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                   ＜句と節の働き＞ 

  

     （ 名 ）  〈 形 〉   ［ 副 ］ 

  

      to V‥         to V‥     to V‥     不定詞 

 

        Ving‥                     動名詞  

 句 

                           Ving ‥    Ving ‥【分構】  現在分詞 

                           Vpp ‥       Vpp ‥【分構】  過去分詞 

 

                         前置詞＋名詞   前置詞＋名詞   前置詞句 

 

    what (S’) V’     関代 (S’) V’            関係詞節 

                       関副  S’ V’ 

                        前＋関代 S’ V’ 

 節 

    that S’ V’                         that S’ V’   従属接続詞節 

        whether S’ V’                    whether S’ V’   

        if S’ V’                            if S’ V’   

                                         その他の従接 S’ V’   

        

    疑問詞 (S’) V’                   間接疑問文 

 

      ☟        ☟        ☟ 

    S,O,C,目,同格   名詞を修飾     名詞以外を修飾 

 

    名詞 （句・節）の記号  → (            ) 

       形容詞（句・節）の記号  → ＜          ＞ 

        副詞 （句・節）の記号  → [            ] 
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 第１講   

 

【１】 次の文の下線をほどこした部分(1)～(3)を和訳しなさい。 

   （配点 50点 ： 制限時間 40分） 

 

             第１段落 

  

 We pay more attention to, and remember, messages that we like.  

 

☞ (1) If we are faced with a message we dislike, or which fails to  

 

confirm our prejudices, we tend to ignore those parts which make  

 

us uncomfortable. ☞ For example, if we dislike or mistrust the  

 

source, our interpretation of the messages is likely to be hostile.  

 

☞ In all this, first impressions are vital. (2)If we begin with a false 
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idea about the purpose of a communication, such an initial error is  

 

unlikely to be corrected, and mistakes may snowball. 

 

 ♪ポイント① ☞イディオム 

attend to ~  =   pay attention to ~  

respect ~ =   pay respect to ~  

visit ~    =   pay a visit to ~ 

 

 ♪ポイント② ☞イディオム 

be faced with ~  =   face ~  =  be confronted with ~  
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 ♪ポイント③ ☞イディオム 

fail to V’    「V’しない」「V’できない」  

failure to V’    「V’しないこと」「V’できないこと」  

ex.  

Never fail to come back by five. = Come back by five without fail. 

「五時までに必ず戻ってきなさい。」 

 

Failure to follow these instructions can lead to serious injury. 

「これらの指示に従わなければ大きなけがにつながることもあります。」 

 

 

 ♪ポイント④ ☞単語の語源 

prejudice  <   pre（前もっての）judice（判断） 

preconception  <   pre（前もっての）conception（概念・考え） 

prerequisite  <  pre（前もっての）requisite（必要品・必要条件） 

preadolescence ｢思春期直前期｣ 

prearrange 「前もって手はずを整える」 
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precaution 「予防策、警戒」 

precede ｢～に先行する｣ 

precedent「前例」  unprecedented「前例のない 

predecessor「前任者」 

predestined「前もって運命づけられた」 

predict 「予言する」 ＜  pre（前もって）dict（言う） 

preemptive strike「先制攻撃」 

prefabricated ｢組み立て式の、前もって製造された｣ 

preface「序文、はしがき」 

prefix「接頭辞」 

preliminary ｢予備の｣ 

prelude「前奏曲」 

premature「時期尚早の」 

premise「前提、仮定」 

preoccupied「心を奪われている」 

preposition「前置詞」 
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presage「兆候、予感」 

prescription「処方箋」 ＜  pre（前もって）scribe（書く） 

 

 ♪ポイント⑤ ☞イディオム 

tend to V’  = have a tendency to V’ = have an inclination to V’ 

= be inclined to V’   =    be apt to V’  「V’する傾向がある」 

 

 
 ♪ポイント⑥ ☞訳さないthat, those 

that 単数形名詞（ …… ）which/who/whose/whom …… 

those 複数形名詞（ …… ）which/who/whose/whom …… 

 

ex1. 

Primitive man lacked that understanding of the physical world 

upon which our present culture prides itself. 

｢原始人は私たちの現在の文化が誇りとしている自然界の理解を欠いていた。｣ 

 

ex2. 

One difficulty is that there is no clear dividing line between those 
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forms of aggression which we all deplore and those which we must 

not disown if we are to survive. 

「ひとつ難しいのは、私たちが全員非難する形態の攻撃と、生き延びようと思

えばせざるを得ない攻撃との間の明確な境界線がないことである。」 

 

 those ( people ) who V’ …「V’する人々」 

 that ( thing ) which V’ …「V‘するもの」 

 

 

  (1) 和訳例 
 
もし私たちが嫌いなメッセージ（伝達内容）や私たちの偏見を裏付けることが
できないメッセージ（伝達内容）に直面すると、私たちは不快に感じる部分を
無視する傾向がある。 
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 ♪ポイント⑦ ☞ofの格 
 

● 主格 

the punctual arrival of our train 

→Our train arrived/arrives punctually. 

● 所有格 

the roof of our house 

● 目的格 

 our interpretations of the messages 

  →We interpret the messages. 

● 同格 

the news of their divorce 

 

Our interpretation of the messages is likely to be hostile. 

