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１　研究の目的

高等学校では、平成15年度から年次進行により、新

学習指導要領に基づいて授業が実施されている。今回の

改訂によって、外国語科の目標は「外国語を通じて、言

語や文化に対する理解を深めること」「外国語を通じて、

積極的にコミュニケーションを図ろうとする態度を育成

すること」「外国語を通じて、情報や相手の意向などを

理解したり自分の考えなどを表現したりする実践的コミ

ュニケーション能力を養うこと」という三つの要素から

成り立っている。この「実践的コミュニケーション能力」

とは外国語の音声や文字を使って実際にコミュニケーシ

ョンを図ることができる能力のことであり、中でも、平

成18年度大学入試センター試験（現高校２年生が受験）

からリスニングテストが実施されることも決まってお

り、今後はリスニング能力を高めることが求められてい

る。

生徒が英語を聞き取れない要因の一つとして、普段の

授業で生徒が触れている英語の速さは、ネイティブスピ

ーカーが普通に話す速さではないため、生徒たちは自然

に生じている音声変化が理解できず、ついていけないと

いう点が挙げられる。それは、未知語だけではなく、知

っている単語でも聞き取れないという問題を引き起こし

ている。

そこで、今回の研究では、音声変化に焦点を当てたリ

スニング教材を作成し、その活用を通して基礎的リスニ

ング能力を高めるための指導の工夫について検討するこ

ととした。

２　研究の内容

教育センターに配属されているALTに協力していた

だき、音声変化の説明とその例文のプリント、練習問題

のプリント、そして音声テープから成るリスニング教材

を作成した。それらの教材を使用して、高校２年生２ク

ラス、計79名を対象として授業を実施し、その結果を

分析した。また、事前、事後アンケートも実施した。

（1） 事前アンケート

授業実践前に事前アンケートを実施し、聞き取りに対

する意識など、生徒の現状を把握した。以下にその結果

を紹介したい。

ア　英語の四つの技能のうち、最も力をつけたいと

思うものはどれですか。

話すこと 54％、聞くこと 18％

読むこと 22％、書くこと 6％

聞くことと答えた生徒はその理由として、聞くことが

できないと話すこともできないから、まず相手が言って

いることを聞き取れるようになりたいから、センター試

験が不安、話すことは何とかできても聞くことができな

いと会話にならないから、ネイティブの英語が聞き取れ

ない等を挙げていた。

イ　家庭での英語学習で、最も時間をかけているも

のはどれですか。

読解 89％、 聞き取り 0％

家庭学習において、聞き取りに関してその必要性をあ

まり感じていないという現状であった。

ウ　家庭での英語学習で、勉強方法など、最も困っ

ているものはどれですか。

聞き取り 37％、英作文 25％、読解 23％

聞き取りと答えた割合が最も高くなった。授業等にお

いて聞き取りに関して具体的に指導する機会があまりな

いためではないかと思われる。

エ　家庭での英語学習で、今後、時間をかけて取り

組みたいと思うものはどれですか。

読解 33％、聞き取り 28％

センター試験が不安という生徒の意見もあったよう

に、これからの必要性を感じていると思われる。

オ　あなたは学校での授業以外に英語を聞きます

か。

はい 46％、いいえ 54％

はいと答えた生徒は具体的に、テレビ、ラジオ、ビデ
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オ等の学習教材、英会話学校、音楽、歌、映画、VOA

