
２０１９年度	 第１回	 放送技術講座	 アンケートのまとめ	

（2019.4.28	 大阪電気通信大学にて）	

	

１	 Ｎコン参加に向けての諸注意について	

先生	

・ありがとうございました。	

・パワポを使っていらっしゃってとても分かりやすかったです。生徒にも全体の流れを説明して頂いてとても助

かりました。	

・生徒にも正式な	“コンテスト”	としての意識がつけられて良かったです。	

・とてもわかりやすかった。番組の注意も短い時間で、よく伝わるようにまとめてあって、初めての人にもわか

りやすかったと思います。	

・よくわかりました。	

・実例を交えてわかりやすく話してくださいました。ただ「Ｂ」はクリアするのにハードルが高いなと思いまし

た。	

・昨年度の例も教えていただき参考になりました。	

・滋賀県のものに比べれば、とてもわかりやすかったです。録画させていただきましたので、部員教育に使わせ

ていただきます。	

・丁寧で分かりやすい説明でした。	

・今年度から主顧問になり、わからないことが多かったので、とても助かりました。	

・申し込みのポイントと注意点を教えていただけてよかったです。	

・わかりやすい説明をありがとうございました。不明な点がありましたらまたよろしくお願いします。	

・丁寧に説明していただけて助かりました。	

・著作権処理において気をつけるべきポイントを明確に説明してくださり、とても役立つ講義でした。	

・非常によくわかりました。安心して取り組めそうです。	

・毎年わかりやすくてありがたいです。	

・大変わかりやすかったです。	

	

