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はじめに
イギリス英語らしさは韻律が決め手
イギリス英語（British English; BE）の発音を扱った参考書の多くは、母
音と子音だけを扱っています。しかし BE らしさは、母音と子音だけから生ま
れるわけではないことを、みなさんはご存じでしょうか。
BE らしさを本当に生み出しているのは、実はリズムやイントネーションで
す。アメリカ英語（American English; AE）らしさもリズムやイントネーショ
ンにあらわれます。以下、リズムとイントネーションの両方をまとめて言う場
合には、「韻律」という単語を使うことにします。
そんなわけで、韻律については前著『イギリス英語でしゃべりたい！』でも、
少しばかり扱いました。とはいえ、まだまだ十分ではありません。韻律は奥深
いのです。
韻律は扱いがむずかしく、十分な知識がなければ書けません。日本で出版さ
れる BE の発音本のほとんどが母音と子音しか扱っていないのは、それだけな
ら十分な知識がなくても、なんとか書けてしまうからです。
しかし今の時代は、多くの人が発音に敏感になっています。昔だったら、英
語はちょっとくらい発音がひどくても許されましたが、今では発音が悪いとバ
カにされてしまいますよね。
特に BE に関しては、かなりマニアックに興味を持つ人が多いのです。とい
うのも、日本での英語の主流は AE です。BE に興味を持つ人も増えてきては
いるとはいえ、やはり少数派です。
しかし、
逆に少数派はこだわりが強いのです。
そのため、母音と子音だけの解説では、満足できない人が増えているのです。
実際、ボクのもとにも、BE の発音を詳しく習いたいと個人指導を願い出る
人がいます。正直、個人指導となると、受講料は決して安くありません。それ
でも BE を身につけたいからとやって来るわけです。
そんな BE マニアのみなさんのご期待に教材を通じて応えるには、BE らし
さを詳しく説明すること、そして読者のみなさんがそれを実際に発音できるよ
うにていねいに導くことが必要です。
ところで、BE の教材には、中上級者向けに、生の英語をたくさん収録した
ものも売られています。でも、そういった教材には細かい発音上の解説が付い
ていないことが多いのです。スクリプトでは、こう書いてある。でも、それが
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どうしてそんな発音になるのか、いっさい情報がない。情報がないから、そん
なものかと思うしかない。そんな教材がけっこうあるのです。これでは聞き取
れるようになりませんし、BE らしく話せるようにもなりません。
実際にイギリスで生活し、生の BE に触れている人の中には、そのむずかし
さを痛感している人がたくさんいます。そんな人たちのために、
ボクは前著
『イ
ギリス英語でしゃべりたい！』
を執筆しました。
そして、
とてもうれしいことに、
何年もイギリスに住んでいる人から、この本のおかげで今まで聞き取れなかっ
た BE がよくわかるようになった、という声が少なからず寄せられています。
前著では、韻律は本の中身の 1/3 弱程度の扱いでした。しかし、本書『もっ
とイギリス英語でしゃべりたい！』は、まさにこの部分の解説に重点を置きま
した。リアルなイギリス英語を本当に理解し、再現してみたいと思われる人た
ちは、ぜひ本書でボクと一緒にトレーニングを積んでいただきたいと思います。
本書の英文とコラムはロンドン育ちで、現在は日本で英語教師やライターの
仕事をしている Nadia McKecknie さんが作成しました。イギリスに行けば
実際に耳にするような、リアルな文章を書いてもらうようにしました。
ナディアさんは本書の録音も担当しており、起伏に富んだ現代的な BE を非
常にリアルに再現しています。もう一人のナレーターである BE ナレーション
の第一人者 Michel Rhys さんは、ほれぼれするようなプロらしいなめらかで
明快な標準発音を披露してくれています。
本書の韻律の記述は、この二人による音声を、ボクが耳で聞いて分析した結
果です。このお二人なしでは、本書は成立しませんでした。最大級の感謝をあ
らわしたいと思います。
また、本書の刊行にあたっては、研究社の金子靖さんと大谷千明さんの辛抱
強い協力も不可欠でした。お二人には、
特段の感謝をあらわしたいと思います。
2015 年 4 月
小川直樹
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リピート音声のダウンロード方法
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り細かく区切った音声データ（MP3）をご利用いただけます。研究社ウェブサイト
（www.kenkyusha.co.jp）から、以下の手順でダウンロードしてください。
（1）研究社ウェブサイトのトップページで「音声ダウンロード」をクリックして「音
声データダウンロード書籍一覧」のページに移動してください。
（2）移動したページの「もっとイギリス英語でしゃべりたい！」の紹介欄に「ダウ
ンロード」ボタンがありますので、それをクリックしてください。
（3）クリック後、ユーザー名とパスワードの入力が求められますので、以下のユー
ザー名とパスワードを入力してください。
ユーザー名 : guest
パスワード : MottoBritish
（4）ユーザー名とパスワードが正しく入力されると、ファイルのダウンロードが始
まります。ダウンロード完了後、解凍してご利用ください。
本書の DOWNLOAD アイコンの表示にしたがって、該当する番号の MP3 音
声をお使いください。
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本書の使い方

