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対面リーディング通信 2018年
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「 対面リーディングボランティアの集い 」の報告

日時：１１月８日（木曜日） １３時～１６時

今年度の「対面リーディングボランティア

の集い」は、当館の林田茂職員より、シネマ

デイジーやUD Castなど、音で映画などを

楽しむための音声解説について、体験を交え

て情報をお伝えしました。

今回は16名の方がご参加下さいました。

お忙しい中ありがとうございました。

第1部 「音で楽しむ映画の世界」

講師：林田 茂

補佐：馬場 玲衣

（情報文化センター職員）

1 シネマデイジー・音声解説について

・当館が音声解説事業を本格的に始めたのは

2007年から。2006年12月に国連で採

択された障害者権利条約をきっかけに、障

害者の方も映画館や博物館などで、情報を

しっかり享受出来るようにしていかなけれ

ばならない、という流れができたことから

始まった。

・バリアフリー上映会等も開催しているが、

一番人気があるのはシネマデイジー。

・映画の主音声と音声解説をミックスさせて、

ラジオドラマのように製作している。

・現在全国で製作されている本数は約360

作品（2018年6月現在）。サピエでのダ

ウンロード数は45万回以上となっている。

・最初は、当館と日本点字図書館だけが製作

していたが、現在は全国15施設で製作し

ている。製作に当たっては1本の作品につ

き3～4人のグループで作られている。

・全国施設での構成プロジェクトチーム（5、

6人）にてルールなどの取り決めを行って

いる。サピエに登録するには審査が必要で

あり、課題を提出してクリアしないと登録

ができない。利用される方の混乱を避ける

ため、統一性をもった作り方をしている。

・テレビのシネマデイジー化も行っている。

（2ページに続く）

今月号の主な内容
「対面リーディングボランティアの集い」の報告 伊藤 信乃 福田 直樹 １

対面リーディングと私 対面リーディングと私 小山 妙美 ６

わたしのふるさと 阪急塚口駅 山口 浩 ７

誌上勉強会 早口言葉 木村 謹治 ８

寄り道・回り道 熱香森 Lashangsen ラシャンセン 木村 謹治 １２

情報発信 日本語早わかり おもしろクイズ（その１） 望月 明 １３

お知らせ ほか １６
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【基本ルール】

●セリフと解説がかぶらないようにするこ

と

●見える情報を主観的ではなく、客観的に

説明すること

例：寂しそうに立っている（主観的表現）

→肩を落とし、うつむいて立っている

（客観的表現）

見たままの客観的な事実を伝えるだけに

することによって、聞く人の想像に任せ

て楽しんでいただくようにする。

【音訳や対面との違い】

●時間に制限がある

セリフにかぶらないように解説を入れる、

次のシーンに移ってしまうまでに説明を終

える、などに気をつけなければいけないた

め、何秒間に何文字の説明を入れるか等を

考えなくてはいけない。省ける情報は省く

など、尺に合わせた説明をつけることに気

をつける。

●映画の雰囲気に合った声のボランティア

さんとのマッチングが必要

ホラー映画には低めの声、アニメには、

明るく高めの声など、作品の世界を壊さな

いようにする配慮も必要。

【その他気をつけている点】

●音にしたときにわかりやすい言葉を選ぶ

「階下」→「階段の下」など。

同音異義語などに注意。

●そのシーンに合った言葉を選ぶ

「台所」と「キッチン」、「テーブル」

と「ちゃぶ台」など、時代や場面に合った

言葉の選択が必要なため、語彙力を身につ

ける必要がある。

●擬態語の使い方、「雲」の説明の仕方、食

べ方の説明等、表現に一番適する言葉を探

して当てはめる。

→テレビの副音声を聴いてみて、表現の

参考にすると語彙が増える。それによ

って、対面リーディングでも初見で図

の説明をする際などに役に立つと思う。

2 実践

実際の映画『ここにおるんじゃけぇ』に音

声解説を付けてみる

『ここにおるんじゃけぇ』

脳性麻痺の女性のドキュメンタリー映画。

グループに分かれて検討する。

→実際の音声解説を聴いてみる

・どこまで説明するのか、どこを省くのか

・背景音を説明の1つとして利用する。球場

のざわめき、電車の走る音など。

・数名のグループで製作することにより、ど

こが重要ポイントだと思ったかを精査し合

うこともでき、また、それぞれの得意分野

を活かしての作品作りができるので、より

よいものを製作できる。

3 UD Cast（ユーディーキャスト）の紹介

・スマートフォンに無料アプリを落とすこと

で、上映中の映画とリンクさせて音声解説

を聴くことができる。

・音声解説だけがスマートフォンから流れて

きて、上映されている映画を観ながら、解

説を聴くことができる。

【聴き方】

1．アプリに登録されている作品の音声デ

ータを事前にダウンロードしておき、イ

ヤホンをつけて上映が始まるまで待つ

2．上映が始まると、その音に反応して自

動的に映画にリンクして、解説が始まる

・作品数も多数あり、最新の映画も封切りに

合わせてデータをダウンロードできるので、

皆と同じタイミングで映画館に行き、映画

を楽しむことができる。

・ここで製作されて

いる作品は、DVD

化された時にも、

“音声解説付き”