２（午前）アナウンス・朗読のための基礎講座	

先生	

・ありがとうございました。	

・途中から参観させて頂きました。１年生にとってもわかりやすく親切に説明していただきました。	

・初心者むけで、新入部員にもよくわかり、また、上級者(?)にも役立つ内容でした。	

・基本の再確認ができました。ありがとうございました。	

・鼻濁音、アクセント、無声化など、新年度にふさわしく基本からやっていただいてよくわかりました。	

・学校に帰ってからも実践できる形で指導していただいて役に立ちました。	

・大変熱心にご指導いただき、勉強になりました。	

・アナウンスの基本をわかりやすく伝達していただきました。今後 1、２年生を連れてきて参加させようと考え

ました。	

・新入生をやる気にさせる教育的内容で、素晴らしかったです。	

・放送部自身が弱小で、指導できる者もいないため、このような機会に学べるのが本当にありがたいです。	

・OB、OG の方の話し方がとても綺麗で、本校卒業生にもそのようになって欲しいなと思いました。安田さんの講

座はいつも大変勉強になります。	



・安田先生の講座、面白くてためになったと生徒にも好評だったようです。	

生徒	

・大会の規則、発生の基本を改めて確認できて良かったです。	

・放送→仕事。大勢の人に役立つ情報。大勢の人が見て・聞いてよかったと思わせられる情報を伝える行動のこ

と。	

・発声練習って何のためにするのか←答えのない問題。ずっと考え続けるべき。	

・声は変える必要はない。普段の声で OK。大勢で声を出すと自分の声がわからなくなる。	

・音量≠広い範囲に伝わる	

・とても楽しかったです。もう少し鼻濁音のことを話してほしかったです。	

・鼻濁音、アクセントは今までも意識していたが、無声音はあまり意識して読めていなかった。	

・アクセント辞典の使い方や鼻濁音、無声化などを改めて捉えなおすことができました。今回の発声練習などに

活用していきたいと思います。	

・アクセント辞典の引き方が身に付いていなかったので、改めて勉強できて良かったです。	

・放送だけでなく、色んなとこでも生かせそう！	 とってもためになる講座でした。	

・鼻濁音の出し方を丁寧に教えてもらえてよかったです。授業の雰囲気も楽しかったです。	

・分かりやすかったです。	

・改めて基礎が分かり、ためになりました！	

・鼻濁音や無声化など、初めての取り組みも多く、良い経験になったと思う。誰かと合わせるのではなく、自分

にちょうど良いペースを見つけていきたい。	

・私は今年から放送部に入ったので、分からないことがとても多かったです。先生の話を聞いて、これからの部

活につなげていきたいと思います。	

・私の学校の放送部は余り活発に活動しているわけではないので、すごく勉強になりました。	

・他の分野でも応用できそうな話を実技や笑いを交えて分かりやすく話してくださったのでとても楽しかったで

す。	

・すごく実践的なことを教えてもらえたので良かった。後輩への指導方法に悩んでいたのでとても有難かった。	

・今までは発声練習は声を出すためだけにやっていましたが、安田先生の話を聞いて、何が重要なのかを考えて

練習していきたいと思いました。	

・普段あまり考えずに発声をしていたことが、とてももったいなく感じた。	

・普段の部活もこんな風にできればなと、新たな目標や意力がわきました。	

・基礎を改めてきちんと確認できたので良かったです。	

・基礎練をすることで自分のダメなところがよくわかった。	

・今まで良くわからなかった鼻濁音が少し出来るようになりました。	

・発声練習の方法や原稿の書き方など自分では分からなかったことがわかってよかったです。	