やBBC等の国際放送などで英語を聞く機会をとってい

るが、その頻度については、週１回聞くと週２～３回聞

くを合わせて約70％であった。

カ　聞き取りは難しいと感じますか。

はい 80％、いいえ 20％

どのような点が難しいと感じますかという質問には、

速すぎて聞き取れない、単語がくっついて異なる読みに

なってしまうから、弱く発音させる言葉が聞き取りにく

い、簡単な表現や単語もなんだか違って聞こえる、等と

答えていた。この中には、今回取り上げた音声変化に関

連する点も含まれている。

キ　英語の音声変化という言葉を知っていますか。

はい 24％、いいえ 76％

ク　いつその言葉を聞きましたか。

中学校 68％、高校 32％

約24％の生徒が音声変化という言葉を聞いたことが

あると答え、そのうちの約70％が中学校で聞いたこと

があると答えた。中学校での英語学習の段階で音声変化

についての指導を受けていることが分かる。

（2） 教材の作成

今回Reduction（弱化）、Contraction（短縮）、Linking

（連結）、Deletion（脱落）、Assimilation（同化）の五つ

の音声変化を取り上げ、リスニング教材を作成した。

ア　音声変化の説明と例文のプリント及び音声テー

プ教材

音声変化の説明と例文のプリントを作成し、音声テー

プの編集を行った。音声変化の現象をつかんでもらうた

めに、それぞれの音声変化を簡単に説明し、その後に例

文を示した。例文は、音声変化が起こる部分を空所に抜

き、ディクテーションによって文字で単語を確認させ、

単語と音声変化による音の両方を確認させるようにし

た。音声テープの構成は、それぞれの例文を１回目は一

語一語ゆっくりと発音して読んでもらい、２，３回目は

ナチュラルスピードで録音し、それぞれの例文を３回聞

かせるようにした。LL機器を利用して、テープ編集を

行った。

イ　練習問題のプリント及び音声テープ教材

それぞれの音声変化に慣れさせるために、練習問題の

プリントも作成した。練習問題も同様に、ディクテーシ

ョンを行い、空所に単語を書き入れることで、音声変化

の理解を調べた。音声テープには、それぞれの問題文を

ナチュラルスピードで２回録音した。

ディクテーションを実施する際に、音が聞き取れても、

その単語の綴
つづ

りが分からないために記入できないという

ことを防ぐために、高校２年生が学習しているレベルの

語句を使用するように注意した。

ここで、五つの音声変化について、簡単に説明してお

きたい。

弱化とは、名詞、形容詞、動詞、副詞、疑問詞などの

内容語が強く発音されるのに対して、冠詞、助動詞、接

続詞、関係詞、前置詞、人称代名詞などの機能語は弱く

発音される現象である。

短縮とは、主語とbe動詞、haveの結合、疑問詞とbe

動詞、haveの結合、be動詞、haveとnotの結合、助動詞

とhaveの結合に見られる現象である。

連結とは、前の単語の語尾の子音と次の単語の語頭の

母音がつながってひとまとまりの音として発音される現

象であり、リエゾンとも呼ばれる。

脱落とは、前の単語の語尾と次の単語の語頭が同じ音

あるいは似た音の時、前の語尾の音が消えてしまったり、

[b]音、[d]音、[g]音、[k]音、[p]音、[t]音の六つの子音

が、単語の最後や文の最後などにくると消えてしまう現

象である。

同化とは、前後の音の影響を受けて吸収されたり、融

合されたりして別の音に変化して聞こえる現象である。

子音の語の後に[j]音が続く場合や、[n]音の直後の子音

が聞こえない場合や、-ten、-tten、-tain、-ddenなどの[t]

音や[d]音が[n]音だけのように聞こえる場合や、語尾の

-tly、-dlyで[t]音や[d]音が[l]音だけに聞こえる場合や、

[t]音や[d]音が日本語の「ラ行」のように聞こえる場合

などがある。

（3） 実践内容

授業では、まず最初に説明と例文のプリントを実施し

た。説明文を各自で読んでもらったあと、それぞれの音

声変化の現象を例文と音声テープで確認してもらった。

続いて、練習問題のプリントで、同じ音声変化の現象が

生じている英文を聞き、ディクテーションに取り組んで

もらった。その練習問題のプリントを回収し、結果を分

析した。

（4） 練習問題の結果

ア　Reduction（弱化）

his やher のような人称代名詞の弱化が聞き取れてい

ないようである。

イ　Contraction（短縮）

主語とbe動詞や助動詞の短縮はかなり良くできてい

た。しかし、助動詞とhaveの短縮は正答率が他と比べ

ると落ちていた。

ウ　Linking（連結）

正答率の低かった問題は、put it off、As a matter of、
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ran out of であった。put it off はput it on, put offの誤答

