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［ 授業実践 ］ 

NHKラジオ「まいにちロシア語」担当の経験から 

黒岩 幸子 

はじめに

2017年4〜9月放送のNHKラジオ「まいにちロシア語」入門編「声に出して覚えるロシア語」

講師を筆者が担当した．ラジオをとおして不特定の学習者のために授業を行うという特殊な

経験について述べるとともに，そこから浮かび上がってきたいくつかの問題を提起したい．

60年を超える長寿番組であるラジオロシア語講座には，今後も多くのロシア語教育者が携わ

るであろう．本誌第3号に掲載された熊野谷葉子「NHKラジオ『まいにちロシア語』（2009年

度）を担当して」［熊野谷 2012］と合わせて本稿も参考にしていただければ幸甚である．

１．ラジオロシア語講座の概要

(1) 開講と講師陣

NHKラジオ「ロシア語講座」の開講は1956年11月に遡る．放送開始日は，日ソ共同宣言調

印によって日ソが国交を回復した約 2 週間後にあたる．放送実現までには，ロシア語講座の

開講を望む署名活動とNHKに向けられた嘆願があったという．

ロシア語講座の初代講師は当時東京外国語大学助教授の東郷正延で，再放送も含めてその

後も長く担当している．開講当時の音源は残っておらず，講座の詳しい内容は不明だ．「ロシ

ア語講座」から「まいにちロシア語」に番組名が変わり，放送時間や入門編･応用編の枠組み

の変更などを経ているが，初学者及び中級者向けのロシア語講座とてして60年以上放送が続

いている．その間に日本ロシア文学会所属の大学教員を中心に多数の講師が担当しており，

近年は日本ロシア語教育研究会会員が講師を担当することも多い．ロシア語学の専門家の他

に，重鎮を含めてロシア文学者が多数担当しているのが特徴だ．ネイティヴ･スピーカーが講

師を務めることは稀だが，番組のゲストとして1人ないし2人のネイティヴがレギュラー出演

することは定着している．

(2) 現在の放送形態

「まいにちロシア語」は，4〜9月あるいは10〜3月の半期毎に講座が完結する．入門編（月

〜水）・応用編（木･金）が，NHKラジオ第2放送で午前8:50–9:05に放送され，同日午後に再

放送，さらに一週間遅れの再放送がある．各講座は通常 2, 3年以内に再放送される．放送内

容に沿ったテキスト（NHK出版）及び CD（NHKサービスセンター）が毎月刊行される．

近年は様々なデジタルサービスも進んでいる．例えば，NHKネットラジオを利用すれば，

インターネットを通してパソコン，スマートフォン，タブレットでラジオ放送を同時に聴け
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る．また，「NHKゴガク」という無料アプリを使えば，パソコンやスマートフォンで前週の

