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対面リーディング通信 2020年
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基礎講習会のお知らせ

今年度の第２回目の基礎講習会を、以下のとおり開催します。

これから活動を始めたいと思っている方はもちろん、すでに活動中で、活動のなかでお困り

のことがある方、「対面の基本」をもう一度確認されたい方も、ぜひ一度ご受講ください。

また、対面リーディングに関心のある方がありましたらお伝え下さい。

日時 ３月11日（水） 13時～17時

（全1回）

場所 情報文化センター本館４階会議室

対象 これから対面の活動をご希望の方。

または、興味のある方。

講師 当館職員ほか

定員 10人

受講料 無料

内容 視覚障害者の理解、対面のサービス

内容とルール、利用者との対応の仕方

などをロールプレイやＱ＆Ａでわかり

やすく学びます。

（「読み方」など技術的な講習ではあ

りません）

申込 ２月２９日（土）までにサービス部

対面担当 長尾・福田

（電話06-6136-7704）まで。

今月号の主な内容

基礎講習会のお知らせ １

私のふるさと あべのハルカス横のノスタルジックな町 大岡 亜希子 ２

誌上勉強会 鼻濁音 木村 謹治 ３

寄り道・帰り道 北新地 串揚げ かな山 木村 謹治 １１

お知らせ ほか １２
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私のふるさと 職員紹介

あべのハルカス横のノスタルジックな町

総務係 大岡 亜希子
おお おか あ き こ

私が幼い頃から過ごした町は、大阪市東住

吉区の北の端で、最寄り駅はJR阪和線の美
び

章 園駅(駅は阿倍野区)です。日本一高いビ
しようえん

ル「あべのハルカス」からたった１駅ですが、

とっても古風な雰囲気です。駅舎は鉄筋と今

時珍しい木造の壁や三角屋根、ホームは階段

付近にしか屋根がないため、雨の日には傘を

差して電車の乗り降りをすることもあるほど

です。駅のすぐそばには駐輪場がありますが、

この時代になんと、無料です。また、数年前

から混雑する朝と夕方以外は駅員さんが無人

になっていて驚きました。かといって利用者

が少ない訳ではなく、周りには府立天王寺高

校や市立工芸高校、またいくつかの私立高校

もあって、通学・通勤の人々で駅は毎日賑わ

っています。

駅を下りると特徴的なのはノスタルジック

な雰囲気の高架下の商店です。今にも崩れる

のではないかと心配するほどに古い高架下に

寿司屋・お好み焼き・居酒屋・スナック・喫

茶店などの主に飲食店や古い住宅が連なって

います。私が生まれた頃には駅前に小さな市

場や銭湯もありました。今では市場はスーパ

ーマーケットに、大きな煙突のあった銭湯は、

高層マンションに姿を変えています。

そんな駅から少し歩くと、「福田屋」とい

う和菓子店があり、「野根まんぢう」がちょ
の ね

っぴり有名です。四国の高知県高知市から東

へ120km程離れた、野根という町で生まれ

た名物饅頭です。幕末に活躍した坂本竜馬も

上洛の際、野根を通過する際には、宿場の茶

屋でこの名物饅頭を味わったそうです。大正

７年の創業以来、引き継がれてきた自家製餡。

そんな本場の味を、より多くの方の身近に感

じて頂けるようにと、昭和24年より大阪に

出店されています。

福田屋を通って東住吉区に入ると、私が生

まれ育った「桑津」という町が出てきます。
くわ づ

町の中心には「桑津神社」という神社があり、

季節ごとに色々な行事が行われています。中

でも楽しみなのはお祭りです。町の工務店が

製作した立派な地 車が奉納されていて、夏
だんじり

と秋の祭りの日が近づくと青年会所属の若者

が、神社で囃子の練習をして町中がとても賑

やかになります。お正月にも地車が登場して、

神社前の公園ではお雑煮が振る舞われます。

まだまだ子供会も盛んで、地車を引いたり、

お餅つき大会があったりとアットホーム感に

溢れています。

ノスタルジックな昭和の雰囲気と野根まん

じゅうを味わいに是非一度足を運んでみてく

ださい。
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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 37

