楽しい人生を過ごさせてもら

っています。これからも自分が出来る間

は、1ヶ月に一度は私の原点である情報

文化センターで活動していきたいと考え

ています。

・対面リーディングの受付、コーディネートの担当が変わりました

これまで対面リーディングの受付・コーディネートを山岡と福田の2名が担当しており

ましたが、４月から山岡がアルテ別館（図書貸出）の専任となりました。山岡の後任とし

て伊藤信乃（いとう しの）が新たに担当となります。どうぞよろしくお願いいたします。

伊藤信乃

皆様、初めまして。

４月より対面リーディングを担当させて頂きます、伊藤信乃と申します。

前職で福祉系の専門学校に勤務しておりましたが、こちらの業界にきちんと関わることが

初めてで、日々、業務の中でたくさんのことを学ばせて頂いております。

入職してまだ日は浅いのですが、日々皆様の温かいお気持ちと、真剣に向き合って下さっ

ている熱意を実感し、感服致しております。

今後業務に携わるに当たり、至らない点が多いかと思いますが、皆様にいろいろと教えて

頂きながら、少しでも皆様のお力になれるように精進して参りますので、どうぞよろしく

お願いいたします。

山岡幸雄

対面リーディングの担当をさせて頂いて2年。でも、体感した年数で言えば、少なくとも

5年以上は携わらせて頂いたような、そんな充実した2年間でした。

毎度のことながら調整に時間がかかり、皆様には遅い時間になって無理なお願いをする事

もしばしばありましたが、それにも関わらず本当に快く依頼を受けて下さり、労いの言葉

まで頂けたこと、どれだけ支えになったか分かりません。本当にありがとうございました。

これからは直接お顔を拝見できる機会は少なくなりますが、引き続き、「対面リーディン

グと私」のインタビューを通じて、みなさんのお話を伺いに参ります。また違った関わり

方をとても楽しみにしておりますので、今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。

・記録用紙が新しくなりました

対面終了後に記入して頂いている記録用紙を新しくしました。書名欄が無くなり、その

分記録欄が大きくなっています。これまで以上に対面で感じたこと、気になったことなど

をご記入頂けます。また、資料の分類については、裏面の分類表の右端にチェック欄を設

けました。記入に当たりご不明の場合は職員までお声かけ下さい。
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誌上勉強会 木村 謹治
き む ら き ん じ

