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対面リーディング通信 2020年
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対面リーディングの再開にあたって

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、対面リーディングは2月末から休止を続け

てきましたが、感染が収束に向かいつつある現状を受け、10月からZoomミーティング

を使って再開いたします。再開の方法は以下の通りです。

（Zoomミーティングとはインターネットを利用したオンライン会議サービスです）

・Zoomミーティングを使い、利用者とボランティアさんが別々の対面室に入り、パソ

コン画面を通して対面リーディングを行います。時間は1時間半を上限とします。

・来館前の体温測定、マスク着用、手指の消毒を徹底し、必要に応じて手袋も使用でき

るよう、当方で用意いたします。

・対面の前後に担当者がドアノブや机、パソコンなどの定期的な消毒を行います。

Zoomは設定した状態で対面室に入っていただきますので、機器類の操作は不要です。

なお、声が聞き取りにくいなど何か問題があれば担当にお知らせください。

これまでにない形での再開となるため、手探りの状況も多々あると思われます。ご不

明な点がありましたら遠慮なくご相談ください。

ご理解、ご協力のほど、何とぞ宜しくお願いいたします。

今月号の主な内容

対面リーディングの再開にあたって １

誌上勉強会 聞きやすい音読を目指して 木村 謹治 ２

わたしのふるさと 堺・今昔ものがたり 中川 史 ６

寄り道・回り道 さつま花尾鶏 心水 肥後橋店 木村 謹治 ７

お知らせ ほか ８
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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 40

－ 聞きやすい音読を目指して －

録音した自分の声や、電話で反響してきた

時の自分の声が「いつもと違う！」「変な

声！」と違和感を感じたことのある人はいま

せんか？

初めて自分の声を客観的

に聞いたときは、「あれ、

こんな声なの？」とびっく

りしたり、いつもあんなに変な声で話してい

たのか…と自分の声への不快感や、気持ち悪

さを感じている人も少なくないようです。

なぜ、普段聴いている声と録音した声が違

って聞こえてくるのでしょうか。

実は、声を発する時は、肺から空気を送る

ことで声帯を震わせ、口内や鼻腔に響かせる

ことで、音として声を出しています。

つまり、あなたの声を相手が聞くときや、

相手の声をあなたが聞くときは、このように

音を声として認識しています。

しかし自分の声を

聞く際は空気を伝わ

って耳から聞こえて

くる音に加えて、耳

小骨や頭蓋骨などの

空間を振動させなが

ら鼓膜に届き、自分

自身の声として認識しているのです。

声を出してみると鼻や顎が振動していませ

んか？

この事を骨伝導と呼び、その骨伝導こそが

自分の声を変化させている理由なのです。

自分の耳で聞いている声は、自分にしか聞

こえないあなたの声なので、他人には聞くこ

とのできない声だったのです。

他人が聞いている自分の声は「録音した

声」だったのです。

プロのナレーターや声優も、子供の頃、初

めて録音された自分の声を聞いて「わ、気持

ち悪い」と感じたのが、長年に渡る仕事のお

かげで、自分の聞こえてる声と録音した声を

客観的に聞いて、「修正・補正」出来るよう

になったそうです。

声が変に聞こえる！というのは認識の違い

なので実際に声は「へん」でも何でもなく本

人が気持ち悪いと思っているだけなんです。

「この声を何とかしたい！」と思っている

方に、理想の声に近づける方法やトレーニン

グ方法を考えていきたいと思います。

理想の声・印象のよい声とはどの様な声で

しょうか。

声には

明るい － 暗い

明瞭な声 － あいまいな声

適度な速さ － 早い or 遅い

キンキン声 － 篭った声
こも

良い滑舌 － 悪い滑舌

大きな声 － 小さな声

強い声 － 弱い声

高い声 － 低い声

太い声 － 細い声

通る声 － 通らない声

艶のある声 － かすれた声

などがあります。

「印象の良い声」とは、人によって考え方

が異なるし、その人の声質によってどういう

出し方が最適かというのも異なります。基本

的に上記の左側の項目が印象が良い声と言わ

れています。（高い低いに関してはどちらに
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も良さがありますが）

