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英語圏への留学で必要な英語力	

•  教室の授業を理解するリスニング力	
•  教室外での英語を理解するリスニング力	
•  授業で質問したり、意見を述べるスピーキン

グ力	
•  大量の教科書を読む読解力	
•  レポート等を書く作文力	



外国語学校のコマーシャル	
	

•  ドイツの海上保安庁職員が英語の聞き取りを
間違えてしまう。	

•  h)ps://www.liveleak.com/view?i=cea_1341786490	

	
•  We	are	sinking!	
•  What	are	you	thinking	about?	



留学のための公的英語テスト	

•  IELTS（アイエルツ）	
•  TOEFL（トフル）	

•  どちらも４つの技能をテストする。	
•  　リスニング	
•  　スピーキング	
•  　リーディング　	
•  　ライティング	



今日のトピック	

•  １　英語の発音の習得法のヒント	
•  ２　スピーキング力の習得法のヒント	
•  ３　リスニング力の習得法のヒント	
	



発音はどうでもいい？	

•  英語学習に関して、しばしば言われること	
•  　「発音や文法の細かいことを気にしていると　	
　　　英語は話せない」	
•  　「大切なのは中身だ」	
•  　「気合を込めて話せば通じる」	



R,	L,	F,	Vの発音の難しさ	

•  バイオリン製作を２年間ロンドンで修行。最後
まで「silver」の発音が通じなかった。	

•  高校の時、１年間アメリカに留学。「river」と
言って分かってもらえなかった。	

•  アメリカで買えたタバコは「Kent」だけだった。	
(Marlboro,	Lucky	Strike,	Kool,	Pall	Mall,	Camel,	
Virginia	Slims)	

•  アイスクリームの「ヴァニラ」が注文できない
日本人観光客が多い。(vanilla)	



映画「マイフェアレディ」	

•  アメリカ英語（1964年）	
•  主演：オードリー・ヘプバーン	
•  舞台：ロンドン	
•  ストーリー：　	
•  　ロンドン下町生まれで下層階級の英語を話す

花売りの女性イライザに言語学者が標準的な英
語の発音を教える過程を中心にした純愛物語。	

•  日本語版のリメイク作品：『舞妓はレディ』	



My	Fair	Lady	

下町の英語を話すイライザ	 標準英語を話すイライザ	



イライザの発音	

•  二重母音[ei]ができず、[ai]になってしまう。	

•  The	rain	in	Spain	stays	mainly	in	the	plain.	
	
(Didn’t	I	say	that?		)	

	



低年齢でなければ発音は習得できない？	

•  反例がある。例えば、力士の日本語習得はそ
の一例。	

•  いちばん低年齢なのはいつですか？	

•  自分にとって一番若い時は現在。	

•  成人には子供にない知力がある。	
•  発音を理論的に習得することができる。	



どこで発音を学ぶか？	

•  英語圏に住んでいれば自動的に発音はよく
なるのでは？	

•  残念ながらその保証はない。	
•  発音の方法を教えてくれる人に出会える可能

性はとても低い。	
•  英語話者は英語の発音の仕組みを知らない。	



人は母国語について何を知っているか	

•  日本人は日本語の発音を無意識に行い、
様々な音の省略や変化が起きていることを知
らずに、不自由なくコミュニケーションをしてい
る。	

•  これはどの言語についてもほぼ共通である。	



ひらがな通りに発音しているか？	

•  服（ふく）、福祉（ふくし）、複式（ふくしき）、	
•  腹式呼吸（ふくしきこきゅう）	

•  	 fuku		fukushi		fukushiki		fukushikikokyuu	

•  	fuku		fukushi		fukushiki		fukushikikokyuu	

•  無声子音（清音）に挟まれたイとウは無声化しや
すい。＞＞＞日本語共通語の発音のルール	



３分でできるRとLの発音	

•  Whiteにおけるwの発音:	唇の接近	
•  RightにおけるRの発音:	舌先と歯茎の接近	
•  				where	>	rare				weed		>		read				won		>		run	

