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英語ネイティブの人の発音の特徴（簡易版）

① 連結ルール

〔例〕The people are from India. [ðәpíːplɑr frәmɪ́ndiә]

子音で終わる語の直後に母音で始まる語がくる場合： 子音 ＋ 母音

つながる

② r母音ルール
〔例〕far away [fɑ́ːrәweɪ] for example [fәrɪɡzǽmpl]

r(e)で終わる語の直後に母音で始まる語がくる場合： r(e) ＋ 母音

つながる

③ n母音ルール
〔例〕can you [kjәnjuː] in a/n hour [ɪnәnáʊәr]

There i/s a/n apple i/n it. [ðeәrɪ zәnǽp lɪnɪt]

n(e)で終わる語の直後に母音で始まる語がくる場合： n(e) ＋ 母音

つながる

④ ちっちゃな“ッ”ルール

〔例〕read books [ríː búks] eat dinner [íː dɪ́nәr]

破裂音（b, p, d, t, g, k）の子音で終わる語の直後に子音で始まる語がくる場合：

破裂音 ＋ 子音

発音の構えはするが、破裂せずに次の単語を発音する

⑤ “トゥルドゥルヌル ”ルール
〔例〕little [lɪ́tl] medal [médl] tunnel [tʌ́nl] Italy [ɪ́tәli] at last [әt lǽst]
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[tl], [dl], [nl] は舌先を上の歯の付け根につけたまま一気に発音する。

⑥ 連続同子音省略ルール

〔例〕convenience store [k§nví®nj§nst¤®r] have free time [h§fríːtáɪm]
must stop [mʌst¦p] next street [nekstríːt]
Tom must stay with them. [tɔ́m§steɪwɪð§m]

子音で終わる語の直後に同じ子音で始まる語がくる場合： 子音 ＋ 子音

1回しか発音しない

⑦ タダラルール

〔例〕Yes, it is. [jésɪdɪ́z] lettuce [lédәs] get up [ɡéd¶p]

アクセントが来ないタ行は、日本語の「ダ行」や「ラ行」の発音になる。

⑧ h消滅ルール
〔例〕I like him. [aɪ láɪkɪm] I like her. [aɪ láɪkәr] must have [mәstәv]

Pick them up. → Pick 'em up. [píkem¶p]

子音で終わる語の直後に、強く読まない「h で始まる語」（前置詞、冠詞、接続詞な

ど）がくる場合： 子音 ＋ h 母音

hを発音せず、子音と母音がつながる（①の連結ルール）

⑨ NTDルール
〔例〕center [sénәr] international [ɪnәrnǽʃәnl] gentlemen [dʒénlmen]

hundred [h¶nred] sandwich [sǽnwɪtʃ]

nの直後に tか dがくる場合： nt や nd

その tと dは発音しないことがある
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⑩ “トゥンドゥン ”ルール
〔例〕mountain [máʊn n] curtain [k©®r n] certainly [s©®r nli] 確かに

garden [ɡɑ́ːr n] pardon [pɑ́ːr n] didn't [dí n] ～しなかった

nの直前に“t＋母音字”か“d＋母音字”がくる場合：

t母音字 n や d母音字 n

その t母音字と d母音字を発音しないことがある

Aya looks sleepy today because she went to bed a/t two in the morning.
⑥ (⑥) ④ ①④

Aya stayed up so late to finish her report about her work experience.
① ④ (⑧①) ①(⑦) (⑧①⑦) ①

Aya means her internship.
(⑧①) ②

Aya worked a/t a photo studio.
① ①(⑦) (⑦)

Aya choose that internship to learn about taking photos because she's interested in photography.
①(⑦) ③ ④ (⑦) (⑩) ① ①

①連結ルール（people are）
② r母音ルール（wonder＋ ing）
③ n母音ルール（can you, in it）
④ちっちゃな“ッ”ルール（eat dinner）
⑤“トゥルドゥルヌル”ルール（little, medal, tunnel）

⑥連続同子音省略ルール（first step, must stop, next stage, convenience store）
⑦タダラルール（lettuce）
⑧ h消滅ルール（like him, pick them up）
⑨ NTDルール（twenty, hundred）
⑩“トゥンドゥン”ルール（written, garden）