として発売・レン

タルされている。
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4 バリアフリー上映会について

音声解説だけではなく、日本語字幕の説明

も付いた映画。視覚・聴覚に障害のある方が

映画を楽しめるのみならず、ストーリーが分

かりやすい作り方がされているため、お年寄

りやお子さんにも好評となっている。

今はいろいろな形で視覚障害者の方も楽し

むことができるように、作品数やジャンルを

増やして製作が進められている。利用者さん

の方がいろいろご存知なこともあるので、ボ

ランティアの方もそれを知っておくと、対面

の際にお話しができるのではないか。

第2部 意見交換会

第２部では部屋を移動し、お互いにお顔が

見える状態で交流会を行いました。日頃の活

動の中で気になっていること、困ったことな

どを出し合い、それぞれにご意見を頂きまし

た。

第1部に続いて16名の方にご参加頂きまし

た。

●寝てしまう方への対応について

・咳払いや、あえて音を立てる動作をして、

目を覚まされるようにしてみているが、あ

まりこだわり過ぎずに、聞いていらっしゃ

るものとして、先に読み進めた。

・「起きていらっしゃいますか？」とお声か

けしてみた。

・明らかに体調不良の方のいびきのかき方を

していたので、外のスタッフに声かけをし

たことがある。

→明らかに呼吸がおかしいなど、異常を感じ

た際には、すぐに外にいるスタッフにお声

かけください。

●お話し好きな方の対応について

・遮 ってしまうのも悪く感じて、迷いはあ
さえぎ

りながら、楽しくお話しさせていただいて

いる。

・話すことも目的にして来られているのだな

と思って聞いている。

●難しい漢字が出てきたときの対応について

・「わかりません」と言って教えていただく

ことが多い。読みの勉強をきちんとやって

対面に臨まないと失礼になってしまうと思

い、勉強の機会を探している。

・録音されている場合は止めてもらい、辞書

で調べている。

・電子辞書でいちいち調べるので、中断して

しまうことや利用者さんに聞いてしまうこ

とも多くある。

→スタッフがパソコンで調べることもできる

ので、声をかけてください。

●自分の知らない分野について

・返答に困ってしまい、「そうですか」と聞

くばかりの対応になってしまった。

・最近の歌手等、わからないことが出てきた

ときは、利用者さんに聞いている。漢字な

どを伝えることによって、逆に教えていた

だける。映画やその人について質問するこ

とによって、自分自身が知識をもらって帰

っている。

・短編集や問題集など、勉強させてもらいな

がらやっている。

・新聞や雑誌を、流し読み程度でも普段から

読むという習慣をつけている。

・夏の高校野球の結果を北海道から沖縄まで

読んでくださいという依頼で、知らない学

校の名前を読むことや、相撲の取り組みの

記事などは、日頃から自分が関心をもって

新聞等を読んでおかないと読めない。その

情報に接したことがあるかないか、という

点が大きく影響してくると感じた。

●日頃からの自己訓練方法

・自分の知らない分野についても、新聞等で

知識を得るようにする。

・日頃から関心を広げて、ニュースを聞いた

り、新聞を読むようにしている。

・毎日発声練習をしている。
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・新聞記事を声に出して読むようにしている。

それにより、経済情報や国際関係の単語な

ど、読めないことに気がつく。録音して自

分の声を聞くことで、声の調子の変化にも

気付くことができる

・音訳ボランティアの方で週1回でも活動を

することにより、訓練になっており、対面

で1対1で読む時の緊張を和らげてくれて

いる。日常的に声に出して読む機会をプラ

イベートで持つことが、役に立っていると

感じる。

・外部のボランティア活動に参加している。

・日頃から映画を観たり、高校野球を観たり

するようにしており、難しいドラフト選手

の名前も読めるようになった。

・対面通信を読んで勉強している。

・1日10分間声に出して読むことで、脳の

活性化につながるという情報がある。

→知識を広げておくことで、利用者さんとの

会話のきっかけにもなるので、日頃から聞

くだけでもニュース等に触れるようにして

おいていただければと思います。

・地域の広報誌や福祉センター等にてボラン

ティアの募集等も行っているので、それに

参加してみるという方法もある。

●書類の代筆について

・年金関係等、重要な書類を希望されて困っ

たことがある。読むだけは読むが書くのは

無理です、とお断りした。その時に外に出

て、「これはできません」と言ってしまう

のが悪い気がしてできなかった。

→ご本人も書類の内容がそれほど大切な物だ

と分からず持ってきていることもあります。

スタッフ側も把握しきれていない場合があ

るので、内容に困った時には、抱え込まず

に、外にいるスタッフにお声かけ下さい。

●読むスピードについて

・自分の好きな小説だったときに、かなり速

いペースで読み進めてしまった。相手が本

当に興味をもって聞いてくださっているか

の確認をするべきだったと、後で反省して

しまった。

・利用者さんもたくさん読みたいだろうと思

い、早口で読んでしまい、後から考えると

迷惑だったかなと反省してしまうことがあ

る。もう少し冷静に自分の力を認識して読

みたいと思っている。

・自分の読むスピードを理解することによっ

て、残り時間に対してあと何頁読むことが

できるか、という目安を作ることができる。

・10秒間に自分は何行読めるのか、という

ことを理解することによって、時間制限が

あっても落ち着いて読むことができるよう

になった。

●客観的な表現について

・客観的な表現を使うことによって、受け手

が好きに想像できる、という点について、

音声解説と対面リーディングとの共通点を

感じた。

●録音されている方への対応

・自分の声を聞くのが苦手なので、緊張して

しまう。

・前の方の続きを読む場合、前の方の素敵な

声を聞いてしまうことで、より緊張してし

まうことがある。

・録音だと途中で止められないと思ってしま

いがちだが、名前の読みなど、分からない

ことがあれば録音を止めてもらい、利用者

さんに確認しながらやっている。

●その他

・朝刊1週間分という膨大な情報量を提供す

る際に、どの分野に興味があるかを先に聞

き、それに関する記事を読んでいったが、

1週間分は終わらなかった。

・相手に寄り添うのが苦手なので、利用者さ

んと喧嘩してしまうのではないかと思って

しまうのだが、利用者さんに優しさを教え

てもらうことで、それができるようになっ

てきた。

・靴下の色を合わせて欲しいという依頼があ

った際に、「こういうことに困るのか」と

いう再発見があり、身近な人にもそういう
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ことで困っている方がいるのではないかと

