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【中 1】英語 4 月 らくーに英単語をおぼえる方法２ 

１， スペルと発音の関係について 

Ant(アリ) 
[a]は short vowels のエの口でア 

[n]はナ行の n 

[t]はタ行の t 

a-pron( エ プ ロ

ン) 

[a]はアルファベット読みの A 

[p]はパ行の p 

[r]は舌が上顎につかない 

[o]はあいまい母音、オやアとはっきり言わない 

[n]はナ行の n 

base-ball 

(野球) 

[b]はバ行の b 

[a]はアルファベット読みの A 

[s]はサ行の s 

[e]は読まない 

[b]はバ行の b 

[al]はオーとのばす 

[l]は舌先が上の歯にあたる 

 

１， ant, apron, baseball について、ネイティブの発音を気が済むまで聞いてみ
よう。 

２， ネイティブの発音をまねして、音読してみよう。 
３， 下線部の音節はストレスがあるところです。ストレスのあるところは高

めに長めに読んで、ないところは低め短めに読んでみよう。 
４， ant, apron, baseball を書いてみよう。 
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２， スペルと発音の関係について 

clock(時計) 
[c]はカ行の k 

[l]は舌先が上の歯にあたる 

[o]は short vowels のオの口でア 

[ck]はカ行の k 

city(都市) 
[c]はサ行の s 

[i]は short vowels のイ 

[t]はタ行の t 

[y]はイと同じ 

desk(机) 
[d]はダ行の d 

[e]は short vowels のエ 

[s]はサ行の s 

[k]はカ行の k 

el-e-va-tor 

(エレベーター) 

[e]は short vowels のエ 

[l]は舌先が上の歯にあたる 

[e]はあいまい母音、読まなくてもいい 

[v]は下唇をかむ 

[a]はアルファベット読み 

[t]はタ行の t 

[or]はあいまいにオやアと言わないで、のばす 

e-ras-er(消しゴム) 
[e]はアルファベット読みの E 

[r]は舌先がどこにもつかない 

[a]はアルファベット読みの A 

[s]はサ行の s 

[er]はあいまい母音 

１， ネイティブの発音を聞いて、音読をしよう。スペルと発音が覚えられたら、

書いてみよう。 
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３，スペルと発音の関係について 

flute(フルート) 
[f]は下唇をかむ 

[l]は舌先が上の歯にあたる 

[u]はウーとのばす 

[t]はタ行の t 

[e]は読まない 

goal(ゴール) 
[g]はガ行の g 

[oa]は[o]だけオーと読む 

[l]は舌先が上の歯にあたる 

gym(体育館) 
[g]はジ[ji]のイをぬいた j 

[y]はイと同じ 

[m]はマ行の m 

hel-met(ヘルメット) 
[h]はハ行の h 

[e]は short vowels のエ 

[l]は舌先が上の歯にあたる 

[m]はマ行の m 

[e]はあいまい母音で、ウでもエでもない音 

[t]はタ行の t 

１， flute(フルート)と fruit(果物)を聞き比べてみよう。 

２， 単語の発音を聞いて、音読をしよう。スペルと発音が覚えられたら、書い

てみよう。 
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４，スペルと発音の関係について 

ink(インク) 
[i]は short vowels のイ 

[n]はナ行の n 

[k]はカ行の k 

idol(アイドル) 
[i]はアルファベット読みの I 

[d]はダ行の d 

[o]は読まない 

[l]は舌先が上の歯にあたる 

jack-et(ジャケット) 
[j]はジ[ji]のイを抜いた j 

[a]は short vowels のエの口でア 

[ck]はカ行の k 

[e]はあいまい母音、エとはっきり読まない 

[t]はタ行の t 

ket-tle(やかん) 
[k]はカ行の k 

[e]は short vowels のエ 

[tt]の[t]は１つだけ読む 

[l]は舌先が上の歯にあたる 

[e]は読まない 

１， ネイティブの発音をたくさん聞いて、たくさん音読しよう。 

２， 発音とスペルが覚えられたら、書いてみよう。 
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５， スペルと発音の関係について 