放送をいつでも何度でも聴くことができる．テキスト電子版や CD 音声のダウンロードなど

も商品化されており，ラジオ放送･月刊テキスト･月刊CDという従来の学習アイテムに限らな

い多様な学習形態が広がりつつあるようだ．

なお，テレビ･ラジオのNHK語学番組が現在扱っている外国語は，英･仏･独･西･伊･露･朝･

中･アラビア･ポルトガル語の10言語だ．

(3) リスナーについて

授業（番組）作りの基本は，どのような学習者（リスナー）を対象にするかによって自ず

と決まるはずだが，リスナーに関する情報は限られている．テレビと違ってラジオには視聴

率のデータがないからだ．とはいえ，「まいにちロシア語」入門編のスタッフにはすでに10

年以上番組に関わっているベテランもおり，月刊テキストにはリスナーの声を積極的に吸い

上げるコーナー「うたごえ」もあるので，ある程度の像は浮かび上がっている．その特徴は

おおよそ次のとおりだ．

① 高齢者が多い．

② 初学者とリピーターが半々の比率．リピーターの中には3, 4年と長期に

聴いている人，応用編と合わせて聴いている人もいる．

③ ロシア語学習を趣味としているリスナーがいる一方で，ロシア語学習手段の

少ない地方在住者や多忙で時間のない実務者達は，効率的な学習を望んでいる．

④ テキスト販売部数は開講月が約1万部で，半年間で約6千部に減少する．

⑤ もっぱらデジタルサービスを利用し，ラジオ放送･テキスト･ CDを利用せずに

学習する比較的若い年齢層のリスナーも増えている．

①〜⑤を総合すると，学習目的は様々だが，ある程度成熟してモチベーションも低くない

リスナーが想定される．筆者が大学で教えている選択必修の第 2 外国語履修生とはかなり違

うようだ．スタッフからは，学校の勉強から離れて長い人や高齢者に配慮して，テンポの速

い詰め込み式授業は避けてほしいが，«Это яблоко, а это банан.»のような幼稚な例文は好まれ

ない，とのアドバイスがあった．

２．「声に出して覚えるロシア語」のコンセプトと構成 

(1) 番組のコンセプト

番組のコンセプトは，過去に放送された入門編のテキストを参考にし，制作スタッフ（プ

ロデューサー，ディレクター，テキスト編集者，CD担当者）の経験に基づいた助言を受けつ

つ固めた．

筆者からの提案はほぼ受け入れられて，適切なサポートを受けながら制作が進んだ．大ま
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かなコンセプトは以下のとおりだ．

① 「声に出して覚えるロシア語」 

聴覚だけを頼りにするラジオという媒体は，文字にとらわれない音声言語の基本に

立ち返る学習法に最適と考えて，入門編のタイトルは「声に出して覚えるロシア語」

にした．ロシア語の音を大切にし，常に学習者が番組を聴きながら自ら声に出すこ

とを前提にした構成にした．

② スキットを中核にした学習 

文法を理解するための退屈な例文の羅列を避けて，毎回の短いスキットを教材とし

て学習を進めることにした．スキット72話は緩やかなストーリー性を持って展開し，

その会話の流れの中で必要な文法項目を学んでゆくことを目指した．スキット作成

には時間をかけ，より自然な会話になるように，年齢や出身地の異なるネイティヴ

話者たちのチェックを受けた．

文法事項の提示順序は通常のロシア語教科書にほぼ揃えたが，基礎文法の習得を

第一目標にはしなかった．この講座でロシア語の音声や表現に慣れて，その後はリ

スナーが自律的に学習を進められるようになることが理想だ．

③ 「雑学のロシア」 

経験を積んだ社会人リスナーや初学者ではないリピーターも多いことを考慮して，

ロシア事情を盛り込んだ「雑学のロシア」というコーナーを設けた．入門編の会話

は，いかに工夫しても平易な内容に終始するので，このコーナーではロシアに関わ

るやや踏み込んだトピックについて300–400字のエッセイを準備して日本語で話し

た．さらに続けて2人のゲストがロシア語でコメントし，筆者がかいつまんで訳した．

④ 学習成果としての詩の朗読 

学習成果の確認として3ヶ月目と6ヶ月目の第4週をレールモントフの詩 Парус と

Утёс の学習にあてた．19世紀の有名なロシア詩だが，語彙と語順を説明すれば入

門レベルでも十分に理解できる．原典を読んで学習成果を確認するとともに，ロシ

ア人の基礎教養の源泉とも言える詩を，学習者が音声で味わい，暗誦してくれるこ

とを狙った．

 

(2) 番組構成

ネイティヴ･ゲスト2名が毎回出演するという贅沢な環境を活かして，ゲストに続いてリス

ナーがリピートする箇所を多く取ったほか，生きたロシア語が伝わるように，ゲストが普通

の速度で自由に話すコーナーも設けた．また，効果音付きで声優 3 人が演じ，テキストには

イラストも添えられるスキットは，常に学習の中核になるようにした．第 1–9 課は主に文字

と発音学習だが，スキットは第 1 課から始めて最終回の第72課まで続けた．第10課以降の通
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常の各課の構成は次のとおりだ．