対面リーディングの実際 ２７

－ 原文に忠実とは ２ 「。」 －

佐賀市の中

心部にこんな

道路標識があ

りました。こ

れはなんと読

むのでしょう

か。

「どんさんのもり」「どんさんじょうのも

り」

下に書かれているローマ字を読むと「どん

どんどんのもり」と読むみたいです。

数式と解釈すれば「（どん）３」と丸括弧が

ついていないので「ん」の３乗、つまり「ん

×ん×ん」で、式通り読むと「どんんんのも

り」になりますが、何かおかしいですね。

いずれにしても、数式ではありません。と

んちみたいな表示ですね。

ちなみに行き先案内では、「どん3のも

り」と「３」が

大きく書かれて

います。

では、対面リ

ーディングでの

処理はどうすれ

ばいいのでしょ

うか。

日本図書館協会の『録音（DAISY）資料

製作に関する全国基準 回答集』では下記の

ように書かれています。

図・表・写真はその図や表等が伝えようと

しているもっとも重要なことをつかみ、それ

を中心に、可能なかぎり音声化して説明する

ことを心がけます。図・表・写真が、個々に

形や種類が違うため、形式化するのは難しい

ですが、以下の情報

図・表等のタイトル

番号が付いている場合はその番号

キャプション

ページ数

図・表等の種類

音声化するに際しての注意事項や補足事項

等を盛り込んだうえで音声化することを心が

けていただくということでいかがでしょうか。

なお、音訳者が作成した文と、もともと図

表等にある説明を混同しないように、音訳者

の説明の最初に「図（表、写真）説明」、最

後に「説明終わり」と、必ず付けてください。

と書かれています。

もっとも重要なことは「写真や図・表を中

心に、可能なかぎり音声化して説明するこ

と」を心がける事だそうです。

録音図書を製作する時には、録音製作の久

保洋子さんは『図･表･写真などのある本を音

訳する時、図・表・写真などの処理を考える

前に、本文をよく読んでください。読んでい

るうちに図や表を見たくなるところがありま

す。図や表を見なければ本文がわからない所

があればそこで図や表の説明が絶対に必要で

す。』と書いておられます。

しかし、対面リーディングでは、録音図書

のように下読みが出来ません。本文を読みな

がら、適当と思えるところで写真の説明を入

れます。

それまでに、本文に写真の説明や解説が出

てくれば写真の解説は補足する程度で済むか

も知れません。

写真の説明の後で本文中に写真に関するこ
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とが出てきても、それは仕方がないことです。

大阪に住む人にとって、「どん３の森」を

知っている人は、ほとんどいないと思います。

では実際には、どう読めばいいのでしょう

か。ここでは写真の中の文字が対象なので、

案外簡単です。見た目通り「道路標識（正式

には案内標識ですが、運転免許を持っている

人にも言葉の違いを理解している人が、ほと

んどいません。案内標識よりも道路標識の方

が通じやすいと思います。）の写真です。」

と写真全般の説明に続けて「標識にはどんど

んどんのもりと書かれています」と読んでも

間違いではありません。

運転をされる方は、読めない標識は、その

下に書かれているローマ字で確認する人が多

いのではないでしょうか。

これは何と読むのだろうと疑問を感じる時

は下に書かれているローマ字を読みます。今

回は写真を説明するときに、下のローマ字も

眼に入るので、いきなり「どんどんどんのも

り」と正式の読みをされる人もいるでしょう。

これで何の問題もないのですが、かなり特

殊な表示なので、このような書き方になって

いますと付け加るのもいいですね。

「標識は平仮名で『どん』、算用数字で

『３』、続けて平仮名で『の』漢字で『森』

と書かれています。算用数字の『３』は乗数

のように上方に小さく書かれています。これ

で『どんどんどんのもり』と読むようです」

では、いかがでしょうか？

もっといい方法があれば、ご意見をお待ち

しています。意見を述べ合う事こそ誌上勉強

会の良さです。

余談ですが、最近、日本を訪問する外国の

方が増えてきました。関西では特に顕著です。

また、国土交通省は東京オリンピック開催を

見据え、外国人観光客が訪れる観光地を中心

に、道路案内標識の英語表記を、外国人旅行

者にも分かりやすく改善すると発表していま

す。

道路標識のアルファベット表記は、日本語

読みをそのままローマ字に記したケースが多

く、「公園」を「Koen」とし、「通り」を

「Tori」や「Dori」とするなど、外国人に

は意味が通じに

くいと指摘され

ていました。

そこで、国交

省が公表した統

一基準では、公園は「Park」、通りは英語の

略語で「Ave.」や「St.」、美術館は「Art

Museum」などと表記されるそうです。

これにより東京都では、交差点の「国会正

門前」は、ローマ字の「Kokkaiseimon」か

ら「The National Diet Main Gate」に変

更。「外務省」は「Gaimusho」から「Min.

