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英語で世界を広げよう
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英語の発音
英語の発音

英語を第二言語もしくは外国語として使っている人々の数は、世界で

16億人以上いると言われます。世界の人々との共通言語である英語は、

ʌ

LOVE
[lʌv]

第２外国語として話す人の数の方が多く、インド語訛り、中国語訛り…
英語 の話し方、発 音は母国語に大きな影 響を受けます。日本人の

VOWEL

カタカナ英語もあって然りです。ところが日本語と英語は発音体系が
違うので、英語には日本語にはない発 音が多く存在します。発 音が
悪いと通じない、発音がいいだけでは通じない・・・一筋縄ではいき
ませんが、一 緒に考えてみましょう。英 語 の 発 音の 特 徴について、
これまで中学生英語弁論大会出場中学生の英語発音指導を行って
きた経験からお伝えします。

英語発音の特徴

ɔə

WAR
[wɔə]

DIPHTHONG

① 英語の発音の基本は複式呼吸である。

ŋ

② 英語は強弱リズム重視の言語である。
③ 英語の発音は、口、舌、喉などを駆使する。
④ 英語は息を使った発音が多い。
⑤ 英語は単語と単語がつながって発音される(liaison)

SING
[síŋ]

⑥ 英語は同じ音や似た音がつながったとき、発音しない音がある（elision）
（assimilation）
⑦ 二音以上がつながり別の音に変化して発音される音がある

CONSONANT

⑧ 日本語の母音は「あいうえお」の５音素、英語の母音は20音素。
⑨ 日本語の子音は16音素、英語の子音は24音素。
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⑩ 英語はトレーニングである。

・本物の英語力 (鳥飼玖美子著

講談社)

・國弘流 英語の話しかた (國弘正雄著

10歳の壁？

たちばな出版)

・英語の発音パーフェクト学習事典 (深澤 俊昭著 アルク)

子供は語学の天才と言われますが、10歳くらいまでの子供は上記の

・英語の発音がよくなる本 (巽 一朗著

中経出版)

ような特徴を意識せずに、そのまま耳で聞いて再生する力が優れて
います。右脳で感覚的に体得するので、自然に英語耳、英語口が身に
つきやすいのです。ところが、この時期を過ぎると左脳寄りの語学学習
になるので、英語の発音の特徴を理解し、練習していく必要があります。

世界の人達に分かってもらえる英語を。
最後に、日本における同時通訳の第一人者であり現在NHK『ニュース
で英会話』講師

鳥飼玖美子氏が著書『本物の英語力』のなかで記し

ていることでまとめたいと思います。
「世界の人達に分かってもらえる英語を身につけるには、完璧な英語で
なくても良い、流暢な英語でなくても構いません。英語の音とリズムの
特徴を把握して、ゆっくりはっきり話せば良いのだと、私は思います。」

6/12 2016年度

(日) 第1回実用英語検定

試験日

INFORMATION

6/16 『中高生
（木） スタート

Good News

6月より中高生の『英語発音・
プレゼンクラス』がスタート

このクラスでは、英語発音の基礎を学び、個々の発音の癖を矯正しながら
トレーニングをしていきます。また、TEDなどの優れた英語プレゼンテーション
を観覧しながら、英語プレゼンのスキルを身につけていきます。発音がよく
なりたいキミ、英語プレゼンに興味があるキミ、参加を待っています。
レッスン日：木曜日 19:00〜20:30

(90分)

期間： 6/16(木)〜9/15(木)
内容： 英語発音のしくみを理解し、トレーニングをする。
英語でプレゼンテーションの経験をする。

英語発音・プレゼンクラス』

7/16 『世界を知ろう・世界と触れ合おうWS』
（土） [第7弾]

6/25 26 第14回
（土）〜（日） 週末絵本カフェ
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レッスン拝見
高校生クラスが始まります！
レッスン日： 月２回金曜日 19:00〜20:30(6月スタート予定）
テキスト：

