
E 英語・語彙表現 ←→ 読解５ 

 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 5 

A 表現インプット→和訳アウトプット 

41 

unique to ~ ～だけが持っている、～だけの、～特有の 

human being 人間 （可算名詞 a human being, human beings） 

pattern It be doubtful whether<x> 

「Ｘするかどうかは疑問だ、疑わしい」 

 

→和訳 It is doubtful whether crying and laughing are unique to human beings. 

 

 

42 

plant 植物 

animal 動物 

get along 「仲良くする、上手くやる」 

little a が付かない場合否定的であることに注意 

with は手段として使われることも多い。Using と同じ意味「～をつかって、～で」 

exist 存在する 

desert 砂漠 

 

→和訳 Plants and animals must be able to get along with very little water to exist in the desert. 

 



43 

as 形容詞 a 名詞 as ~ 「～と同じくらい－な名詞」 

語順に注意：本来 a 形容詞＋名詞の順だが、、so,as,too,how などが付くと形容詞が前に引

っ張られ、so,as,too,how, 形容詞+a/an+名詞の順になる。 

 

ever = at any time 

come to r 「r するようになる」 

 

→和訳 When I came to know him, I found him to be as pleasant a person as anyone I had ever 

known. 

 

44 

influence~ ～に影響する 

learn 知る、学ぶ 

relationship 関係 

 

→和訳 Children learn how language influences human relationships. 

 

45 

government 政府、政治、支配  

role 役割 

play a ~role 「～の役割を果たす」 

strong  強い、強力な 

 

→和訳 I think our government plays a stronger role than the governments of many other countries. 

 

46 

make progress 進歩する 

without~ ～無しで 

computer コンピューター 

network 網の目上のもの、ネットワーク 

exchange 交換する 

idea 考え、思想 

 

→和訳 Science would make much less progress without the computer networks used by many 

scientists to exchange ideas. 



 

47 

altruism 利他主義 

present adj 現在の、今の、存在している v 与える、示す、紹介する 

animal world 動物世界 

 

→和訳 Are acts of altruism unique to human beings? From my experience I must say 

that they are also present in the animal world. 

 

48  

mystery 謎、神秘 

surrounding~ ～を囲んでいる、～の回りの、～を巡る 

manage manage to r 「苦労して r する、何とか r しおおせる」 

excel as~ 「～として秀でる」 

artist 芸術家 

architect 建築家 

sculptor 彫刻家 

 

→和訳 One of the mysteries surrounding Leonardo Da Vinchi is how he managed to 

excel as an artist, architect, sculptor etc.,---- and still find time to sleep.  

 

49 

master n.大家、達人、名人 主人 v 修得する、極める 

catnap 居眠りする、仮眠する 

every ~hours ～時間ごとに 

a total of ~ 全部で～ 

pattern Legend has it that S+V 「伝説によると S が V するということだ」 

 

 →和訳 Legend has it that the master catnapped for 15minutes every four hours for a 

total of one and a half hours of sleep a day. 

 

50 

attempt n.試み、企て v.試みる  

describe 描写する、説明する、表現する、記述する 

almost adv. 殆ど: 100 パーセントを示す副詞、形容詞について 99 パーセントにする。 

                  almost +V 「殆ど V しかかる（していない）」 



carry v. 1 運ぶ 2 支える 3（品物、商品など）を置く、扱う  

4 （本、雑誌などが記事）を載せる 

value 価値 values で価値観、価値体系 

in that S+V 「S が V するという点で」 

reflect  反映する、映す、投げ返す reflect on~ ～について熟慮する 

personal 個人的な 

 

→和訳 Whenever we attempt to describe something or someone, the words we use 

almost always carry values, in that they reflect our own personal likes and dislikes. 

 

B 英文チェック 

41 

It is doubtful whether crying and laughing are unique to human beings. 

泣いたり笑ったりすることが人間だけのものかは疑わしい。 

 

42 

Plants and animals must be able to get along with very little water to exist in the desert. 

植物や動物は砂漠で存在するためには、ほんのわずかの水でやってゆかなくてはならない。 

 

43 

When I came to know him, I found him to be as pleasant a person as anyone I had ever known. 

彼を知るようになると、彼が私がこれまで知ってきた誰にも負けないくらい気持の良い人

間であると分かった。 

 

44 

Children learn how language influences human relationships. 

子供は、言葉がどのように人間関係に影響するかを学ぶ。 

 

 

45 

I think our government plays a stronger role than the governments of many other countries. 

我々の政府は、他の多くの国の政府より強力な役割を果たすと思う。 

 

46 

Science would make much less progress without the computer networks used by many scientists to 

exchange ideas. 



多くの科学者が考えを交換するために使っているコンピュータネットワークがなかったら、

科学は、今と比べはるかに進歩することがないであろう。 

 

47 

Are acts of altruism unique to human beings? From my experience I must say that they 

are also present in the animal world. 

利他主義的な行為は人間だけのものだろうか。私の経験から言えば、それは動物世界にも

存在していると言わねばならない。 

 

48  

One of the mysteries surrounding Leonardo Da Vinchi is how he managed to 

excel as an artist, architect, sculptor etc.,---- and still find time to sleep.  

