
破裂音って？

英語では ”Plosive Sound” 
舌や唇などを使って空気を溜め、 

解放させたときに破裂する音

無声音/有声音って？

英語では ”Voiceless/Voiced Sound” 
声帯(のど)を振動させて発音→有声音 
声帯を振動させないで発音→無声音

t d
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無声音 有声音

歯茎破裂音
しけい

軟口蓋破裂音
なんこうがい

両唇破裂音
りょうしん



歯茎破裂音

d

t

舌の位置：上前歯の裏の付け根に舌先をしっかりくっつける 
空気の出し方：① 舌先と前歯裏に空気を溜める 

② 溜めきれなくなって舌を離す

こっちは無声音で発音！ 
⚠ 最後に /t/ の発音が来る時は「ト（TO）」と発音しないようにね 
＜例＞ 
tea /ti:/ (茶)、Thailand /táilænd/ (タイ)、quiet /kwáiət/ (静かな)

こっちは有声音で発音！ 
⚠ 最後に /d/ の発音が来る時は「ド（DO）」と発音しないようにね 
＜例＞ 
day /déi/ (日,曜日)、door /dɔr/ (ドア)、good /gúd/ (良い)



① 交互に発音してみよう！

歯茎破裂音

t d
③ 文章にしてもイケイケ？② ゆっくりハッキリ発音してみよう！

to /túː/ 
(前: ～へ) 

bat /bæt/ 
(コウモリ) 

ant /ænt/ 
(蟻) 

sat /sæt/ 
(sit座るの過去形)

do /dúː/ 
(～をする) 

dad /dæd/ 
(パパ) 

and /ænd/ 
(接: ～と) 

sad /sæd/ 
(悲しんでいる) 

today /tədéi/ 
(今日) 

Tuesday /túːzdei/ 
(火曜日) 

Saturday /sætərdèi/ 
(土曜日) 

tried /tráid/ 
(tri 試すの過去形) 

diet /dáiət/ 
(食事) 

wanted /wɔńtəd/ 
(want ～したいの過去形) 

1) It is hot today. 
　 今日、暑いわ～。 

2) What did she do at the top? 
　 彼女は頂上で何してたの？ 

3) Did it stop at the bottom? 
　 底で止まった・・・？ 
　 (え、何が？って感じですね。はい。) 

4) Dan and Tina had a date on  
     Tuesday. 
　 ダンとティナ、火曜にデート 
　  したよ。

さあ、練習だー！



両唇破裂音
唇の形：両唇をしっかりくっつける 

空気の出し方：① 閉じた唇で口の前方に空気を溜める 
② 溜めきれなくなって唇を離す

こっちは無声音で発音！ 
⚠ 最後に /p/ の発音が来る時は「プ（PU）」と発音しないようにね 
＜例＞ 
pen /pén/ (ペン)、pocket /pɑ́kit/ (ポケット)、map /mæp/ (地図)

こっちは有声音で発音！ 
⚠ 最後に /b/ の発音が来る時は「ブ（BU）」と発音しないようにね 
＜例＞ 
bag /bæg/ (かばん)、bill /bíl/ (明細書)、job /dʒɑb/ (仕事,職)

b

p



① 交互に発音してみよう！

両唇破裂音

③ 口をしっかり動かして、早口言葉！② 文章にしてもイケイケ？

pig /píg/ 
(豚) 

cup /kʌp/ 
(カップ) 

pack /pæk/ 
(詰める) 

pit /pit/ 
(大きな穴)

big /bíg/ 
(大きな) 

cub /kʌb/ 
(肉食動物の)子 

back /bæḱ/ 
(後ろに) 

bit /bít/ 
(少し)

1) The big puppy barks. 
　 その大っきい子犬吠えるで。 

2) The boy was happy. 
　 男の子幸せそうだったよ。 

3) Ride your bicycle to the  
      top. 
　 頂上まで自分の自転車で 
　　行き～！ 

4) We ate purple blueberry  
　   pie. 
　 紫のブルーベリーパイ 
　　食べたよ。

さあ、練習だー！

p b

① Betty better butter Brad’s bread. 
② Brad’s big black bath brush broke. 
③ A box of biscuits, a batch of mixed  
     biscuits

Peter Piper picked a peck of pickled peppers. 
Did Peter Picker pick a peck of pickled peppers? 
If Peter Piper picked a peck of pickled peppers, 
where’s the peck of pickled peppers Peter Piper 
picked?