思った。

●始めたきっかけ

・学生時代にテニスをやっていた頃に、ボー

ルが目に当たって片目が見えにくくなった

ことがきっかけ。見えないということの大

変さを実感し、視覚障害の方々のお役に立

てればと思った。

・小説が好きだから朗読に興味がある、とい

うイメージでボランティアを始めたが、実

際は新聞、雑誌、私信、役所からの書類、

回覧板等の多岐に渡る物を読まなくてはい

けない。そのような窓口の広さで利用者の

役に立つため、できるだけ対応しようと思

うと、自分の方が日常的に関心を持ってい

ないところにも目を向けないといけない。

多くの情報に触れた分だけ、単語や名前が

頭に入っていくので、それで補うしかない

と思っている。雑学的にいろんなものに目

を通すという習慣をもつようにしている。

●手引きについて

・以前断られた経験があり、声をかけていい

ものかどうかを迷ってしまう。

・断られるのは覚悟の上で、困っていそうな

方を見かけたらお声かけはした方がよい。

慣れている道でわかっていても、混雑して

いるときには手引きがあった方が安心する

ということもある。

●活動全体の感想

・毎回いろんな方との出会いがあり、楽しく

活動させていただいている。

・自分の知らない世界を教えていただける。

・読んで欲しい利用者さんの数とボランティ

アの数の割合はどうなっているのか。やり

たいと思っているボランティアも活動でき

る場が限られているように感じる。

・月1回くらいのペースだが、もっとたくさ

んの利用者さんに使っていただくことはで

きないのか、と思う。

→ガイドさんを手配すること等も考えると、

ライトハウスまで頻繁に来ることが難しい

という面もあります。

●問題提起

・ここに来ることができる利用者さんはある

意味恵まれているのでは、と思う。基本的

には1人で動くことが難しいので、ここに

来ること自体が難しいのではないか。

・ボランティアをやっていて思うのは、ボラ

ンティアのいる施設まで来ることができる

利用者さんが少ない。信号が見えない、足

腰が弱いなどで外に出られない方が多い。

読みに行ってあげるということができない

のか。情文ではそれが許されていない。外

に出ることができない人の家にこそ訪問し

て、社会との接点を作ってあげることがで

きないのか。

→訪問によるトラブル等もあるので、難しい

のが実状です。対面リーディングでは、あ

くまで「目の代わり」ということで、この

対面室の2時間の枠で収まる活動をお願い

しています。もっとやりたいと思って頂い

ているお気持ちを実現させられないのは申

し訳ないところですが･･･

・神戸ライトセンターでボランティア活動を

しようと思ったら、神戸は神戸で研修が必

要だと言われた。そのような形式的なこと

をしていると、ボランティアできる人が減

ってしまう。施設同士で連携して、何か取

り決めをするなどということをした方がよ

いのではないか。今後の課題として考えて

いただければと思う。

今回頂きましたご意見を今後の活動の参

考にして頂ければと思います。

また、第１部で配布しましたシネマデイ

ジーやUD Castを紹介している資料につ

いて、ご希望の方にお渡しいたします。担

当までご遠慮無くお申し出ください。
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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 小山 妙美
こ や ま た え み

