
E vocabulary buildup 4 ←→ 読解 

 単語表現力と読解力は密接に結びついている。単語表現を頭に入れ、英文を理解し訳を

付けることで、文脈ごと単語表現が input される。これだけでも、単語表現を単独で覚える

よりはるかに記憶されやすい。これは、更に、単語表現、英文それぞれを単独で確認する

ことで記憶を確実なものにするためのテキストである。以下のように四つの cluster に分か

れている。 

A ：各設問に与えられた単語の意味をインプットした上で、英文の意味を付けてみる。 

B  ：英文の意味を確認してみる。 

C  ：単語を再び確認する。 

D  ：英文を再び和訳してみる。 

この A→B→C→D のプロセスによって単語、語彙力と読解力の基礎が身に付く。決して焦

らないで、じっくりと確認の作業を行うことです。最後の E では、身に着けた表現を用い

て英作文に挑戦です。 

 

Cluster 4 

A 表現インプット→和訳アウトプット 

31 

 there be no good reason 「十分な理由が無い」 

do the same job   「同じ仕事をする」 

 

→和訳 There is no good reason for paying women less than men if they do the same job. 

 

32 

in recent years 「近年」 

health-conscious 健康を意識する 

consequently 結果として 

reduce  v. 減らす 

fat 脂肪 

 

和訳 In recent years, people have become more health-conscious and consequently have reduced the 

amount of fat they eat. 

 

33 

be happy to r 「して満足する、うれしい」 

be able to r  「r することが出来る」 

continue v. ~を続ける  



work 仕事、作品 

pleasant 満足ゆく、楽しい、心地よい 

surrounding 環境、周囲のもの 

 

→和訳 You must be happy to be able to continue your work in such pleasant surroundings. 

 

34 

go to ~  ～にゆく 

find oneself +excited to r  「自分が r して興奮しているのに気がつく」 

          実際には「自分が」は訳出しないことが多い 

historic  歴史的に重要な 

monument 記念碑、記念碑的なもの 

 

→和訳 When I first went to Rome, I found myself very exited to see many historic monuments I had 

read about . 

 

 

35 

decide to r  「r することに決める、r する決心をする」 

spend 時間+~ing 「時間を～して過ごす」 

experience n.経験 v.経験する 

daily adj. 毎日の 

 

→和訳 I decided to spend some weeks in China so that I could experience the daily life of 

different families. 

 

 

36 

learner    学習者、学ぶ者 

be surprised to r 「r して驚く」 

S+V little   「S は少ししか、殆ど V しない」 

how little S+V 「S がいかに V しないか」 

understand   理解する 

 

→和訳 When learners of a foreign language first visit the country where it is spoken, they are very 

often surprised to find how little they understand the language they hear. 



 

37 

take advantage of~ 「～を利用する」 

opportunity to r  r する機会 

famous 有名な 

pattern 

while[  A  ], [  B  ] 

１同時性「 A している間に B 」 

２対照を示す「A である一方 B」    

 

→和訳 While I am in Madrid, I would like to take the advantage of the opportunity to visit the 

famous Prado Museum. 

 

38 

pleasure 楽しみ、喜び 

game  試合、獲物 

ground 地面 

have something ~ 「どこか～なところがある」 

have something that <x> 「どこか X するところがある 

 

→和訳 Soccer gives us a simple pleasure and has always been one of the easiest games to play. A 

ball on the ground has something about it that makes you want to kick it. 

 

 

39 

every time S+V 「S が V するたびに」 

more S+V 「V する S が増える」 

come to r  「r するようになる」 

realize  実感する、理解する、実現する 

powerful 強力な、力のある 

nature 自然、本質、性質 

 

→和訳 I think that every time there is an earthquake more people will come to realize how powerful 

nature is. 

 

 



40 

common 広く見られる、広く存在する 

problem 問題 

education 教育 

be likely to r 「r する可能性が高い、r しそうだ」 

blame A for B 「B を A の責任とみなす」 

personal   個人的な 

fail     期待を裏切ることを示す 

fail to r 「r することができない」 

failure to r「r することができないこと」 

 

→和訳 A common problem in education is that we are likely to blame others for our personal 

failures. 

 

 

 

B 英文チェック 

31 

There is no good reason for paying women less than men if they do the same job. 

 もし同じ仕事をするのであれば、女性に対して男性より少なく給料を払う十分な理由は

ない。 

 

32 

In recent years, people have become more health-conscious and consequently have reduced the 

amount of fat they eat. 

近年、人々はより健康に気を遣うようになっており、結果、摂取する脂肪の量を減らして

きている。 

33 

You must be happy to be able to continue your work in such pleasant surroundings. 

 このように心地よい環境で仕事を続けることが出来るなんて満足しているに違いない。 

 

34 

When I first went to Rome, I found myself very exited to see many historic monuments I had read 

about . 

最初にローマに行ったとき、たくさんの歴史に残る遺跡を目にして大いに興奮した。 

 



 

35 

I decided to spend some weeks in China so that I could experience the daily life of different 

families. 

様々な家庭の日常生活を経験できるように中国で数週間過ごすことに決めた。 

 

36 

When learners of a foreign language first visit the country where it is spoken, they are very often 

surprised to find how little they understand the language they hear. 

