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次に、フレーズで判断しましょう。
　それでは、続いて今度はフレーズを聴きます。その中に、R音や L
音を含む単語が使われています。
　フレーズを聴き、その中に含まれている単語がどちらなのかを聴き
分けてみましょう。

　いかがでしたか。単語 1語のみで聴き比べたときよりも、フレー
ズの中に含まれている単語を判別するほうが分かりやすかったので
はないでしょうか。
　これは、フレーズに単語が含まれていて意味が限定されてくるから
です。つまり、R音であってもL音であっても、意味として捉えるため、
「あ、こっちの単語だ」と判断しやすいというわけです。

フレーズを聴き、その中に含まれている単語を〇で囲みましょう。

 1. red　 lead  2. lack rack

 3. light right  4. rake lake

 5. pray play  6. lock rock

 7. liver river  8. wrong long

 9. lent rent 10. load road

11. rate late 12. row low

13. fly fry 14. crown clown

15. ramp lamp
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Exercise 2

スクリプトと単語の意味、
用法などは 20ページに。

　それでは、まずＲ音とＬ音の判別です。単語の中にどちらの音が含
まれているかを判断します。

まず単語レベルで判断しましょう。
　まず、R音と L音が含まれた単語を１語ずつ聴き、どちらの音素
が含まれているかを判断しましょう。

音声を聴き、発音されている単語を〇で囲みましょう。

 1.  lead　 red  2.  rate　 late

 3.  loyal　 royal  4.  light　 right

 5.  rake　 lake  6.  lead　 red

 7.  pray　 play  8.  liver　 river

 9.  rate　 late 10.  load　 road

11.  ramp　 lamp 12.  play　 pray

13.  row　 low 14.  lock　 rock

15.  right　 light 16.  lake　 rake

17.  present　 pleasant

1-01

Exercise 1

スクリプトと単語の意味、
用法などは 18ページに。

1. Ｒ音とＬ音の判別
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クセントが -hau-の部分にあるため、語頭の e-の音が消失する
わけです。

消失 2　アクセントのある音節の直後の母音は消える。

 1. Your idea is exceptional!
 「君のアイデアはとてもすばらしい」

　exceptional は、［クセプシュノー］のように発音されます。
exceptionalの語頭は「消失 1」によって消失し、アクセントが
ある -ce-の直後の -tionalの部分は母音が消失して、［シュ］のよ
うに発音されます。

 2. Attention, please.
 「ご注目ください」

　Attentionの部分は、［テンシュン］のように発音されます。語頭
は「消失 1」によって消失します。
　アクセントの直後の -tionの部分は母音が消失して［シュン］のよ
うに発音されます。

消失 3　アクセントのない文尾の子音は消える。

It’s all right.
「いいんですよ」

　［ッツォーラィ］のように発音されます。文頭の［イ］があまり聞こ
えないのは、「消失 1」のためです。rightは語頭にアクセントが
あります。
　また、この rightのように子音の [t]で終わる語は、語尾が頻繁
に消失します。
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　よく「英語は個々の発音も大切だが、アクセントやイントネーショ
ンのほうがもっと重要だ」と言われます。単語にはアクセント（強弱）
があり、これは誰でも知っていることでしょう。そして、文にも強弱
があります。強弱をつけずに平坦に言ってしまうと、理解されないこ
とすらあります。
　こうして強弱をつけて話すとき、アクセントのない部分は弱く発音
され、あまり聞こえません。弱音の部分は弱く発音されるだけでなく、
物理的にも実際は発音されていないこともあります。
　このように、発音されずに消失してしまう現象を「消失（elision）」
と呼びます。
　消失現象がどのような場合に起こるのかを知り、その前後や文全体
のリスニングのコツを見ていきましょう。

消失 1　アクセントのない語頭の母音は消える。

1. Excuse me.
 「すみません」

　［クスキューズミ］のように発音されます。excuseは第 2音節の
-cu-の部分にアクセントがある語ですから、-cu-の部分を強く
発音するあまり、文頭の E-の音が消失してしまうのです。

 2. I’m exhausted.
 「私はもうくたくたです」

　exhaustedの部分は、［グゾーステッ］のように発音されます。ア
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現象１― 消失（elision）
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　右上の音声ファイルを指定して、会話を聞いてください。イラ
スト 4点に対して 8つの会話が流れます。それぞれの会話が、下
のイラストのどの場面での会話なのかを判断してください。下の
解答欄に、イラストの記号（A～ D）を書き入れましょう。

解答欄　 1. 　　　　　2. 　　　　　3. 　　　　　4. 　　　　　