某市で非常勤講師をしていますが、体力の

かなり必要な仕事です。

これから先どんどん年を取っていくばかり

の私にも、社会とのかかわりができる何かを

探していました。

平成26年度読売音訳ボランティア養成講

座でライトハウスの方から対面リーディング

についてお話を聞いたことが、対面リーディ

ングボランティアを始めようと思ったきっか

けです。

『目の代わりになって、読むこと』は、た

くさんの視覚障碍者、見えにくい方に役に立

てる仕事であるし、今よりもそうそう体力も

要らないだろうと思って始めることにしまし

た。

担当の方からよく分かるレクチュアを頂き、

とても取りかかりやすかったです。勿論、初

めは、注意することが書かれたプリントを何

度も読み返し準備しました。困った時は、一

人で判断しないで職員さんに即、相談！！と

自分に言い聞かせて臨みました。とても緊張

して、帰宅後は脱力したことを覚えています。

今は、19回目を終えました。毎回、「どん

な本だろう、何がテーマだろう」とわくわく

する私です。対面が終わるたびに私の世界が

広がっていきます。お茶休憩時の雑談も楽し

いものです。

ある日、自己紹介をした時「いやーー、5

0歳ぐらいの方かと思いました」と。嬉しく

て本当の年（69歳）を言ってしまいました。

すると、雑談が教育相談に変わっていき、

「いやー、ありがとうございました。」とい

う事になった対面もありました。私は、恐縮

の限りでしたが、喜んで頂いて幸いでした。

そこで、このボランティアを長く続けたい

のです。次の生涯の仕事にしたいのです。楽

しくて仕方がありません。そのために、今、

取り組んでいることを挙げてみます。

① 体力をつけること。

② 口の筋肉が衰えないように、筋トレを

すること。

③ 丹田あたりを鍛えて、腹式呼吸でもっ
たんでん

と上手に読めるようにすること。

④ 新聞の音読をして、世間一般の情報を

知ること。漢字の読みに強くなるので は

と期待しつつ。

⑤ 対面の前日はよく寝ること。

最後に、家族円満です。これが1番大事と思

っています。

それでは、たくさんの方に支えられながら

このボランティア活動ができることに感謝し

て、筆を置きたいと思います。



- 7 -

私のふるさと 職員紹介

阪急塚口駅

サービス部 機器設定担当 山口 浩
や ま ぐ ち ひろし

私が生まれ育った町は伊丹市なのですが、

その伊丹市と同じくらいゆかりのある所が尼

崎市にある阪急塚口駅周辺です。この阪急塚

口駅の近くには、今はもうないのですが、私

の両親の実家があり、子供の頃からよく遊び

に行って、ぶらぶらしたりしていました。塚

口駅というとJRもあるのですが、JRと阪急

は少し離れており、歩くと12～3分程かか

ります。距離でいうと１キロ近くあると思い

ます。

阪急塚口駅前に「さんさんタウン」という

商業ビルがあるのですが、その「さんさんタ

ウン」の３番館が2017年２月に建て替えが

決定しまして、2017年11月15日に39年

間の歴史に幕を閉じ閉館してしまい、残念で

した。

その３番館には旗艦店の「ダイエー」の他、

最盛期には約80店舗が営業しておりました。

その店舗の中に

「すがきや」と

いうラーメン店

があり、そこの

ラーメンがとて

も美味しかった

です。屋上には

観覧車もあり、

ちょっとした遊

園地みたいなも

のがありまし

た。新たに出来るマンション中心の高層ビル

も、どのようなビルが建つのか楽しみです。

思い出の建物が完全になくなるわけではな

いのですが、やはり残念な気持ちでいっぱい

です。

尼崎市というと、もう一つ、現在復元工事

中の「尼崎城」があります。最初は「尼に城

があったんや」と思いましたが、「尼も一応、

中核市やので、お城ぐらいあっても不思議ち

ゃうな」と思いました。

この尼崎城、

旧 ミ ド リ 電 化

（ 現 エ デ ィ オ

ン ） の 安 保 詮

（あぼあきら）

氏が「お世話に

なった尼崎に恩

返しがしたい」

という一心で、

私財を投入して

天守閣の復元を尼崎市に打診し、復元にかか

る費用はなんと10億円を超えるようです。

しかも建築後は尼崎市に寄贈されるみたいな

のです。何ともスケールの大きい話ですね。

尼崎城は今年で築城400年を迎えます。

今年の11月中に完成し、2019年3月29日

から一般公開の予定です。皆様も是非一度、

足を運ばれてはいかがでしょうか？

※因みに尼崎城の最寄り駅は阪神の尼崎駅で

す。タイトルとは、ずれてしまいましたが、

ご紹介させて頂きました。
さんさんタウン3番館

復元工事中の尼崎城
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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 30

－ 早口言葉 その効用 －

話す事を仕事にしている職業は多々ありま

すが、一番身近なのはアナウンサーでしょう。

日々、変化するニュースや情報を「言葉」

を駆使し、人々にわかりやすく伝える仕事で

す。

ニュース番組の場合は、あらかじめ用意さ

れた原稿を正確に読むことが基本的な仕事の

ように見えます。ただ、書か

れた文字を棒読みで追ってい

るだけでは、視聴者に内容を

分かりやすく伝えることがで

きません。書かれている原稿

の中で、「どこがもっとも大切な部分なの

か？」「どのように抑揚をつけるべきか？」

など、内容を自分の中できちんと消化した上

で読む必要があります。しかも、結構なスピ

ードで読んでいます。

多様なニュースを間違わずに、舌もかまず

に読むためには、どんな努力をしているので

しょうか？

アナウンサーが、よく聞かれる事の１つに

「アナウンサーになるのに早口ことばの試験

があるのですか？」という質問があります。

実際には、いわゆる「早口ことば」の試験

などは無いそうです。その人の発音がどうな

っているかは見るそうですが、普通の話し方

でも発音はわかり

ます。従って、無

理に早口言葉を試

験に使う必要は無

いそうです。

では、アナウン

サーは早口言葉の練習はしていないかと言え

ば、多くの人がしていると答えられます。中

には必要ないといわれる方もありますが。

ところで、ご自身の話されている言葉を何

度も聞き返される経験はありませんか。そん

なあなたは滑舌が悪いかもしれません。

早口言葉で滑舌の悪さを克服することが出

来るみたいです。但し漫然としていては効果

がありません。

「有名歌い手を目指す人を支援する総合サ

イト」の「アナウンサーもやってる!?早口言
葉で滑舌を良くする練習方法」では、以下の

ように書いています。（https://utaitebu.com/k

atuzetu-hayakutikotoba）

滑舌が悪い原因は主に3つあります。

1. 唇と舌がうまく動いていない

2. 口角がきちんと上がっていない

3. 母音を正しく発音できていない

これらのどれが当てはまるかは、以下の5つ

の早口言葉を言えるかによってわかります。

・生麦生米生卵 ｘ3回

・観るコ黒コップ ｘ3回

・東京特許許可局 ｘ3回

・よど殿もよど殿なら、

ねね殿もねね殿だ ｘ3回

・お綾や八百屋にお謝り、

お綾や親にお謝りとお言い ｘ3回

1と2がうまく言えない人は、唇と舌の動

きがうまくできていない。

3は口角が上がっていない。

4と5は母音をきちんと発音できていませ

ん。

いつも口が半開きだったり口角が下がって

いる。表情筋が弱く、口をあまり動かさずに
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話している人は、正しい発声ができず、滑舌