p

b



軟口蓋破裂音
舌の位置：喉の奥の柔らかい部分に舌の根本を持ち上げてくっつける 

空気の出し方：① 舌で閉じた喉の奥に空気を溜める 
② 溜めきれなくなって舌を離す

こっちは無声音で発音！ 
⚠ 最後に /k/ の発音が来る時は「ク（KU）」と発音しないようにね 
＜例＞ 
cup /kʌp/ (カップ)、school /skúːl/ (学校)、like /láik/ (～を好む)

こっちは有声音で発音！ 
⚠ 最後に /g/ の発音が来る時は「グ（GU）」と発音しないようにね 
＜例＞ 
green /grin/ (緑色の)、gold /góuld/ (金)、great /gréit/ (偉大な)

k

g



① 交互に発音してみよう！

軟口蓋破裂音

② 文章にしてもイケイケ？

back /bæk/ 
(背中) 

sink /síŋk/ 
(沈む) 

queen /kwíːn/ 
(女王)

bag /bæg/ 
(かばん) 

sing /siŋg/ 
(歌う) 

green /grí(ː)n/ 
(緑色の) 

※iの音を伸ばすのは
イギリス英語に近い

1) The dog can lick the girl. 
　 その犬その女の子舐めるよ。 

2) The big cake cooled in the kitchen. 
　 おっきなケーキは冷蔵庫で 
　　冷やしてあるよ。 

3) Get the clean fork from the sink. 
　 綺麗なフォーク台所の流しから 
　　とってきて～。 

4) He quickly corrected the group. 
　 彼、即そのグループ集めたわ・・・。 

5) The school chorus will sing for the  
　　queen in England. 
　 その学校の合唱曲はイングランドの女王 
　　のために歌われるんだよ。

さあ、練習だー！

k g



【子音】摩擦音 
　SEA と SHE 使い分けられる？

ʃzs ʒ



摩擦音って？

英語では ”Fricative Sound” 
口で作った空気の抜け道（狭い隙間） 

を空気が通る時に出る音

無声音/有声音って？

英語では ”Voiceless/Voiced Sound” 
声帯(のど)を振動させて発音→有声音 
声帯を振動させないで発音→無声音

ｓ z

ʃ ʒ

無声音 有声音



SとＺ
舌の位置：上前歯の裏の付け根に舌先を近づけ隙間を作る 

歯の形：前歯は閉じている状態 
空気の出し方：舌で作った隙間に空気を通す

こっちは無声音で発音！ 
⚠日本語では「さ・す・せ・そ」がこの音だけど、 
　「し」だけないので意識して「si」の音は発音してね 
＜例＞ 
six /síks/ (六)、sick /sík/ (病気の)、simple /símpl/ (単純な)、its /íts/ (その)

こっちは有声音で発音！ 
⚠日本語では「ざ・ず・ぜ・ぞ」がこの音だけど、 
　「じ」だけないので意識して「zi」の音は発音してね 
＜例＞ 
zoo /zúː/ (動物園)、zip /zíp/ (～をジッパーで締める)、his /híz/ (彼の)

z

s



① 交互に発音してみよう！

SとＺ

③ 文章にしてもイケイケ？② ゆっくりハッキリ発音してみよう！

its /íts/ 
(その) 

sag /sæǵ/ 
(がっくりする) 

cats /kæt́s/ 
(複: 猫)

is /iz/ 
(be動詞三人称単数) 

zag /zæg/ 
(ジグザク動きの一方向) 

boys /bɔiz/ 
(複: 男の子)

sounds /saundz/ 
(三人称単数: ～に聞こえる) 

business /bíznəs/ 
(業種) 

sizes /sáiz/ 
(大きさ) 

noisiest /nɔíziest/ 
(最も騒がしい) 

licenses /láisənsəz/ 
(認可証)

1) Is Sally his sister? 
　 サリーは彼の姉妹？ 

2) The science quiz was easy. 
　 理科の問題簡単だった。 

3) Please sit beside your  
　　friends. 
　 友達の隣に座ってください。 

4) The seven students took the  
　　first test for the driver’s  
　　　licenses on last Thursday  
　　　　in December. 
　 前の12月の木曜に、７人の 
　  生徒が初めての運転免許試験 
　   を受けてきたよ。

さあ、練習だー！

ｓ z



∫(SH)とƷ(ZH)
舌の位置：上前歯の裏の付け根から1cmほど後ろの上顎に舌先を近づけ隙間を作る 

歯の形：前歯は閉じている状態 
空気の出し方：舌で作った隙間に空気を通す

こっちは無声音で発音！ 
⚠ /ʃ/で発音されるのは「sh」だけではなくて 
　 「ch」「-tion / -sion」「-cial / -tial」とか色々あるから要チェケ！ 
＜例＞ 
shop /ʃɑp/ (小売店)、chef /ʃéf/ (料理人)、special /spéʃəl/ (特別な)

