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語（四声）の練習機器《声調確認くん》を活用しましょう 

                                  事務局 河野通広 

 

下図はＮＨＫ中国語講座で利用されているアプリケーションの「声調確認くん」です。 

 

 

中国語の学習者に対して「中国語、発音良ければ全てよし」という激励調の標語があります。、中国語に習熟

する為には発音の学習が重要であることを示唆して居ます。中でも中国語には英語やその他の欧米語等には無

い、声調（四声）の習得が難しいようですね。．本場中国語ではどのような教え方をしているのかを知るため、
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   2016年７月、8月 の 教 室 予 約 表   （中国語教室・杏の会）  

月日 
クラス 

教 室 時 間 帯  老 師  月 日 クラス 教 室 時 間 帯  老 師 

 

 

７月 

2日 

 

 

 

基礎A ６０１  10時～12時 談元元  

 

7月 

30日 

 

基礎A ６０２  10時～12時 談元元 

初級A ６０３  10時～12時 崔芳芳 初級A ６０３  10時～12時 崔芳芳 

中 級 ６０２  10時～12時 蒋旭棟 中 級 ６０１  10時～17時 趙美合 

初級Ｂ ６０１  13時～15時 談元元 初級B ６０２  13時～12時 談元元 

入門A ６０３  13時～15時 李瑋 入門Ａ 休講  13時～15時 李瑋 

  13時～15時    13時～15時  

上 級 ６０２  15時～17時 蒋旭棟 上 級 ６０３  15時～17時 趙美合 

入門B ６０１ 15時～17時 談元元 入門Ｂ ６０２  15時～17時 談元元 

  15時～17時     15時～17時  

 

 

7月 

9日 

 

 

 

基礎A ６０１  10時～12時 談元元  

 

8月 

６日 

 

 

 

基礎A ６０２  10時～12時 談元元 

初級A ６０３  10時～12時 崔芳芳 初級A ７０６  10時～12時 崔芳芳 

中 級 ６０２  10時～12時 蒋旭棟 中 級 ６０３  10時～12時 趙美合 

初級Ｂ ６０１  13時～15時 談元元 初級Ｂ ６０２  13時～15時 談元元 

入門A ６０３  13時～15時 李瑋 入門A ６０３  13時～15時 李瑋 

    13時～15時    13時～15時  

上 級 ６０２  15時～17時 蒋旭棟 上 級 ６０３  15時～17時 趙美合 

入門B ６０１ 15時～17時 談元元 入門B ６０２  15時～17時 談元元 

   15時～17時     15時～17時  

 

 

7月 

16日 

 

 

 

基礎A ６０１  10時～12時 談元元  

 

8月 

20日 

 

 

 

基礎A ７１０  10時～12時 談元元 

初級A ６０３  10時～12時 崔芳芳 初級A ７０３  10時～12時 崔芳芳 

中 級 ６０２  10時～12時 蒋旭棟 中 級 ７１２  10時～12時 趙美合 

初級Ｂ ６０１  13時～15時 談元元 初級Ｂ ７０８  13時～15時 談元元 

入門A ６０３  13時～15時 李瑋 入門A ７０２  13時～15時 李瑋 

    13時～15時     13時～15時  

上 級 ６０３  15時～17時 蒋旭棟 上 級 ７０２  15時～17時 趙美合 

入門B ６０１  15時～17時 談元元 入門B ７０８  15時～17時 談元元 

   15時～17時     15時～17時  

 

 

7月 

2 3

日 

 

 

基礎A ６０１  10時～12時 談元元  

 

8月 

27日 

 

 

 

基礎A ７０７  10時～12時 談元元 

初級A ６０３  10時～12時 崔芳芳 初級A ６０２  10時～12時 崔芳芳 

中 級 ６０２  10時～12時 蒋旭棟 中 級 ７０１  10時～12時 趙美合 

 初級Ｂ  ６０１  13時～15時 談元元  初級Ｂ  ７０７  13時～15時 談元元 

入門A 休講  13時～15時 李瑋 入門A ７０４  13時～15時 李瑋 

   13時～15時      13時～15時  

上 級 ６０２  15時～17時 蒋旭棟 上 級 ７０４  15時～17時 趙美合 

入門B ６０１  15時～17時 談元元 入門B ７０７  15時～17時 談元元 

   15時～17時     15時～13時  
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清華大学とハルビン工業大学にそれぞれ１ヶ月の短期留学を体験しましたが、効果がありそうな教授法には出