このチェック項目を参考にして、自分がど

のような声を目指してボイストレーニングを

行うのが最適かを考えてみましょう。

自分の声を変えるなんて、なんだか無理そ

うな内容ですが、例えばアナウンサー。彼ら

もある方法を学んで美しい声・聞きやすい声

を発声しているんです。

意識して声を変化させることで、その発声

方法がだんだんと身につき、日常生活でも美

しい声に変えることができます。

そのためには、声は、内部からの音を聞い

てばかりいては、客観的にどう聞こえている

のか判断することが出来ません。恥ずかしが

らずに録音して聴き直しましょう。他人と同

じ条件で自分の声を聞くのです。

簡単すぎて、え、そんなことで声が変わ

る？と思うかも知れませんが、これが一番効

果的で簡単な方法です。自分の声を録音し、

そして聴きましょう。

準備する持ち物は

本

練習用の本を用意しましょう。読み聞かせ

のボランティアもしている場合や抑揚をつ

ける練習がしたいときは、絵本などセリフ

があり、文章が短めのものがオススメです。

読みにくい漢字などはあらかじめチェック

しておきましょう。

鏡

読み聞かせをする場合、どのように見え

るのかチェックしておくことも必要。練習

をするときは手鏡を使って表情や、口の開

き具合など確認しておきましょう。

録音機器

自分の声がどのように聞こえるか、早さ、

滑舌、抑揚のつけかたなど、録音して聞い

てみるのが一番です。

カセット・テープレコ

ーダーも良いのですが、

最近ではスマホでも手軽

に録音が出来ます。

また、ICレコーダーをお持ちでしたら、

是非、こちらを利用して下さい。リップノ

イズ（唇を開閉させるときの「パクパク」

という音）など小さな音も集音し、より細

かくチェックできます。また、聴きたい位

置からすぐに再生でき、苦手な個所を繰り

返し確認することで上達につながります。

また、ビデオカメラやスマホで動画を撮

影すると姿勢や表情などを確認する事もで

きます。

口の中を潤すもの

口を潤しておくことを常に心がけましょう。

水以外に、レモンや梅のキャンディーを携

帯するのも良さそうです。唾液が出やすく

なり、話しやすくなるようです。

以上、必要な物の用意ができたら、いよい

よ練習です。

正しい姿勢

練習する前に、姿勢が悪い状態だ

と、魅力的な声を出す状態が作れま

せん。とくに猫背だと、喉がしま

り、肺が圧迫された状態になり、声

の通りが一気に悪くなってしまいま

す。

深い呼吸がしやすいよう、背筋を伸ばし、

胸を張り、肩の力を抜きます。

声を出す練習をする前に、姿勢をきっちり

と正すようにしましょう。

「自分は猫背かもしれない」と感じる方は、

以下のストレッチを試してみてください。

1. 腰を丸めないようにして椅子に座る

2. 左右の肩甲骨の間を縮めるようにして近

づけ、5秒キープ

3. 両腕を身体の前下方向に伸ばし、肩甲骨

の間を広げる

（出典：https://www.youtube.com/watch?v=d

0Bm0pO0i5E&feature=youtu.be）

数分でできるストレッチなので、発声の練

習前にうってつけです。声の質を高めるため

にも、姿勢を正す意識をしてみて下さい。

また、正しい姿勢をキープするには、

“丹田”（丹田とは体の中心、へその下5cm
たんでん



- 4 -

くらいにあるツボのことです）に意識を持っ

ていき、全身をリラックスすることです。

頭のてっぺんからヒモが出て引っ張られて

いるような感覚を意識して、肩幅くらいに脚