of foreign Affairs」に改められるそうです。

こうなると漢字の下に書かれているアルフ

ァベット表記も読み方に関しては当てになら

ない気がしますが安心してください。これは

例外で、地名に関しては日本語読みがそのま

まローマ字になります。

ローマ字に関しては『対面リーディング通

信 2016年12月号 正確に読むとは ～ロ

ーマ字～』を参考にしてください。

図表・写真などの説明で気をつけなければ

ならないことがあります。説明は案外時間を

必要とし対面リーディングの貴重な時間を消

費します。

先ほどの録音製作の久保洋子さんは下記の

ように書かれています。

原本通りということから考えれば図や表も

出来るだけくわしく全部を読む（説明する）

ということになります。しかし、このように

読まれたものを本文と合わせてきいてみると、

図や表の説明のために本文がわかりにくくな

ってしまう場合があります。本文中に読み込

む図･表の説明は本文の理解を妨げないこと

が第一です。

例えば地図について考えてみましょう。そ

の本の為に書き起こした地図が使われている

こともありますが、多くの場合都道府県地図

の一部に、必要な書き込みをしたものが使わ

れたりしています。この場合、地図上の情報

を本文と 関係ないものも含めて説明すると

本文から離れてしまって 本文が理解しにく

くなります。
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表などで本文に関係があるのはごく一部で

あるような時、全体を読むかどうかも難しい

問題です。

本文に関係のある部分は本文を理解する助

けになるよう本文中に読み込む必要がありま

すが、その時全体を読んでしまうと膨大な量

になり、肝心な情報が伝わりにくくなります。

（中略）図や表が一つ一つがわかることも

大切ですが、図や表を含めた原本の内容が伝

わることを第一に工夫してください。

（以上）

また、東京音訳グループ連絡会／研修会報

告には、どの程度まで説明するか本文との関

係で見極める。説明しすぎることで重要なも

のが飛ぶこともある。省略も技術。と書いて

あります。

大変難しいことですが、簡潔にして正確に

伝える技法が求められます。

新聞や本を読んでいる時、電車の中の吊り

広告や街角の風景など、これを説明するに

は？と思った時にちょっと試みてください。

そして、家族や友達に聞いてもらうのです。

自分がイメージしていたことが伝わればOK。

伝わらなければ、何が悪かったのか考える。

こんな練習も役立つのではと思われます。

ところで、映画「君の名は」をご存じです

か。

1952年にラジオド

ラマで放送され、多

大な人気を獲得しま

した。番組が始まる

時間になると、「銭湯

の女湯から人が消え

る」といわれるほど

であったそうです。

ただし、この銭湯で

のエピソードは松竹の宣伝部が作った虚構、

今で言うフェイク・ニュースであるという説

も根強いそうです。真偽のほどは別として、

その後、映画にもなりました。

でも、ここで話題にしようとするのは『君

の名は。』です。何が違うのと思われると思

うのですが、終わりに「。」が付いているの

です。

こちらは新海監督

のアニメ作品です。

夢で見た少年と少

女が経験する恋と奇

跡の物語だそうで

す。

では「。」は何か

意味があるのでしょ

うか？ 実は『君の

名は。』というタイ

トルは頭から監督の候補の中にあったそうで

す。ただそれは有名な作品があるからってい

う気持ちが大きくてと語っています。有名な

作品とは女湯から人が消えたというあの作品

です。

タイトルを『君の名は』にすると、あの作

品になってしまいます。

同じように「。」がついているグループが

あります。『モーニング娘。』です。

耳で聞くだけで、文字として読むことがな

かったので、ずっと『モーニング娘』と思っ

ていました。多分文字で読んでも「。」が付

いているのに気がつかなかったと思います。

気になったので少し調べました。

略称はモー娘。（モーむす）。単に娘。（む

すめ）と略されることもあるそうです。日本

国外での表記はMorning Musume。（英

語）、早安少女組。（中国語）などです。

いずれも「。」が付いています。英語や中

国語に日本の文字記号「。」が付いているな

んて、その国の人が見ると新鮮に見えるでし

ょうね。

グループの正式名称は、2014年1月1日

以降は「モーニング娘。」の後に当該年の西

暦の下２桁を付して「モーニング娘。 '○
○」としています（例：『モーニング娘。'1
8』）。読みは、「もーにんぐむすめ」に続い

て、西暦の10の位と1の位をそれぞれ英語

読みする（例：『モーニング娘。 '18』なら
ば「モーニングむすめ ワンエイト」）。

国民的アイドルだったので知っている人も

多いと思いますが、僕は全く知らなかったで

す。上記の例なら「モーニングむすめ じゅ

うはち」と読んでしまいます。
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さて、読むときは「もーにんぐむすめ」で