会えませんでした。。ＩＴ技術や情報関連技術が進化した今の時代時代、最近ではテレビのある番組で､プロの

歌手や素人が参加するカラオケ大会の歌唱力の評価の際､声音の強弱や高低が時系列でグラフ化されて表示さ

れるます。そして最終的には評価が数字で表示されます。そういえば私も『カラオケ一番』というテレビを利

用する簡便なカラオケ装置を購入しました。これも歌が終わると点数とコメントが表示されます。このような

技術が中国語のレッスン、特に声調の練習に応用できないかと期待していたら、ＮＨＫの“テレビで中国語”

の放送時に、“声調確認くん”という名称のプログラムを用いての四声の演習が開始されました。これは非常に

有効な方法だと思いますし、いずれはウォークマンや IC レコーダー並みの大きさと価格で個人用のレコーダ

ーが入手できるようになれば便利だが、その実現のためには、今後時間もかかる労と予測していました 

 

先日特に用はなかったが、書店に立ち寄り、NHK の語学のテキストのコーナーに、壇蜜さんの華やかな和

服姿を表紙にした『壇蜜の、とっさのおもてなし中国語』というタイトルのテキストが目に入りました。初心

者向けテキストで昨年度 NHK の“テレビで中国語”で放映された中の「おもてなし中国語」の部分をまとめ

て 

テキストにしたもで、音声言語もダウンロードできるという事でした、そして私は最近の「テレビで中国語」 

はどの様な内容になっているのかを知ろうとお思い、近くにあったテキスト 6 月号を手にして表紙を開くと、 

“[声調確認くん]を活用して中国語力をアップ”という見出しで 

《テレビで中国語》､の番組でも大活躍の「声調確認くん」。自分が発音した声の上がり下がりを波形で確認

できるこのアプリケーションを､皆さんはもうお使いになりましたか．パソコンやスマートフォン、タブレット

で使うことが出来るので中国語の学習に是非活用してみて下さい。》との説明が目に入りました。私はダウンロ

ードすることを決め、ダウンロードの方法を確認するため“壇蜜さんのおもてなし中国語”と“テレビで中国

語、6 月号“を購入し、翌日、「声調確認くん」のパソコンへのダウンロード作業を実施し無事完了しました。 

その操作方法ですが、この連絡帳 7 月号の 3 頁目の資料の最後に掲載している NHK のホームページの

address を開いてその指示に従いました。。パソコンへのダウンロードは比較的順調に進みましたが、スマホは

私は電話とカメラしか使えないので，パソコンからスマホへ、ソフトをコピーする作業は、やり方を知らない

ので。パソコンメーカーの富士通の技術相談部門に電話をし、パソコンにダウンロードした「声調確認くん」 

をスマホに移転してもらいました、 

 

 「声調確認くん」等のソフトをダウンロードするためには、NHK のある部門のプレミアム会員に登録する

ことが必要ですが、そのために費用は不要であり、一旦会員になれば、その後に提供されるソフトの導入の際

も無料であるという事でコストもかからぬ、効果的な訓練法ではないかと考えられる。 

 

 従って杏の会の多くの同学達や老師の方々に、ご自分のパソコン、タブレット、スマートフォンに「声調確

認くん」にのソフトをインストールし、自宅と教室の双方で利用できる状況を作っていただき、自宅で短時間

ながら自習し、毎週土曜日の各教室では 2時間の授業のうち 15分間程度を「声調確認くん」利用の訓練に充て

ることも考えられますが講師や受講生の方々でご検討ください。、環境整備、設備や器具の手配が必要ならば事

務局もお手伝いさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします.（以上」 

 