－ 鼻濁音 －

こんな文字を見た事

はありますか。またなんと発音するのでしょ

うか？

実は日本語の「がぎぐげご」には２種類の

発音があります。分かりやすく言えば、英語

のLとRは発音が違いますよね。それと同じ

く、日本語の「ガ行」にも２種類の発音があ

るのです。

一つはごく一般的に用いられる「がぎぐげ

ご」で、有声軟口蓋破裂音［ɡ］と記述され

るものです。もう一つは［ŋ］と記述される

軟口蓋鼻音の「がぎぐげご」です。

ガ行鼻濁音は原則語中・語尾のガ行に現れ、

丸くて柔らかい音に聞こえることから、母音

の無声化と並び日本語の美しい発音のために

大切な要素となっています。

戦争中の話です。大阪から秋田へ疎開して

きた女子児童が、国語の本を読んだら「が」、

「ぎ」、「ぐ」、「げ」、「ご」の発音が全く秋

田発音と異なるので「おかしな言葉だ」と思

ったそうです。東京からの疎開児童は大阪の

ような発音はしなかったからです。

その違いが「鼻濁音」の有無であることを

知ったのは大人になってからの事だそうです。

次は、青森県黒石市で生まれ、幼稚園、小

学校、中学校、高校、大学と津軽にずっと住

み、弘前大学医学部耳鼻咽喉科に入局し、現

在は開業医の話です。

学生の頃、単語もアクセントも考えて会話

を試みたが、北海道出身の友人に私の言葉は

女言葉だと言われたそうです。

そこで、単語は標準語を使ったそうですが、

アクセントは津軽弁になってしまいます。

25年ぐらい前に東京のホテルで泊まった

時のことです、一緒に上京

した女房が先にホテルにチ

ェックインし、銀座に出掛

け、私が後からホテルのフ

ロントで、「女房がか 預けていると思うん

ですけど」と告げると、フロント係の女性が

「......」。もう一度「か を預けていると思

うんですけど」。フロント係の女性が「当ホ

テルでは生物は、預からないようにしている

のですが」。何で鍵が生ものか分からなかっ

たのですが、隣にいた係員が「ルームキーで

すね」の助け舟で「か 」を手に入れました。

最初に対応したフロント係の女性が部屋まで

案内してくれましたが、「すいません。お客

様の言葉が『蟹（かに）』に聞こえてあんな

ことを言ってしまいました」。

（「青森県 南黒医師会報」より）

原因は東北に鼻濁音が多い事にあります。

鼻濁音の良さは、日本語を響かせて美しい

音として相手に伝えられることなのですが、

残念ながら使い手がどんどん減っています。

瀬戸内寂聴さんの著書に次のような文章が

あります。作家の水上勉さんの呼び名につい

て書いてある文章部分です。

水上勉さんのことを、私は長いこと「みな

かみつとむ」さんと呼んでいた。物書き仲間

の間では、フルネームでそう呼ぶことはめっ

たになく、たいてい「ベンさん」で通ってい

た。

それがいつの間にか「みずかみつとむ」さ

んと変わっていた。濁音のない「みなかみ」
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さんの方がずっと耳ざわりがいいように思う。

いつだったか、御本人にどうして変えたので

すかと訊いてみた。

「もともとみずかみやから」といっただけ

であった。

瀬戸内さんは、「濁音のない「みなかみ」

の方がずっと耳ざわりがいいように思う」と

書いています。濁音より清音の方が耳ざわり

がいい、それも「ずっと」いい、と書いてい

ます。なぜ清音から濁音に変えたか、不思

議？ という瀬戸内さんの気持ちがあって、

直接に本人・水上勉さんに質問されました。

この文章は、瀬戸内さんが2004年に執筆

しています。こうした濁音観は、瀬戸内さん

だけでなく、日本人に広くみられる濁音と清

音との言語感覚でしょうか。

鼻濁音の微妙な感覚、日本語の美しさをた

たえる一方で、鼻濁音の使える人、使う人は

減少傾向にあります。

鏡の読みはどう発音しますか。かがみ？

九州、四国、中国は０%。

首都圏は２０%。

北陸、東北は６０%。

これは、鼻濁音を発音できる人の

割合です。地域性があることが分かります。

関西や九州では、そもそも「鼻濁音」の言

葉自体を知らない人がいるとか。東北を含め

全国では２０代が６%程度と、消滅しそうで

す。

現在では、鼻濁音は一般的に、東日本方言

や関東を中心によく見られ、関西方言、中国

方言、九州方言になるとほぼ見られないそう

です。

下記の図は現在と50年前の鼻濁音の使用

比較です。

50年前

現在

モノクロ印刷で違いが確認できるでしょう

か。もし、不明瞭なら情報文化センターのホ

ームページから「刊行物」⇒「対面リーディ

ング通信」へ進み「対面リーディング通信

2020年2月号 PDF版」を御覧下さい。カ

ラーで見る事が出来ます。

この図を見ると、関西でも、50年前まで

は「鏡」を鼻濁音で発音しています。また、

関越でも鼻濁音を使わない地域・方言（群馬

弁、埼玉弁、新潟弁など）があります。

大雑把に言って鼻濁音は一般的に、東日本

方言や関東を中心によく見られ、関西方言、

中国方言、九州方言になるとほぼ見られない

そうです。

関西出身の歌手に鼻濁音の出

せない人が多いとの指摘が見ら

れます。渡哲也（淡路島）も出

せない。いや、鼻濁音の何たる

かに関心すら無いのかもしれな

いと書かれた文章を見た事があります。

反対に、大瀧詠一さんは東北出身なので、

中間母音と鼻濁音では無数のグラデーション

を使い分けることができる。その大瀧さんが

得意なのは「が」の鼻濁音である。
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『幸せな結末』は「髪をほどいた君のしぐ