直訳「そのメッセージの私たちの解釈は敵意に満ちたものになりそうだ。」 

意訳「私たちはそのメッセージを敵意を持って解釈する可能性が高い。」 
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  (2) 和訳例 
 
もし私たちがある意思伝達の意図について（間違った考えを持って始めると→）
間違った考えを最初に持ってしまうと、そのような最初の間違いは訂正される
可能性が低く、誤解は雪だるま式に大きくなるかもしれない。 
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             第２段落 

 

  Anyone who has used a tape-recorder knows how much more  

 

difficult it is to avoid background noise than they might have  

 

expected. In addition to the voice, there is a storm of other sounds  

 

of which you were unaware when making the recording — the hum  

 

of the central heating system, rustling papers, someone whistling  

 

in the corridor. ☞ On the other hand, you can exclude a great deal  

 

of distracting noise from your attention when you are getting to  
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know an attractive stranger at a party, concentrating  

 

single-mindedly on the words being spoken. ☞ Unlike simple  

 

recording equipment, human perception is brilliantly selective: you  

 

can ignore almost anything you want to, but the sound of someone  

 

speaking your name will cut through a forest of other sounds.  

 

(3)This selection is vital for human development if only because  

 

we have to respond to a continuous flood of messages, and one  

 

brain can handle only so much information. What is more, we have  
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to lump things together into broad categories and treat them as  

 

the same until they are proved different: not even the most  

 

cautious philosopher will treat each new event as totally distinct  

 

from all that has passed before, but will infer similarities and  

 

thereby know how to respond. 

 

 

 ♪ポイント⑧ ☞前置詞＋関係詞 

the house in which he lives「彼が住んでいる家」 

the food on which we live 「私たちが主食としている食べ物」 

the civilization on which we pride ourselves 

「私たちが誇りにしている文明」 

the magazine to which I have contributed several essays 
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 「私がいくつかのエッセイを寄稿した雑誌」 

the kind of old coins in which I am interested 

 「私が興味を持っている種類の古い硬貨」 

other sounds of which you were unaware 

 「あなたが気付かなかった他の音」 

the topic to which young people are indifferent 

 「若者が無関心な話題」 

the financial security for which children are dependent on their 

parents 

「子供達が両親に依存している経済的安定」 

the way in which we behave「私たちの振るまい方」 

the extent to which grandparents are involved in child-rearing 

「祖父母が子育てに関わる程度」 

the condition under which these experiments were carried out 

「これらの実験が行われた状況」 
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 ♪ポイント⑨ ☞単語の語源 

exclude  <   ex（外へ）clude（閉じる） 

include   <   in（中へ）clude（閉じる） 

 

 ♪ポイント⑩ ☞イディオム 

You can communicate only so much by email. 

There is only so much you can communicate by email. 

「メールで伝えられることは限られている。」 

 

 ♪ポイント⑩ ☞前置詞の感覚：into 

make A into B「Aを加工してBを作る」 

change A into B 「AをBに変える」 

translate A into B 「AをBに翻訳する」 

transform A into B 「AをBに変形させる」 
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  (3) 和訳例 
 
第１文 
【直訳】 
もし、私たちが伝達内容の絶え間ない洪水に反応しなければならず、一人の脳
でそれだけ多くの情報しか扱えないからというだけであっても、この取捨選択
は人間の発展には不可欠である。 
【意訳】 
私たちが絶えず押し寄せてくる伝達内容に反応しなければならない一方で、一
人の脳で扱える情報量は限られているという理由だけを考えてみても、この取
捨選択は人間の発展に欠かせないものである。 
 
第２文 
さらに私たちは物事をおおざっぱな範疇に分け、それらが異なっていると証明
されるまでは同じものとして扱わなければいけない。もっとも慎重な哲学者で
さえ、それぞれの新しい出来事を以前に過ぎ去ったすべての出来事と全く異な
るものとして扱うのではなく、類似点を推察し、それによって対処方法を知る
ものなのである。 
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【２】次の文を英訳しなさい。（配点 25点 ： 制限時間 20分） 

 

 

  鯛（a red tai）を食べたことのない人に鯛の味を説明しろといわれたら、皆 

 

さんはどんな言葉を選びますか。おそらくどんな言葉を用いても言い表す方法 

 

がないでしょう。このようにたった一つの物の味でさえ伝えることができな 

 

いのですから、言語というのは案外不自由なものであります。 
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●品詞にとらわれないようにしよう！ 

「鯛の味」→「鯛はどのような味がするか」 

「言い表す方法がない」→「言い表すことができない」 

「案外不自由」→「予想する以上に不便」 

 

 

 

     生徒の解答① 
 

If someone who has never eaten a red tai wants explaination of the 

taste, what do you teach to him/her? Probably you can't express it 

whatever you use languages all over the world. So the language is 

inconvenience unexpectedly because we can't express taste of 

only one. 
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    生徒の解答② 
 

If you are ordered that you express the taste of a red tai to him 

who have never eaten a red tai, what do you say? Probably 

whatever words you use, you cannot express that. Words aren't 

useful unexpectedly because they cannot express a taste 

of only one thing like this. 

 

 

    生徒の解答③ 
 

Which words would you choose if you were told to explain the taste 

of a red tai to someone who has never eaten one? Whatever words 

you might use, you would probably be unable to express the taste. 

Since the mere taste of some food cannot be expressed in words 

like this, we see that the language is not as useful as we think. 
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     正解例 
 

If you were told to explain what a red tai tastes like to someone 

who has never eaten one before, what words would you choose? 

No matter what words you might choose, you probably wouldn't be 

able to express it. As you can't even explain the taste of only one 

thing, the language is more inconvenient than you think (it is). 

 

 

  ネイティブの作文例 
 

If you were told to explain what a Sea Bream fish tastes like to 

someone who has never eaten one before, what words would you 

choose? It's unlikely that you would be able to find a way to 

express the taste in words. If we can't even explain something as 

simple as how something tastes, then it must mean that language 

is a lot more restrictive than we might think it is. 

 
 