が悪いようです。

一音一音確かめながら、

しっかり舌と口を動かすの

が改善のカギです。

はっきり話そうとするあ

まり、口が開きすぎたり、

力が入りすぎているとかえって滑舌が悪くな

るようです。

日本語は口をあまり開かなくても発音でき

るので、口を大きく開くことはあまり重要で

はありません。

滑舌の悪さは子音の発音が原因だと思われ

がちです。しかし原因は母音の発音の悪さに

あります。

殆どの音は「子音+母音」で出来ています。
このため、母音の発音が悪いと滑舌が悪くな

ってしまいます。

子音を外して母音だけでゆっくり発声して

みるのが改善のカギです。

あ行が苦手なあなたは軟口蓋（口の天井の
なんこ うがい

骨が無く軟らかい部分）が弱っています。

か行が苦手なあなたは奥舌音（舌の後、ノ
お くぜつおん

ドの力）が弱っています。

た行が苦手なあなたは舌尖音（舌の先の
ぜっせんおん

力）が弱っています。

な行が苦手なあなたは通鼻音が弱っていま
つ う び お ん

す。

は行が苦手なあなたは口唇音（唇の力）が
こ う し ん お ん

弱っています。 －以上－

NHK放送文化研究所のホームページに

「ことばウラ・オモテ」というコーナがあり、

その中の「早口ことば」の項目（https://ww

w.nhk.or.jp/bunken/summary/kotoba/uraomote/

131.html） では、

「早口ことば」はどうしてしゃべりにくい

のでしょうか？ 同じ音や、同じ種類の音が

連続するとしゃべりにくくなります。

「生麦生米生卵」というのもあります。

「ナマムギ・ナマゴメ・ナマタマゴ」ですが、

「ナマ」が連続して繰り返され、後ろのほう

にはガ行の濁音が並びます。

アナウンサーが使うべきだとされている

「ガ行音」は２つあります。閉鎖・破裂音と

いわれる鋭いガ行音と、鼻にかかったガ行鼻

音の２種類です。「生麦生米生卵」は単語の

途中にあるガ行音ですから、後者のガ行鼻音

になります。「ナ・マ」も鼻音の一種ですか

ら、「ナマムギ」などはすべて鼻音の連続で

す。同じ系統の音が「タ」まで１０音連続す

るのですから発音は大変になり、途中でつま

ずくことが起きがちです。これが、早口こと

ばが難しい原因の一つです。

いわゆる「滑舌」のよしあしということに

なるわけですが、「ナ行・マ行」の同じ音を

１０回続けて発音するのも結構難しいもので

す。

「いや簡単だよ！」という方には少々条件

を付けます。「一つずつの音をきちんと分け

て発音すること（「ナー」のように長くしな

いこと）」「一つずつの音の長さを均等にす

ること」「一つの音と次の音の間を音が出て

いる時間以上取らないこと（「ナ ナ

ナ」ではなく「ナ ナ ナ」というように間を

詰めて発音すること）」です。この条件を付

けると、かなり難しくなります。

子音は、瞬間的にしか発音できない「カ行、

タ行、パ行、ダ行、チャ行、ジャ行」などと、

ある程度の時間連続して発音できる「サ行、

ナ行、マ行」があります。連続して発音でき

る子音を、決められた時間で切って発音する

コントロールは結構難しいものです。

似た音を別の音として発音するためには、

口や舌、あごなどの微妙な違いを作らなけれ

ばなりません。これがうまくいかないと、思

っていた音と違う音になったり、舌をかんだ

りすることになります。

初めにあげた「東京特許許可局」は「キ

ャ・キュ・キョ」という「よう音（拗音）」

の連続です。よう音は、半母音と言われるこ

ともある、舌が前のほうに移動した発音です。

ふだんあまり使わない位置に舌がありますか

ら、かなり難しい部類に入るでしょう。似た

例としては、カ行とキャ行が入り交じる「隣

の客はよく柿食う客だ」があります。気をつ

けないと「隣の柿はよく客食う柿だ」とホラ

ーになってしまいます。

このような類似音の連続は単語にも見られ

ます。何気ないことばがそのようになってい

て、アナウンサー泣かせの落とし穴になりま
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す。「こまごめ（駒込）」「おあわれみ（お哀

