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（この動画の内容） 

Amanda  と  David  の電話英会話レッスン。 

女性にとって今日は誕生日。男性にとっては来週の月曜日が結婚記念日です。 

 

 
1     Hello? 

もしもし。 

2     Hi there. 

やあ。 

3     How are you, Amanda? 

元気かい、アマンダ。 

4     Pretty good. 

元気よ。 

5     Oh, you sound very happy today. 

なんだか楽しそうな声だね。 

6     Do you have any special plans? 

何か特別な予定でも？ 

7     Well, today is my birthday! 

ええとね、今日は私の誕生日なの！ 

8     Wow, happy birthday, Amanda! 

わあ、それはおめでとう、アマンダ。 

9     What are you going to do? 

お祝いには何をするのかな？ 

10     I have a birthday party tonight. 

今夜はバースディパーティをするわ。 

11     I'd like to invite you to my birthday party. 

あなたも是非いらしてほしいわ。 

12     How sweet! 

それはどうも！ 

13     Thank you very much. 

お招き、ありがとう。 

14     My pleasure. 

どういたしまして。 



15     By the way, next Monday is my wedding anniversary. 

ところで、来週の月曜日は僕の結婚記念日なんだ。 

16     Congratulations! 

それはおめでとう！ 

17     When did you get married? 

結婚はいつ？ 

18     Didn't l tell you? 

まだ話してなかったっけ？ 

19     I got married two years ago and now I have twins. 

２年前に結婚して、今双子の子供がいるんだよ。 

20     Wow, twins? 

わあ、双子なの？ 

21     Are they boys or girls? 

男の子？それも女の子？ 

22     They are a boy and a girl. 

男と女なんだ。 

23     How old are they? 

今何歳？ 

24     They are six months now. 

今、６ヶ月になるよ。 

25     Oh, I want to see them. 

見たいわあ。 

26     They must be very cute. 

きっと可愛いんでしょうね。 

27     Yes, they are just lovely. 

うん、それはもう可愛いよ。 

28     I will show you some of their pictures. 

今度写真を見せるよ。 

29     I'll look forward to seeing them soon. 

楽しみにしてるわ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（発音・聞き取りのポイント） 

9: What are you going to do? 

 

 ビデオの男性の発音は  are  を非常に弱く発音しており、are の母音が実質的に脱落し、実質

的に「What're you going to do?」と読んでいます。もちろんこれは極めてナチュラルで正しい発

音ですが、そのまま発音してみたところ、あまり高い発音評価が返ってこず、are  が赤い文字

（発音されていない）と認識されてしまいました。 

 おそらく  EnglishCentral  の音声認識では、are  という単語について完全に発音した音声サン

プルと比較しているものと思われます。そこで  are  をちゃんと発音してみると満点（A+）の発

音評価が得られました。時に、動画の音声そのままをまねて発音すると音声学的現象が発生し

た箇所を適切に評価できないこともあるようなので、評価結果が芳しくない場合は、字幕の表

記に忠実に単語をしっかり発音してみるようにしてください。 

 

24: They are six months now. 

 

 month の複数形「months」の発音が難しく感じるという声をよく聞きます。 

 発音記号で示せば  /mʌnθs/  で、/θ/  の舌を上下の歯の間に挟んだ位置から直後の  /s/  を発音

するのが難しいと感じるようです。 

 もし、そのように感じるのであれば、it/its, hit/hits, pet/pets  など  /t/  と  /ts/  の対比をまず先

に発音してみてください。これなら日本語話者にも簡単かと思います。実は  /θs/  の発音もこ

れとほとんど同じ要領なのです。/θ/で上下の歯の間に舌を挟んだ状態で息を出し、それからあ

らためて/s/を出そうとするのではなく、/θ/で舌先を軽く上下の歯の間に挟んだら、その/θ/を

発音するために息を出すとき、舌先を引き抜きながら/s/を発音してみてください。聞こえとし

ては  /ts/に近い音になります。/θs/は/ts/に非常に近く、日本語の「ツ」に似た読み方でよいと

分かれば、months  の発音も簡単にできることでしょう。 

 