外国語の学習者が、その言葉が話されている国を初めて訪れたときには、多くの場合自分

が耳にする言葉をいかにわずかしか理解できないかを知って驚く。 

37 

While I am in Madrid, I would like to take the advantage of the opportunity to visit the famous Prado 

Museum. 

マドリッドにいるときに、有名なプラド博物館を訪れるためにその機会を生かしたいと思

う。 

 

38 

Soccer gives us a simple pleasure and has always been one of the easiest games to play. A ball on the 

ground has something about it that makes you want to kick it. 

サッカーは、我々に単純な喜びを与え、またこれまで常に実際に興じるのも最も簡単な競

技の一つである。地面におかれたボールにはどこかそれを蹴ってみたい気にさせるところ

がある。 

39 

I think that every time there is an earthquake more people will come to realize how powerful nature 

is. 

地震があるたびに、自然がいかに力があるかをまざまざと理解するようになる人が増える

だろうと思う。 

40 

A common problem in education is that we are likely to blame others for our personal failures. 

教育上のよく見られる問題は、我々が自分達の個人的な失敗を他人のせいにしやすいとい

うことである。 

 

 

 

 



C 単語表現チェック 

31 

 there be no good reason  

do the same job    

 

32 

in recent years  

health-conscious  

consequetly  

reduce   

fat  

 

33 

be happy to r  

be able to r   

continue   

work 

pleasant  

surrounding  

 

34 

go to ~   

find oneself +excited to r   

 

historic   

monument  

 

35 

decide to r   

spend 時間+~ing  

experience  

daily adj.  

 

 

 

 



36 

learner     

be surprised to r  

S+V little    

how little S+V  

understand    

37 

take advantage of~  

opportunity to r   

famous  

 

38 

pleasure  

game   

ground 

have something ~  

have something that <x>  

 

39 

every time S+V  

more S+V  

come to r   

realize   

powerful  

nature  

 

40 

common 

problem 

education 

be likely to r 

blame A for B 

personal 

fail 

failure 

 



E 作文（これまで出てきた表現を使って英語にしてみよ

う） 
46 彼女が彼をそれほど嫌う十分な理由は無かった 

 

 

47 近年、人々は以前より健康を意識するようになり、結果として摂取する脂肪の量を減

らしている。 

 

 

48 こんな、すばらしい環境で作品が作れるなんてあなたは幸せに違いない 

 

 

49 私は、その地震が去年のものの５倍の強さであったことが分かった。 

 

 

50 そのホテルでは、歴史的に重要な会議が何度も開かれた 

 

 

51 彼女は、パリで美術館を見て休暇を過ごした 

 

 

52 彼は、様々な経験が出来るように、仕事を何度も変えた。 

 

 

61 外国語の学習者が、その言葉が話されれている国を初めて訪れたときには、殆どの場合

自分が耳にする言葉をいかにわずかしか理解できないかを知って驚く。 

 

 

62 私は、パリに行ったとき、彼女に会うためにその機会をいかしたいと思う 

 

 

63 山の中の小さな家には、その中に入ってみたい気にさせる何かがある 

 

 



64 そういった考えを理解するようになる人が増えるだろう 

 

65 教育上の最もよく見られる問題は、親が子供を保護しすぎることである 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ｅ 解答例 

53 彼女が彼をそれほど嫌う十分な理由は無かった 

There was no good reason why she hated him so much. 

 

54 近年、人々は以前より健康を意識するようになり、結果として摂取する脂肪の量を減

らしている。 

In recent years people have been more health-conscious. As a result they have reduced 

the amount of fat they eat. 

 

55 こんな、すばらしい環境で作品が作れるなんてあなたは幸せに違いない 

You must be happy to be able to create your works in such wonderful surroundings. 

 

56 私は、その地震が去年のものの５倍の強さであったことが分かった。 

I have found the earthquake was five times as strong as that we had last year.  

 

57 そのホテルでは、歴史的に重要な会議が何度も開かれた 

At the hotel so many historic meetings were held.   

 

58 彼女は、パリで美術館を見て休暇を過ごした 

She spent her holidays visiting museums in Paris. 

 

59 彼は、様々な経験が出来るように、仕事を何度も変えた。 

He changed his job many times so that he could experience many different kinds of 

things.   

 

61 外国語の学習者が、その言葉が話されれている国を初めて訪れたときには、殆どの場合

自分が耳にする言葉をいかにわずかしか理解できないかを知って驚く。 

Learners of a foreign language are surprised to realize how little they understand most 

of the time when they first visit the country where the language is spoken    

 

62 私は、パリに行ったとき、彼女に会うためにその機会をいかしたいと思う 

I want to take advantage of the chance to see her when I get to Paris. 

 

65 山の中の小さな家には、その中に入ってみたい気にさせる何かがある 

The small house in the mountains has something that makes you want to get into it. 



66 そういった考えを理解するようになる人が増えるだろう 

More and more people will come to understand such ideas.  

 

65 教育上の最もよく見られる問題は、親が子供を保護しすぎることである 

The most common educational problem is that parents are too protective of their 

children.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