① タイトル 

「今日の会話」の重要フレーズを課のタイトルにし，その課で何を学ぶかを簡単に説明．

② 今日の会話 

舞台には，地理的にも歴史的にも日本に関わりがあり，近年はロシア極東開発の拠

点として注目されているウラジオストクを選んだ．登場人物には，モスクワの通信

社からウラジオストク支社に半年間の特別取材にやってきた若手ジャーナリストの

Лена，支社の同僚のКоля，年金生活者のПётр Николаевичの3人を設定し，Ленаと

Коляがтыで話す他は，すべてвыを使う会話にした．

若い社会人Ленаを中心に話は進むが，高齢者のリスナーも多いことを考慮して，

若い頃にトランペッターになる夢を断念して船員になり，世界を航海した経験を持

つ老人Пётрを配置した．ウラジオストクを初めて訪れたЛенаの半年間を描きなが

ら，鉄道駅，海の駅，展望台，海洋水族館，マリインスキー劇場等，ウラジオスト

クに実在するスポットを取り入れた．

③ 今日の語句 

初出語句の説明．リスナーの学習目的は多様であるので，基本語彙には拘らずにス

キットを作成した．舞台を港湾都市ウラジオストクにしたために海に関連した語句

が増え（морская администрация, пароходство, океанариум, моряк等），ストーリーを

展開させるために入門レベルには含まれないような語句も使った（главный

редактор, трубач, консерватор, вредный, безответственный 等）．

④ 和訳 

「今日の語句」で提示した訳語から外れない範囲で，日本語として自然な会話文にな

るよう努めた．

⑤ 今日のポイント 

「今日の会話」の内容を理解するために必要な文法事項や表現の解説．

⑥ 「今日の会話」のリピート練習 

①〜⑤までで1課分の基本学習を終えて，「今日の会話」をリスナーがリピートする．

⑦ スキルアップのもう一歩 

毎回ではないが，このコーナーを設けて「今日のポイント」をさらに発展させた学

習，ロシア語の音声に関わるコンテンツなどにあてた．「声に出して覚える」をテー

マにした講座なので，リスナーがゲストに続いてリピートする場面を随所に設けた

ことは当然だが，ロシア語の音声や表記の特徴，音声と音韻の仕組み等も説明した．
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具体的には，チャンツ
(1)
，ИК1–5，子音の硬軟対応，軟母音字と軟子音の関係，硬

変化と軟変化の音声的差異等を取り上げた．

⑧ 今日のフレーズ 

頻度の高い述語副詞など，1語で使える便利な語彙を中心に紹介した．（Прекрасно.

