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口の運動

原稿用紙

２

第一声に注意して話し始めよう

１
アナウンスを始める前に

時間を守って、きん張しないようにそして
息を整えてから話し出しましょう。

校内放送を聞いていると、時々ふざけた声や
笑い声が聞こえてきます。これはアナウンサーと
しての、思いやりが足りないからだと思います。
だれからも、喜んでもらえるアナウンスをする
ためにもいくつかのことを心がけましょう。

☆ 声が大きすぎたり、小さすぎたりしない
ように。
☆ 声がかすれないように。（聞きやすい話
し方にくわしくのっています）

☆放送室に行くときは、走らず落ち着いていきましょう。
息がハアハアしていては、正しい発音ができません。
☆ 放送室のドアは静かに閉めましょう。
日頃からくせを付けておくと、放送中でも大きな音を
立てないですみます。

言いまちがえたらどうしよう
「あっ」「いけねっ」「はははは…」
では聞いている人が、いやな気持ちになります。
まちがえたときにこんな言葉を言うのはやめましょう。
ふざけずに落ち着いて、アナウンスしてください。

アナウンスがすんだ後は

セキをしたくなったらどうしよう
できるだけマイクを遠ざけて、できればハンカチで口を
押さえて、せきをしましょう。

アナウンスが終わったからといって、い い加減な気持ちになったり、ふ
ざけてはいけません。放送室から出るまでは、アナウンサーでいましょう。
この気持ちが次からの放送にも生かされると思います。
げんこう

☆ マイクを元に戻し、原稿をていねいに片づけましょう。
自分の使うものを大切にすることは、次の人が気持ちよ
く使えることにもなるのです。
☆ 読みまちがえたり、つかえたりしたときは、あわてずに
もう一度言い直しましょう。
☆ 今日の放送はどうだったでしょうか？自分でしっかり振
り返るように、日誌をつけておくことはとてもいいこと
です。今日の反省がきっと次に役立ちますよ。
☆ 放送室を出るときは、電源などの消し忘れに注意してく
ださいね。
『アナウンスマイクのスイッチが、うっかりはいって
いた』なんてことがあると大変です。
３

席をはなれるところまで、なるべく音を立てずに座っていましょう。
変な音が入ってしまっては、せっかくの放送もだいなしになってしまいま
す。
げんこう

なれてくると、原稿を書かずに思いつきでアナウンスしてしまうことが
あります。考えたことを伝えるのにはよくない表現や、聞いていてわかり
にくい表現になってしまうかもしれません。
前もって原稿を書いておくことはとても大切な
ことです。
放送終了後、次の放送の原稿を書いておくことも
いいことだと思います。
めんどう

面倒くさがらず、原稿を用意しましょう。
４

２

３
今日の声の調子はどうかな？

朝、放送室に来たら、原稿を読む前に発声練習
をしていますか？発声練習は、その日の声の調
子を知るためにとても大切なことなんです。
いつも発声練習をしていると、こんなことに気づきます。
「今日は、声がかすれているな。」「どうも早口になっちゃう。」
「今日はカミそうだ、あわてずに話そう。」「サ行の音がまちがえやすい。」

心がなごむ話し方をするには
内容のあるすばらしい原稿でも、アナウンス
の仕方が悪いと、放送がだいなしになってしまいます。みんなに聞いても
らえるようにするには、どんな話し方をすればいいのでしょう。
☆ 口を大きく開けて、はっきりと
口を少し開けて、次の文を言ってみましょう。
こうしゃ

声の調子だけでなく、気分や体の調子までわかるんですよ。
どんな話し方をしたらいいか、どのようなことに気をつけて発声練習をす
るといいのでしょう。
☆ 発声練習は毎日しましょう。
☆ 大きく口を開けて、おなかから声を出すようにしましょう。
口を開けることはとても大切なことです。「大きくあけよう」と少し意
識してみましょう。本番の時に口が小さくなり、もごもごとしたはっ
きりしない声になってしまわないための練習です。
☆ １音ずつ切って練習しましょう。はっきりと聞きやすい発音を目指し
ましょう。
☆ 鏡の前で自分の口の開け方をみなら
練習しましょう。
鏡に口をうつしながら練習すると、
小さく口を開けているのか、大きく
あけているのかよくわかります。

はじめはうまくいかなくても、練習
するとどんどん上達します。

５

「そうじ時間です。校舎のすみずみまで、きれいにしましょう」
どうですか？口を小さく開けていると、モゴモゴして聞きづらいですね。
今度は、大きく開けて、同じことを言ってみましょ
う。はっきりして、聞きやすかったことが分かると思
います。
ふだんから、口を大きく開けては指すことも言い練
習になると思います。
☆ 話しかけるようにして
げんこう