21st Century Reading 〈Cengage Learning〉

ゴール：

世界に目を向け、自分の世界を広げる 。英語で意見を交わし合うスキルを身につける。

こんなことをやっていきます
・自分の考えを持ち、英語で伝え合う練習
をする。

・時々映画会
・時々お茶を飲みながらシェア会

・ディスカッション、ディベートの方法を学び、
スキルを身につける。
・社会問題を取り上げ、語り合う。
・TED等優れた英語プレゼンを見ながら、
惹きつけられるプレゼンの極意を体感する。

Report

『青春18きっぷの旅』〜ローカル線を乗り継いで横浜へ〜
去る3/18〜20、高校入試合格の報せを待ち中3生(2016年
3月時）３名とローカル線の旅に行って参りました。15歳の3人は
自分たちで列車の乗り継ぎを調べ、行程表を作り、親御さん
向けに旅予定のプレゼンを行い、旅支度は身軽に、ランシュー
履いて・・・いざ出発。朝5:50北上駅に集合し、最初の目的地
横浜に到着したのは、午後6時頃でした。片道およそ12時間の
列車の旅は、選択と話し合いの連続、予期せぬ出来事も起こり、
出会いもあり・・・日常を離れ、自分のチカラを試してみる機会
にもなったようです。そして、3人はこの春からそれぞれ
の高校、それぞれの道に向かって歩み始めました。

『14th 週末絵本Café 2016』開催
̶洋書絵本の展示販売致します̶

2016年 6月25日(土)・26(日) 11:00〜18:00
英会話Letʼs Talk!にて入場無料

「自然を観察＆スケッチしよっ！」コーナーもあります
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Column

情 報コーナーができました
教室に入り、すぐ左側に『情報コーナー』を設置しました。
留学案内、本の紹介、異文化紹介、催し物案内・・・「知る」「出会う」喜びを感じられる情報を発信していきます。
「これ何？！」
気になるものがあったら、周りの人と話してみて。好奇心が刺激されますように！
出会いが人生を変える、１枚のチラシ、1冊の本から導かれる新しい世界もあります。

”レオナルド・ダ・ヴィンチ”って知ってる？
高校留学案内
アメリカの歴史・日本との関係

セーラの

世界の窓から

Shakespear's Globe Theater
グローブ座（ロンドン）

ロンドン市内、テムズ河沿いに位置する
シェークスピア当時の劇場を復元してできた
劇場。グローブ座はエリザベス一世の時代
に建 てられ1 5 9 9 年 開 業 、ウィリアム・
シェークスピアの戯曲が数多く初演された。
当時のグローブ座は1613年の火災により
全焼され、３年後に再建された。その後
清教徒革命の影 響で、劇場は閉鎖され、
16 4 4 年に取り壊される。現在の建物は、
1997年当初の16世紀末の姿を再現した
木造建築である。シェークスピア没後400
年にあたる今年2016年は、特別展、レク
チャー、ワークショップ、ファミリー向け
読書会など多くの催しが行われている。
ウィリアム・シェークスピア(1564-1616)：
16 世 紀 か ら 17 世 紀 に か け て 活 躍し た
イギリスを代表する劇作家、詩人。代表作：
『ロミオとジュリエット』
『 ハムレット』
『真夏
の夜の夢』など。
2015. 9. 25 セーラ撮影
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第1回

昨年11月よりフィリピン・マニラに引っ越し、現地のインターナショナルスクールに通っている松田華英ちゃん（6 年生）
・紋英ちゃん (5 年生）
のお母様に、学校の様子や現地での暮しぶりをレポートして頂きます。