を広げたら上半身は肩、首、頭を一直線に、

両腕はからだの脇にストンと落とします。

腹式呼吸

腹式呼吸とは、呼吸をする際におなかを出

したりへこませたりして横隔膜を上下運動さ

せる呼吸法です。横隔膜が下がったとき、一

緒に肺も下に広がるので、より多くの酸素を

取り込み、自然と深い呼吸になります。その

ため、声量が増え、大きな声が長く続くので、

喉を傷めにくくなります。

腹式呼吸のコツは、「鼻で吸って、口で吐

く」です。鼻で息をする

ことで、朗読をすると

き、呼吸音やリップノイ

ズが入るのも軽減できま

す。

腹式呼吸のトレーニング方法

①背中を壁に付けて、足を肩幅程度に開いて

片手をお腹に添える。

②口から息を吐きながらおなかをへこませる。

息を吐き切るまで行い、これ以上できない

というところまで腹筋を縮める。

③鼻から息を一気に吸いこむ。（この時に肩

があがってはダメ。意図的にお腹だけを膨

らませましょう。）

④②→③→②→③…と繰り返し行う。

上手くできない人は仰向けに寝転がり、普

通に呼吸をしてみましょう。寝ている時は自

然と腹式呼吸になるので、その感覚を掴んで

から、上記のトレーニングを行ってみてくだ

さい。

腹式呼吸には「声が枯れない」「リラック

ス」というメリットがあります。よく声が枯

れてしまうという人は、喉で声を出している

可能性が高く、喉を傷めてしまうので腹式呼

吸を意識して声を出してみてください。

また、腹式呼吸には交感神経を優位にする

ことができ、緊張を緩和したり、リラックス

する効果があります。

なお、腹式呼吸に関しては本誌「168号

（2016年2月発行」も参考にしてください。

バックナンバーをお持ちでない方は日本ライ

トハウス情報文化センターのホームページ

（http://www.lighthouse.or.jp/iccb/）から

「刊行物」→「対面リーディング通信」で見

ることが出来ます。

正しい姿勢や腹式呼吸法を会得できれば、

次のステップに進みます。すべてを練習する

には負担が多すぎます。どれか1つだけでも

続けてみると、効果が出ます。録音して自分

の声を聞きながら弱点を見つけ出し、練習方

法を変えていくのもおすすめです。

ハミング

声帯をゆるめて温める効果があるハミング。

いわゆる鼻歌です。口を閉じたまま、鼻から

抜けるように声を出してみましょう。これに

はリラックス効果もあるそうです。

リップロール

声楽では有名な練習方法です。唇を閉じた

まま、息をふき出して「ブルブルブル……」

と唇を震わせます。こうすることで、顔の筋

肉が柔らかくなり、喉とおなかを鍛えて、声

と息のバランスを整えます。この状態で歌を

歌ってみるのもおすすめです。

リップロールは唇や表情筋のリラックスさ

せ、横隔膜のトレーニングにもなります。

リップロールの練習方は

1.唇を軽く閉じます。

2.空気を吐きます（この時、音は付けない）。

まずは、空気だけで行う。

3.唇が高速で開いたり閉じたりし、「ブル

ル」と音が出ます。

4.音と音階を加える（「ブゥ～」と言うつも

りで）

5.ドレミファソファミレドを行う。

上手くできましたか？ 唇がブルブルしな

い場合は、以下の方法を試して下さい。

基本的にはリラックスして行うことが大切

ですが、この方法で、最初に唇がロールする

きっかけをつかんで下さい。

日本人は、表情筋の筋力が弱く、唇のまわ
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りが硬直している場合があります。それを和