が目立った。代名詞itを聞き取れなかったことが分かる。

As a matter of と ran out of は、前置詞のofを聞き取れ

なかったことが分かる。しかし、これらはイディオムと

して取り上げられているものなので、これらのイディオ

ムに慣れているかどうかという点も大きく影響している

のではないかと思われる。

get away では、awayのaを聞き取れていない誤答が多

かった。

エ　Deletion（脱落）

look good、sit down、clock keepsの３問については、

正解が10％未満という結果であった。音の脱落によっ

て、２語から成る表現の聞き取りが十分に出来ていない

という結果が分かる。

stopped the については、stop、stopsという動詞の形

の間違いが多かった。また、stopped her と答えた例も

あった。

オ　Assimilation（同化）

Would you、Could youのような同化の現象は、ほぼ

全員正解していた。

[n]音の直後の子音は聞こえなくなるという現象は、

internationalにおいて、正解率は60％を超えていた。し

かし、中にはinnationalと答えた生徒がいて、聞こえて

きた音をそのまま正確に文字に表した誤答である。また、

nationalと答えた生徒もいて、アクセントのない前半部

がそっくり聞こえない結果となっている。

-ten、-tten、-tain、-ddenなどの[t]音や[d]音が、[n]音

だけのように聞こえる例に関しては、mountainにおい

ても同様に、mountと答え、後半部がそっくり落ちてい

る誤答例もあった。さらに、certainに関しては、正答

率が４％ほどであり、said、saw、say、thoughtなど

様々な誤答例が見られた。writtenにおいても同様で、

reading、listening、writing、littleなど様々な誤答例が

見られた。

語尾の-tlyや-dlyで、[t]音や[d]音が飲み込まれて[l]音

だけに聞こえる例では、exactlyやhardlyの正答率が約

25％であり、無答の割合が40％を超えていた。

[t]音や[d]音が、日本語の「ラ行」の音に聞こえる例

では、matter、littleの正答率が低かった。

（5） 事後アンケート

授業実践後の生徒の意識を知るために、事後アンケー

トを実施した。以下にその結果を紹介したい。

ア　五つの音声変化それぞれについて、どの程度理

解できたと思いますか。

「よく理解できた」と「まあまあ理解できた」を合わ

せて50％を超えたものは、弱化、短縮、同化の三つで

あった。しかし、弱化と同化については、「あまり理解

できない」と答えた者が10％を超えていた。連結と脱

落については、「よく理解できた」と「まあまあ理解で

きた」を合わせて、約30％程度で、「以前と変わらない」、

「あまり理解できない」の割合が高くなっていた。

イ　五つの音声変化の中で、聞き取りにあまり支障

がないと感じるもの、また、支障があると感じる

ものはどれですか。

五つの音声変化の中で、聞き取りにあまり支障がない

と感じるものは、短縮で、約30％であった。また、聞

き取りに支障があると感じるものは、連結と脱落であり、

ともに35％程度であった。

ウ　音声変化について学ぶとすればいつがいいと思

いますか。

音声変化について学ぶとすればいつがいいかという質

問については、中学校１年と答えた生徒が約40％、中
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学校２年が約25％、高校１年が約22％という結果にな