マニラに来て約７ケ月。今でも葛藤する日々を過ごしていますが、
到着間もない頃の衝撃は色あせることはありません。スーパーの
肉・魚売り場の生々しい臭い、異常な交通渋滞と感覚的・伝統的
な交通ルール、公共施設やトイレ等の不衛生さ、フィリピン人の
時間や金銭に対する感覚等々、あらゆる場面で日本との違いを
痛感する日々でした。ここ最近になって、ようやくフィリピンの
文化や人々への対応（＝あきらめること、求めないこと）を学習
したことにより、行動が前向きになり、マニラの生活にも幅が出て
きたところです。フィリピンといえば、第二次世界大戦やバナナ
くらいしか思い浮かびませんでしたが、外国人が多く住むエリア
には、高層コンドミニアムが建ち並び、アパレルから化粧品まで
幅の広い種類のショップ、お洒落なレストランやケーキ屋にパン
屋さんがその周りを囲んでいます。まだまだ、コンドミニアムや
ショッピングセンターの建設ラッシュが続いており、いずれ私達
が帰国する頃には、街は更に様変わりしているのではないでしょ
うか。しかしながら、道を一本入ると街の雰囲気が一変し、まさに
アジアの混沌を地で行く姿が現れます。映画「メトロマニラ」は
ある意味でマニラの真実の姿なのかもしれません。そのような
エリアを車で通過するときには、幾度となく裸足でボロボロの
服を着た物乞いの子供達が物欲しげな目をして車の窓をたた
いてまわります。改めて、私達がいかに恵まれていて、今の当たり
前が当たり前でないこと、そして抜け出せない蟻地獄のような
貧困問題を目の当たりにして、胸が痛くなります。
Let's talkでお世話になっていました華英と紋英は今インター
ナショナルスクールマニラに通っています。幼稚園児から高校生
までが在籍する大きな学校で、すべての生徒達が、英語のレベル、
選択教科によって別々の時間割をもっており、生徒達は授業ごと
に広大な敷地の中を次の教室まで移動します。先生が教室に
来るのではなく生徒が自分の時間割を頼りにリュックを背負って
移動します。先 生は日頃 厳しく指 導するわけでありませんが、
数分遅れても成績には「Tardy」
（遅刻、のろま）といった厳しい
言葉が記載されます。すべて自己責任です。２人とも、通い始めた
頃は教室がわからなくて、通りすがりの先生に聞いたり、事務室
に聞きにいったりしていたようですが、それでも遅刻したときも
ありましたし、トイレに行く時間がなかったり、昼ご飯を食べる
時間がなかったりという日も経験したようです 。学校での授業は

すべて英語で行われますが、英語での授業を完全に理解でき
ない生徒を対象としたEAP：English Academic Purposeという
クラスがあります。EAPを受講しても授業が完全に理解できる
わけではないので、授業や宿題、学校生活でわからないことは
子供本人が先生に口頭で聞いたり、メールで確認したりしてい
ます。宿題はほぼパソコンで処理するもので、正直何をどのくらい
やっているのか親にはわかりませんが、宿題の成果を含めてパソ
コン上で成績が常時更新されていくのでさぼっていれば一目瞭然
です。子供達もそれをわかっているので、誰も何も言われずとも、
帰宅後は毎日パソコンに向かっています。学校の宿題は、物語や
エッセイを書いたり、ある課題のためにプレゼン資料を作ったり、
読書や授業のレポートを作ったりと日本のものとは全く違います。
ここまで、少し厳しい学校の様子も描きましたが、総じて学校
の雰囲気は明るくオープンでイベントも毎週のように企画されて
いて２人とも学校生活を本当に楽しんでいます。子供たちだけの
パーティ、アイドルコンテスト、母親達による各国のダンスショー
等々本当に盛りだくさん。子供達だけでなく、私達親自身もイベント
を楽しんでいます。せっかくの海外生活。悩ましいことや心配事も
日本にいるときに比べてやはり多いのが正直なところですが、
家族全員で悩みを解決しながら日本ではできない色々な経験を
して充実した時間を過ごせればと思っています。北上の冬景色
が本当に懐かしいですが、今は我慢して熱帯のマニラの地で日々
の生活を楽しみたいと思います。
松田 優美

編 集 後 記
草木や花が一斉に芽吹き季節が早足で前へ前へ。この美しい
季節の移ろいを追い風にレッツトークでも新しいクラスや催しを
企画しています。どうぞお楽しみに！

セーラ

見る、聞く、訪れる、出逢う。そのとき体験できることに精一杯取
り組む姿が眩く見えます。子どもたちを見習って、様々なことに
もっと積極的に取り組んでいきたいですね。 DO!PLANNING
TEL / FAX 0197-65-3636
http://letstalk1989.com