1

イギリス英語による英文、会話、長文

のナレーションを収録しました。英文の

音声はすべて同梱 CD に収録されています。
一部、
AE（アメリカ英語）と BE（イギリス英語）
の両方を収録したものには、米（

）英（

）

のアイコンを付けています。

◆
◆降昇調の会話例
ポイントは、降昇調です。1 単語にかぶさる降昇調がかなりの頻度で使われ
ています。かなり BE らしいイントネーションの会話です。

読ん

でみ

よう

Two flatmates chat about books.

TRACK

46

Tony: Good book?
Melissa: Yes, it’s really good actually. I can’t put it down.
Tony: What’s it about?
Melissa: Well, it’s about this man who goes on holiday to Spain
and while he’s there he meets this woman who seems to be
really ordinary, only she’s not what she seems.
ルームメイトの 2 人が本についておしゃべりする
トニー いい本なの？
メリサ ええ、ほんとにいいわよ。読むのをやめられないの。
トニー 何についての話なの。
メリサ そうね、休暇でスペインに来たある男の人についての話なんだけど、その人は滞在中にある
女に出会うの。その女は一見フツーに見えるんだけど、実はそうではないのよ。

イントネーション

TRACK

Two flat
flatmates
t
oo
o
｜ chat about books.

46

oo
ok
Tony: ①Good book?
Ye
es, ③LW¶V really go
good
oo actually.
ly. ④, can’t put
Melissa: ②Y
down.
ow

2

本書は特に「イギリス英語のイント

ネーション」を深く考察しています。上


、下降調（↘）
、平坦調（→）
、降
昇調（↗）

昇調（↘

↗）などのほか、文字の大きさや

太さによって示された音の強弱に注意しなが
ら、よく CD を聴いてください。

viii

LW

3

2 で記したイギリス英
語のイントネーションに

ついて、詳しく解説しています。

5

禁断のイントネーション !? 降昇調と分離降昇調

Tony: ⑤What’s LW about?
bou
man
a
an ⑧ZKR goes RQ
Melissa: ⑥Well, ⑦LW¶V about this m
holiday WR Spain
pain
n ⑨and while KH¶V there KH meets this
woman
wo
o an
n ⑩who seems WREH really o
ordinary,
r
ry
y ⑪only
not
ot ｜what VKH seems.
em
m
VKH¶V no

解

説

Two flat
flatmates
t
oo
o
｜ chat about books.

DOWNLOAD 03 01

になります。下降調です。ここでは声がだいぶ小さくなっています。

༃Tony: Good book?
oo
o

第５章

タイトルは出だしを高く、主部でいったん下降調をかぶせて、句切りを入れ
ています。述部は 1 語ずつ階段状に下がっています。最終的には books が核

DOWNLOAD 03 02

上昇調で、句末原則にしたがっています。すでに第４章で見たように、
yes-no 疑問文で上昇調を使うのは、BE では珍しいくらいです。ただここでは、
単語数が少なく、疑問文を示す倒置もないので、イントネーションで示すほか
ありません。そのため、上昇調が使われています。

༄Melissa: Ye
Yes,

DOWNLOAD 03 03

かなり声が高くなった下降調で、勢いのある積極的な答え方をしています。

༅LW¶V really good
oo actually.
llyy

4

会話、長文の英文を 1 センテンス、1 フレー

ズごとに繰り返して聴けるリピート音声を用
good が核で下降調です。actually で上がって分離降昇調（60
ページ参照）
になっています。actually は尾部、つまりおまけの情報です。good
につら
意しました。3 の解説を読みながら、何度も聴い

て、再現してみてください。
リピート音声は研究社のホームページ（www.