り、出来るだけ早い時期に学習すればよいと感じている

生徒が多いことが分かる。

エ　音声変化に慣れるとリスニング能力が伸びると

感じますか。

はい 95％、いいえ 5％

音声変化に慣れるとリスニング能力が伸びると感じて

いる生徒が、95％を占め、これからも音声変化につい

て学習を続けたいと考えている生徒も多く、ほとんどの

生徒が音声変化の学習の必要性を感じている。

そのほかの結果として、例文による音声変化の確認の

テープ教材に関しては、音声変化がつかみやすかったと

答えた生徒は、約40％であったが、ナチュラルスピー

ドが速すぎたと感じた者も、約40％であった。

練習問題による音声変化の確認のテープ教材に関して

は、ナチュラルスピードが速すぎたと答えた者が約

67％もいた。

練習問題において無答となった理由として読むスピー

ドが速いと答えた生徒が約40％、音声変化について行

けないと答えた生徒も約40％いた。音が分かっても綴

りが分からなかったと答えた生徒が20％いた。

３　研究のまとめ

今回、五つの音声変化に焦点を当て、基礎的リスニン

グ能力を高める指導の工夫を検討した。

事前アンケートから76％の生徒が音声変化という言

葉そのものを知らないため、説明と例文を提示したプリ

ントと音声テープによって、音声変化についての理解を

深めた。説明があまり難しくならないよう、ポイントを

押さえるようにした。また、例文は一語一語ゆっくりと

読んでもらったのを聞きながら空所に単語を書き入れる

ことで、その箇所に音声変化が生じるということを予測

させた上で、ナチュラルスピードで二回聞かせた。さら

に、練習問題では、音声変化に慣れるようにできるだけ

多くの問題を出題し、ディクテーションで確認させた。

それらを通して音声変化の現象を理解できたと思う。

例文と練習問題の英文は事前にALTと話し合いを持

ち、それぞれの音声変化にふさわしい英文を選び、録音

した。ALTに音声テープのねらいをはっきり伝え、こち

らの意図に合うように録音してもらうことができた。

また、教材の作成に当たっては、LL機器を利用した。

SPSP（センテンス・ポーズ・センテンス・ポーズ）の

機能を使い、ポーズの長さを調節して、テープの編集を

行った。

ディクテーションにより、聞き取りの確認を行った。

音として単語が分かっても、綴
つづ

りが分からないという問

題点を避けるために、難易度を考慮して単語を選んだが、

音が分かっても綴
つづ

りが分からない単語があったと答えた

生徒が音声変化の確認プリントと練習問題プリンの両方

で約20％もおり、ディクテーションの問題点として考

えた単語のレベルを検討する必要がある。

音声変化の理解については、授業実践と事後アンケー

トの結果から、生徒たちが苦手としている音声変化は連

結、脱落の二つであることがつかめた。

４　今後の課題

事後アンケートによると、生徒たちは英語を学習し始

める中学校１年か２年で音声変化の学習を始めたいと感

じている。その理由として、音声変化に慣れることがリ

スニング能力を高めることにつながると実感できたから

だと思われる。できるだけ早い時期に取り組むことによ

って、その学習効果もよりよく出るのではないかと思う。

学習時期と合わせて、今回の研究で、生徒が特に苦手

としている音声変化がつかめた。これからも継続して、

苦手としている分野を中心に、音声変化の確認を行って

いく必要がある。

今回の研究は、音声テープを用いてのものであり、音

声テープは繰り返し利用することが可能ではあるが、内

容に変化がない。生徒に継続的に指導する場合には、

ALTとのティームティーチングにおける指導の工夫を考

えなければならない。その際には、教科書の中に見られ

る音声変化を取り上げ、音声教材を作成し、年間を通し

て継続的に指導することが可能となる。また、ティーム

ティーチング以外の時間に、その音声教材を用いて、

JLT一人でも計画的に指導することが可能となる。さら

に、聞くだけではなく、実際に音読を通して音声変化を

体感することも大切である。ティームティーチングにお

いては、ALTの協力を得て、音読指導も継続して行う必

要がある。普段のティームティーチングがゲームなどの

活動を通して、コミュニケーション能力の育成に当てら

れているが、音声指導の面から、教科書を用いての指導

も考えなければならない。

今回、ディクテーションを行ったが、生徒からは予想

以上に綴
つづ

りが分からないという声が多かった。音声変化

の確認とともに綴
つづ

りの確認も並行して行うことが必要で

あるので、これからも、ディクテーション活動を継続し

て行っていきたい。
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