•  NightにおけるNの発音:	舌先と歯茎による鼻音	
•  LightにおけるLの発音:	舌先と歯茎の閉鎖、舌側

面からでる音声	
•  						No	>	low			need	>	lead				nock		>		lock	



よい教材　効率的学習	

•  留学出発前に発音やリスニング能力を習得して
しておけば留学はスムーズに開始できる。	

•  よい教材を使うことが大切。	

•  英語母語話者の友達や先生に自分の発音を試
す。また、評価してもらうことが大切。	

•  首都大学東京にはネイティブ教師の相談室があ
る。	



発音とリスニング	

•  発音とは音声を作り出すこと　	
　　　＞音声の産出	

•  リスニングとは音声を聞き取ること	
　　　＞音声の知覚	
	
　★産出できる音声は知覚できる	



英語の母音	

•   beat	
•  	bit	
•  	bet	
•  	bait	
•  	bat	
•  	Bart	
•  	bought					
•  	boat	
•  	book	
•  	boot	



話す力を身につけるには？	
急がば回れ　音読のすすめ	

•  国広正雄（1930−2014）同時通訳者、政治家	
•  　教科書を音読することで英語力を身につけ、

日本の同時通訳者の草分けとなった。	
•  中学の英語教科書を500回から1000回音読	
•  国広方式は今でも同時通訳者養成で実践	



おすすめの音読教材の例	



おすすめの音声学習の教材	

発音の教材	 音変化とリスニングの教材	



音の聞き取りの基礎	

•  英語の音声を聞き取るには音変化のルール
を知る必要がある。	

•  整理されたルールを知ることが近道	

•  Soup	or	salad?（「スーパーサラダ？？？）	
•  You	gave	me	a	wrong	ccket.	（「ゲイミー」って

何だ？？？）	



日本語の音の省略	

•  話し言葉には音声の変化が起こる	

•  　日本語の例	
•  　　　食べてしまった　＞　食べちゃった	
•  　　　持って行って　　＞　持ってって	
•  　　　そんなことは無理　＞　なこた無理	
•  　　　せんたくき　＞　せんたっき	
•  　　　赤ん坊　＞　赤んぼ	



英語の音の省略について	

•  聞き取り練習５問	

•  音声を聞いて、配られたプリントの空欄を埋
めてください。	



解答	

•  1.	tell	her	
•  2.	tell	them	apart	
•  3.	tell	him	I	
•  4.	love	her	in		
•  5.	would	love	them			



英語の音変化の例	

•  プリント参照	
•  教科書『リスニング基本３０のルール』より	

•  		tell	him	>	tell’im	
•  		tell	her	>	 tell’er	
•  	 tell	them	>	tell’em	

•  　このルールの現象は授業や演説などの改まった英
語にも頻繁に現れる。	

•  　ルールを知れば、ニュースや映画や歌詞が劇的に
聞き取れるようになる。	



スティーブ・ジョブズのスピーチ	

•  スタンフォード大学卒業式のスピーチ	

•  Do	you	want	(									)?				

•  Do	you	want	him?	



リスニング教材について	

•  TEDはリスニング練習材料の宝庫	

•  Youtubeには歴史的スピーチが見つかる	
•  ＜アメリカ英語のスピーチを聞くなら＞	
•  マーティン・ルーサー・キング	I	have	a	dream	
•  スティーブ・ジョブズのスタンフォード大学ス

ピーチ（Jobs,	stanfordで検索）	
•  バラク・オバマの広島スピーチ	



大学に入学したら	

•  大学キャンパスには英語圏からの留学生や、
アジア諸国からの英語の上手な留学生が学
んでいる。	

•  様々な交流イベントや留学生サポート活動を
通じて、キャンパスでの国際交流を始めよう。	

•  学部１年生から参加できる数週間の海外研
修や１年間の交換留学に誰でも応募できる。	



首都大学に入学したら	

•  留学に関する相談があれば国際センターの
教員があらゆる質問に面談して対応。	

•  国際センター留学相談では英語学習に関す
る相談にも対応。	

•  英語ネイティブスピーカーの教員がいつでも
質問に対応。	



留学を希望する皆さん	

	
• 首都大学東京で待っています！	

•  首都大学東京	
•  国際センター	

•  国際副専攻担当教員一同	