らげる様に、少し指で補助してあげるのです。

両手の指（人差し指、中指、薬指）を使い、

左右のほっぺた周辺を軽く上に押し上げます。

指の位置をゆっくり上下させて一番唇がロー

ルするポイントを探して下さい。最終的に、

手を添えなくてもリップロールが出来れば理

想ですが、どうしても出来ない方は手を添え

て行ってもOKです。

私達が使う日本語は、表情筋をあまり使わ

なくても発音が可能な言語です。その言語的

な特性から、頬 筋や上唇結節などが硬直し
きょうきん じょうしんけっせつ

ている場合が多くあります。

ロングトーン

できるだけ長く同じ音を発声し続けるトレ

ーニングです。なるべく同じ息の強さ、同じ

音程を保つように心がけ、いろいろな母音、

音の高さでおこなってください。腹式呼吸を

意識することも忘れずに。ロングトーンをす

ることで、発声が安定します。

口を大きく開ける

表情筋と声帯筋は連動しているので、口を

大きく開けられない人は、コミュニケーショ

ン力も下がると言われてい

ます。目安は「あ」の発音

のときに、人差し指や中指

の長さと同じくらい口が開

いているかどうか。（痛みがある場合などは

無理をせず自分のペースでおこなってくださ

い）

また、舌を上あごにつけたまま口を大きく

開けたり、頬を内側から舌で強く押し出すよ

うにしてみたりといった舌のエクササイズも

おこなうとよいでしょう。

滑舌

滑舌が悪いと、どんなに素敵な声でも相手

は聞き取りにくく感じてしまいます。口周り

の筋肉が硬くなっている可能性がありますの

で、しっかりとほぐしていきましょう。

滑舌のトレーニング方法

①舌のストレッチ

1.歯茎を一回り舌でなぞる。（3周）逆回

りも同様に行う。

2.舌を横に出し、左右に10回ずつ動かす。

3.舌を前に出し、上下に10回ずつ動かす。

②ア行の音をしっかりと口を動かして発音す

ます。

（少しずつ、速く、長く言えるように）

パパパパパパパパパパ…

ママママママママママ…

タタタタタタタタタタ…

カカカカカカカカカカ…

ララララララララララ…

③巻き舌

舌を高速で振動させる“プルルルルルルル

ルルル”などの音です。

④頬の筋肉を上下に動かしてマッサージ

⑤アイウエオ…の練習

はっきりと口や舌を動かし、アイウエオ、

カキクケコ、サシスセソ、…と繰り返す。

⑥顔のエクササイズ

ア→オ、ア→ウ、ウ→エ…など不規則に発

声し、顔と口回りの筋肉を動かしましょう。

しっかりと筋肉が動いているか確認するため

に、⑤⑥は鏡の前で練習することをお勧めし

ます！

リップノイズに注意

普段の会話ではあまり気にならないリップ

ノイズは、マイクを通したり、集中して声を

聞く朗読では目立って聞こえることも。聞き

手に不快感を与えることにつながるので、注

意が必要です。これを防ぐには、腹式呼吸を

意識するとよいでしょう。

読んでいるその場では、読むのが精一杯で、

客観的に聴くのは至難の技。録音して、あと

で冷静に聴くと、自分の読みの改善点がわか

ってきます。

－－－－－－－－－－

以下のWebサイトを参考にさせていただき

ました。ありがとうございます。

https://msc.sony.jp/member/enjoy/life/series

/20130321/

https://music-planet.jp/blog/voice-taisaku/
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私のふるさと 職員紹介

堺・今昔ものがたり

製作部 録音製作係 中川 史
な か が わ ふ み

わがまち、堺についてご紹介します。まず

は…ご存じ百舌鳥古墳群。羽曳野市・藤井寺

市の古市古墳群とともに、2019年7月ユネ

スコ世界遺産に登録され、このたび1周年を

迎えました。100基以上あったといわれる

百舌鳥古墳群のうち、現存は44基。立派な

ものから、住宅街にそっととけ込む小さなも

のまで、ちょっとした小山はすべて古墳！と

いうのが市民感覚。中へ入ることができない

古墳ですが、堺市役所高層館展望ロビーから

眺めるのもおスス

メです。世界最大

の仁徳天皇陵古墳

は、堺市博物館内

のＶＲツアーでそ

の大きさを体験す

ることもできるそ

うです。

つづいて…「ものの始まり何でも堺」。

日明貿易・南蛮貿易により外国文化をいち
にちみん

早く取り入れた堺は、新しいものを数多く生

み出しました。鉄砲、線香、自転車から、意

外なものでは三味線まで、なんと堺が発祥で

す。もちろん、茶の湯文化といえば、堺生ま

れの千利休。おかげで、和菓子もまちに深く

根ざしています。私のおススメは「肉桂餅

（にっきもち）」。南蛮貿易で輸入された

「肉桂」（シナモン）

を求肥に練り混ぜ、
ぎゅうひ

中にこし餡が入った

歴史を感じる和菓子

です。

最後に…近・現代の堺へ。大阪湾に面した

古くからの景勝地・浜寺公園は、明治6年完

成の日本最古の公園の一つです。当時の面影

を残す松林とともに、夏の風物詩といえば、

浜寺水練学校。明治39年7月大阪毎日新聞

が開校した“ハマスイ”は、昨年で113年

の歴史を誇ります（今年はコロナウィルスの

影響により中止）。昔の写真を見ると、海で

褌 姿。さすがに今は園内の屋外プールです
ふんどし

が、伝統の日本泳法（能島流）は受け継がれ、
の し ま

蛙足の立ち泳ぎをマスターすればどんな水深

でも大丈夫。

シンクロのオ

リンピック選

手も輩出され

ています。

また、南海電鉄浜寺公園駅の駅舎は、明治

40年完成の最古級の木造建築。設計は、大

阪市中央公会堂や東京駅を手がけた辰野金吾

事務所で、国の登録有形文化財です。駅高架

化のため一時解体の危機もありましたが、保

存運動により新駅の玄関部分に活用されるこ

とが決定。完成の2028年までは、カフェ＆

ギャラリーとしてモダンなデザインを楽しむ

ことができます。

古墳時代から現代まで、ほんま堺は、ええ

とこやさかい！ご機会あればお越しください。
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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

さつま花尾鶏 心水 肥後橋店
は な お ど り も と み

【所在地】 大阪市西区江戸堀1-14-1 平和相互肥後橋ビル 1F
【電話番号】 090-3359-9555
【行き方】 肥後橋駅から98m
【営業時間】 ランチ 11:00～14:00（LO13:30） ／ ディナー17:00～23:00
【定休日】 日・祝 （土曜日はランチはありません）
【URL】 －