・滑舌のことやアクセントのことなど放送部としてでなくてもためになる話が聞けてよかったです。鼻濁音のや

り方がすごく興味深かったです。	

・鼻濁音が苦手だったので、やり方を教えてもらって練習しようと思った。	

・鼻濁音の出し方が難しかったです。	

・発音の仕方を改めて教わることができて大変よかったです。楽しい講座でした。	

・１年生の時に理解できていなかったことに、２年生になってから「うん、うん」とうなずくことができるよう



になっていた。2 年生でも滑舌の訓練やアナウンス練習に意識しながら取り組み、自分の力にしたい。	

・自分の学校では、みんなで合わせて声出しをしていて自分の声がよくわからなかったのですが、これからは各

自でやっていきたいです。	

・基礎がどれほど大切であるかわかりました。基礎ができていないとスタート地点にも立てていないのだと思い

ました。自分自身の基礎はしっかりできているのか見直してみようと思います。	

・安田先生の新入生向けの基礎講座は、自分も基礎を見つめ直すことが必要で、技術面の練習がもっと必要だと

思いました。	

・アナウンスト辞典の使い方を改めて教えていただいて、新入生に教えるときに役立つと思いました。	

・聞いていて楽しく、知識が増えた気がした。これからの練習で取り込めるものがたくさんあるなと思った。今

後もうまく活用していきたいと思った。	

・今まであやふやだった鼻濁音の出し方がはっきりわかりました。	

・とてもわかりやすく、実践もとても効果的だった。鼻濁音や無声化など今まで技術講座で教わっていないこと

を学べてよかった。	

・放送の読みの基礎から学べたのでよかった。	

・はじめからわかってよかったです。	

・とてもためになりました。	

・とても楽しく学べました。	

・基礎と応用を分けてもいいと思った。	

・発音練習の正しいやり方、苦手な鼻濁音のやり方など学ぶことが多かった。	

・発声練習で今まで意識していなかったことや間違っていたことを改善する機会となった。	

・やったことのないことが多かった。鼻濁音がとてもわかりやすい解説のおかげでできるようになったと思いま

した。	

・アナウンスの基本についてしっかりと知ることができて、周りの人たちからも刺激を受けました。	

・鼻濁音、無声化の言い方がよくわかりました。アクセント辞典を使うのも初めてでしたが、使い方やアクセン

ト記号もわかりやすく説明してくれて、どう発音するのかも理解できました。	

・アナウンスの基礎がわかった。	

・滑舌や鼻濁音、無声化など今後の活動に役立つことが知れてよかったです。	

・参考になりました。1 部騒がしい生徒がいて少し迷惑でした。	

・発声練習、基礎についてしっかりと知ることができて、周りの人たちからも刺激を受けました。	

・鼻濁音、無声化の言い方がよくわかりました。アクセント辞典を使うのも初めてでしたが、使い方やアクセン

ト記号もわかりやすく説明してくれて、どう発音するのかも理解できました。	

・アナウンスの基礎がわかった。	

・滑舌や鼻濁音、無声化など今後の活動に役立つことが知れてよかったです。	

・参考になりました。一部騒がしい生徒がいて少し迷惑でした。	

・発声練習、基礎について学べてよかった。	

・アクセントについて学べてよかったと思う。私自身はアクセントが苦手だったので、日本語の読みの 4 つの特

徴を学べてよかった。	

・ロングトーンや発声練習の意味などを考えられてよかったです。	

・発声練習において、何を目的にするのかがわかった。	

・楽しかったです	

・説明がわかりやすく内容をすごく理解しやすかったです。	

・N コンに対するモチベーションがあがりました。	