しょうか。音訳の原則は原文に忠実が大原則

です。この原則にのっとると「。」も読まな

ければなりません。

では、「もーにんぐむすめまる」ですね。

しかし、この文章を読んでいただいている方

はすでに『モーニング娘。』の「。」を見て

おられるのでそれでも通じますが、初めて聞

く人には

モーニング娘○

モーニング娘まる

モーニング娘丸

モーニング娘。

‥‥

なのか、或いは読み間違いなのか、疑問がふ

くらむばかりです。「。」を想像される確率

は多分最下位でしょう。

「もーにんぐむすめまる」と読んで、「こ

の丸は文章の終わりに付ける句点の丸です」

ですと、説明するのがいいのでしょうかね。

小難しく考えると句点という言葉の意味が

通じるのかという疑問も生じるのですが。表

現方法は考えてみて下さいね。

ところで、次の文章を読んでいただけませ

んか。

親譲りの無鉄砲で小供の時から損ばかりし
おやゆず

ている。小学校に居る時

分学校の二階から飛び降

りて一週間ほど腰を抜ぬ

かした事がある。なぜそ

んな無闇をしたと聞く人
む や み

があるかも知れぬ。別段

深い理由でもない。新築

の二階から首を出してい

たら、同級生の一人が冗

談に、いくら威張っても、そこから飛び降り

る事は出来まい。弱虫やーい。と囃したから
はや

である。

これは夏目漱石の『坊っちゃん』の一節で

す。普通に読めば「、」や「。」は読みませ

んね。

反対に文章中の「てん」や「まる」を読む

と耳障りだし、長くなるし、読む方も聞く方

も面倒ですね。

句読点を辞書で調べると、「文の論理的関

係を明らかにし読みやすくするために，切れ

目や終止を示す表記上の符号。くぎり符号と

も。句点（。）、読点（、）、横書きの場合の

ピリオド（．）、コンマ（，）など。日本では

平安初期、漢文の訓点に始まり、江戸時代以

降、西欧語の表記法の影響を受けてしだいに

普及したが、句点の他は、一般的な目安はあ

るものの、基準は確立していない。」とあり

ます。

平たく解釈すると、切れ目を分かりやすく

して、読みやすくする記号と言えますね。

そんなわけで、通常は「、」や「。」は読

みません。

では、『モーニング娘。』『モー娘。』の

「。」も読まなくても良いのではと思えます。

でも、ちょっと待って下さい。『国木田独

歩。』『大阪府。』『日本ライトハウス。』なん

て無いですね。やはり、これは特殊な表現で

す。

最初に出てきた時は、「。」が書かれてあ

ることを説明し、「以下、モーニングむすめ

と読みます」と断りを伝えて、その後は

「。」を省略して大丈夫です。

余談ですが文章を校正する時の読み方は、

「、」も「。」もしっかり読みます。文章は

書き手が心魂かけて書かれたものです。句読

点であっても原文に正しく伝えなければなり

ません。

点字図書の校正の時も句読点をしっかり読

んでいます。ここが対面とは違

うところですね。

たった２つの事柄を長々と書いてきました。どんな現象にもそれなりの理由があります。

物事を調べるのは楽しい事ですし、知った上で読むと、少しは深みが出るのではないでしょ

うか。
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寄り道・回り道 レポーター：木村 謹治
き む ら き ん じ

北新地サンド

【所在地】 大阪市北区曽根崎新地1-2-18 アレーナ堂島 1F
【電話番号】 06-6347-7250
【行き方】 ＪＲ東西線北新地駅 11番出口 徒歩５分
【営業時間】 月～土：17:00～04:00
【定休日】 日・祝日
【URL】 https://www.facebook.com/kitashinchisand/