さが 泣いているようで胸が騒ぐよ」という

歌詞で始まるが、この「つかみ」のところで

大瀧さんは彼が出すことの出来るもっともセ

クシーな音韻である「nga」の鼻濁音を二回

用いているそうです。

また、多くの演歌はきれいな鼻濁音を使っ

ているが、ニューミュージックといわれ始め

た頃から歌の世界にも濁音化が広がったらし

い。

朝日新聞によると、石川さゆりの『津軽海

峡冬景色』の「ガ、ゲ」をしっ

かりと鼻濁音で歌っているが、

松任谷由 実の『卒業写真』の

「ギョ」を濁音で歌っているそ

うです。

そう言えば、学生時代に流行ったフォーク

ソングに、かぐや姫の『神田川』があります。

その歌詞の中に「洗い髪がしんまで冷えて」

という美しいフレーズがありますが、南こう

せつはこの美しいフレーズを、「あらいガミ

が」とまるでゴミと言っているみたいに歌う

と嘆いている記事を読んだ事があります。続

けて「彼は九州男児だから、違和感がないの

だろう。」とも書いてありました。

鼻濁音は東京も使用地域に含まれるため、

ガ行鼻音は日本語の標準的な発音と見なされ、

NHKなどの報道機関でもガ行鼻音が徹底さ

れてきました。

しかし、一般的な日本の国語教育では、鼻

濁音などの音韻指導は学習内容に含まれてい

ません。また、日本語の母語話者であっても、

鼻濁音を用いるか用いないか、また鼻濁音を

規範的と捉えているかそうでないかには地域

差・個人差があります。

また、鼻濁音の使用地域でも、鼻濁音に対

して規範的な意識を持つ地域もあれば、それ

ほど重視されない地域もあります。

昨今では元々鼻濁音を使う地域でも、中年

層以下では多くが鼻濁音を使わなく（あるい

は使えなく）なってきています。若手のアナ

ウンサーやタレント、歌手でもこの傾向が見

られ、これは全国的な傾向です。

長野県の小学生で調査した結果でも、鼻濁

音使用者は1975年には、91％だったのに、

1999年には5.7％まで落ちたとあります。

この調査をした信州大の馬瀬名誉教授の話で
ま せ

は、東京でも年配の人を除いて鼻濁音を話さ

なくなり、アナウンサーでも必ずしも正確に

発音できない現状では、共通語としての資格

を失っていると言わざるを得ない。語頭では

非鼻音、語中では鼻濁音というのは、体系的

ではなく、一つにしようというのは自然の流

れ。とりあえずはどっちを使っても良いこと

にし、いずれ時期を見て鼻濁音をやめた方が

理想的だと考えると言われています。

実際、朝日新聞によると『日本語で優しく

響く発音とされるガ行の「鼻濁音」を日常生

活で使う人は５人に１人しかおらず、全国的

に著しく衰退しつつあることが、国立国語研

究所の調査でわかった。来世紀には東北地方

でわずかに残るだけとなり、それ以外の地域

は消滅する可能性が高いという。』と書かれ

ています。

では、東北地方ではなぜ、鼻濁音が使われ

てきたのでしょうか。

東北地方では「柿」を「かぎ」、「イカ」

を「いが」と発音します。「鍵」や栗の「毬

（いが）」は「か 」、「い 」と発音し、両

者を区別するために鼻濁音が使われると思わ

れます。

横道にそれますが、下記のような記事が文

化庁のホームページに載っていました。

「イリクチ」と「イリグチ」（入り口）、

「ケンキューショ」と「ケンキュージョ」

（研究所）――これは清濁の問題で、「入り

口」を「イリグチ」というのは連濁の現象で

ある。

「入り口」については、国立国語研究所

（国研）の調査によれば、採る形として「イ
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リグチ」が多数（55～79％）で、言いやす