kenkyusha.co.jp）からダウンロードできます
（MP3 データ）。ダウンロード方法はⅶページを
ご覧ください。
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PartⅠ

基礎 編

「イギリス英語がすごく速く聞こえる理由は？」
「イントネーションって何？」
「イギリス人みたいに話すコツを教えて」―――
イギリス英語の極意を、一からていねいに解き明かします。

1

驚愕のテキパキ感

BE のリズム

◆
◆ BE はわかりやすいし、聞きやすい？
以前は、AE に比べて、BE はわかりやすいし、聞きやすい、と言っている
人によく出会いました（今でもそう思っている人がいるかもしれませんが…）
。
確かにエリザベス女王の英語を聞けば、ゆっくりだし、響きもやわらかで、
1 つひとつの単語がはっきりわかります。BE はわかりやすいという人は、お
そらくこんなイメージを持っているのだと思います。
でも、残念ながら、イギリスに女王は 1 人しかいないのです。貴族にして
もわずかです。多くは庶民です。その人たちは、残念ながら、女王とは異質の
英語を話しています。
「いやいや、自分の習っていたイギリス人の先生もわかりやすかったよ」と
おっしゃる方もいるかもしれません。でも、その先生が、家族やイギリス人の
友達と話しているのを聞いたことがありますか。そんなときにその人が話す英
語は、必ずしもわかりやすくはないはずです。そう、おそらくその先生は、授
業で日本人のみなさんに話すときは、努めてわかりやすく発音しようとしてい
るのです。

◆
◆現地の英語はわからない
イギリス、特にロンドンに行ったことがありますか。そこで地元の人に触れ
てみて、「BE はわかりやすい」と感じる人は、はたしてどれだけいるでしょ
うか？

留学やビジネスなどで一定期間イギリスに滞在するようなことがあれ

ば、そのむずかしさにショックを受けるはずです。
実際、ボクも 20 代でイギリスに初めて行った際に、まさにそんな思いに襲
われました。すでに英語についてはある程度の知識を備えていたし、BE につ
いてもかなり勉強していたつもりでした。でも、いざロンドンに降り立ち、街
中でホテルまでの道を尋ねたところ、相手の言っていることがほとんどわかり
ませんでした。
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1

驚愕のテキパキ感 BE のリズム

その後しばらくは、
「今まで、
ず〜っと英語を勉強してきたつもりだったけど、
いったいボクは何をしていたんだ？」という思いに何度も駆られました。それ
ほど BE がわからなかったのです。

◆
◆衝撃のテキパキ感
では、BE のどんなところがむずかしいのでしょうか？

そして、AE とど

んなところが違うのでしょうか？
BE の発音の大きな特徴の 1 つに、「テキパキ感」があります。AE に慣れ
ている日本人は、この感じに大いに驚いてしまいます。AE は、ゆったりした
リズムで話されるため、「響き」はかなりゆったりして聞こえます。そんなリ
ズムに慣れた日本人は、BE の「テキパキ感」
、そして「スピード感」に面食らっ
てしまいます。だから英語に自信のある人でも、現地で予想以上に速い英語を
聴かされて、うろたえてしまうのです。
第１章

◆
◆テキパキ感の原因
では、何がこの「テキパキ感」
「スピード感」をもたらしているのでしょう？
まず「リズム」の問題があります。英語のリズムは、強弱からなります。強
い部分は、強く、長く、はっきりと、発音されます。それ以外は、弱く、短く、
あいまいに、発音されます。
AE のリズム
強

⇒

強く、長く、はっきりと

弱

⇒

弱く、短く、あいまいに

AE の場合、強弱の差は上のような感じだとしましょう。でも、この差が
BE では、下のような感じになるのです。
BE のリズム
強

⇒

強く、長く、はっきりと

弱

⇒

弱く、短く、あいまいに

3

同じ「強く、長く、はっきりと」でも、AE のほうがやわらかく、より長く
発音され、弱まり方もゆるいのです。
BE では、強い部分が長くなるにはなるんですが、伸び方が小さいのです。
そして、全体的にしっかり、はっきりした発音になります。一方、弱まりの度
合いはひどく大きいのです。
強弱のセットの繰り返しを表わしたのが、下の図です。どちらも 5 つの山
からなっています。BE のほうが 1 つひとつの山が短いので、AE に比べてか
なり早く終わってしまいます。

US
UK
（拙著『イギリス英語でしゃべりたい！』p.84 より）

◆
◆何が短い？
では、具体的にはどんな音がこのような差を生むのでしょうか。
英米の母音で、この差がはっきり出るものが 2 つあります。図のように 5 つ
山のある例で見ていきましょう。
まず 1 つは、スペリングでは -o- で表わされるものです。

Tom got a lot of boxes at the shop.