Молодец! Ясно. Правильно. Правда? Нормально. 等）

⑨ 雑学のロシア 

各月の大まかなテーマは次のとおり．

4月 ロシア･ロシア語全般

5月 生活･習慣

6月 芸術･文学

7月 ウラジオストク･ロシア極東

8月 日露関係史

9月 その他（当初は政治･経済のアクチュアルな内容を予定したが，2, 3年後

の再放送の際には話題として新鮮味がなくなるので，テーマは設定せず

に宇宙，環境，交通など自由なトピックを選んだ．）

⑩ ゲスト･トーク 

ゲストは，ウラジオストク出身者を条件に男女各 1 名をスタッフに人選してもらっ

たところ，日本語が堪能な20代女性と40代男性に決まった．毎回出演するネイティ

ヴ･ゲスト2名には，語彙や文の発声だけでなく，このコーナーで様々なトピックに

ついて語ってもらった．筆者が「雑学のロシア」や「今日の会話」の内容に関連し

た質問をし，ゲストがそれぞれ回答するという形式にした．中級以上のリスニング

能力がなければ聴き取れない内容なので，まとまったロシア語を音として聴いてみ

る，ウラジオストクやロシア極東に関する知見やロシア人の考え方をネイティヴか

ら直接聴けるコーナーと位置付けた．

⑪ 「今日の会話」を聴いて番組終了 

以上が番組構成だ．時間に余裕があるときには，途中で「今日の会話」を再度聴かせるこ

ともあった．全体としては，⑤〜⑧でゲストの発音は原則としてすべてリスナーにリピート

させるようにして「声に出して覚える」というテーマを強調した．また，煩雑な格変化は「ざ

っくりと」教えて，いずれは各学習者が主体的に覚えていくべきものとした．結果として格

変化よりも動詞の使い方に重点を置いた内容になった．今般の外国語学習方法，ロシア語（ス

ラブ諸語）の特徴なども「スキルアップのもう一歩」や「雑学のロシア」で取り上げた．

(1) 音楽のリズムに合わせてロシア語の単語やフレーズを発音するチャンツは,『キクタン』［猪

塚 2014］を参考に取り入れたもので，リスナー自身もリズムに乗って発音練習するコーナ

ーにした．
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(3) 制作日程

講師の依頼を受けてから番組収録とテキスト執筆を終えるまでに，ほぼ 1 年が経過した．

筆者が盛岡在住であるため，内容のすり合わせや意見交換の大半はメールで行った．

「今日の会話」は前半を2016年10月に，後半を翌年1月にまとめて収録した．番組収録は，

10月末から月2回のペースで東京のスタジオに通い，1回につき6課分をまとめて行った（初

めの3回は 4課分ずつを収録）．収録の 1週間前にシナリオを提出，ディレクター，テキスト

編集者，ネイティヴ･チェッカーのコメントを受けて改訂のうえ再提出した．シナリオの中の

ゲスト･トークのコーナーの質問に対しては，2人のゲストが事前に回答を準備し，それに筆

者が簡略な訳を付けた．12月から翌年5月までは，月末にテキスト用の原稿を提出し，編集者

の校正を受けながら6ヶ月分のテキストの作成を進めた．

前半のスキットとシナリオは，夏休み期間中にある程度できたが，12月からは後半のスキ

ットの作成，シナリオの執筆，さらにはテキスト用の原稿の準備が重なった．大学の授業と

学務，その他の執筆やイベントなどの日程が加わり，翌年4月までは締め切りに追われる毎日

が続いた．大まかな制作日程は次のとおりだ．

2016年 5月 第1回ミーティング（スタッフとの顔合わせ，番組の概略説明）

7月 第2回ミーティング（およそのコンセプトと制作日程の決定）

8–9月

シラバス案，シナリオとテキストのモデル版，前半スキット案の作成．

スタッフとの擦り合わせ，シラバスの決定，スキットのネイティヴチ

ェック．スキットの声優，ネイティヴ･ゲスト，ネイティヴ･チェッカ

ーの確保．

10月 前半スキットの確定と収録．番組収録開始．

12月 後半スキット案の作成とスタッフとの擦り合わせ，テキスト原稿作成

開始．テキストのイラストレーターの選定．

2017年 1月 後半スキットの確定と収録．

4月 番組収録終了．

5月 テキスト原稿提出終了．（テキストの校正作業は7月まで）

(4)「声に出して覚えるロシア語」のシラバス

下記は，各課のタイトルと提示する主な文法項目を並べたシラバスだ．9月に提出して文法

項目の遺漏等をスタッフに確認してもらった．提出した時点では，まだスキット後半ができ

ていなかったため，第37–72課はタイトル抜きで文法項目を並べただけのものだった．12月に

書いたスキット後半のストーリーに従って，文法事項の提示順序等に変更が生じた．下記は

その変更を反映させてタイトルを加えたものである．
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第1課 「すみません，よろしいですか？」 基本母音字と子音字 3つ，アクセント