れみ）」「カやハエ」「座談会」などがその例

です。落ち着いて発音すれば何の問題もなく

発音できるのですが、心理的に少し緊張した

り動揺したりすると、とたんに簡単な発音が

なめらかにできなくなります。「カンボジア

難民」「カリフォルニア丸」で苦労した大ア

ナウンサーもいます。それぞれ「ナンボジア

カンミン」「カリフォルマルニア」と音の順

番が入れ代わってしまうトラブルです。

「瞬間最大風速」のように、正しい「最大

瞬間風速」を構成している２字の漢字熟語が

入れ代わってしまう言い間違えもよく見られ

ます。

それでは、早口ことばをうまく言うこつは

あるのでしょうか。

私たちが音を発するときには、音の出る前

にはその音に見合った口の構え（舌の位置も

含みます）があり、発音したあとにもいわば

「名残の形」があるものです。急いで発音し

ようとすると、前の音の「名残の形」を次の

音の構えにしてしまうことが起きます。そう

すると次の音は正しい構えとは言えないので、

思っていない音が出てしまったり、発音でき

なかったりということになるのです。（以上）

早口言葉は遊びや隠し芸

のように思われがちですが

（それは事実に違いないの

ですが）、滑舌に自信がない

人はぜひ挑戦して下さい。

早口言葉というのは老年になると普通は不

得意になります。体の動きが悪くなるように

唇や舌、のどが老化してくるので発声がうま

くいかなくなるという風に思われがちですが、

筋肉だけの問題ではありません。

①一度、声を出さず、また唇や舌を動かさ

ないで心の中で音声をイメージしながら早口

言葉を読んで下さい。黙読でも早く読もうと

すると間違ったり、つかえたりします。

実際に唇や舌の筋肉を動かさなくても「東

京都特許許可局」と心の中で言おうとすると

もつれる感じになります。つまり音声イメー

ジがもつれたものになります。イメージの中

の段階でうまく早口言葉ができていないので

す。

②イメージの段階で練習をしても、つかえ

ることがなくなれば、つぎに声を出さないで

唇と舌を動かして早口言葉を読んでみます。

そうすると以前より早口が上達しているこ

とが実感できます。

③うまくできるようになれば今度は実際に

発声をして早く読んで見ます。

とはいえ人前で練習するのが恥しいと思わ

れる方は、トイレやお風呂の時間を利用して

少しずつトレーニングしていきましょう。

発声せずに舌と唇を動かして早く読むこと

ができれば、発声をした場合もそれまでより

うまくいくようになります。

パフォーミングアーツカレッジのWebサ

イト（https://ha.athuman.com/pa/list/column/

030458.php）には

「早口言葉のコツ・トレーニング時に気をつ

けることは、」として以下のことが書かれて

います。

◆一音一音をしっかり発音する

早口言葉は、音のかたちをはっきり作るこ

とが大切です。スピードを意識する前に、ま

ずはゆっくりでかまいませんから、一音一音

はっきりと音を作っていきましょう。舌の動

きや唇のかたちをいつも以上に意識して発音

しましょう。

◆文中に「区切り」を見つける

早口言葉の文中に「区切り」を見つけて、

「文を読む」というより「句を連続して読ん

でいく」という意識を持ってみましょう。例

えば……。

坊主が /屏風に /上手に /坊主の /絵を書いた
（ぼうずが/びょうぶに/じょうずに/ぼうずの
/えをかいた）
上記のように区切り、「坊主が」を早口で

言う練習→「屏風に」を早口で言う練習→

「上手に」を早口で言う練習……という感じ

に、まずは区切った句を素早く言えるように

しましょう。区切った句をすべてスラスラ言

えるようになったら、あとはそれらをつなげ

て言えばいいだけです。 （以上）

いかがでしょうか！ 聞きやすい対面リー

ディングをする上にも練習をしてみる価値が
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ありますね。

さらに、嬉しいことに以下のような効果が

付いてくるみたいです。

LuxeysのWebの中に「早口言葉の効果」

（https://latte.la/column/73647179）には

●早口言葉は、脳の老化防止や集中力向上に

効果がある。

●声を出して読むので、脳を刺激してボケ防

止になる

●滑舌を鍛える

●早口言葉で口臭予防

●顔の筋肉をよく動かすので顔やせ効果があ

る

気になるのは早口言葉で老化防止に役立つ

と言うことです。

そのメカニズムは、早口言葉をしゃべると、

難しい言葉を頭の中で高速で処理して言語化

しなければならないので、集中力が向上しま

す。また、声を出して言わなければならない

ので、ボケを防ぐことも可能です。

また、京都大学医学研究科教授で同大附属

脳機能総合研究センターの福山秀直さんは、

「普段しないことに挑戦すると、脳の働きを

促すことにつながります」と話します。「早

口言葉を話す際、言葉を整理するために、脳

は普段の会話のときよりも活発に働きます。

そうすると、思考力を担う前頭葉と記憶力の

側頭葉が強く連携し、伝達システムが強固に

なります。特に前頭葉は、覚えた言葉を探す

ときによく働きます。これは、サーチ機能が

脳細胞を刺激するため。早口言葉は“読む”

よりも、“覚えて声にする”ほうがいいでし

ょう」だそうです。

では、口臭予防は？ 舌の動きと唾液の分

泌は密接に関係しています。そのため舌を細

かく動かす早口言葉は唾液分泌を促進するの

に効果的です。 （以上）

老化チェックとして https://hayakutikoto

ba.blog.so-net.ne.jp/2008-05-14 には

次の文章を「はっきりと、正確に、早く」

３回繰り返して言ってみて下さい。

パピプペポ パペピプペポパポ

タチツテト タテチツテトタト

ガギグゲゴ ガゲギグゲゴガゴ

イマイチうまく言えなかった人は、老化現

象が進んでいるそうです。

パピプペポが難しい人・・・唇の老化

タチツテトが難しい人・・・舌の老化

ガギグゲゴが難しい人・・・ノドの老化

とも書かれていました。どんなものでしょ

うかねぇ。

それでは、練習問題を列挙して、今回はこ

れで終わりとします。ネット上には早口言葉

は多数アップされています。不足分は検索語

に「早口言葉」と入れて調べて下さい。

・高架橋橋脚

・巣鴨駒込駒込巣鴨

・長町の七曲りは長い七曲り

・ジャズシャンソン歌手

・マサチューセッツ州

・派出所で手術中

・貨客船 万景峰号（まんぎょんぼんごう）

・貨客船の旅客

・この釘はひきぬきにくい釘だ

・書写山の社僧正

（しょしゃざんのしゃそうじょう）

・骨粗鬆症

・腹腔鏡手術

・狂牛病ブーム

・老若男女

・低所得者層

・昭和シェル石油 社歌唱歌

・商社の社長が調査書捜査

・東京特許許可局許可局長

・輸出車 輸出湯 輸出酢

・親亀子亀子孫亀 親鴨子鴨子孫鴨

・大皿の上におおよもぎ餅 小皿の上にこ

よもぎ餅

・打者 走者 勝者 走者一掃

・右耳にミニニキビ

知らない分野なので、自分の言葉で書くことが出来ず、引用が多くなってしまいました。申

し訳ありません。回を重ねる毎に続けることの難しさに直面しています。
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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

熱香森 Lashangsen ラシャンセン

【所在地】 大阪市西区京町堀1-8-11 ラクメンビル 1F
【電話番号】 06-6940-6694
【行き方】 大阪メトロ四つ橋線 肥後橋駅（出入り口7）を出て南へ徒歩7分（300m）
【営業時間】 ランチ：11:30〜15:00 LO14:00／ディナー：18:00〜24:00
【定休日】 毎週水曜日／祝日
【URL】 https://www.la-shang-sen.jp/

肥後橋の一番南の出口を出て、6、7分南

（靭公園方面）に歩きます。明星ビルの南側

を右に曲がるとレストランはあります。

中に入るとまず驚くのが、天井が高く熱帯

林を彷彿させる綠あふれた、スタイリッシュ

で開放的な空間です。

余裕たっぷりのレイ

アウトで、たくさんの

植物を配した気持ちい

い店。しかもスタッフも多く、きめ細やかな

サービスに驚きました。

店の方に教えていただいたのですが、世界

的に有名なプラントハンター西畠清順氏がプ

ロデュースし、オリーブの古木をイタリアか

ら取り寄せたそうです。

平日ランチメニューは

■特製黒酢と葡萄の酢豚ランチ 1800円

■麻婆豆腐ランチ 1000円

■海鮮と野菜のあんかけ焼きそばランチ

1000円

■日替わりランチ 1000円

今回は日替わりランチを注文しました。本

日の一品は回鍋肉、それに、本日のスープ、
ほ い こ う ろ う

サラダ、漬物が付いています。

豚肉を食べると

いい香りが口中に

広がります。ベビ

ーリーフを散りば

めたサラダからは

ピリッと辛さが。これだけでも食欲が進みま

す。辛さは最初の一口目だけ。あっと驚く仕

掛けが用意されていました。

中央のメインテーブルから天井に伸びる

木々と周りに植えられた植物。室内にいるの

に木漏れ日を感じるような非日常感を味わえ

ます。

静かな曲が流れ、時折、鳥の鳴き声が聞こ

えます。まるで森の中で食事をしている感じ

です。

最近は、紙タオルに変えるレストランが多

くなっていますが、キッチンタオルのような

薄いものではなく、厚いものを使用し、気持

ちよく手を拭けました。細やかなサービスに

感心し、トイレも覗いてみようと思いました。

案の定、アロマオイルの柔らかく落ち着い

た香りが漂ってきます。洗面所の横には綿棒、

爪楊枝はもちろん、１人用に小分けしたマウ

スウオッシュも備えてありました。

テーブルに戻ると、温かい烏龍茶が用意さ

れています。口に近づけると爽やかな香りが

広がります。

きめ細やかなサービスと目に鮮やかな緑、

鳥の鳴き声、爽やかな香りと落ち着いた雰囲

気。何を取

っても申し

分ないレス

トランで、

ひとときの

贅沢を味わ

いました。

「２階に

は個室があ

って、グループでの会食が出来ますよ。それ

と独立したバーがあり、こちらは６時から開

店しています」と教えてもらいました。今度

はバーに行きたいです。
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情報発信

『日本語早わかり おもしろクイズ』（その１）

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、日本語表現研究会著『間違って覚えていると恥をかく！日本語早わかり お