TRACK

02

（トムは店でたくさんの箱を買った。）

AE では、Tom, got, lot, boxes, shop の母音はすべて [ɑ] です。[ɑ] は口
を最大限に開けた「ア」です。実は、この AE の [ɑ] は、かなり長いのが特徴
です。そのため、学者によっては [ɑː] と表記することもあります（[ː] は伸ば
す記号）
。一方、BE ではここで [㷜] という母音を使います。これは、口を最
大限に開けて、わずかに唇を丸めた「オ」です。[㷜] は短く一気に発音されます。
その結果、この例文は AE ではゆっくり波打つように発音されますが、BE で
はかなり短くあっさりした響きになります（録音では、英米の母音の音質差は
かなり小さめです）。
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驚愕のテキパキ感 BE のリズム

もう 1 つが -a- で表わされる母音です。例を見てください。

The cat ran to catch the rat in the lab.
（研究室で猫が走ってネズミをつかまえようとした。）

TRACK

03

辞書では、この -a- に英米で同じ [æ] が使われています。しかし、実際には
英米でかなり違った音質になります。
AE では、「エ」の成分の強い、長い母音です。ときには [ɛːə] といった二重
母音のようにもなります。
BE での [æ] は、「ア」の成分が強く、また短いのが特徴です。学者によっ
ては、この母音を [a] と表記します。これは口の前のほうで出す「ア」です。
実は BE の [æ] は、日本語の「ア」で代用しても、大きな違和感がないのです。
このように、-o- や -a- というかなりの頻度で使われる母音字の音質ばかり
しっかり身につけた人が、BE の発音を学ぶ際には注意が必要です。BE のあっ
さりした [æ] に、AE のこってり長い [æ] のくせが出てしまいやすいからです。

◆
◆弱音節の弱さ、短さ
もう 1 つ、BE が速く聞こえる理由は、弱音節（強勢のない音節）が非常に
弱く、短く、あいまいになるということです。その弱化の度合いは、AE より
もはるかに極端です。
スペリングで r を伴う弱音節で、その傾向は明らかです。例えば、以下の 2
語で見てみましょう。
AE

BE

teacher

[tíːtʃɚ]

[tíːtʃə]

Oxford

[ɑ́ːksfɚd]

́ ksfəd]
[㷜

TRACK
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BE では、下線部はともに [ə] です。これは非常に弱く短い母音です。BE
の teacher はカタカナで書けば「ティーチャ」なのです。決して、
「ティー
チャー」ではありません。
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でなく、音の長さにも、英米で差が出てしまうのです。ちなみに AE の発音を

一方、AE の teacher の -er は [ɚ] です（従来の表記なら [ər]）。AE だと、
-er は BE より長く発音されます。カタカナで表記すれば「ティーチャー」と
いう具合です。
Oxford は、強勢母音が、AE [ɑ], BE [㷜] です。そのため、強勢音節、弱音
節ともに長さに差があり、全体ではかなりの違いになります。
BE ではあっさり短い「オクスファド」です。-ford も「フォード」からは程
遠い「ファド」です。
AE では、この -ford は弱いながらも、多少長さがあります。強勢母音も含
めると、「アークススフォード」のような表記でも違和感がありません。

◆
◆ BE は強勢の数が少ない
もう 1 つ BE が速く聞こえる理由があります。それは、長い単語での強勢
の数が少ないということです。
library, dictionary と い っ た 中 学 1 年 生 ぐ ら い で 習 う よ う な 単 語 や、
secretary などがその例です。
TRACK

AE

BE

library

[lá㸍brèri]

[lá㸍bri]

dictionary

[díkʃənèri]

secretary

[sékrətèri]

[sékrətri]

laboratory

[lǽb(ə)rətɔ̀ ːri]