 5. 　　　　　6. 　　　　　7. 　　　　　8. 　　　　　

A B

C D

イラスト： 勝田 登志夫（以下同）

Exercise 1
3-01

　英語は一語一句が聴き取れなければ全体の意味が理解できないと
思っている人も多いかと思います。ですが、私たちは日本語では、相
手の会話やニュースの文言を一語一句しっかりと聴き取っていること
は少ないはずです。逆に、ぼんやり聞いていても内容は理解している
ことも多いことでしょう。
　ここでは、「一語一句を聞き取る必要はない」ということを体感し
ていただくために、イラストを使って聴く学習をしていきます。

1. 聴いた英文の内容を画像で判断する

at nightは、なぜ atで冠詞が付かない ?
　in the morning、in the afternoon、in the eveningは inなのに、
なぜ at nightだけ atなのでしょうか。at noonも atです。atは
at five（5時に）のように「ある一瞬」を表す前置詞ですね。

　昔の人たちは、暗くなったら寝て明るくなったら起きるという
生活で夜の行動は限られ、「夜は短い点のようなもの」という認
識だったのです。ですから、at night（暗い一瞬）という表現が
生まれたわけです。「夜は一瞬だ」という感覚だったのですね。

　実は in the nightという表現もあります。at nightとの違いを
考えてみましょう。

　『［例解］現代英語冠詞事典』（大修館書店）という辞書には、in 
the nightと at nightの違いについて次の説明があります。

　 　「in the nightは 1日の区分としての「夜間」に力点が置かれ、
at nightは夜の「働き」（＝暗闇）を表すので、「夜陰」に力点
が置かれる」。（p.286）

余　話

解答・スクリプトは次のページから。
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 4. 女性は何をしようとしていますか。
　 (A) お金を下ろす  (B) 当座預金口座を開く
 (C) 小切手を現金化する

 5. 女性は何をしていますか。
　 (A) 患者を診ている  (B) タクシーに乗っている
 (C) 交差点を渡っている

 6. 男性は何をする予定ですか。
　 (A) 飛行機に搭乗  (B) 工場で勤務
 (C) コインランドリーで洗濯

 7. 女性は何をしていますか。
　 (A) 車の運転  (B) 交通取り締まり
 (C) チケットの販売

 8. 男性は何をしようとしていますか。
　 (A) 映画を見る  (B) 人に会う
 (C) 映画に出演する

 9. この人たちは何をしようとしていますか。
　 (A) 移転  (B) 新人の雇用
 (C) 社員の解雇

10. 女性は何をしていますか。
　 (A) 診察を受けている (B) コートを買っている
 (C) 薬を買っている

　これまで「場所」や「人物」をイメージする学習をしてきました。
ここでは、英文（会話やアナウンス）を聴き、その内容をイメージし
ましょう。
　このトレーニングで、情景や場所、人物、内容などをイメージして
リスニング力向上を体感する学習は終わりです。

5. 英文を聴き、
 その話題や内容をイメージする

解答・スクリプトは次のページから。

会話を聴いて、話題をイメージする
　右上の音声ファイルを指定し、会話文を聴きます。その会話の
話題をイメージし、質問に対する答えを、選択肢の中から選んで
〇で囲みましょう。

 1. 男性がほしいのは何ですか。
　 (A) お金 (B) 皿 (C) 引換券

 2. 女性は何をしていますか。
　 (A) ホテルに宿泊  (B) キーを探している
 (C) 引っ越し

 3. 男性が払うお金は何に対してですか。
　 (A) 買った本  (B) 返却の遅延
 (C) 本を買ったお釣り

Exercise 1
3-121


