日本語音声教育オンライン研修会のお知らせ
イェール大学東アジア言語文学部日本語学科では、國學院大學大学院の中川千恵子先生をお迎えし、実
践で使える音声教育の指導法についてワークショップを開催致します。
2020年12月11日（金） ~ 12日（土）午後6:30―午後8:30（米国時間EST）
Zoom を使用
お申込み受付後、ご登録いただいたメールアドレスにアクセス情報をお送り致します。
無料
50名（事前申込制）
こちらからご登録下さい。
2020年11月2日
中川千恵子先生（國學院大學大学院）

日時：
会場：
参加費：
定員：
お申込み：
申込締切：
講師:

日程
Part 1: 2020年12月11日（金）午後6:30―午後8:30（米国時間EST）
1． 入門レベル学習者コース紹介
●
●
●

はじめようはつおん1章（50音の発音練習、文字とともに練習、拗音、特殊拍…）
はじめようはつおん2章（アクセント、イントネーション、動詞、数詞、拍と音節、
1語問い返し、イ形容詞、ナ形容詞）
はじめようはつおん3章（はじめまして、情報交換、家族、しゅみ、スケジュール、誘い
あう、旅行、通訳、お別れなどの会話、インタビュー、小スピーチ）

2． 初級学習者コース紹介
● 使用教科書『にほんご発音アクティビティ』アスク出版
● OJADの使い方
Part 2: 2020年12月12日（土）午後6:30―午後8:30（米国時間EST）
3． 中上級学習者コース紹介
● 使用教科書『にほんご話し方トレーニング』アスク出版
● 使用教科書『スピーチ・プレゼンのための日本語発音練習帳』ひつじ書房
● スラッシュ・リーディング、OJADの便利な使い方（裏技）、Praatの使い方、「つたえ
るはつおん 」の紹介
4． 演劇プロジェクト紹介

講師紹介：中川千恵子。お茶の水女子大学で人文科学博士号を取得。日本語音声
教育、特にイントネーションが専門。早稲田大学、他で留学生のための発音指導
に従事。現在、國學院大學大学院で音声学を担当。著書に、『にほんご発音アク
ティビティ』『ひとりでも学べる日本語の発音』、他2冊。発音学習ツール「オ
ンライン日本語アクセント辞書（通称OJAD）」の開発、「つたえるはつおん」
動画作成に参加。ヨーロッパ、ベトナム、インドネシアを始め、各国で発音ワー
クショップを開催、現在は、リモートでさらに広く開催予定。
主催:
お問い合わせ:

イェール大学 東アジア言語文学部 日本語学科
西村裕代（hiroyo.nishimura@yale.edu）

日本語音声教育オンライン研修会のお知らせ

Japanese Pronunciation Pedagogy Online Workshop
Dr. Chieko Nakagawa will demonstrate how to teach Japanese pronunciation using the
materials she has developed. The workshop will consist of two sessions: Part 1 will be focused
on how to teach novice and beginner levels. Part 2 will be spent on how to teach intermediate
and advanced levels using Online Japanese Accent Dictionary (OJAD) and Praat. This
workshop will be conducted in Japanese.
Date and time：
Location：
Fee：
Registration：

Invited Speaker:

Friday, December 11 ~ Saturday, December 12, 2020
6:30 pm - 8:30 pm EST
The event will be held online via Zoom.
Free
Please register h
 ere by Friday, November 2, 2020
If the link does not work, please register at
https://yale.zoom.us/meeting/register/tJUkduqrqjwiGtOL-rztLIryE3e92Yfj_CKm
After registering, you will receive a confirmation email containing
information about joining the workshop.
Spaces are limited.
Dr. Chieko Nakagawa (Kokugakuin University Graduate School)

Speaker Biography:
Dr. Chieko Nakagawa received her doctorate in Humanities and Science
from Ochanomizu University. Her expertise lies in Japanese
pronunciation pedagogy, specifically with intonation. Most recently, she
has taught at Waseda University, focusing on pronunciation to students
from overseas. Currently, Dr. Nakagawa teaches Japanese phonetics at
Kokugakuin University Graduate School. Two of her publications include
“Japanese Pronunciation Activities, ”Hitoridemo Manaberu Nihongo no
Hatsuon.” She has also been involved in the developing of Online Japanese Accent Dictionary
(OJAD) and “つたえるはつおん.” Dr. Nakagawa has given workshops about Japanese
pronunciation pedagogy all over the world including Indonesia, Vietnam, and Europe.

Sponsored by:
The Council on East Asian Studies at Yale University

Organizer:
Hiroyo Nishimura, Japanese Language Program, Department of East Asian Languages and
Literatures at Yale University
For more information, please contact Hiroyo Nishimura (hiroyo.nishimura@yale.edu).