第2課 「お名前は？」 子音字 6つ，母音の弱化

第3課 「これは何？」 母音字 4つと子音字 1つ，母音の弱化

第4課 「ご職業は？」 子音字 6つ

第5課 「お元気ですか？」 硬•軟音記号，子音の硬軟

第6課 「大丈夫，気にしないで」 子音字 5つ

第7課 「アルファベットを読もう！」 アルファベット，有声子音の無声化

第8課 「いいえ，結構です」
無声子音の有声化，特殊な発音 (ч, г)，
挨拶のことば

第9課 「もう時間だわ」 文字と発音のまとめ

第10課 「これは誰？」
本格的な文法学習の開始，кто?
人称代名詞 5つ

第11課 「これは携帯電話？」 断定文と否定文，疑問文，да と нет

第12課 「小さくて便利なの」
что? иとа,
名詞と形容詞（男性形と女性形），ИК-1–5

第13課 「今どこにいるの？」 где? 人称代名詞のまとめ

第14課 「市役所はどこ？」 中性名詞，名詞の性

第15課 「海はまだ遠いの？」 名詞の複数形，名詞の性と数のまとめ

第16課 「ロシア語を話しますか？」 動詞の現在人称И変化（その1）

第17課 「日本語を話しているよ」 動詞の現在人称И変化（その2）

第18課 「青い海！」 形容詞のまとめ

第19課 「なんていい天気なの！」 感嘆文，正書法の規則

第20課 「何を読んでいるの？」 動詞の現在人称E変化，名詞の対格
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第32課 「何をお探しですか？」 形容詞の前置格

第33課 「今日は何曜日？」 曜日，какой?
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人称代名詞の与格
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第56課 「いくつかタイプミスを見つけたよ」 不完了体動詞の未来形
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第65課 「ご紹介します」 名詞の複数与格，名詞の格変化のまとめ

第66課 「オペラを聴いたなんて信じ難い」
単独で使える便利な言葉

（述語副詞など）

第67課 「私は列車で家に帰るつもりです」 形容詞の与格

第68課 「そこから飛行機で東京へ行きます」 接頭辞 по-

第69課 「私にはもう行くところがない」 некуда негде, 時間の長さを示す表現

第70課 「それは私たちの趣味です」 «Утёс»

第71課 「初めて耳にします」 «Утёс», 順序数詞

第72課 「おお，立派！」 «Утёс»

３．番組を担当して気づいたこと 

(1) ロシア語のイントネーションが変化している？

ロシア語の音声を重視した筆者の講座では，イントネーションにもリスナーの注意を向け

るように努めた．ロシア語特有の疑問文のイントネーション (ИК-3)を練習するコーナーを設

け，第12課ではИК-1–5を説明した．

ところが，スキット収録や番組収録の際に，ИК-2とИК-3を使うべき箇所でネイティヴた

ちがしばしば別のイントネーションを使う場面に遭遇した．その多くはディレクターが言い

直しを求めてリテイクされたが，そのまま残った箇所もある．ИК-2とИК-3の代わりに使わ

れるイントネーションは，文頭から平坦なトーンが続いて文末で一気に上昇するというパタ

ーンだ．ИК-4や疑問詞を使わない英語の疑問文にも似ているが，文末のトーンが急激に上が

るのが特徴だ．ここでは仮に，「文末上昇 ИК」と呼ぶことにする．この文末上昇 ИК は出身

地，性別，年齢が異なる複数のネイティヴによって使われており，個人の癖や言い間違いで

はない．制作スタッフによると，過去数年の間に頻繁に使われるようになったという．

イントネーションは状況に応じて様々に変容し，常にИК-1–5に当てはまるわけではないが，

従来の分類では説明できない新しいイントネーションが広がっているのだろうか．ロシア語

教育に携わっているネイティヴ話者たちに尋ねたところ，次のような指摘があった．

まず，文末上昇 ИК がウラジオストクを中心とするロシア極東地域に特有のものだという

点では，多くの人の意見が一致した．地域的な差異に過ぎないと考える人は，標準語とは異

なる関西弁のイントネーションが日本で問題にされないのと同様に，特に注意を払う必要は

ないと述べる．

しかし，地域差以外の要因を指摘するネイティヴ話者もいた．文末上昇 ИК は，英語を日

常的に話す環境にあるロシア語話者の間で増えているという．国際結婚などで，英語に限ら

ずロシア語話者が他の言語の影響を受ける環境が広がっているのは確かだろう．アメリカの

アニメを好んで見るロシア人の子供たちのイントネーションが英語の影響を受けて変わって

いるという指摘もあった．

筆者自身は収録の際に初めて文末上昇 ИК の存在に気づいたが，その後，筆者が住む岩手
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県内でも聞く機会を得た．それは，英語を共通語とする外国人留学生たちとの懇談の場だっ

