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E 構文基礎 part 2問題                                    

 

使用記号意味  

S:主語 O:目的語    C:補語      n :名詞    v:動詞     adj:形容詞 adv:副詞  r  :動詞

原形    to r :/toV不定詞    ~ing/Ving:動名詞  pp:過去分詞     

構文基礎 10 

It is beginning to become obvious that television is an important cause of violence. 

A recent study of people in the United States, Canada and South Africa has shown that most of the 

increase in violent crime is the result of people watching violent acts on television. Before the study 

was made, it was not certain what the cause of the violent crime increase was. 

 

表現 

obvious adj明らかにな= clear 

cause  n.原因, v 引き起こす 

violence n 暴力 

recent 最近の 

study n.研究、詳しく調べること、書斎 v.詳しく調べる、研究する、反省する、検討する 

crime 犯罪 

increase in~ 「～の増大、増加」 

Pattern 

it be certain that S+V:    [「S が Vする」ことが確実である] 

調査、統計、資料(A) show that S+V : 「Aによると Sは V する」  

 

 

構文基礎 11 

The mature of human language distinguishes us from all other living creatures. But how do we master 

this extraordinary skills ? Learning to associate objects with words is such hard work that infants 

ignore the subtle phonetic details in words, according to a study published in the latest issue of the 

science journal Nature 

表現 

mature v.. 熟成する、成熟する、発達する n.成熟、熟成 

human language 人間の言語 
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distinguish A from B        A を Bから区別する 

         between A and B  Aと B を区別する 

living creature 生き物 

master  v. 修得する、極める、使いこなす 

extraordinary  adj. 並はずれた、極端な、異常な 

skill n.  技術、能力 

associate A with B Aと Bを結びつける、Aから Bを連想する  

A be associated with B  Aは Bに結びついている、ともなっている   

object n. 対象、物体、目的 v. object to ~ で「～に反対する」 

hard adj 困難な、難しい adv.一生懸命に 

work n. 仕事（不可算）、作品（可算） 

infant n. 乳幼児、赤ん坊 

ignore v. 無視する 

subtle adj. 微妙な 

phonetic adj. 音声の 

detail  n. 詳細、細部 

according to ~ 「～に従って」 

publish v. 出版する、公にする 

the latest issue of ~ ～の最近号 

Pattern 

S+V such 形容詞＋名詞 that S’+V’ 

Suchは、形容詞の程度を具体的に示すものがあることを示し、that以下でその具体的な内容

が示されていることになる。「S は、S’が V’するほど～な名詞を・に V する」 

             「S は、きわめて～な名詞を・にＶし、S’が V’するほどだ」 

例 He has such a patient dog that it waits for his mater to come home all night. 

彼は、とても我慢強い犬を飼っており、それはご主人が帰るのを一晩中待っているほどだ。 

 

 

構文基礎 12 

The Japanese girl standing at the gate looked very nervous. Attracted to the colors of 

his paintings, she wanted to appreciate his works displayed at this museum in France 

in person, but unable to understand the language she didn’t know what to do.          

 

表現 

S look C 「S=Cに見える」 

nervous adj. 神経質な、不安な、イライラした 



3 

 

A be attracted to B「Aは Bに引かれる、魅了される」 

appreciate  v.=understand and enjoy the value of~ 

１感謝する(人に対する感謝は示さない。I appreciate you「あなたに感謝します」は不可) 

２価値が分かる、良さが分かる ３鑑賞する ４微妙な違いを識別する 

 

display =show 

in person  自分自身で、個人的に 

not know what to do 「どうしていいか分からない」 

Pattern 

unable to r , S+V 

「rすることができず、Sは Vする」 

 

 

構文基礎 13 

The origin of man’s disagreements is the failure of the contending parties to specify what 

it is they are arguing about.  Often two people will use the same words without realizing 

that they each have different disputes. 

 

表現 

origin 起源、始まり、もと 

disagreement 反対、異論、意見の食い違い 

A fail to r「Aは、rできない」を名詞構文化すると A’s failure to r「Aが rできないこと」

となる。A’sを of Aと表現すると the failure of A to rとなり、意味は同じである。 

contend v. 主張する 

party n. 人の集まり、一群の人、パーティ、政党 

specify v. 特定化する、明確化する 

argue about ~ ～について議論する 

without realizing~ ～としらずに 

dispute n. 紛争、争い、論争 

 

 

構文基礎 14 

You cannot build a vocabulary if you do not meet new words. One of the best ways to 

meet new words is to read and read and read. The more you read, the more opportunity 

you have to meet unfamiliar words and get acquainted with them. 
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表現 

vocabulary 語彙 

opportunity 機会、好機 

unfamiliar よく知らない、馴染みのない 

get acquainted with ~ ～につして知る、～と知り合う 

Pattern  

 the 比較級 A /the 比較級 B 

 「A であればあるほどますます B」 

 

構文基礎 15 

To understand why the oceans don’t overflow, it helps to think of an ocean as a fountain 

in a public square. In a fountain water is pulled up from the container to the top of the 

fountain once again. The water continuously recycles. 