い51％、一般的31％、語感がよい18％、

共通語的・口語的・望ましい体系を作る 各

13％、伝統的・変化の傾向に添う 各10％

などの理由があげられている。

「研究所」を「ケンキュージョ」というの

は、漢語の連濁の例である。「研究所」を

「ケンキューショ」というか「ケンキュージ

ョ」というかについては、同じく国研の調査

によれば、採る形として「ケンキュージョ」

が多数（55～79％）で、言いやすい40％、

一般的35％、語感がよい25％などの理由が

数えられる。

なお、「所」のつく語はたくさんあるが、

必ずしも「ジョ」というわけでもない。たと

えば、「裁判所」「事務所」「検疫所」などは

「ショ」である。

以上の語だけでなく、国語には、清濁両様

に発音する語は無数にある。「センタク・セ

ンダク（洗濯）」「カカシ・カガシ（案山

子）」「カカト・カガト（踵）」などのように、

清濁が関東・関西の対立と見られるものもあ

る。今日では、「センタク」「カカシ」「カカ

ト」が標準的なものと考えられ、教育・新

聞・放送などこれに従っている。

以上から考えても、原則的に、清音を採る

とか、濁音を採るとか決めることはできない。

しかしながら、若い年齢層には、こういう場

合、濁音を使わないで清音を使う傾向がある

ことは指摘できるであろう。（以上文化庁HP）

清音化により、鼻濁音を使う機会が減りま

す。これも、鼻濁音が消えていく原因になる

のかもしれません。

横道ついでに、丸谷才一さんと井上ひさし

さんの対話を紹介しましょう。

丸谷才一（作家）と井上ひさし（劇作家）

との対談で、二人の郷里である山形県の方言

から実感したタミル語起源説について語って

います。山形県で現在も使われているズーズ

ー弁の方言の鼻濁音がタミル語に対応してい

て、日本語はタミル語に起源を持つというこ

との根拠の一つにして語っています。

丸谷 井上ひさしさんが大野晋さんの学説
おおのすすむ

を信奉することを表明した時に、これで一

人が二人になったぞと思って喜んだという

話はさっきしましたけれども、その時に、

二人は共通点があるんじゃないか、と思っ

たのです。第一の共通点は、二人とも東北

人だということ。東北はタミル語が日本で

一番よく残っている土地なんです。

井上 ええ、そうですね。

丸谷 われわれは子供のころに実地で体験し

てきました。例えば鼻濁音というのがあり

ますね。九州はもともと鼻濁音の本場だっ

たわけだけど、今はもう消えてしまってい

るわけでしょう。それが東北には残ってい

る。「まずまず」を「まんずまんず」なん

て言うけれども、あれも鼻濁音なんですね。

井上 「まど」のことを「まんど」とか、

「ばばあ」を「ばんば」とか。ちょっとフ

ランス語風の鼻音です。（笑）

丸谷 東北方言では「然り」が「んだ」、

「否」が「んでね」、あのndの音も鼻濁音

ですね。大野さんの『日本語の形成』によ

れば、東北方言とタミル語では、鼻濁音に

対応がみられるというのです。さらに、東

北方言は１６世紀の京都の言葉の音韻を残

してる。だから、日本語全体がタミル語と

対応しているということの一例になるとい

うのです。これは大変なことですよ。

考えてみれば、大野さんは日本語の音韻史

の大家だった橋本新吉の一番弟子みたいな

人で、本人も「私のホームグランドは上代

仮名遣いです」と言っていた。つまり、日

本語の音韻について多くの知識を持ってい

ました。だからこそ、タミル語と日本語と

の系統を関係づけることも非常にうまくい

ったと思います。そして、ひさしさんと僕

という、タミル語の音韻が一番よく残って

いる地方で育った人間二人が大野説に心服

したというのは、非常に筋が通っていると

思うんだな。

井上 ええ、ほんとうに明快な話ですね。

（月刊誌『新潮』2009,7）

タミル語はドラヴィダ語族に属する言語で、

南インドのタミル人の言語です。また、スリ

ランカとシンガポールでは国の公用語の一つ

にもなっています。

国語学者大野晋は、日本語の原型がドラヴ
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ィダ語族の言語の影響を大きく受けて形成さ

