
話者ID[　　　　　　]

項目 No タイプ 発話文 聞き取り チェック

アクセント 1 N 飴　甘い アメ　アマイ

飴 アメ

2 N 橋　見える ハシ　ミエル

橋 ハシ

3 N 犬　吠える イヌ　ホエル

犬 イヌ

4 N 船　大きい フネ　オオキイ

船 フネ

5 N 数　数える カズ　カゾエル

数 カズ

6 N 雨　降る アメ　フル

雨 アメ

7 N 松　切る マツ　キル

松 マツ

8 V 町サ行く マチサイク

行く イク

9 V 人　呼ぶ ヒト　ヨブ

呼ぶ ヨブ

10 V これ　飲む コレ　ノム

飲む ノム

11 V 本　読む ホン　ヨム

読む ヨム

12 A 花　赤い ハナ　アカイ・アケ・アッゲ

赤い花 アカイ・アケ・アッゲ　ハナ

赤い アカイ・アケ・アッゲ

13 A 花　白い ハナ　シロイ・シレ

白い花 シロイ・シレ　ハナ

白い シロイ・シレ

Ⅰ　音調(林)
「これから、○○さんが三川町でどのような発音で話しているのかをお聞きします。

自分の家族や三川町に住む親しい友人と話しをするような自然な調子で話してください。
また、「飴甘い」をふだん「アメ アンメ」のような方言で話す場合はそのようにおっしゃってください」

※読み上げシートをお示しする
※「普段の発音」を聞きたいので、示した形どおりの発話でなくてもかまわない。

ただし、「行く」→「行ッデキタ」など、意味が違ってしまう回答は言い直してもらう。

※語形が異なるものがでたら「チェック」部分に書き入れる
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イント 14 YN これ飴？ アメ

+da これ飴ダ？ アメダ

+ga これ飴ガ？ アメガ

+na これ飴ナ？ アメナ

+ya これ飴ヤ？ アメヤ

DS これ飴。 アメ

+da これ飴だ。 アメダ

+ga これ飴ガ？ アメガ

+na これ飴ナ？ アメナ

+ya これ飴ヤ？ アメヤ

WH どんな飴？ アメ

+da どんな飴ダ？ アメダ

+ga どんな飴ガ？ アメガ

+na どんな飴ナ？ アメナ

+ya どんな飴ヤ？ アメヤ

SUS 本当に飴？ アメ

+da 本当に飴ダ？ アメダ

+ga 本当に飴ガ？ アメガ

+na 本当に飴ナ？ アメナ

+ya 本当に飴ヤ？ アメヤ

15 YN これ犬？ イヌ

+da これ犬ダ？ イヌダ

+ga これ犬ガ？ イヌガ

+na これ犬ナ？ イヌナ

+ya これ犬ヤ？ イヌヤ

DS これ犬。 イヌ

+da これ犬だ。 イヌダ

+ga これ犬ガ？ イヌガ

+na これ犬ナ？ イヌナ

+ya これ犬ヤ？ イヌヤ

※最後の「音の調子」を聞き取って、上がっていれば↑・下がっていれば↓・上がって下がっていれば∩と
カタカナの後にマークする

「これから、○○さんが普段どのように質問し、答えているのかをお聞きします。
普段の自分ならどういうかを想像してお答えください。

こちらでいくつか回答をお示ししますので、使う言い方はすべておっしゃってください。
この中にない形をおっしゃっていただいても構いません。」

※最初の「飴」項目は調査意図を理解してもらうため具体的な場面を提示する。
答えに詰まったらその都度キューを入れ、発話しやすくなるように心がける。

※「～ガ」はつけないなどといわれたら、その部分に線を引き未回答とみなす。
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WH どんな犬？ イヌ

+da どんな犬ダ？ イヌダ

+ga どんな犬ガ？ イヌガ

+na どんな犬ナ？ イヌナ

+ya どんな犬ヤ？ イヌヤ

SUS 本当に犬？ イヌ

+da 本当に犬ダ？ イヌダ

+ga 本当に犬ガ？ イヌガ

+na 本当に犬ナ？ イヌナ

+ya 本当に犬ヤ？ イヌヤ

16 YN これ松？ マツ

+da これ松ダ？ マツダ

+ga これ松ガ？ マツガ

+na これ松ナ？ マツナ

+ya これ松ヤ？ マツヤ

DS これ松。 マツ

+da これ松だ。 マツダ

+ga これ松ガ？ マツガ

+na これ松ナ？ マツナ

+ya これ松ヤ？ マツヤ

WH どんな松？ マツ

+da どんな松ダ？ マツダ

+ga どんな松ガ？ マツガ

+na どんな松ナ？ マツナ

+ya どんな松ヤ？ マツヤ

SUS 本当に松？ マツ

+da 本当に松ダ？ マツダ

+ga 本当に松ガ？ マツガ

+na 本当に松ナ？ マツナ

+ya 本当に松ヤ？ マツヤ

17 YN 町サ行ク？ イク

+ga 町サ行クガ？ イクガ

+na 町サ行クナ？ イクナ

+ya 町サ行クヤ？ イクヤ

+no 町サ行クノ？ イクノ
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 DS 町サ行ク。 イク

+na 町サ行クナ。 イクナ

+ya 町サ行クヤ。 イクヤ

WH ドコサ行ク？ イク

+ga ドコサ行クガ？ イクガ

+na ドコサ行クナ？ イクナ

+ya ドコサ行クヤ？ イクヤ

+no ドコサ行クノ？ イクノ

SUS 本当デ行ク？ イク

+na 本当デ行クナ？ イクナ

+ya 本当デ行クヤ？ イクヤ

INV 一緒行ク？ イク

+ga 一緒行クガ？ イクガ

+na 一緒行クナ？ イクナ

+ya 一緒行クヤ？ イクヤ

+no 一緒行クノ？ イクノ

INV2 一緒行カネ？ イカナイ

+ga 一緒行カネガ？ イカナイガ

+na 一緒行カネナ？ イカナイナ

+ya 一緒行カネヤ？ イカナイヤ

+no 一緒行カネノ？ イカナイノ

18 YN コレを飲ム？ ノム

+ga コレを飲ムガ？ ノムガ

+na コレを飲ムナ？ ノムナ

+ya コレを飲ムヤ？ ノムヤ

+no コレを飲ムノ？ ノムノ

 DS コレを飲ム。 ノム

+na コレを飲ムナ。 ノムナ

+ya コレを飲ムヤ。 ノムヤ

WH 何を飲ム？ ノム

+ga 何を飲ムガ？ ノムガ

+na 何を飲ムナ？ ノムナ

+ya 何を飲ムヤ？ ノムヤ

+no 何を飲ムノ？ ノムノ

SUS 本当デ飲ム？ ノム

+na 本当デ飲ムナ？ ノムナ

+ya 本当デ飲ムヤ？ ノムヤ
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INV 一緒飲ム？ ノム

+ga 一緒飲ムガ？ ノムガ

+na 一緒飲ムナ？ ノムナ

+ya 一緒飲ムヤ？ ノムヤ

+no 一緒飲ムノ？ ノムノ

INV2 一緒飲マネ？ ノマナイ

+ga 一緒飲マネガ？ ノマナイガ

+na 一緒飲マネナ？ ノマナイナ

+ya 一緒飲マネヤ？ ノマナイヤ

+no 一緒飲マネノ？ ノマナイノ
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