
Japanese Pronunciation Pedagogy Workshop Series 2: Raising Awareness of Japanese Pitch Accents
2021年　第2回　日本語音声教育オンラインワークショップのお知らせ

イェール大学東アジア言語文学部日本語学科では、横浜国立大学の河野俊之教授をお迎え
し、効果的な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。

日時： 2021年12月17日（金） 午後6:30―午後8:30（米国時間EST）
Time zone converter

会場： 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。

参加費： 無料

定員： 50名（先着順。定員になり次第締め切ります。）　
お申込み： こちらからご登録下さい。ご質問もご記入いただけます。

申込＆質問締切： 2021年12月10日（金）
講師： 河野俊之教授（横浜国立大学教育学部教授）

内容： 発音について，通じればいいと思う学習者がいます。一方，できるだけ
発音がよくなりたいと考える学習者もいます。では，教師はどこに照準を
合わせたらいいでしょうか。できるだけ発音がよくなりたいと考える学習
者のニーズにも応えられる能力を身に付ける必要があるはずです。

　 そこで，本ワークショップでは，具体的に，教師としてどういう能力が必要
なのか，また，それを身に付ける方法について，特にアクセントを中心に
考えていきたいと思います。そのために，本ワークショップご参加者の皆
様から、事前にどういうことに困っているかについてご質問を受け付けま
す。どんなことでもいいので，お寄せください。それらのすべてにお応え
することはできないと思いますが，明日の授業にも役立つものにしたい
と思います。

講師紹介：河野俊之。名古屋大学大学院中退。専門は、日本
語教師養成、音声教育、日本語教育方法論、音声学。著書に
『1日10分の発音練習』（共著、くろしお出版）、『日本語教師の
ための「授業力」を磨く30のテーマ』（共著、アルク）、『日本語
教育の過去・現在・未来　第4巻　音声』（共著、凡人社）、『日
本教師のための音声教育を考える本』（共著、アルク）、『日本
語教育　よくわかる音声』（共著、アルク）、『音声教育の実践』
（くろしお）等多数。

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

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

https://dateful.com/time-zone-converter
https://yale.zoom.us/webinar/register/WN_UbW9KoLgQ4iF0PuzGEVb8Q
mailto:hiroyo.nishimura@yale.edu
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Professor Toshiyuki Kawano from Yokohama National University will give us a lecture on the
importance of developing Japanese pitch accents of learners and a hands-on workshop about
teaching Japanese pitch accents.  This workshop will allow us to consider the necessary skills
to teach pronunciation and guide us to train ourselves.  We will learn the basic knowledge of
Japanese pitch accents and techniques that we can utilize in our class.  Professor Kawano will
also demonstrate how to guide students to realize and produce the pitch accents depending on
the words' part of speech and origin.

Prior to this workshop, we welcome questions that you may have and challenges that you are
struggling with regarding instructing pronunciations (Due December 10). This workshop will be
conducted in Japanese.

Date and time: Friday, December 17, 2021.  6:30 pm - 8:30 pm EST.
Time zone converter

Location: The event will be held online via Zoom.
Fee: Free
Registration: Please register and submit your questions here by Friday, December 10

After registering, you will receive a confirmation email containing
information about joining the workshop.
Space is limited.

Invited Speaker: Professor Toshiyuki Kawano (Yokohama National University)
Language Use: Japanese

Speaker Biography:

Professor Toshiyuki Kawano’s expertise lies in Japanese
phonetics, Japanese pronunciation pedagogy, training
Japanese instructors, and Japanese pedagogy methodology.
His publications include Ichinichi 10-pun no hatsuon renshu
[Pronunciation practice of the day for 10 minutes] (2004); Onsei
kyouiku no jissen [Practical pronunciation teaching] (2014);
Nihongo Kyouiku Yoku Wakaru Onsei [Japanese Pedagogy:
Introduction to Phonetics] (2018)
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