もしろクイズ』（1999年7月発行・(株)二見書房）より、抜粋・要約したものです。

●本書「はじめに」より

言葉は、生き物のように刻々と変化を続けていますから、ある時期には明らかな間違いだと

されていても、その誤用が広まって日常的に使われるようになると容認されて、やがて正

しいものとされる場合があります。例えば、「一生懸命」という言葉は、元々「一所懸命」

でした。鎌倉から室町の時代には、これは自分の所領を命がけで守るという意味で「いっ

しょけんめい」という読みでした。ところが、江戸時代になって「一生懸命（いっしょう

けんめい）」という誤用が広まり、今では、逆にこちらの方が頻繁に使用されるまでになっ

ています。

■四文字熟語の虫食い問題

以下の■の箇所に漢字を入れて下さい。

１、一■一■ 「情況が変わる度に、

喜んだり心配したりして、落ち着か

ないこと」

２、一■一■ 「一つ一つの振舞い、

細かな一々の動作」

３、一■一■ 「他の干渉・援助を受け

ず、独立していること」

４、一■一■ 「一晩泊めてもらい、

一度食事を振舞われること」

５、一■一■ 「進んだり、後戻りし

たりすること」

＜答え＞１一喜一憂、２一挙一動

３一国一城、４一宿一飯、５一進一退

６、一■一■ 「一生のうち、又は生

涯ただ一度の、立派なこと」

７、一■一■ 「わずかな時日」

８、一■一■ 「長所もあるが、短所

もあること」

９、一■一■ 「今日、ほとんどすべ

ての国で行なわれている婚姻形態」

10、一■一■ 「一生に一度限りであ

ること」

＜答え＞６一世一代、７一朝一夕

８一長一短、９一夫一妻、10一期一会

11、一■一■ 「‘粗食’のたとえ」

12、一■一■ 「‘問答’の形式」

13、一■半■ 「ちょっとした言葉」

14、一■半■ 「知識が、十分に自分の

ものとなっていないこと」

15、一■両■ 「一太刀で、真っ二つに

斬ること」

＜答え＞11一汁一菜、12一問一答

13一言半句、14一知半解、15一刀両断

16、一■三■ 「一日会わないと、随分

長い間、会わないように思われること」

17、一■三■ 「懐剣の異名」

18、一■百■ 「一人の人を罰すること

で、多くの人々の戒めとすること」

19、一■千■ 「大切な時や楽しい時の

過ぎやすいのを、惜しんで言う言葉」
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20、一■千■ 「ちょっとした仕事で、