れたとする説を唱え

ています。ただし、

この説には系統論の

立場に立つ言語学者

からの批判も多く、

この説を支持するド

ラヴィダ語研究者は

少ないとも言われて

います。

「がぎぐげご」の発音がすべて鼻濁音にな

る訳ではありません。どんな法則があるので

しょうか。

以下は、『NHK日本語発音アクセント新辞

典』から抜粋した鼻濁音の発音法則です。

1．語頭においては、原則として［ガ］行音

に発音する。（例）ガッコー（学校） ギ

モン（疑問） ゴジツ（後日）

2．助詞の 「ガ」は と発音する。

（例）ワタシ 私が）

3．語間においては、原則として 行音

に発音する。（例）カ 鍵）　ウ イス

（鶯）　エン ー（演芸） ゴ （午後）

ショー ッコー（小学校） ジョ ッコ

ー（女学校）

4．カキクケコの連濁は原則として 行

音に発音する。（例）ハル スミ（春霞）

ホン マリ（本決まり）　ウバ ルマ

（乳母車）

5．数詞の「五」は、原則として常に［ゴ］

と発音する。（例）ゴマン・ゴセン・ゴヒ

ャク・ゴジュー・ゴエン（五萬五千五百五

十五円）

6．カナ四字（又は六字）から成る擬声語で

は、語 間でも［ ガ］行音 に発音する。

（例）ガンガン ギシギシ グングン ゲ

ラゲラ ゴンゴン ガランガラン

7．省略

8．複合語中、意味上よりする心理的ポーズ

のある場合は、語間でも［ガ］行音に発音

する。（例）オンガク・ガッコー（音楽学

校） ローア・ガッコー（聾唖（ろうあ）

学校）

9～19．省略

鼻濁音の良さは、日本語を響かせて美しい

音として伝えるものであり、舞台芸術や映画

の俳優、NHKなどテレビ・ラジオ局のアナ

ウンサーの発音教育でも鼻濁音の使用が徹底

されてきたようですが、最近の「鼻濁音（ガ

行鼻音）」についての調査結果では、現在の

日本人で鼻濁音を使っている人は全体の約2

割に過ぎず、また、若い人ほど使用率が下が

っているようです。東北地方と北陸地方の鼻

濁音の使用率は60～70％と高いのですが、

この地域でも若い人は鼻濁音を使用しないよ

うです。

以上の説明で理解できたでしょうか。美し

い日本語と言われても、日常、鼻濁音を使っ

ていない関西人にとって、ルールを理解する

のは難しいですね。

別の角度からの説明も掲載しましょう。こ

れは中国の大学で日本語教師をされている人

の「毎日のんびり日本語教師」というサイト

です。

鼻濁音が発生する条件

①語中・語尾は原則鼻音化する

(1)新潟県

(2)三月のライオン（さん つのらいおん）

(3)鏡（か み）

(4)重ね着（かさね ）

(5)ウォーキング（うぉーきん ）

②格助詞・接続助詞は必ず鼻音化する

(6)私 山田です。

(7)ここまで来た 、まだ道のりは長い。

(8)した って、このような式が成り立つ。

(9)だ しかし、もう間に合わない。

(10)「あなたに話 あるの。」

③連濁は鼻音化する

「空」は単体では「そら」と読みますが、

前に「青」が接続して複合語を形成すると

「あおぞら」と読むようになり、このとき読

み方が「ぞら」と変わります。このように、

２つ目の言葉の語頭子音が濁音化する現象を

「連濁」と言います。

「ｋ」の子音が濁音化して「ｇ」に変わっ

たときは鼻音化します。
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(11)株式会社（かぶしき いしゃ）