・アクセント辞典は初めて引きましたが、普通の辞書と少し違っていることを知ることができてよかったです。

ためになりました。	

・様々なことを知ることができ、とても為になりました。	

・非常にタメになりました。	

・放送部に入部したてであまりわからなかったけれど、来てよかったです。	

・改めて発声の基礎から学べて良い機会でした。	

・アクセント辞典の引き方を知ることができてよかったです。	

・2 年目にしてアナウンス朗読基礎講座に参加できて、アクセント辞典の使い方も知れてよかった。	

・基礎錬の意義を知ることができた。	

・僕自身、2 年生ですが、ほぼ初心者なので「声」に関することなどを聞けてよかった。	

・大阪電気通信大学での講座は 2 回目でとても良かった。	

・声を出せて楽しかった。	

・発音の仕方や、脚本の作り方なども色々学べて良かったです。	

・滑舌や鼻濁音・無声化など、何となくやっていてどうやったら良いかよく分かっていなかったことが少し分か

ったので、学んだことを活かして頑張ってみたいなと思った。	

・基礎的な発声の仕方等を学ぶことができてよかったです。	

・アクセントの難しさがよく分かりました。	

・鼻濁音や無声化は基本的なところですが、あまりわかっていなかったので、きちんとルールを知ることができ

て良かったです。	

	

３－１（午後）～アナウンス～	

先生	

・他校の生徒さんと一緒に技術を磨けたのがよかったです。	

・生徒さんが例年以上に積極的に活動していたように思います。	

・生徒が自発的に動けるようにじっくり運営してくださったのがありがたかったです。	

生徒	

・他校の部員、OB&OG の人に自分の原稿を聞いてもらったことはとても力になりました。	

・手より口が先。話しながら考えて、原稿に直すのは後。	

・他校の先生、生徒さん、OB・OG さんに聞いていただいて各々違う意味を頂きました。共通している部分も、違

っている部分も様々でした。自分の県とは違う考えも少し入っていて楽しかったです。勉強になりました。	

・読み合わせの時間が長くて原稿がなかった私にとってはつらかったです。お話がもっと聞きたいなと思いまし

た。	

・自分には普通に読んでいるつもりが、かなり平坦に読んでいるらしい。改善していきたい。	

・様々な人々とお話したおかげで、自分の原稿を見直すことが出来ました。先生（顧問）に見てもらって OK が

出た時点で（もういいだろう）と思っていたのですが、全然ダメだと思いました。改めてインタビューを行い、

よりよい原稿を作り上げたいと思います。	

・自由な時間が多いおかげで、たくさんの人と交流ができました。資料や意見を参考に原稿作りや練習を頑張り

たいです。	

・交流して色んな評価を得られて自信がついた!!	

・風邪気味のところに無理矢理（？）参加したので、声に違和感が残った。でも自分の弱点を客観的に発見でき



て良かった。	

・他校の方と関わることに初めは緊張しましたが、何だかんだで大丈夫でした。先輩方から自分の気付かないと

ころをたくさん教えてもらいました。	

・先生方や他校の人とお話ができて勉強になりました。	

・色々な方にアドバイスなどを頂けてよかったです	

・普段は余り人に話しかけることはしないが、勇気を出して色んな人に聞いてもらった。他の人たちのレベルが

高くて、自分も頑張ろうと思えた。	

・コンサートとかも考えていなかったので、原稿とかつくってなかったので、読み始めて瞬間感じがかわるのが

すごいと思いました。	

・大会参加が予定でなかったので、聞き愛のときとても困りました。場違い感がすごい。	

・もっと時間がほしい!!	