́ rətri]
[ləb㷜

05

[díkʃənri]
TRACK

06

John showed me around the laboratory where he works.
（ジョンは自分の研究室を私に見せてくれた。）

AE では、
こうした語に第 2 強勢が付きます。その分、
ゆっくり発音されます。
一方、BE では、ここに挙げた単語の強勢の数は 1 つだけ。すると、こういっ
た長めの単語は、一気に発音されることになります。その結果、AE で第 2 強
勢が付いている母音が省略され、音節数も 1 つ減ります。
さらに、library の -r- ように、後半部分で同じ文字が 2 つあると、そのう
ち最初の 1 つが落ちてしまうことすらあります。
実はこういった現象は、地名にも見られます。サイモンとガーファンクルの

6
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歌の「スカボロフェア」の Scarborough で見てみましょう。

TRACK

Scarborough

AE

BE

̀ ːro㷚]
[skɑ́ ɚbɚ

[skɑ́ ːbrə]

07

BE では、
強勢が 1 つになることで、
母音の数（音節数）も 1 つ減っています。
発音記号の見た目も、非常に短くなっていますね。
単純に音節数で考えても、BE は AE の 2/3 ということです。ましてや AE
には強勢が 2 つあり、強勢では母音が長くなります。それゆえ、2 つ強勢の
ある AE は相当な長さになります。一方、BE では、強勢は 1 つ。そのため、
BE の Scarborough はかなりの速さに聞こえるのです。

◆
◆音節が減る

字を発音しようとします。結果として、母音が落ちるなどして、音節数が AE
より少なくなることがよく起こります。
TRACK

medicine

AE

BE

[médəsn]

[médsn]

08

MY GP gave me a prescription for some medicine.
（かかりつけ医に薬を処方してもらった。）

AE では [mé・də・sn] と 3 音節ですが、BE では [méd・sn] と 2 音節です。
このように音節が減る現象は、日常的に使われる長めの単語が、くだけた感
じで発音される際に、よく見られます。特に absolutely に至ってはお手上げ
といってもよいほどです。
TRACK

BE 標準発音

カジュアル発音

absolutely

[æ
̀ bsəlúːtli]

[ǽbsli] [ǽbsi]

miserable

[mízərəbl]

[míʒɚbl]

7
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また、強勢の数は英米同じ単語でも、BE では、一度にできるだけ多くの文

particularly

[pətíkj㷚ləli]

[pətíkjəli]

probably

́ bəbli]
[pr㷜

́ bli]
[pr㷜
TRACK

No, sorry, I have absolutely no idea.

10

（いえ、すみませんが、まったくわかりません。）

Rail commuters are facing a miserable Monday morning as
heavy rain and strong winds look set to cause further delays
and cancellations in the South-East.
（電車通勤の人々は悲惨な月曜日の朝を迎えています。南東部で、大雨と強風により、
電車の遅延と運転中止が続くようです。）

◆
◆単語間でも音節は減る
BE では、母音が落ちて音節が減る現象は、単語間でも起こります。
よく起こるのが、疑問文の出だしの do you です。この do の母音が落ちて、
you と結びつき、1 語のように発音されるのです。[dju][djə] がそれです。し
かし、そこからさらに音変化が起こり、[dʒə] といった感じにすらなります。
こうなると、もとの do you にたどり着けません。
TRACK

do you

→

[dju] [dʒu]（ややはっきりした音形）

11

[djə] [dʒə]（かなり崩れた音形）

Do you want to come?
（あなたも来ない？）

Do you think it’s a bit short?
（ちょっと短いかな？）

ただ、do you は、d you という表記が存在しますから、この短縮化は、想
像できなくはないのです。
でも、do you と非常に似た形の短縮化で、知られていないものがあります。
それは、to you です。この to の母音が落ちて、
you と結びつくのです。そして、
[tju] [tʃu]、
さらには [tjə] [tʃə] となるのです。これは、
BE でよく起こります。

8
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to you

→

驚愕のテキパキ感 BE のリズム

[tju] [tʃu]（ややはっきりした音形）
[tjə] [tʃə]（かなり崩れた音形）

Nice to talk to you.