た．その中のロシア人留学生が英語から切り替えて話し始めたロシア語に文末上昇 ИК が顕

著に現れ，ИК-1の代わりに使われることも多かった．これは明らかに英語のイントネーショ

ンの影響だろう．ИКは従来通りの説明でよいのか，ロシアの専門家たちの検討を待つことに

したい．

(2) ロシア語教材をジェンダーの視点から検証する

スキット作成の際に，他の講師たちのテキストやロシア語教科書･参考書を参照したところ，

ジェンダーの観点から問題のある会話や表現の多いことに改めて気づいた．例えば，2016年5

月放送「まいにちロシア語」入門編に次のような「今日の会話」がある．

夫はテレビのサッカー中継を見ようとしています．すると，妻が家事の手伝いを

頼んできました．

妻：Дорогой, ты занят?

夫：Да, меня сегодня нет.

妻：А что у тебя?

夫：У меня сейчас футбол.

［NHKテキスト 2016/ 05: 44］

この会話は，1970–1980年代に日本でも広く使われていた，ソ連のロシア語教科書の次の箇

所を思い出させるものだ．

Вкусный обед（省略箇所は日本語で補足）

医師の Антон とエンジニアの Вера は若いカップルで，Антон は常に自分が

современный мужだと話している．

- Верочка, я понимаю, что должен помогать тебе. Ты работаешь и ещё вечером

учишь французский язык. В пятницу я приготовлю обед. Хорошо?

- Конечно, хорошо.

- Ты только купи мясо и рыбу.

- Что ещё?

- Ну, ещё овощи, фрукты, хлеб…

- Хорошо.

そして金曜日に先に帰宅したВераは買い物をすませる．

- Ну всё купила? Хорошо! Когда почистишь рыбу и овощи и приготовишь мясо, 

скажи мне. А я пока посмотрю по телевизору футбол.

Вераが準備を終えると，Антонが台所に来て具材を鍋に入れ，またテレビに戻る．

こうして食事を終えると……
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- Ну, вкусный я приготовил обед?

- Очень вкусный. Спасибо.

［ステパーノワ E. 他 1976: 54］

上記の会話を収めた2点の教科書の発行年には40年の隔たりがあるが，どちらも家事は女

性の仕事で，男性は手伝うもの（手伝わなくてもよいもの）という性別役割分担を前提にし

ている．また，テレビでサッカー観戦中の夫とエプロン姿で立ち働く妻のイラストも共通し

ている．

上記の 2 つのテクストはロシア人が執筆したと思われるが，日本人の執筆と思われるもの

も見てみよう．次に示すのは，1970年代発行の露作文の参考書の例文だ（カッコ内は巻末に

掲載されている解答例）．

14. 夜が明けはじめるやいなや，私は出発した．(Я вышел в путь, чуть занялась заря.)

15. われわれは病気になってはじめて健康のありがたさがわかる．

16. 先生が教室に入ると学生たちはすぐ起立した．

17. 結婚するか35歳になったらすぐに自発的に職場をやめます．

(Я добровольно уйду с работы, как только выйду замуж или мне исполнится 35 лет.)

［磯谷 1973: 96, 243］

「〜するとすぐ」という構文の練習問題だが，14–16に比べて17の文の内容は不自然では

ないだろうか．この参考書に収められた大量の練習問題の文の主語は，14のように原則とし

て男性である．ところが，17の主語は解答を見ると女性 (выйду замуж)であることがわかる．

「既婚女性および35歳以上の未婚女性が職場にいるのは好ましくない」という「常識」を前

提とした文のようだ．このようなバイアスのかかった女性観は，現在使われている教科書の

中にもある．次の2つの会話文を見てみよう．

- Твоя сестра работает или учится?

- Она работает в издательстве. Она журналистка.

- Очень красивая девушка! У неё есть муж?

- Нет, она ещё не замужем, но у неё есть жених.

- Очень жаль… А твои родители работают?

［戸部 1990: 26］

С: А… Здавствуйте, девушка! Какая красивая! Меня зовут Серёжа.

Т: Митико, познакомьтесь, пожалуйста. Это мой сосед.