・いろんな方に聞いてもらうことで、そういう見方もあったんだと気づくことができ、これからの原稿作りや、

読み練習につなげていこうと思いました。	

・様々な指導をいただけて自分の身になった。	

・様々な方と関わる事ができ、とても良かったです。初めて気づいたことばかりで大変ためになりました。	

・たくさんの人に自分の読み、原稿をきいていただけて良かったです。	

・先生、OB、OG の方にきいてもらって、文の作り方や読み方をいっぱい勉強できました！	

・先輩方から色々と意見を頂けてすごく参考になりました。	

・こういった技術講座に参加させていただくのは初めてだったので、すごく勉強になりました。	

・たくさんの人に声の出し方や原稿の内容など意見をいただけて、提出期限ぎりぎりまで頑張ろうと思えました。	

・全総文に大阪代表として参加される３人のアナウンスが聞けてすごくよかったです。昨年よりも自由練習のと

きにたくさんの人に話かけたり声を聞いたりしてもらったのですごく楽しかったです。	

	

３－２（午後）～朗読～	

先生	

・本校の練習方法や、準備の仕方において、改善すべき点が見つかりました。	

・個別の実技指導をとても丁寧にやっていただけて、大変ためになりました。一人一人が長かったので、終わる

のかヒヤヒヤしましたが。	

・具体例がわかりやすく、またなんとなくしか感じられていなかったことや、意識すらしていなかったことを、

テクニカルタームとして分析的に話していただいたので体感実感しやすい。ただし公園の部分は序論的な部分

が長く、繰り返しも多く、後半の実技指導は 1 人に費やす時間が長すぎた。このようなやり方なら、実技指導

の受け入れは 4 人で良い。司会の人も時間管理をして欲しかった。準備してきた１１校の生徒の努力に応えて

ほしい。コンテスト出場者なら 1 人が長時間指導されて他の者が公平感を抱かないといいです。タイマーやベ

ルの使用も考えてください。	

・仲山先生のお話が大変わかりやすくよかったです。朗読がどのようなものかというのがイメージできました。

今日のお話を参考にして生徒たちの朗読を聞いていけば私自身の感想もう少し明確に伝えられそうな気がし

ました。	

・ぜひナレーションをされたときの話、続きをお聞かせください。	

生徒	

・音の三原則を知れたのでそこを意識しようと思った。	



・最初から最後まで引き込まれていて、気がついたら時間が過ぎていました。また先生の話を聞きたいです。	

・他の人の発表を聞くことによって自分の朗読と比較できたので自分に足りていないものや新しい発見をするこ

とができました。	

・例文をどのように読むのか解説していただけるのがとても良かった。練習だと思ってしまうと表現が雑になっ

てしまいがちなのでメモしたことを頭で考えながら読もうと思う。	

・とてもためになることがたくさん聞けてよかったです。	

・朗読をするのは 3 年目になりましたが、まだまだわかっていないことがたくさんあったことに気づけました。

まずは自然な読みができるようになろうと思います。	

・仲山先生のアナウンス歴の話や審査員の立場からの見解を知ることができてとても楽しかったです。朗読をす

るにあたって大切なことをたくさん教わりました。自然な話し方や口調で読むことを意識していこうと思いま

す。	

・1 年生のため、初めて放送技術講座に参加しましたが、他校の方の朗読が聞けてよかったです。たくさんの知

らなかったことを学ぶことができました。	

・仲山先生に聞いていただくことができてすごく勉強になりました。	

・前回、仲山先生のアナウンス講座を受講したのですが、アナとはまた違ったところが多いのだなと思った。で

も想像よりもアナと似ているところも多かった。あと朗読と演劇の違いをもっともっとわかりたいと思った。

癖で演劇の表現が出てしまいそうで、今度のＮコンがちょっと怖いなと感じました。	

・皆さんの朗読が良いモデルになりました。自分も真似できたらいいなと思います。	

・個人指導がとても丁寧で良かった。	

・自分が疑問に思っていたことやわからなかったことなどにも細かく説明してくださってありがたかったです。	

・解説が具体的でよかったです。	

・直接指導していただけていいと思います。	

・とても勉強になりました。	

・個人の指導が長い。	

・声のトーン速さなどを調節することでその言葉が持っている雰囲気が一気に変わった。良い声かどうかは関係

ないことを学んだ。	

・「朗読者」の立ち位置の認識が変わった。「演じる」のではなく「説明する」ことを意識し、音声世界観をつか

むことが文章を声に変えて人に伝えるときに大切なことだと知った。	

・個別指導を行っていただいて、自分の何か何がいけないのか、アナウンスのテクニックなどを隣で教えていた

だけて、とてもためになりました仲山先生ご指導ありがとうございました。	

・先生の説明がわかりやすく、朗読についての関心が高まりました。先生の説明をずっと聴いていたいぐらい楽

しかったです。	

・途中でどうしたらいいのかわからない位いろんなことを言われた。	

・とても詳しく知ることができたのでよかったです。	

・新しい発見がたくさんあり、とても参考になりました。	

・朗読に関する知識をたくさん得ることができたのでよかったです。やる気が出ました。	

・一人ひとりの朗読にしっかり耳を傾けてきて的確なアドバイスをくださったのでとても勉強になりました。	

・非常に参考になりました。	

・ただなんとなく読むだけではだめだと痛感した。日本語らしい気遣い自然さと言うことがとてもためになった。	

・先生からのご講評、いつかゆっくりお聞かせ願いたいです。大変勉強になりました。次回も来ていただきたい

です。	

・モチベーションが上がりやる気をもらえた気がします本当にありがたい。	



どうしたら何をしたらどう考えたらいいのかをとても楽しく教えていただけてとても良かったです。	

	

３－３（午後）～番組α～	

先生	

・井村さんからの貴重なアドバイスをいただけてよかったです。ただ 10 分と言う短い制約でしたので、他のコ

ンテスト委員の先生からもご意見をいただける時間があればなお良いと思っております。	

生徒	

・他校の生徒と交流できてよかった。色々な意見があって楽しく参加できた。	

・自分たちの持っていない視点、考え方を得ることができた。もらったアドバイスをもとに、これから、番組を

シェイプアップして、全国に通用するようなものにしたい。	

・番組βにも参加し、様々なことを知ることができた。	

・ドラマのとり方・台本の書き方を学べて良かったです。やり方を見直せました。	

・井村さんのアドバイスのおかげで、良い作品が出来そうです。目指す目標が定まりました。	

・班での活動が楽しかったです。	

・楽しく番組について知ることができました。	

・番組についてあまり知らなかったけれど、ちゃんと知ることができた。番組のアドバイスももらえて役立った。	

	