lunch(昼食) 
[l]は舌先が上の歯にあたる 

[u]は short vowels のア 

[n]はナ行の n 

[ch]はチ[chi]のイを抜いた音 

math(数学) 
[m]はマ行の m 

[a]は short vowels のエの口でア 

[th]は上の歯と舌の間から空気を出す音 

net(ネット) 
[n]はナ行の n 

[e]は short vowels のエ 

[t]はタ行の t 

om-e-let(オムレツ) 
[o]はオの口でア 

[m]はマ行の m 

[e]は読まない 

[l]は舌先が上の歯にあたる 

[e]はあいまい母音、はっきりエと言わない 

[t]はタ行の t 

１， ネイティブの発音を聞いて、音読をしよう。また、google 翻訳で math と

言ってみよう。 

２， スペルと発音が覚えられたら、書いてみよう。[om-e-let]でなく[omelet]

と書いてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 



ニャマ先生の Online 塾 https://nyama-sensei.com 

 

６， スペルと発音の関係について 

OK(元気で、わかりました) [o]と[k]はアルファベットどおり 

pi-an-o(ピアノ) 
[pi]はピ 

[a]は short vowels のエの口でア 

[n]はナ行の n 

[o]はアルファベット読み 

ques-tion(質問) 
[qu]は[kw]で、クよりウの音がはっきり 

[e]は short vowels のエ 

[s]はサ行の s 

[t]は[shi]のイをぬいた[sh] 

[io]はあいまい母音 

[n]はナ行の n 

[-tion]のかたまりは[shun], この[u]はあいま

い母音 

roof(屋根) 
[r]は舌がどこにもつかない r 

[oo]はウーとのばす 

[f]は下唇をかむ 

zoo(動物園) 
[z]はザ行の z 

[oo]はウーとのばす 

１， ネイティブの発音を聞いて、音読をしよう。 

２， スペルと発音が覚えられたら、書いてみよう。[pi-a-no]でなく[piano]と

書いてください。 

 

 

 

 

 

 



ニャマ先生の Online 塾 https://nyama-sensei.com 

 

７， スペルと発音の関係について 

soc-cer(サッカー) 
[s]はサ行の s 

[o]は short vowels のオの口でア 

[c]はカ行の k 

[er]はあいまい母音でのばす 

ten-nis(テニス) 
[t]はタ行の t 

[e]は short vowels のエ 

[n]はナ行の n 

[i]はあいまい母音、はっきりイと言わない 

[s]はサ行の s 

um-brel-la(かさ) 
[u]は short vowels のア 

[m]はマ行の m 

[b]はバ行の b 

[r]は舌がどこにもつかない 

[e]は short vowels のエ 

[l]は上の歯に舌があたる 

[a]はあいまい母音 

u-ni-form(制服) 
[u]はアルファベット読みの U 

[n]はナ行の n 

[i]はあいまい母音、はっきりイと言わない 

[f]は下唇をかむ 

[or]はオーとのばす 

[m]はマ行の m 

１， ネイティブの発音を聞いて、音読をしましょう。単語のなかの[-]は音節

の区切りです。 

２， 発音とスペルを覚えたら、書いてみましょう。[soc-cer]と書かず、[soccer]

と書いてください。 
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８， スペルと発音の関係について 

vol-ley-ball(バレーボール) 
[v]は下唇をかむ 

[o]は short vowels のオの口でア 

[l]は舌を上の歯にあてる 

[e]は読まない 

[y]はイと同じ 

[b]はバ行の b 

[al]はオーとのばす 

[l]は舌を上の歯にあてる 

win-dow(窓) 
[wi]はウィと同時に 

[n]はナ行の n 

[d]はダ行の d 

[ow]はオウとよむ 

box(箱) 
[b]はバ行の b 

[o]は short vowels のオの口でア 

[x]は[ks]と同時に 

yard(庭) 
[y]はヤ行の y 

[ar]はアー 

[d]はダ行の d 

１， ネイティブの発音を聞いて、音読をしましょう。 

２， 発音とスペルを覚えたら、書いてみましょう。 

 

 

 

 