こっちは有声音で発音！ 
⚠ /ʒ/ の発音が含まれる単語は実はめちゃめちゃ少ない。 
　 この発音が含まれてる単語は暗記した方が早いです！ 
＜例＞ 
garage /gərɑ́ʒ/ (車庫)、massage /məsɑ́ʒ/ (マッサージ)、Asia /éiʒə/ (アジア)

ʃ

ʒ

"おまけ" 
口の形：口を突き出し 
すぼめた形にした方が 
音が出しやすいよ！



① とにかく練習するぞ

∫とƷ さあ、練習だー！

ʃ
② さあ単語も覚えちゃおう

1) She showed Shelly her shirt. 
　 彼女はシェリーにシャツを見せた。 

2) I wish she would not shout at us in English. 
　 彼女が英語で怒鳴らないことを願うよ・・・。 

3) Sure, you can shave his mustache. 
　 ええ、彼の髭剃ってあげていいよ。 

4) Be cautious when you swim in the ocean. 
　 海で泳ぐ時は特に注意してね。 

1) Measure the beige door on the garage. 
　 車庫のベージュのドア測って～。 

2) I usually watch the television at night. 
　 よく夜にテレビ見るんだよね。 

3) It was my decision to fly to Asia to seek the  
　　treasure. 
　 宝物を探すためにアジアに行ったのは 
　　私の判断だから。

ʒ



① 交互に発音してみよう！

Sと∫

② 相手に違いがわかるようにハッキリ

city /síti/ 
(都市) 

sea /síː/ 
(海) 

sip /síp/ 
(すする) 

sin /sín/ 
(罪)

shitty /ʃíti/ 
(とても悪い) 

she /ʃíː/ 
(彼女は) 

ship /ʃíp/ 
(船) 

shin /ʃín/ 
(足のすね)

1) Six sharp smart sharks 
　 ６匹の頭が切れる賢いサメ 

2) Six short slow shepherds 
　 ６匹の小柄なのろいシェパード 

3) Selfish shellfish 
　 わがままな甲殻類 

4) We surely shall see the sun shine soon. 
　 きっとすぐに陽の光を見られるでしょう。

さあ、練習だー！

ｓ ʃ



さあ、磨くのだ！
文章だけで読めるようになれば一人前！ 

相手に書き取ってもらえるようになれば完璧です！

She sells seashells by the seashore, 
the shells she sells are seashells, I’m sure. 
So if she sells seashells on the seashore, 
then I’m sure she sells seashore shells.

彼女は海岸で貝殻を売っています、 
その貝は海の貝殻です、間違いない。 

だからもし彼女が海岸で貝殻を売っているのなら、 
それは間違いなく海岸の貝殻に決まってます。



【子音】摩擦音 
　唇噛むって大嘘つき

ðvf hθ



摩擦音って？

英語では ”Fricative Sound” 
口で作った空気の抜け道（狭い隙間） 

を空気が通る時に出る音

無声音/有声音って？

英語では ”Voiceless/Voiced Sound” 
声帯(のど)を振動させて発音→有声音 
声帯を振動させないで発音→無声音

f v

θ ð

無声音 有声音

h



fとv
上前歯の位置：下唇との間に隙間を作る 

空気の出し方：唇はリラックスさせて作った隙間に空気を通す 
コツ：空気は強めに出して隙間から音が出ているのを感じよう！

こっちは無声音で発音！ 
⚠息の出し方が足りなくて音が出ていないことがあります！しっかり！ 
＜例＞ 
four /fɔr/ (四)、family /fǽməli/ (家族)、life /láif/ (命)、enough /inʌf́/ (十分な)

こっちは有声音で発音！ 
⚠喉を震わせるのが間に合ってなくて「f」にならないように！ 
＜例＞ 
vacation /veikéiʃən/ (休暇)、five /fáiv/ (五)、love /lʌv́/ (愛する)v

f



fとv

② 文章にしてもイケイケ？① ゆっくりハッキリ発音してみよう！

favorite /féivərət/ 
(お気に入り) 

favor /féivər/ 
(～の方を好む) 

forgive /fərgív/ 
(許す) 

lifesaver /laifséivər/ 
(命を救ってくれる人) 

leftover /léftòuvər/ 
(料理の余り)

1) His wife will drive the van. 
　 彼の奥さんはバンを運転するつもりだよ。 

2) I have five knives and four forks. 
　 ５本のナイフと４本のフォークを持ってます。 

3) Will you phone before you visit the farm? 
　 農園に着く前に電話してね？ 

4) Please forgive me for forgetting the  
　　leftover food! 
　 食べ残しのこと忘れちゃってたの許して～！

さあ、練習だー！