３－４（午後）～番組β～	

先生	

・非常に興味深く、何より楽しいお話をありがとうございました。手を動かしたくなるお話でした。	

・生徒に対しても注意点を説明してくださっている点がとても助かります。実際の例題を入れつつ説明していた

だいたのでわかりやすかったです。	

・変更点や減点ポイントなど説明が分かりやすかったです。生徒にいろいろな観点があると言うことを、体験を

もって気づかせていただいて助かりました。	

・SE のお話、とてもためになりました。生徒たちの発想が様々で面白かったです。	

生徒	

・初めて番組に参加しましたが、一番面白い講座でした。難しい著作権の話が学べて良かった。	

・去年とは違って SE の使い方をより詳しく知ることができてよかったです。	

・SE の話も良かった。著作物や、それ以外の話も聞けてためになった。	

・番組についてよく知ることができた。	

・もう書く機会も少ないけれど、役立った。	

・番組づくりについて詳しく分かったのでとても良かった。	

・番組制作は複数人でつくり上げるものだと改めて感じた。	

・知らないことばかりで楽しかった。	

・台本や SE の基本から分かってとてもよい機会になったと思います。	

・台本と SE の使い方が良くわかった。	

・効果音だけでも物語を作ることができ、更に、いろいろな物語に派生されることが分かった。自分だけで作ら

ず、いろんな人々に見てもらおうとも思った。	

・著作権について自分は分かっている気でいたが、まだまだ詳しくないということに気付いた。SE を組み合わせ

ると多数の話ができて面白かった。	

・SE の話。テレビ、ドラマ、ドキュメントについて。	

・音の大切さが良く分かりました。	



・わかりやすく、実演や、グループワークなどがあって、わかりやすく、楽しかった。	

・基礎的なことを 1 から知ることができて良かったです。	

・基礎から学べてよかったです。	

・グループで話すことで新しいことを発見できました。	

・台本や SE の基本が知れて良かったです。この経験を今年や来年の大会に生かしたいです。	

・SE や著作権の話がためになった。	

・楽しい講座でした。	

・色々ドラマ、SE について聞くことができて良かったです。	

・授業っぽくて面白かったです。	

・N コンについての概要と台本の構成とを教えてもらった。	

	

４－１（その他）～アナウンス・朗読～	

先生	

個別指導がおし気味なので、校数を少なくするか、タイムキーパーがベル等で講師の方にお知らせしてはどうで

しょうか？	

生徒	

・会場を南の方（阪和線が使えれば尚更）にしてほしいです…… 

・今日はありがとうございました。 

・この奇怪とご縁を有難うございました。来年、後輩達にもぜひ参加してほしいです。 

・毎回すごく乾燥しているので、目とのどがすごくかわきます。改善できるのであれば、おねがいします。 

・初心者ですがとても勉強になりました。ありがとうございました！ 

・午後、時間がとても短く感じました!!	 もっと長い間原稿を見てもらいたかったです。 

・本日はありがとうございました。 

・私の学校の放送部は Nコンのことを知っている先生がいなくて、部員も一人なのでたくさん質問できて良かっ

たです。 

・また来年も技術講座に参加したいです 
・指導の時後半につれ時間が短くなっていってしまうのが気になったので、10 分ほどでタイマーなどを設置した

方が平等で良いと思いました。	

・来た当初は連休中にしんどいなと思っていましたが終わる頃にはとても有意義な時間を過ごすことができたと

思いました。	

・3 年なのでもうこの講座に出るのも終わりなんだなぁと思うと少し寂しくなりました。	

・楽しかったです。	

・毎度毎度ためになる講演で助かります。	

・できれば終了時間は他の講座と合わせてほしいです。最後まで聞きたかったです。	

・発音など良い勉強になりました今している発声練習を考え直そうと思いました。朗読において会話文を芝居に

する事はあってはならないとわかりました。	

・初参加なのですがとてもためになりました。	

・今日の講座を受けて、もっとアナウンスを頑張っていこうと言う気持ちになりました。	

・初心者にもわかりやすく伝えてくださってとても理解しやすかったです。	

・ためになりました。	

・とても面白く楽しい時間を過ごさせていただきありがとうございました。	



・とっても面白くて楽しかったし、ためになることがありました。また聞きたいと思いました。	

・また仲山先生の話が聞きたいです。そしてアドバイスしていただきたいです。	

・たくさん有益な情報が得られてとても勉強になりました。	

		

４－２（その他）～番組αβ～	

先生	

・何度か技術講座に参加させていただいています。	

・いつも運営くださる先生方に感謝申し上げます。	

・カメラの接続などは教えていただいたのですが、実際にどのようにカメラを動かせば良いのかなどの講習があ

るとありがたいです。	

	

生徒	

・番組が出来ていないが、いろいろ聞いてほしいことがありました。	

・番組制作関係のお仕事には‘伴’という名字を多く見かけます。その度、驚く。	

・番組の台本の作り方や SE についておもしろく、かつ、わかりやすく説明してくれて、とてもよかった。	

・高視研の方、大学生のみなさん、ありがとうございました。	

・すごく勉強になりました。	

・勉強になりました。	

・グループでは話しづらかったが、とても楽しめた。	

・いろいろな事を知ることができてよかったです。	

	