(12)壁紙（かべ み）

(13)笑い声（わらい え）

(14)歯車（は るま）

(15)雨雲（あま も）

(16)一人暮らし（ひとり らし）

④複合語はしたりしなかったり

「名詞＋名詞」で作られる複合語は、分割

した一つひとつで意味が成り立つ場合は基本

的に鼻濁音になりません。

(17)昼ご飯（ひる＋ごはん）

(17)高等学校（こうとう＋がっこう）

(18)衆議院議員（しゅうぎいん＋ぎいん）

(19)帝国銀行（ていこく＋ぎんこう）

(20)窓ガラス（窓＋ガラス）

分割した一つひとつで意味が成り立たず、

もともとひとつの単語として認められている

場合は鼻濁音になります。

※一部例外もあります。

(22)小学校（しょう っこう）

(23)中学校（ちゅう っこう）

(24)雨合羽（あま っぱ）

(25)※飛行機雲（ひこうき＋ も）

⑤数詞の「５」は鼻音化しない

数詞としての「５」は鼻音化しません。

(26)５人（ごにん）

(27)５匹の猫（ごひきのねこ）

(28)１５人（じゅうごにん）

(29)２５日（にじゅうごにち）

数詞としてではなく熟語化したもの、もと

もとの意味合いが薄れたものは鼻濁音で発音

されます。

(30)大五郎（だい ろう）

(31)十五夜（じゅう や）

(32)七五三（しち さん）

⑥音節の繰り返しは鼻音化しない

同じ音が連続する擬態語・擬音語は原則鼻

音化しません。

（２文字目に濁音が来る場合はどっちでもいい）

(33)ガミガミうるさい。

(34)油でギトギトの壁

(35)ぐるぐる目が回る。

(36)ベッドでゴロゴロする。

(37)もぐもぐ食べる。（鼻濁音でもいい）

⑦外来語の場合

外来語は原則鼻音化しませんが、日本語と

して十分定着している場合は鼻音化してもい

いです。

また、「ン」の後にガ行が来る場合は必ず

鼻音化します。

(38)エネルギー（えねる ー）

(39)イギリス（い りす）

(40)キログラム（きろぐらむ）

(41)コンピューターゲーム（こんぴゅー

たーげーむ）

(42)スペードのキング（すぺーどのきん ）

鼻濁音は日本語の美しい発音のためには必

要な要素なので、スピーチなどでは身に付け

たいところです。

まとめると

①語中・語尾は原則鼻音化する

②格助詞・接続助詞は必ず鼻音化する

③連濁は鼻音化する

この３つに関しては例外が無いと思われま

すが、それ以外は意外と例外があります。

書いていて思いましたが、外来語と擬音

語・擬声語には例外が多すぎます。

（以上「毎日のんびり日本語教師」より）

では、ルールが分かったとして、鼻濁音の

発声の練習はどうすれば良いのでしょうか。

「音読授業を創る」のサイトの要約を下記

に記します。

鼻濁音で発音する練習方法

鼻濁音が正確に出ない子どもには、次のよ

うな方法で指導します。

「ンーーガ」と発音させます。「ンーー」

とハミングや鼻歌のようにして息を鼻から出

して「ンーー」とのばします。そして濁音

「ガ」を発音します。

だんだん「ンーー」とのばす間隔をつめて

いきます。しまいには「ンとガ」とを一音に

するように、つまり「ンとガ」とを同時に発

音します。

このとき息が鼻へぬけるのを確かめさせて

下さい。息が鼻にぬけると鼻濁音になります。
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「ンとガ」だけでなく、同じようにして

「ンーーギ」、「ンーーグ」、「ンーーゲ」、

「ンーーゴ」、の間隔を少しずつ狭めていき

ます。最後に、それぞれを同時に一音のよう

にして発音します。息が鼻にぬける感覚を確

かめさせます。息が鼻から抜けると鼻濁音に

なります。

この練習を繰り返すと、鼻濁音の「が、ぎ、

ぐ、げ、ご」の音がでるようになるでしょう。

きれいな鼻濁音の発音ができるまで下記の言

葉で繰りかえし練習をしましょう。

次の言葉を、下線に気をつけて発音します。

（1）と（２）との違い・区別を自分の耳

で聞きながら、正しい口形（息の出し方）で

繰り返し練習しましょう。

（１）は濁音（鼻をつまんでも出る音）で

発音する言葉です。（２）は、鼻濁音（鼻か

ら息がぬけ出る音）で発音する言葉です。

(1)がくぶち がんこ がっこう がっき

がいこつ がけ

(2)かがみ まんが けがわ あまがさ め

がね てがみ

(1)ぎんこう ぎんいろ ぎざぎざ ぎんな

ん ぎりチョコ

(2)きりぎりす ふしぎ こぎつね こむぎ

おにぎり やなぎ

(1)ぐうぜん ぐんたい ぐっすり ぐっし

ょり ぐらぐら

(2)もぐら うぐいす まぐろ ゆうぐれ

てぬぐい

(1)げんき げんかん げっこうかめん げ

ひん げこう

(2)まつげ わたげ くらげ おみやげ な

げる にげる

(1)ごはん ごみ ごぜん ごきぶり ごぼ

う ゴリラ

(2)なきごえ こくご さいご ひとりごと

りんご

（以上「音読授業を創る」より）

ここで、応用問題です。

「これが学校の東のガラス製の鏡だとがっ

ちり考える外国人」 この文章を声に出して

読んでみましょう。

この文章の中には８つの「が」という音が

ありますが、すべての「が」を同じ音で読む

人と、２種類の「が」の音を交互に使い分け

て読んだ人、ばらばらに読み分けてしまった

人など色々に分かれるはずです。

どの文字が濁音で、どの文字が鼻濁音か分

かりますか。

もし分からなければ『鼻濁音が発生する条

件』の項をもう一度読み直して下さい。

「やわらかく鼻にかけるガ行の音」のこと

は鼻濁音と呼ばれており、現在は学校で教え

ない、意識する人だけが知っている日本語の

発音テクニックになっています。

またまた横道にそれますが、東北地方は鼻

濁音を使う人が多いと書きました。それは東

北弁特有の構造による事も一因しています。

ところが、アナウンサーの安住紳一郎さん

は、以下のように述べられています（要約）。

鼻濁音を使う地域で育った人はともかく、

使わない地域で育った人は鼻濁音をよく聞き

分けられないのではないのか――番組では、

使わないのだから「（そういう地域の人は）

わからないはず」と言っていたが。

僕は仙台の出身だけど、東北地方は鼻濁音

を話す。ところで、ここからは鼻濁音のこと

は措くとして、その関連で思いだしたのが

「アクセントのない地域」のことだ。

仙台にはアクセントが無い（宮城県南部地

域は無い）。以前にも触れたことがあるので、

そこからポイントだけを拾い出しておく。

例えば同音異義語の次のような言葉。

「橋」と「箸」、「日」と「火」、「雨」と

「飴」などのアクセントの違いが僕にはほと

んど分からない。

いや、分からないのではなく、区別した発

音すらできない。そもそもアクセントの音感

（？ でいいのかな）が欠落しているからだ。

別段、それで困ったことはないけれども、

いきなり、その違うアクセントを知人や見ず

知らずの人から指摘されたことがある。

この事について、言語学者が次のように解

説をしていました。
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僕が生まれたのは東北で、東北弁に囲まれ