レオナルドダビンチを巡る謎の一つは、いかに彼が芸術家、建築家、彫刻家などとして秀

でながら同時に眠る時間を見つけることが出来たかということだ。 

 

49 

 Legend has it that the master catnapped for 15minutes every four hours for a 

total of one and a half hours of sleep a day. 

伝説によるとこの大家は、四時間おきに 15 分間居眠りをし、一日あたり全部で一時間半の

間眠ったのだ。 

 

50 

 Whenever we attempt to describe something or someone, the words we use almost 

always carry values, in that they reflect our own personal likes and dislikes. 

我々が何か、あるいは誰かについて説明しようとすると常に我々が使う言葉は殆どいつで

も、それらが我々自身の好き嫌いを反映しているという点で、価値観を含んでいるのだ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C 単語表現チェック  

41 

unique to ~ 

human being 

It be doubtful whether<x> 

 

42 

plant 

animal 

get along with~ 

exist 

desert 

43 

as 形容詞 a 名詞 as  

ever = at any time 

 

44 

influence~  

learn  

relationship 

 

45 

government  

role 

play a ~role 

strong 

 

46 

make progress 

without~ 

computer 

network 

exchange 

idea 

 

47 



altruism 利他主義 

present 

animal world 

 

48  

mystery 

surrounding~ 

manage 

excel as~ 

artist 

architect 

sculptor 

 

 

 

49 

Legend has it that S+V 「伝説によると S が V するということだ」 

master 

catnap 

every ~hours 

a total of ~ 

 

50 

attempt 

describe 

almost 

carry 

value 

in that S+V 

reflect 

personal 

 

 

 

 

 



D 英文再チェック  

41 

It is doubtful whether crying and laughing are unique to human beings. 

 

42 

Plants and animals must be able to get along with very little water to exist in the desert. 

 

43 

When I came to know him, I found him to be as pleasant a person as anyone I had ever known. 

 

44 

Children learn how language influences human relationships. 

 

45 

I think our government plays a stronger role than the governments of many other countries. 

 

46 

Science would make much less progress without the computer networks used by many scientists to 

exchange ideas. 

 

47 

Are acts of altruism unique to human beings? From my experience I must say that they 

are also present in the animal world. 

 

48  

One of the mysteries surrounding Leonardo Da Vinchi is how he managed to 

excel as an artist, architect, sculptor etc.,---- and still find time to sleep.  

 

49 

 Legend has it that the master catnapped for 15minutes every four hours for a 

total of one and a half hours of sleep a day. 

 

50 

 Whenever we attempt to describe something or someone, the words we use almost 

always carry values, in that they reflect our own personal likes and dislikes. 

 



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） 

 

63 我々は、互いを理解するようになったが、私は、彼と一緒に働くのはとても困難だと

分かった。 

 

 

67 子供は、言葉がどのように人間関係に影響するかを学ぶ。 

 

 

64 彼らは、その状況の解決に積極的な役割を果たすべきだ。 

 

 

65 その少年は、人が誰かを認識する点で顕著な進歩を遂げた 

 

69 利他的な行動(acts of altruism)は、人間だけのものである。 

 

70 それは、我々の世界にも存在している危険である。 

 

 

71 彼は、医者としてだけでなく作家としても優れていた。 

 

 

72 私は、なんとかその謎を解くことが出来た。 

 

 

73 我々が何か、あるいは誰かについて説明しようとすると常に我々が使う言葉は殆どい

つでも、価値観を含んでいるのだ。 

 

 

74 彼の作品は、彼がそのころ何を恐れていたかを反映している。 

 

 

 

75 噂によると、そこには彼の息子達が住んでいるということだ。 

 



E 解答例 

66 我々は、互いを理解するようになったが、私は、彼と一緒に働くのはとても困難だと

分かった。 

We came to understand each other, but I found he is very hard to work with. 

 

67 子供は、言葉がどのように人間関係に影響するかを学ぶ。 

Children learn how language influences human relationship. 

 

67 彼らは、その状況の解決に積極的な役割を果たすべきだ。 

They should play an active role in solving the situation. 

 

68 その少年は、人が誰かを認識する点で顕著な進歩を遂げた 

The boy made remarkable progress in realizing who someone was. 

 

69 利他的な行動(acts of altruism)は、人間だけのものである。 

Acts of altruism are unique to human beings. 

 

71 それは、我々の世界にも存在している危険である。 

 That is a danger which is also present in our world. 

 

71 彼は、医者としてだけでなく作家としても優れていた。 

He was excellent not only as a doctor but also as a writer.  

 

72 私は、なんとかその謎を解くことが出来た。 

I managed to solve the riddle/mystery. 

 

73 我々が何か、あるいは誰かについて説明しようとすると常に我々が使う言葉は殆どい

つでも、我々自身の価値観を含んでいるのだ。 

Whenever we try to describe something or someone the words we use almost always 

carry our own values. 

 

74 彼の作品は、彼がそのころ何を恐れていたかを反映している。 

His works reflect what he was afraid of in those days. 

 

76 噂によると、そこには彼の息子達が住んでいるということだ。 

Rumor has it that his sons are living there. 


