
慕   のコツ′―アクセント編～
「読めない単語は覚えられないJ、「発音できない音は聞き]園目いい」.珈らは英語学習で肝に銘

じておくべきことだ。そのため、新出単語は発音記号やアクセントの位置を意識してま・黄読めるようにし、

CDから聞こえた通りに発音することが単語を覚える近道であり、発音やリスニングの

アクセントのルールを更新したので活用しめ ! KH25.3_19

RIJe, ∞ 、eeが並んでいたらそこにアクセントC
★「ニコ(2個 )ッ」顔を見たら、そこで『お―(00い―(ee)ね !Jの法則

例bam睫廻/Sham駆塑ノね煙 ノba鞄盪n

rengooノ car堅堕rr engineerノ volunter

ノtyphttnノ ca屯望n′ degⅢ壁 /guaran樫:ノ

“。 例外hOneymα)n′ ∞mmmeercoree"・

鞭

アクセントとは単語を1番強く読む箇所のこと。アクセントは母音(ai(y)ueo)にある。

概

① 鋼 圏 剛 目 7池掛 d縮回 薗 猥 陽 I

『コロケーション』の(ア )(発 )マークの語は特に注意。

② コ引鵬小OfL―rιl嗜鱗渉ぅ′

母音(ai(y)ueo)に

アクセントあり!ルールに

従って母音を強く読もう :

かなり苦しい(F)語呂合わせだが、是非覚えよう。ただし例外も多いので①は必須。

③ 蜘鬱 鴨

…

′

アクセントは「耳と口」を使って勉強するのが鉄則だ。徹底的に音読しよう:

Rde 2 ay、 ain、 ade、 ereの先頭の母音にアクセント

★「エイ(ッ )、 エイ(ン )、 エイ(ド)、 ヤァー、その場で気合い」の法則

例 del曇ダdα坦里rdispl製 ノenterbm′ mainhin rcompLL rpersuade rinvadeノ pal墜!Qノ

interFe壁 ノse電壼ゾSin"re…  例外 essaビ ′hOrnest型 ノho:idi型 ノrai:w翌などの名詞、
mountainノ ●apセin/Certain・・。これら名詞や形容詞はルール外。他に■mosphere…

Rde3 enhi、 0:Ogyの先頭の母音にアクセント

★『円樽、オロ爺もeか o、 そこが強め」の法則

夕l technoloqvノ bioloqyノ ecologvノ psycho10gv′ sociologv′ apologv ・・・

fundamenセ Jノ enviЮ nmeni」 ra∝identalノ expettmentalノ senttmenね :・・・

Rale 4 t百 bute、 iqueの iにアクセント

★「鳥ビューと飛んで行―く」の法則は :を強く読もう !

例∞nt‖buteノ distttbuteノ attttbutertecm山 堕′ur山堕ノanおue… 鮭)attttb菫髪卜性



● ′L―fL01・劉抑剛母音にア

…REJ0 5(s)ive、 iOn、 ian、 ient、 ious、 iai、 icak ic、 iCS、 ica‖ y、 ity等の 1つ前の母音

★「愛Ψの一歩手前」の法則 匝えヨ参照

例 υ expen§ ive r progressiveノ aggress墜 ノinteneiveノ oomprehen,ive ・・・

υ educlionノ impresslo■ノrettbnノ expan鈍塑ノmusLianノ maghanノ pol翻咆 …

υ∞nvenientr emcientノ suncient rdellciousノ amblious′ myste薔ousノ se面ous…

9。mcial′ essenlalノ inluentia:ノ indust面」ノpolttica1/econorn:璽 ノchem菫塑!…

υ democraticノ scienttc′ econornLrphv鈍墜′mathematics… 例外pol軸曼 …Ⅲ

υ basica‖ yノ tecllnicalけ ′autl10〔聖rne∝ss_iw′ Opporunェy

IL―rLOわ
…

ア牲 沐

Rule 6 ate(d)の 2つ前の母音にアクセントく
当て巌製轟覇目瞭昴:′

★「エイトの2つ前」の法則     ヒ三望望型竺二量生  」  *國唖酔発音異なる

例 graduate r eduq菫 ≧ノooncentrateノ coope確基Qノ delicate/separate′ comp‖cabd・ …

Rde 7 iteと ize(se)め 2つ前の母音にアクセント

★『アイト(ite←読み方はイト)とアイズ(ize、 bO)も 2つ前」の法則

例 Opposle r favOriteノ deFlnttQ′ apologL釜 ′recogn睦 ′memOnze′ organ壼 ′

svmpathizeノ emphasizeノ exerciseノ advettise・ "例外genera睦 ′宙sua電聖・・・

*Ruに 6、 7とも母音が2つ前まで遡れないなら当然この法則は

適応できない。例 Create r adv:まガsurpF〔海・・・

● セn囃雌薦言べ
=語

品詞によってアクセントが異なる「8-』 ・r師 」の単語に注意

「名詞なら前、動詞なら後ろ」、「形容詞なら前、動詞なら後ろ」と品詞によつてアクセントが異なる語がある。

例 名詞 recordパnsuLパmpo威 ′expo費 ′Increase r decreaseノ 名詞・形容詞present・・・

動詞 recordノ insunノ importノ expo■ ノincrease r decreaseノ present・・・

カタカ引語は要注意  日本語とアクセントの位置が番うものが多いので注意

例 elevatorノ calendarノ manager r energyノ balance′ nemorkノ pattern/sundard′

damagё ノimage′ rnodern′ volume r alcohOlノ adviceノ hotel′ police′ guitarノ idea"・

「コ仲02哺 .雄 ア機

2つ囀 lJ I剛レl目た

…

う。

スペシヤルなイブs(iVe)の 日に、高知のイオンlon)でイアン(an)

「好き」と言えんとcent)居合わせ(iOuS)ま した。イアルlaりちゃんは

怒っ (icaり て去つて行き00ま した。彼女の怒りぐca‖yl最高潮 卜痛い(ity)

思い出となりました。愛は実らず「愛の一歩手前」の法則となりました。

■tの直後の市eはこの法則は当てはまりません。rel型壼≧′attm也 など