放送を聞いていると、原稿をただ読んでいるだけのアナウンスをして
いる人がいます。これは聞いていてもいい感じがしませんね。
目の前にだれもいないから、話しにくいとは思うけれど、だれかがい
るつもりになって、話しかけるようにしてみましょう。
☆ 声の大きさに気をつけよう
あまりにも大きすぎる声や、逆にボソボソと小さい声は、聞きにくい
ですね。突然大きな声を出すのは、特にしてはいけないことです。
音量を調節しているミキサーの人が、きっと冷や汗をかいていると思いま
す。
声や音が大きすぎると、スピーカーがビリビリして、「音が割れる」こ
とがあります。音が割れてしまうと、聞きづらいだけではなく、とても耳
ざわりで、いやな気持ちにさせてしまいます。
これではアナウンサーといえません。
声の大きさに気をつけてアナウンスするように心がけましょう。
６

☆ よくよう（イントネーション）
聞いている人を、飽きさせてしまう読み方に、「ぼう読み」があります。
ぼう読みとは、同じ調子で読むことで、聞いている人にはとても聞きづら
く、意味が伝わりにくいものです。
ふ ゆ か い

オーバーにつけすぎても、聞いている人画、不愉快な思
いをしてしまいます。気持ちを込めて読むことが大切です
ね。
ご

じっさい

４

さあ、実際に声に出してやってみましょう。
「あ・い・う・え・お」つまり母音を発声すると
きの口の形は、下の絵のような形が基本です。鏡
の前で「あいうえお」と言ったときに、下の絵の
ような形になっているかチェックし練習してみ
ましょう。
上手になったら「かきくけこ」「さしすせそ」と、順々に練習してみま
しょう。口の形は「あいうえお」と同じです。

び

また、多く聞くのが「語尾上がり言葉」です。
どんな言葉でも。語尾を上げてしまっては、すべてが一本
調子になってしまい、気持ちも伝わりません。

《くちのかたち》

☆間の取り方を考えましょう
次の文を区切らす、続けて読んでみましょう。
「これから朝の放送を始めます。」
今度は、スペースを見ながら、間を取って読んでみましょう。
「これから 朝の放送を 始めます。」
さあ、どちらが聞きやすいでしょうか？原稿を必ず一度読んでみて、間
を空けるところに、印をしておくと言いと思います。
☆ 読む早さに気をつけましょう
読む早さについては、だいたい１分間に４００文字程度がいいとされ
ています。この練習の仕方は４００字の原稿を、時計を見ながら、何度も
読んで、読む早さを覚えることです。
☆ 読みまちがえは、あわてす、笑わずに
「今日は、とても・・あっいけない クックック・・・」
こんな放送を聞いたことはありませんか？聞いている人にとって、これほ
どいやな思いはありません。まちがえても笑ってごまかしたりしないで、
「今日は・・失礼しました 昨日はとても暑い一日でしたね。」
とまじめに言い直しましょう。これなら聞いている人にもいやな印象を与
えなくてすみます。
ただ、まちがえるたびに「失礼しました」を連発するのは逆に聞きづら
くなります。原稿は前もって、読む練習しておくことが大事です
７

口の形を覚えたらいよいよ口の形の練習です。さあゆっくりと口を大き
く動かして・・・

アエイウエオアオ
カケキクケコカコ
キャキェキィキュキェキョキャキョ
サセシスセソサソ
シャシェシィシュシェショシャショ
タテチツテトタト
ニャニェニィニュニェニョニャニョ
ハヘヒフヘホハホ
ヒャヒェヒィヒュヒェヒョヒャヒョ
マメミムメモマモ
ミャミェミィミュミェミョミャミョ
ヤエイユエヨヤヨ

ラレリルレロラロ
リャリェリィリュリェリョリャリョ
ワエイウエオワオ
ガゲギグゲゴガゴ
ギャギェギィギュギェギョギャギョ
ザゼジズゼゾザゾ
ジャジェジィジュジェジョジャジョ
ダデヂヅデドダド
バベビブベボバボ
ビャビェビィビュビェビョビャビョ
パペピプペポパポ
ピャピェピィピュピェピョピャピョ

８

５

６
マイクを正しく使うととても聞きやすくなる
いしき

口の形を意 識 してはっきりと発声しよう

ア行
カ行

えんぴつ

青いインクと赤い色鉛筆で絵をかいた
となりの客はよくかき食う客だ
かきゃくせん

サ行
タ行

どんなに話がじょうずでも、マイクを正しく
使わないと、アナウンスがだいなしになってし
まいます。アナウンサーだからこそ、マイクの
正しい使い方を知って、すてきな声を校内にひ
びかせましょう。

かきゃく

☆ マイクはいつも真ん中に置きま
しょう。机のはじの落ちそうなと
ころには置かないでください。マ
イクはとてもこわれやすいので、
下に落としたら大変！使わない
ときも決して、はじには置かない
ように気をつけましょう。