労せずに一時に巨大な利を得ること」

＜答え＞16一日三秋、17一尺三寸

18一罰百戒、19一刻千金、20一攫千金

21、一■千■ 「物事が早く 捗 り、進
はかど

むこと」

22、一■二■ 「一つの行為から、同時

に二つの利益を得ること」

23、三■四■ 「冬に、寒い日と暖かい

日が、数日毎に繰り返すこと」

24、五■六■ 「腹の中、からだ全体の

こと」

25、七■八■ 「ひどく苦しくて、のた

うち回ること」

26、九■一■ 「非常に多くの中の、ほ

んの一部分」

＜答え＞21一瀉千里、22一石二鳥
しゃ

23三寒四温、24五臓六腑

25七転八倒、26九 牛 一 毛
きゅうぎゅうのいちもう

■よく見かける言葉、一体どっちの漢字（太

字部分）が正しい？

１、あおにさい

「青二才」 「青二歳」

２、いくどうおん

「異口同音」 「異句同音」

３、いちぶのすきもない

「一部の隙もない」 「一分の隙も

ない」

４、いちれんたくしょう

「一蓮托生」 「一連托生」

５、あんしょうばんごう

「暗唱番号」 「暗証番号」

＜答え＞１「青二才」、２「異口同音」

３「一分の隙もない」

４「一蓮托生」、５「暗証番号」。

６、いしはくじゃく

「意思薄弱」 「意志薄弱」

７、うちょうてん

「有頂天」 「有頂点」

８、おやふこう

「親不幸」 「親不孝」

９、ききいっぱつ

「危機一発」 「危機一髪」

10、きまじめ

「生真面目」 「気真面目」

＜答え＞６「意志薄弱」、７「有頂天」

８「親不孝」、９「危機一髪」

10「生真面目」

■正しい読み方はどっち？

１、「独擅場」

「どくだんじょう」 「どくせんじ

ょう」

２、「築山」

「ちくざん」 「つきやま」

３、「建立」

「けんりつ」 「こんりゅう」

４、「古文書」

「こもんじょ」 「こぶんしょ」

５、「在家」

「ざいか」 「ざいけ」

＜答え＞

１、「どくせんじょう」が正しい。その人だ

けが思うままに活躍出来るところという意

味。ところが、「擅(せん)」が「壇(だん)」

と似ているために誤記され、今は「独壇

場」(どくだんじょう)の方が一般的になっ

ている。従って、どちらも間違いとは言い

切れない。

２、庭園などに造られた石や土の小山のこと。

「ちくざん」と音読みされやすいが、正し

くは「つきやま」と訓読みする。

３、寺院や塔、堂などを建てる意味で用いる

場合は「こんりゅう」、国家を建設する場

合は、「けんりつ」と読む。

４、「文書」は「ぶんしょ」と読むのが一般

的だが、過去の時代の史料となる古い文書

を表わす「古文書」は「こもんじょ」と読

む。

５、「ざいけ」と読む。僧ではない普通の人

のことを言う。僧になるという意味の「出

家」は「しゅっけ」。但し、同じ仏教関係

の言葉の「檀家」は「だんけ」ではなく

「だんか」と読む。
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６、「荷役」

「にえき」 「にやく」

７、「続柄」

「ぞくがら」 「つづきがら」

８、「言質」

「げんしつ」 「げんち」

９、「疾病」

「しつびょう」 「しっぺい」

10、「祝言」

「しゅくげん」 「しゅうげん」

＜答え＞

６、船の貨物などを上げ下ろしする作業・人。

「雑役」が「ざつえき」、「労役」が「ろ

うえき」と読むので、これも「にえき」と

読みたくなるが、「にやく」が正しい。

７、血族や親族などのつながりのことで、

「つづきがら」が一般的。但し、最近は

「ぞくがら」という読みも広まっており、

これを俗な言い方として認めている国語辞

典も多くあって、間違いとは言い切れない。

８、「質問（しつもん）」「質量（しつりょ

う）」など、「質」を「しつ」と読む言葉

が多く、そこから「げんしつ」と読まれる

こともあるが、正しくは「げんち」。後日

の証拠となる約束の言葉のこと。

９、「しっぺい」と読む。「病」は呉音では

「ビョウ」、漢音では「ヘイ」と読むが、

「疾病」のように「ヘイ」と漢音読みする

語は多くない。

10、「しゅうげん」と読む。婚礼のこと。

「祝」には「シュク」「シュウ」の音があ

る。「祝儀」も「しゅうぎ」と読むが、

「祝日」「祝賀」など「シュク」と読む語

が多くなっている。

11、「遂行」

「ついこう」 「すいこう」

12、「伏魔殿」

「ふしまでん」 「ふくまでん」

13、「元凶」

「がんきょう」 「げんきょう」

14、「気質」

「かたぎ」 「きしつ」

15、「給湯」

「きゅうゆ」 「きゅうとう」

＜答え＞

11、「すいこう」と読む。成し遂げるという

意味。「未遂」「完遂」も「みすい」「かん

すい」と読む。「遂に」は「ついに」と読

むが、この「つい」は「遂」の訓読み。

12、「ふくまでん」と読む。悪魔が潜む建物

の意味から、悪事や悪だくみが密かに行な

われているところを表わす。「伏線」は

「ふくせん」、「伏兵」は「ふくへい」。

「伏」は、音が「フク、ブク」で、訓が

「ふせる、ふす」。

13、「げんきょう」と読む。悪いことの元に

なる人や物のこと。「元」は漢音で「げ

ん」、呉音で「がん」と読む。「元首」は

「げん」、「元祖」「元旦」は「がん」。

14、「職人気質」というように、職業、環境

などを同じくする人達に共通の気風という

ような場合には「かたぎ」、生まれ持って

いる性質を表わすような場合は「きしつ」

と読む。

15、湯を供給することをいう。「きゅうと

う」と読む。「秘湯（ひとう）」「入湯税

（にゅうとうぜい）」も「とう」と音読み

する。

16、「前栽」

「ぜんさい」 「せんざい」

17、「巣窟」

「そうくつ」 「すくつ」

18、「相殺」

「そうさつ」 「そうさい」

19、「漸次」

「ざんじ」 「ぜんじ」

20、「夭逝」

「ようせい」 「ようせつ」

＜答え＞

16、「せんざい」（又は「せざい」）と読む。

庭先に植えた草木、又は植え込みのある

庭のこと。「前」は、呉音読みでは「ぜ

ん」、漢音読みでは「せん」となる。

17、「そうくつ」と読む。悪人のすみかの

こと。「巣」の音は「そう」で、「す」は

訓よみ。「病巣（びょうそう）」「営巣

（えいそう）」など。
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18、「そうさい」と読む。互いに差し引いて

損得なしにする。「殺」はそぐ、減らすと

いう意味の場合は「さい」と読む。

19、「ぜんじ」と読む。だんだん、次第にと

いう意味。暫時の「暫」や斬新の「斬」と

似ているために「ざんじ」と誤りやすいの

で注意。

20、「ようせい」と読む。若くして死ぬとい

う意味で「夭折ようせつ）」の語があるため

に間違えることが多い。

（注）今回の記事内の正解の読み以外に

慣用的な読み方もあります。

以上（その２へ続きます）

☆12月27日（木）～１月７日（月）は対面サービスはお休みです

当館の冬期休暇に伴い、12月27日（木）から1月7日（月）まで対面リーディング

サービスもお休みとなります。

上記以外は通常通りとなりますが、例年、年末年始はいろいろな行事や旅行、ご家族

の帰省などでボランティア活動ができないというご連絡を多く頂いています。

この時期、いつも以上に職員からの依頼の連絡が入るかと思いますが、ご都合が合う

日がありましたら月に２回、３回と活動して頂けますと助かります。

ご協力のほど、どうぞよろしくお願いいたします。

☆対面リーディング通信の編集に参加してみませんか？

当対面リーディング通信の編集委員を募集中です。編集会議は奇数月の第2、第3水曜の

10時から12時に行っています。編集委員になったら必ず原稿を書かなくてはいけないな

んてことはありません（もちろん書いて頂けるのは大歓迎です）。

より楽しく、充実した紙面作りに向けて、ご興味のある方は担当までお気軽にお声かけ

下さい。直接会議を覗いて頂くのも大歓迎です。皆様のご参加、お待ちしております。

気が付けばもう年末、月日の早さに呆然と 日本ライトハウス 情報文化センター

なってしまいます。今年は本当に災害の多 550-0002 大阪市西区江戸堀1-13-2
い年でしたが、来年は穏やかな年となりま 06-6136-7704（対面専用）
すように。よいお年をお迎え下さい。（F） 06-6441-0039（サービス部）