て育った。俗に言う「ズーズー弁」に囲まれ

て。このズーズー弁は「北奥方言」と「南奥

方言」に大別される。

地域で言えば、太平洋側は岩手県の北上市

以北が北奥で、日本海側の山形県だと庄内の

酒田・鶴岡などが北奥で、内陸部の山形市な

どは南奧になる。

ちなみに、岩手県北上市で二分されるのは

南部藩と伊達藩の違いからきているらしい。

で、南奥地域にはまるでアクセントが欠落

しているというのだ。でも北奥地域にきちん

とアクセントは存在している。それを文法的

に事細かに説明していた。

それが面白いんです。その学者は山形の生

まれですから、音声に出して（ズーズー弁

で）その違いをきちんと説明してるんです。

根拠が示されたということです。学問的に。

納得しました。

ラジオでは宮城、福島全域といってました

が、調べたら隣の栃木県やそれ以外の地域に

もあるようですね。

九州にもありました。完全に欠落している

地域が。

栃木の小説家立松和平（横松和夫が本名で

す）や、九州ではジャーナリストの鳥越俊太

郎などがそうでしょう。

テレビが普及して、方言がすたれてきたと

言われ出したのはいつ頃からだったかは忘れ

ましたが、それでも地方に行けば、やはりお

国言葉は未だに健在ですね（明治生まれの人

はよりはっきりとした方言で話していました

が、（中略）それはそれとして、豊かな言語

文化をもった国土だという感じがいっぱいし

てきましたね。（以上「安住さんのブログ」より）

アクセントのない地域があるなんて驚きで

すね。

ここで、広い国土のアメリカの事情も見て

みましょう。アメリカに標準語（標準アメリ

カ英語）はないそうです。驚きますね。

日本ならNHKのアナウンサーの話す言葉

がいわゆる標準語ですが、アメリカはどうで

しょうか。

実は、アメリカ人は日本人のように「これ

が標準語だ」という認識を、一般的にはあま

りしていないのです。

もちろん、言語学的にはいわゆる標準的な

アメリカアクセント、というカテゴライズは

されており、それが外国人が英語学習をする

上で、ひとつの基準となっています。

標準アメリカ英語のことを、General A

merican（略してGA）と言います。

けれども一般のアメリカ人に、Do you sp

eak General American?と聞いても、「は

ぁ？」と言われるでしょう。

GAとは、一般的に中西部の英語を指すと

言われています。中西部と言ってもピンとき

ませんよね。アメリカは広いので、一言で中

西部と言ってもかなり南部よりの中西部もあ

れば、ほぼ西海岸よりの州もあります。

で、西海岸と南部では、アクセントもかな

り違ってきます。なのでイメージとしては、

イリノイ州（シカゴがあるところ、ミシガン

湖付近）あたりの英語が、標準アクセントだ

と考えていいでしょう。CNNなどのニュー

スキャスターの多くが、このあたりの出身者

なのです。

けれども、基本的にアメリカ人は自分のお

国訛りを直すということをしません。国中が

勝手に訛って話しているだけ。

大統領もお国訛りで演説をしています。

最後に、劇団員と学校で放送部に所属して

いた人、そして音訳ボランティアの３人に聞

きました。

鼻濁音は話せますか？ ３人とも声を出す

活動をされていたので、練習はしましたとの

事です。特に某大手劇団員の方はみっちり練

習をさせられたそうです。

ただ、大阪を離れた事のない生粋の関西人

の僕の耳には会話中に鼻濁音を使われていた

のか定かではありませんでした。

普段使っていない人にとって、かなり意識

して聞かないと、濁音なのか鼻濁音なのかの

判別が出来ないような気がします。

書いていると面白くなって、、、あれもこ

れもと、いつもの倍の量になってしまいまし

た。申し訳ありません。

調べれば調べるほど、新たな疑問が湧いて、

興味が尽きません。
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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 串揚げ かな山