С: Да, да. Я её сосед, не волк. …

［五味 他 1998: 28］
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初めの会話は，家族の写真を友人に見せるという設定だ．姉（妹）が出版社で働くジャー

ナリストだと言っても，友人の関心は容姿にしか向かわない (Очень красивая девушка! У неё 

есть муж?)．次の文でも，男性が初対面の女性の容姿に触れ (Какая красивая!)，「僕は狼じゃ

ない (Я её сосед, не волк)」と，セクシャルな関係を連想させるようなセリフを吐いている．

筆者は講座を担当するにあたり，女性の美醜やセクシュアリティに関わる表現は一切使わ

ないことを決めてスキットやシナリオを書き進めた．ただし，テキストの各課に入るイラス

トはイラストレーターが発案するので，差し替えを依頼したものが 2 点ある．1 つは，

«Старость не радость» に添えられた，中年女性が鏡に映った顔を見て嘆くイラスト．もう1
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ろう．しかし，ステレオタイプなロシア観が今も根強い日本においては，多様なロシアの姿

を語る意味はあると筆者は考える．

ロシア語とロシア事情を見事に組み合わせた番組としては，応用編の鳥山祐介「ロシア横

断紀行 〜サンクトペテルブルクからカスピ海を目指して」（2016年10月〜2017年3月）が挙げ

られる．友人が旅先から送ってくるメールを読むという設定で，多民族･多文化からなるロシ

アの複層的な姿を平易なロシア語で描き出している．かつては文学作品の読解が多かった応

用編も，近年は多様なテーマへと移行しているようだ．

 

結びにかえて 

負担が重いとはいえ，「まいにちロシア語」を担当するメリットは大きい．まず，構想から

収録までスタッフの手厚いサポートを受けられることだ．構想に沿ったネイティヴの人選，

臨場感のあるスキットの制作等，筆者が目標とした音声を大切にする授業の実現のために協

力が得られた．常にネイティヴ話者とともに授業を進められることも心強かった．また，シ

ラバス，重要事項の提示方法，ロシア語の使い方等，様々なレベルでのチェックを受けたこ

とも貴重な経験だ．通常の大学の授業は，教員がすべてを運営してゆかねばならない孤独な

仕事だが，それを第 3 者の目で検証してもらう機会になった．収録が進む中で受けた様々な

指摘は，筆者の授業中の説明の仕方や話し方そのものが学習者に対して適切であるかの見直

しにも繋がる．日本語の高低アクセントの誤りや放送禁止用語は，放送の現場以外では見落

とされがちだ．

ラジオ放送用の素材を，今後いかに大学の授業で活用するかは今後の課題だ．冒頭に挙げ

た論考には熊野谷氏の実践が紹介されている［熊野谷 2012: 55–57］．NHKテキストは放送内

容に沿っているだけでなく，CDと併用して独学できるつくりになっている．学習者のレベル

や授業構成に応じて，入門編･応用編の様々な素材の活用が可能だろう．

（くろいわ ゆきこ）
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Резюме

Из опыта преподавания русского языка на радио NHK

КУРОИВА Юкико

Автор является преподавателем вводного курса «Учим русский язык вслух», который 

транслируется на радио NHK с апреля по сентябрь 2017 года в рамках программы «Русский 

язык день за днем». Курс русского языка на радио существует уже более 60 лет и имеет 

длительную историю, вероятно, многим из преподавателей русского языка в будущем 

предстоит столкнуться с указанной программой. Надеемся, что данная статья окажется для них 

полезной. 

В статье, прежде всего, приведена общая информация о радио курсе русского языка, то 

есть о проведении универсальных занятий для широкой категории слушателей. Затем 

объясняются концепция и структура вводного курса, за проведение которого отвечала автор. 

Далее приводятся три проблемы, которые стали очевидны в процессе написания сценария и 

записи программы. Речь идет об изменении интонации в современном русском языке, о 

необходимости оценки текста с гендерной точки зрения, а также о том, рассказывать ли о 

состоянии дел в России параллельно с обучением русскому языку.
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