アルテ分館の樋口さんに美味しそうよと、

教えてもらって、早速買いに行きました。

北新地駅すぐのアレーナ堂島内にあるカツ

サンド専門店です。

メニューは全てテイクアウトのみ。お店は

非常にコンパクトで人が二人入ったらいっぱ

いになります。ですので注文後は店外で待つ

ことになります。

オーダー時に「召し上がられるのはいつ

頃？」と聞かれま

す。店のパンフレ

ットによると、注

文を受けてから調

理し、食べるまで

の時間によって調理法を変えているとのこと

です。決して作り置きはしないそうです。

樋口さんのお勧めの「タマゴカツサンド

900円」を注文しました。出来上がるまで1

5分ほど外で待つように言われました。

その辺りをうろうろして、帰ってくると、

店の回りには出来上がりを待つ大勢の人が。

手提げ袋受け取って驚い

たのは、化粧品かアクセサ

リーの袋の様で、とてもタ

マゴカツサンドが入ってい

るとは思えません。店も高

級感のある外観で、店の人

の服装もビシッと決まって

ました。

食べてまたびっくり。最初は玉子とカツの

サンドイッチかなぁと思っていました。

ところが、タマゴは半熟やや固めで仕上が

って、まさにフワトロです。しかもこれが揚

げられてカツになっているのです。どうやっ

て作るのかと疑問に思ったのですが、それは

さておき、そのタマゴカツがマヨネーズとと

もにパンに挟まれてタマゴカツサンドになっ

ています。

中のタマゴはフワフワトローリ。外は・・

「サクサク」とまでは言えないけど「サク

ッ」とした感じはあります。

今までにはない食感で、味も非常に美味し

いです。

正直、蓋を開けた時には、これで900円

ではちょっと高いなぁと思ったのですが、食

べてみて納得。クセになる美味しさです。

そう言えば、複数のテレビ番組で紹介され

たそうです。

残念なことに、この店の開店は夕方の5時

からです。それと店が小さいので、つい見逃

してしまう危険性があります。

そこで提案ですが、対面が終わって、5時

までの時間は、ジュンク堂書店で本を探すの

はいかがでしょうか。ゆっくり探せるように

机と椅子も用意されています。

或いは香雪美術館を尋ねるのもいいですよ。

ジュンク堂書

店が入ってい

る堂島アバン

ザの北の筋を

東に歩いて下

さい。交差点

からすぐです。
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情報発信

『NHKアナウンサーの‘はなす きく よむ’
豊かな日本語編』（その２）

対面リーディング・ボランティア 望月 明
もち づき あきら

以下の内容は「ＮＨＫアナウンサーの はなす きく よむ 豊かな日本語編」（2006年

４月発行・日本放送出版協会）より抜粋し、要約したものの続きです。

■声に出して読む（続き）

＊「読む」から「話す」へ（続き）

＜ステップ３ 実際に声を出す＞

①テキストに書かれた文章を、声に出しなが

ら頭の中で映像化する。

①言葉が口に馴染んできたら、テキストを閉

じて、話すように伝えてみる。

＊伝える気概

うまく読む意識より、相手に伝える意識が

大切。

■話すように読む

「話す」とは、自分の考えをそのまま言葉に

して、「音」で表す作業。「読む」とは、書

かれている字を読み取り理解して、「音」と

して表す作業。「話す」時には、意味を伝え

るために必要な言葉を自由に選ぶことが出来

るが、「読む」時には、「音」にする言葉は

決まっている。書かれた言葉しか読むことは

出来ない。「話すように読む」とは、どのよ

うに考えればよいのか。

＊読んで伝える

ここでいう「読む」とは、黙読ではなく、

声に出して読むこと。それも、相手（＝聞き

手）がいる。必ず、聞き手を意識する。その

聞き手に「読んで伝える」。しかし、伝える

だけでは、まだ不十分。聞き手に伝えて、

聞き手がその内容を理解出来ることが必要。

つまり、読んで伝えてその結果、聞き手が理

解出来たという結果が生まれて、初めて「読

んで伝える」作業が完成する。

そのために、絶えず、「聞き手が理解でき

る」ことを意識して読む。

＊聞き手を意識する

会話では、必ず相手がいる。会話の時には、

その相手に、自分の話す内容を知って欲しい

と願っているはず。つまり、伝えたいという