りょかくりょうきん

貨客船の旅客は 貨客といっしょで旅客 料 金 が安い
このすしは 少しすが ききすぎだ
春分の日と秋分の日
向こうの竹がきに 竹 立てかけた
ちょうさ

ナ行
ハ行
マ行
ヤ行

東京都の地質を調査して 知識を得た
のんびり野原に ねころんでいた
なせばなる なさねばならぬ何事も
百人一首大会の批評があった
特派員が東北地方に報告をした
けむりが目にしみて 前も後ろも見えません
みょうな名字の ミュージシャン
山寺の ヤマユリ
ゆ が わ ら

ラ行
ワ行
ガ行
ザ行
ダ行
バ行
パ行

湯河原によって ゆっくりと湯に入った
言い表されねばならない
ランドセルの中は からっぽだ
忘れ物をわたします
がんこなおやじが ガミガミとどなった
ザワザワと ざわめいた
代々 大事にしてきた大工道具を だいなしにした
坊主がびょうぶに じょうずに坊主の絵をかいた
パイとパインとパイナップルを持ってピクニックに行った

☆ アナウンスするときは、声がまっ
すぐはいるように、顔の正面に置
きましょう。
そして、顔とマイクの距離は息のかからない、１０㎝くらい離したと
ころに置くと、安定した声がマイクに入ります。
げんこう

☆ 原稿を読見ながらアナウンスするときは、原稿をマイクの後ろに置き
ましょう。これは原稿をめくるときに、紙の音をひろわないためなの
です。もちろん、原稿は静かにめくるようにしましょう。
☆マイクは持たないで話しましょう。
座ったまま原稿を読むアナウンサーで、マイクを持
ったまま話し始めている人を見かけます。マイクに
さわっていると、少し動いただけでもそれが大きな
音となって放送されてしまいます。
☆ マイクのスイッチは使わないようにしましょう。切ったり入れたりす
るだけで、「バチッ」と大きな音がしてしまいます。
音を立てないように、ガンバリましょう

９

１０

７

９
あわてないで

読めるかな

時計の用意はいいですか？４００字の原稿を
１分程度で読んでみましょう。
これから、お昼の放送を始めます。今日の番組は、放送委員会の紹介です。
私たち放送委員会は、月曜日から土曜日まで、毎日放送しています
朝の放送は、一日が気持ちよく始まるように、すてきな音楽をかけています。
昼の放送は、みなさんに大切なことを知らせる番組や、楽しんでもらえる番組
などを放送しています。帰りの放送は、下 校時刻を知らせる番組をかけていま
す。
スタッフは、４〜５人で、ミキサーとアナウンサーとに分かれていますが、
いっしょに番組づくりをしています。
き き

そうさ

ミキサーは、おもに放送機器を操作したり、朝会や集会で使うマイクの準備
をしたりしています。
アナウンサーは、お話をするほかに、取材をしたり、放送原稿を書いたりし
ています。どちらも大変ですが、やりがいのある委員会です。

８

よくようはイントネーションつまり
声の上げ下げです
次に書いてあることが、聞いている人に伝
わるように言ってみましょう。

① もしもし
（呼びかけるように）
② これは、何ですか

⑥それはちがいます
（強い言い方で）
⑦走るのが、速いね
ぎもん
（疑問の言い方で）
（感心した言い方）
③ これは、私のですよね
⑧それを持ってきて
（ねんをおす言い方で）
（命令する言い方で）
④ やっぱり、みんなの言うとおり ⑨なるほど それで分かりました
（認める言い方）
（なっとくした言い方）
⑤ あっ、これは あのたのよ
⑩もう、歩きたくない
つか
（発見した言い方で）
（ほんとに疲れた言い方で）
１１

アナウンサーは片づけ上手
放送室にはいろいろな機械があると思います。
放送をするためにたくさんの機械が使われてい
るのですから、アナウンサーにとって機械はとて
も大切なものなのです。
「自分には直接関係ない」なんて考えないで、い
ろんな機械を大切にしましょう。
どれかが１つでも故障すると、校内放送が、でき
なくなることもあるのです。
授業の関係で、ぎりぎりになって放送室に入って
も、前の時にきちんと使いやすく片づけてあると、すぐ放送がスタートす
ることができます。機械の片づけや、放送室の整理は、アナウンサーにと
って大切な仕事の一つです。
☆マイクのコードはやさしくあつかいましょう
マイクのコードが、からまったり、
いざ、話し始めたときに、音が出なかっ
たりしたことはありませんか？
らんぼう

マイクやコードを乱暴にあつかうと
せっしょく

接続部分がいたんでしまって、 接 触 が
悪くなることがあります。
ねじったり、振り回したりしないで、
あつか

大切に 扱 いましょう。
☆電源・戸じまりも忘れずに
放送室のカギを、取りに行くところから、アナウンサーの仕事が始まる
のですから、カギを返しに行くまで仕事になります。
アナウンサーとして、放送委員の一員としての責任
があるし、それだけやりがいのある仕事だと思います。
全校のみんなが、きっと校内放送を待っています。
こらからも がんばってくださいね。
１２

１３

１４