14: My pleasure.（どういたしまして） 

 

 相手にお礼を言われたときの返答として「You're welcome.」のほかにも色々な答え方があり

ますが、今回の「My pleasure.」は直訳的に「（あなたに親切にすることは）私の喜び」という

意味。 

 

 pleasure  をカタカナ的に「プレジャー」と読んでしまうと  ‐sure/ʒɚ/の箇所が、/dʒɚ/になる

ので注意が必要です。日本語の「じゃ行」子音は、舌先が一度上歯茎にふれて/d/の音が含まれ

ますが、pleasure  の/ʒ/  は  /ʃ/に対する有声音なので、「シャ、シュ、ショ」の発音で舌が上歯

茎に触れないように、/ʒ/の発音でも舌は上歯茎に触れてはいけません。 

 難しいと感じたら、 初に  /ʃ/  の音を数回発音してみて、舌の位置を変えないまま、声を息

に切り替えてみてください。 

 日常的な単語である  television/téləvɪʒən/にもこの音は含まれます。これを  televidgeon  のよ

うに読んでいませんでしたか？ 

 

 

 

 

 



（用法・文法事項） 

[ look forward to  名詞  ] 

 

29:I'll look forward to seeing them soon. 

（あのたの双子の写真を見るのを）楽しみにしてるわ。 

 

  「～（すること）を楽しみにしている」という意味の熟語的表現「look forward to」は、 

 

I look forwark to the party.  （パーティを楽しみにしている） 

 

 のように「to」のあとに名詞が来る場合はあまり間違えませんが、「～することを楽しみにし

ている」と動詞的意味がつながる場合は注意してください。 

 

I look forward to seeing you again.（また会えることを楽しみにしています） 

 

 ここで「to seeing」という形を、よく「to see」という to 不定詞にしてしまいがちです。 

 この熟語の  to  は「go to school」などの「to」とまったく同じ普通の前置詞で、直後に名詞が

来なければなりません。動詞的意味をつなげるには「～すること（～ing：動名詞）」を置く必要

があり、結果として「to (do)ing」という形になります。「to 不定詞」に口が慣れてしまっている

と、うっかり「to do」にしてしまい勝ちなので、この点を意識して例文を暗唱し、自然に「to doing」

の形で使えるように訓練しましょう。 

 

 

 

（語彙・語源） 

15: anniversary  （記念日） 

 この単語には２つの語源的に重要な要素が含まれています。 

(1) ann = year 

(2) vers = turn 

 

 つまり「anniversary」とは語源的にいうと「１年を（新たに）ターンするタイミング」という

ような意味になります。１年ごとにターンする日が訪れるわけですね。 

 今回はこの２つの語源要素のうち１つめの「ann」だけにスポットを当てます。 

 ラテン語に由来し、「ann, enn」のいずれかのスペルで現れる語幹には「year」の意味がありま

す。もとの部品として「n  が２つ」だということをまず覚えておいてください。 

 

annual (ann + ‐al） 

1, happening or done once every year 

（年１回の） 

2, relating to a period of one year 

（１年分の） 

 

annual event  年中行事 

annual report  年次報告 

annual income  年収 



 

 数字の「２」を表す接頭辞に「bi‐」があります。 

 bicycle（自転車）は  bi‐ + cycle（=wheel)  から成り立っていますが、この  bi‐と上の  ann, enn  が

結びついた単語もあります。 

 

biannual=happening twice a year 

biennial=happening once every two years 

 

 語源的には「２＋year」と同じなのですが、意味は同じではありません。 

 biannual  は「１年につき２回起こる」という形容詞。一方、biennial  は「２年に１回起こる」

です。ちょっと紛らわしいので注意してください。 

 

 1976 年に建国したアメリカ合衆国は、1976 年に「bicentennial」を迎えました。 

 bi‐(=two) + cent(=100) + enn(=year) + ‐al(形容詞） 

 