【所在地】 大阪市北区曾根崎新地1-4-25、地下1階
【電話番号】 06-4797-6166
【行き方】 JR東西線北新地駅11-41出口より徒歩約5分
【営業時間】 ランチ11:30～14:30(LO13:30)、ディナー17:30～23:00(LO22:00)
【定休日】 日曜日・祝日
【URL】 https://twitter.com/kushi_kanayama

店は北新地駅から5分。情文からはアバン

ザを通り越して1本北へ。右に曲がり、少し

行くと「つるとんたん」が見え、その隣にな

ります。

地下に降り

風情のある暖

簾をくぐって

店内に入ると

ドーンと半オ

ーバル型のカウンターが目に入ります。落ち

着いた素敵な空間です。竹素材が使われた天

井は高級感が漂います。「いらっしゃいま

せ」と案内してくれたのは、イケメンの外人

スタッフ。

店内は広々として、奥には個室もあるよう

です。ランチメニューは、1,150円から 全

12品です。

夜は串揚げ屋さんのようですが、昼はとん

かつが数種類ラインナップされる店でした。

冷たいお茶とおしぼりを出してもらい、メ

ニューを眺める。

頂いたのは、雪室熟成豚ロースかつ定食

1,280円です。ご飯は、白ごはん、麦ご飯、

紫蘇入りご飯から選べ、おかわり自由です。

カウンター越しに、揚げている様子が見え

るので、楽しく眺めていました。油料理を提

供しているにもかかわらず、清潔感あふれる

店です。

しばらくして出てきた塗りの膳には、とん

かつの他に椀もの、香のもの、とろろ、佃煮

のり、ご飯が付いてきました。ポン酢とソー

スが別々用意されています。カウンターの上

には芥子と岩塩も用意されており、好みでそ

ちらも利用できます。器も上品で、織部とお

ぼしき器にはとんかつが乗っていました。そ

れぞれ美しい器に盛られています。器が綺麗

だと食事も美味しくなりますね。

器の蓋をとるのに、何が入ってるのかと胸

たかまり！

2度揚げくらいしてくださってたのかな？

ロースカツは衣は粗くなく、薄めな感じで非

常に食べやすい。

雪室熟成とは冬に降

る雪を蓄え、年間を通

してその冷気だけで熟

成させる世界初の技法

で、雪室は常に一定の温度・湿度で保存・熟

成することができるそうです。

店内は落ち着いた様子で、この様な綺麗な

店に入ると、必ず洗面所、トイレをチェック

する習慣があり

ます。さすが、

北新地の店。高

級感溢れた手洗

いでした。お店のオシャレ度も高い店です。
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【前回のお悩み】

・政治の話など自分と違う考えに同意を求められた時どう答えますか？

特に肯定も否定もせず、「そうなんですか」「いろんな考え方がありますよね」など、

曖昧に受け流すという対応を取られる方が多いようです。あまり続いてしまうようなら

「そろそろ本文に戻りましょうか」など話題を逸らすというお答えもありました。

対面では資料の読みだけでなく、利用者とのお話になるケースも多くありますが、議論

をする場ではないので、話が深まる前に引くように対応されている方が多いようです。

もし、お困りのことがあれば一旦席を外して担当へお声がけ下さい。

【今回のお悩み】

・利用者が眠ってしまった時、どう対応すればいいでしょうか？

・ボランティア交流会のお知らせ

３月27日（金）はボランティア交流会のため、対面リーディングはお休みとなります。

今年の交流会は、横浜市立盲学校教諭で、東京パラリンピックの応援ソング「リアルビク

トリー」を作り、全国で演奏活動をされている栗山龍太さんをゲストにお迎えします。

会場や時間など詳しくは「ONE BOOK ONE LIFE」2020年2月号をご参照下さい。

・引き継ぎ表について

「引き継ぎ表」の入れ物を対面室内の壁に設置しました。固有名詞や読み方が難しいと

感じた単語の読みを記録して、利用者の了解の上で本に挟んでいただくと、次に読む方の

読みの助けとなります。ぜひご活用下さい。

・5階対面室でのWi-Fiのご利用について

対面中の調べ物にインターネットで検索するためスマホやタブレットを使用したいとの

ご希望を頂いています。５階のサービスフロアではWi-Fiが使えますので、ご希望の方は

お申し出下さい。なお、講習などで機材を使用していることも多くありますので、タブレ

ットの貸し出しは行っておりません。ご自身でご用意をお願いいたします。

※お使いの機種によってはドアを締め切った時に繋がりにくい場合があります。

いよいよ2020年、今年の注目はやはりオ 日本ライトハウス 情報文化センター

リンピックとパラリンピックですね。あま 550-0002 大阪市西区江戸堀1-13-2
りメダルメダルと騒ぎ過ぎず、全力のパフ 06-6136-7704（対面専用）

ォーマンスに期待したいと思います。（F） 06-6441-0039（サービス部）