表現 

overflow あふれだす 

think of A as B Aを Bとみなす 

fountain     泉、噴水 

public square 公の広場 

pull up 引き上げる 

container タンク、容器 

continuously 連続的に、切れ間無く 

continually 断続的に、頻繁に 

 

 

構文基礎 16 

1) Food is so basic that old sayings related to foods provide us with a good starting point 

when we want to interpret a culture. 

 

表現 

basic 基本的な 基礎の 

saying 言い習わし 

provide A with B  Aに Bを供給する・与える 

starting point          出発点 

interpret   解釈する、理解する 

culture 文化 

Pattern 
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S+V so 形容詞、副詞 that S’+V’ 

Soは形容詞、副詞の程度を具体的に示す内容があることを示し、that以下でそれが示さ 

ている。「Sは、Sが’Vするほど’～に Vする」訳し下げる場合「Sは、きわめて～に Vする

ので S’が V’するほどだ」 

 

2 ) The biggest problem for the cactus is getting enough water. It seldom rains in the  

desert, and months or even years can pass between rainstorms. Cacti can live under  

these conditions by growing very slowly and drinking up rain water very quickly. 

 

表現 

cactusサボテン 

seldom ほとんど～ない 

desert 砂漠 

condition 条件 

grow  成長する、大きくなる、増える、（植物）を育てる 

pass 通り過ぎる、過ぎる、渡す 

rainstorm 嵐 

 

 

構文基礎 17  （1,2はつながった文である） 

1. When a new application of a word happens to supply a generally felt want, it becomes 

a permanent part of the language and ,by repetition of the same process, give rise to 

other senses still more remote from the original meaning.   

 

表現 

apply A to B Aを B に適用する, 当てはめる 

application of A to B  Aを Bに適用、応用、当てはめること 

happen to r  「偶然 rする」「たまたま rする」 

supply v. 供給する 

want n. 欠如、必要なもの、困窮 

permanent adj.永久的な 

repetition n. 繰り返し 

process n. 過程 v 処理する 

give rise to~ ～を生み出す、引き起こす 

sense n. 感覚、感じ、観念、考え、判断力、意味 

remote adj. 遠く離れた、 
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original adj. もともとの、元来の、独創の 

meaning n. 意味 

2.  Sometimes sense remain in use along with the senses derived from it: sometimes it dies out, so 

that the word has exchanged its old meaning for a number of new ones. 

 

表現 

be in use 「使われている」 

remain in use 「使われているままだ」 

along with~ ～とともに 

derive A from B 「Bから A をひきだす」 

die out   死に絶える、無くなる 

S+V, so that S'+V' 「S は V し、結果 S’は V’する」 

exchange A for B 「Aを B と交換する」 

a number of~  「数多くの～」（複数扱い） 

 

 

構文基礎 18 （1,2はつながった文である） 

1. Some people resist telling friends their deepest feelings. They ‘re afraid 

to vent their fears, disappointment and negative emotions.  

 

表現 

resist Ving Vすることに抵抗する、あらがう 

tell人＋内容「人に内容を言う、伝える」 

feeling n.「感じ、気持ち」 

be afraid to r 「恐ろしくて rできない」「rすることを恐れる」 

vent v. 発散する、放出する 

negative  adj. 否定的な、消極的な、－の、好ましくない 

emotion n. 感情、情緒 

 

2.But there comes a time when you must open up. You may think if you allow friends to see your 

flaws, they’ll like you less. But they may like you more. Friends support us by letting us know we are 

not alone in our human frailties. That’s why it’s important to let them know the real- imperfect- you. 

 

open up  広げる、心を開く 

allow O to r  Oに rするのを許す 

flaw  欠点、不具合 
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support 支持する、支える、養う、立証する 

let  人 know 人に知らせる 

frailty 弱さ、もろさ 

That be why<  X  > 「そんなわけで Xする」 

imperfect 不完全な 

 

Pattern:  

A be not alone in ~/~ing 「Aだけが～するわけではない,～するのは Aだけではない」 

S+V less~  Sは V（それほど）～しなくなる、 

there come S 「S がやってくる（倒置形、もともとは S come there の形、there be 構文と同

じ理由で倒置する）」 

 

構文基礎 19 

Cultural habits save time by enabling us to perform our customary roles without thinking. If we had 

unlimited choice in table manners, clothes, marriage arrangements, and so on, each act would require 

a consideration of facts, a decision, and probably quite a few changes of mind.  

 

表現 

habit 個人的習慣   

save  省く、節約する、保存する、ためる 

enable O to r 「O が rすることを可能にする」 

perform v. 1=do 2=play 3=act 

customary  adj.習慣的な 

role n. 役割 

without ~ing ～せずに 

unlimited adj. 無制限の 

choice n. 選択 

table  manners 食卓での作法 

require   v. 要求する 

change 人’s mind 「決心を変える、考えを変える」 

change of mind 「決心を変えること、考えを変えること」 

 

Pattern 

S+V by V’ing 「Ｓは、Ｖ’することによって V する」 

 

 