情文本館から西に歩き、デイリーヤマザキ

の角を曲がってすぐの所にあります。以前は

トマト風味のカレーで評判だった「わすれな

草」の後です。

表の看板には「自

家養鶏 さつま花尾

鶏とこだわりの赤卵

の特性ふあとろ親子

丼」に続けて「修行

中につき しばらくワンコイン \500（税

込）～免許皆伝マデ～」と書かれていました。

店内は、入り口から横に細長くて、カウン

ターのみ10席のこぢんまりした店構えです。

ランチは親子丼だけのシンプルメニュー。

席に着くと、よく冷えた水とスープが運ば

れてきます。カウンターの向こうでは何も言

わなくても調理が始まりました。

親子丼は丼ではなく、大きめの器でやって

来ました。何より卵の黄身の色が濃いです。

さっそくスプーンでいただきました。トロ

トロふわふわの卵の中から、弾力の強い花尾

鶏が顔を出します。

店がウリにしてる肉の弾力がすごく、なか

なか食べ応えがあ

ります。

かみしめる歯を

押し返してきま

す。さらに力を入

れると、抵抗をう

けながらも噛み切

ることができます。心地よい弾力です。鶏肉

の味がとっても強く感じられます。

日本で販売されている鶏肉の9割がたはブ

ロイラーと言われています。ブロイラーとは

品種改良を行って食肉用として生産スピード

を早めた肉鶏の一種です。しかし食肉用とし

て生産されてはいるものの、地鶏と比べて水

分量や弾力性では劣るところがあります。

また、最近は、口の中で溶けるような柔ら

かな肉が好まれますが、本当の鶏肉の旨さは

この弾力にあります。弾力とは堅さとは違い

ます。

さらに、鶏肉は鮮度が大切です。鶏肉は水

分が多いので、傷むのが早く、時間が経てば

経つほど水分が肉の外に出てきてしまいます。

例えば、肉から赤く水っぽい液体が出てい

たら、鮮度が落ちている証拠だそうです。

この店は朝引き鶏使用の為、売り切れ次第

終了だそうです。

ふわとろとろで、たまごの味が濃厚、甘味

のある出汁と濃厚卵の交じり具合に一体感が

あり、しかも弾力や旨味の主張が強い花尾鶏

はコリコリっとしていて、とても美味しい親

子丼でした。

これでは、免許皆伝のお墨付きも、もうす

ぐだと感じました。この500円の価格設定

も変わるかも知れませんね。お早めにどうぞ。
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・お詫びと訂正

対面リーディング通信2020年8月号に掲載しました2019年度の統計の記事に以下の

誤りや分かりにくい表現がありました。お詫びして訂正いたします。

・1ページ3行目では「延利用件数」、7行目では「延利用者数」と表記が統一されていま

せん。これは2ページの表の最下部にある「延利用者数」に統一すべきでした。

・1ページ8行目の「1回の対面」は1コマの対面のことです。説明が不十分でした。

・3ページの円グラフのタイトルが「大分類別利用者数の割合」となっていますが、正し

くは「大分類別利用件数の割合」でした。

今後もより分かりやすく、正確な記事を心がけていきたいと思います。もし何かお気づ

きの点がありましたら遠慮なくお知らせください。

・「対面リーディングボランティアの集い」について

例年11月に「対面リーディングボランティアの集い」を行っていましたが、新型コロ

ナウイルス感染防止の観点から本年は中止といたします。対面のボランティアの皆さんが

集まって意見を交わせる貴重な機会であり、中止は残念なのですが、早く感染が収束し、

来年は無事に開催できることを願っています。

・今年の日本ライトハウス展はオンラインで開催します

毎年恒例、西日本最大の視覚障害者用具・機器展「日本ライトハウス展 ～全国ロービ

ジョンフェア2020」を、今年はウィズコロナに対応してオンラインで開催します。

インターネットを活用することで、動画を閲覧できるYouTubeと、多数の参加者が意

見交換できるZoomミーティングの2つの企画を行います。YouTubeでは32社約60点

の製品を紹介します。また、Zoomでは「トークイベント～どこまで言っても良いん会」

を開催。32社を6グループ・6回に分けて利用者と出展者を結んで意見交換を行います。

その様子はZoomに参加されない方もYouTubeライブの実況中継でご覧いただけます。

詳しくは当館ホームページの特設サイトをご覧ください。

半年以上休止した対面もいよいよ再開。 日本ライトハウス 情報文化センター

これまでと違う形に不安はありますが、 550-0002 大阪市西区江戸堀1-13-2
安全、安心を一番に考えています。ご協 06-6136-7704（対面専用）
力の程、よろしくお願い致します。(F) 06-6441-0039（サービス部）