意識がはっきりしている。

ならば、その時の「音」の表現の仕方（強

弱・速度・抑揚・間など）をどのように工夫

しているか。このことを考えて、読んで伝え

る時に生かすことが出来れば、理解しやすい

表現になるのではないか。

＊会話は、聞き手にもやさしい

・会話では、何より、話し手が一所懸命

に伝えようとしていること。話し手に、

伝えたいという強い意思があれば、その

力は聞き手におのずと伝わる。音の言葉

で意思疎通を図る時には、会話をする＝

話す時の感覚が大変有効。

・音の言葉でコミュニケーションを図る

時には、「相手に伝える意思を明確に持

ち」、「話す感覚で伝えること」が、聞き手

にも理解しやすい。
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＊話すように読む力を付けるための

表現法を、＜①意味のかたまり＞

＜②息づかい＞＜③「間」＞の、

３つのテーマから考える。

①意味のかたまり

・「面白い本がある」。この例文にある本を、

誰かに紹介するつもりで言ってみる。つまり、

会話のつもりで言ってみる。どう言うか。一

気に一息で言い放つはず。

・話し手は、ある本についてとても面白いと

感じ、ぜひ他の人にも知らせたいと考えてい

るので、思いが勢いとなって、言葉になる。

これが話すときの表現。

・これを、面白いという気持ちをあまり考慮

せずに、ただ字だけを追って音にしていくと、

どうなるか。＜オモシロイ ホンガ アル＞

となって、３つの単語が並んでいるだけとな

り、内容を伝える表現にならない。

②息づかい

・話す時に、まとまった内容を伝えるのに必

要な息の量を用意する。そうすることが、聞

く人にとって理解しやすい。

・長い文体を読む時、まず、意味のまとまり

が分かるようなイントネーションを使う。多

くの場合、音の高低が、まとまりの出始めが

高く、終わりが低くなる。その中で、意味の

強調や言葉同士の関係などが理解できるよう

に、強弱や高低などを工夫する。

・読むときには、作者に代わって話している

ように読む。個々の場面では、具体的な映像

を思い描きながら読む。読む時には、どうし

ても句読点が気になる。作者も、意図的に句

読点を使っているのだろうが、これは「文字

の句読点」。耳で聞いて分かる句読点＝音の

句読点にする。

・そのためには、作者の表現の意図をしっか

りと読み取り、それを音で表現するには、ど

のような息づかいが必要なのかを絶えず考え

る。

③「間」

・「間」を的確に。話し手は、何かを伝える

ときに、意味のまとまりを一気に話す。そし

て、話した意味を理解して欲しいという願い

がある。その願いを実現するための時間が

「間」。

人間の脳には、情報を受け入れる機能と、受

け入れた情報を蓄える機能がある。この二つ

の機能を切り替えるスイッチが「間」。

・一方、文字を読む時はどうか。読む時に最

も神経を注ぐのは、書かれている文字から、

その内容を読み取ること。黙読で内容を理解

し、声に出して読む。読み手は自分では内容

を理解しているので、ただひたすら、文字を

音にする作業に一所懸命になる。

この状態の時に、聞き手は、情報はどんどん

入ってくるが、どこからどこまで意味のかた

まりとして受け止めれば良いのか、判断がつ

かない。

・では、意味の切れ目で時間を取ればよいの

か……そうはいかない。やはり、適切な間が

必要である。「時間の経過」の他に、「話題

の転換」「場面の変化」なども、それを感じ

させる「間」が必要。「間」は、聞いて理解

するためには、とても大切な表現法。物理的

に、１、２…と勘定して適切な「間」が生ま

れるわけではない。内容を理解して、それに

ふさわしい「間」を考える。その大きなヒン

トになるのが「話す」時の「間」。

・読むことは、特別な表現法ではない。上手

な読み方などと考えない。聞いている人が十

分に内容を理解できるように読む。（終り）

今月はサッカーのワールドカップが開催さ 日本ライトハウス 情報文化センター

れますね。突然の監督交代劇があった日本 550-0002 大阪市西区江戸堀1-13-2
代表、果たしてどんな試合を見せてくれる 06-6136-7704（対面専用）
のでしょうか。楽しみです。（F） 06-6441-0039（サービス部）