TRACK
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[tʃu]

（お話できて、うれしいです。）

I just wanted to talk to you [tʃu] about something to do with
the wedding.
（結婚式について、あなたと話がしたかったの。）

to や、you 以外の代名詞でも、この母音の脱落は起こります。たとえば
into his が [㸍nth㸍z]「インティズ」のようになることがあります。into の -o
が落ちて、[t] が次の [h] とつながった結果、息の擦れる音が響く、
強い [t]（[th]）
があらわれているように聞こえるのです。
TRACK
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（上司が私を部屋に招き入れたとき、面倒なことになったと思った。）

◆
◆機能語が消える
助動詞や前置詞などの機能語は、通常弱く発音されます。BE では、その弱
まり方が非常に大きいのです。その結果、消えてしまうこともあります。これ
は、日本人には想像できない現象です。なぜなら、日本語では、1 文字 1 文
字を滑舌よく、はっきり発音するのがよいとされているからです。
英語では、主役である内容語（名詞・動詞・形容詞・副詞など）さえ際立てば、
十分情報が伝わります。機能語は脇役にすぎません。だから弱まるわけです。
さらに BE では、機能語が聞こえなくなるまで弱まることもよく起こります。
例を挙げましょう。以下の例文は文字だけ見れば、
まったく簡単な疑問文です。
ところが、音声ではどう聞こえるでしょうか。
TRACK

What are you eating?

14

（何を食べてるの？）
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I knew I was in trouble when my boss called me
into his office.

聞こえるのは「ゥワッツィーティン」ではないでしょうか。are はどこでしょ
う。you もないように聞こえます。これほど機能語は弱まるものなのです。
また、次の文はどうでしょう。
TRACK

OK, I’ll be there as soon as I can.

15

（わかった、できるだけ早く行く。）

赤字の部分は、文字で見ると確かに as soon as です。でも、聞いてみると、
since に近いような音です。2 つの as は消えてしまったかのように、弱まっ
ているのです。なお、2 番目の as では -s がかろうじて [s] のような形で残っ
ています。soon の [uː] は、円唇が弱く、
「イー」に近く聞こえます。その結果、
赤字の部分は since に近く聞こえるのです。
このように、BE では、機能語がただごとではないくらい弱まる、というこ
とが頻繁に起こるのです。ただ、機能語は重要ではありません。だからこそ、
聞こえなくなるくらい弱まるのです。これを知っているだけで、聞き取りは楽
になります。

◆
◆一気に発音する
BE が速く聞こえて、わかりにくい原因をいろいろ述べてきました。そして、
最後にもう 1 つ、それらを踏まえたからこその決定的な要因があるのです。1
音節が短いからこそ、そして単語は音節数を少なくして発音するからこそ、で
きること。
一息で言える単語数が多くなるということ。つまり、一度に多くの単語が一
気に発音されるのです。その結果、メチャメチャ速く感じるわけです。
この一気に発音する傾向は、
なぜか女性の話し方に非常によく観察されます。
まずは、p.9 でも見た例です。最初に聞いたとき、びっくりした人もいたか
もしれません。それもそのはず。一気に 14 語が発せられていて、しかも to
you が [tʃu] のように発音されていたのですから。
TRACK

I just wanted to talk to you about something to do
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with the wedding.
（結婚式について、あなたと話がしたかったの。）

聞き手にとって困るのは、この一気に発音する言い方が疑問文にもあらわれ
ることです。
TRACK

If you’re going to the newsagents, could you get me a
packet of crisps and some sweets?

17

（ニューススタンドに行くなら、私にポテトチップス 1 袋とお菓子を買って
きてくれませんか。）

どうでしょう？ この文は、if 節で始まっているので、まだ心の準備がしや
すいかもしれませんが、質問の内容は、日本人には想像しにくいものです。
newsagents は、その意味を知っていたとしても、キオスクのイメージです
す。しかも、この一気にたたみかけるような速さ！

こんな質問が飛び込んで

くると、普通の日本人なら面食らってしまいますよね。

◆
◆機能語は弱まるのが普通だが…
ところで、p.9 で、BE では機能語が弱く発音され、消えてしまうこともあ
ると説明しました。さらにやっかいなことに、
機能語が弱くなると、
音が変わっ
てしまうことがあるのです。聴解上、意外にやっかいな機能語をここでもう少
し詳しく見ておきましょう。
、「キャン」
、「フロム」と発
たとえば、I ll, can, from はいつでも「アイル」
音される──私たちは、そう信じて疑いません。でも、実際はそうではありま
せん。I ll は [al], そして、can は [kn], from は [fm]（それぞれ鼻から息を抜
くようして発音する「クン」
、
「フム」
）となるのです。
以下の文には、from が 2 回使われています。よく聴いてみてください。
TRACK

A 75-year-old man from Norwich, who went missing
’s
after discharging himself from hospital, against doctor’s
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よね。そこでお菓子を買ってきてくれないか、という質問はちょっと予想外で

