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E構文基礎 part 4 解説                                                                                      

 

英→日 

記号 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 :/to V不定詞    ~ing:動名詞  pp:過去分詞 

 

 

構文基礎29 

Teach a human being the value of money at too early an age, and, in six cases out of ten, he will 

become as cunning as a businessman before he is in his teens. He will refuse to get out of bed in the 

morning till he has been paid a penny. 

 

表現 

human being  n 人類、人間存在 (可算a human being, human beings） 

value  n 価値、valuesだと、価値観になることが多い。 

 

A out of B(AとBは数) BのうちのA one out of ten people 十人の中一人 

in six cases out of ten 
直訳は「十の場合のうちの六の場合で」だが日本語の「十中八九」に当たる。  

cunning ずるがしこい 

businessman n.ビジネスマン、実業家、商売人 

in人's teens  十代のとき 

refuse to r 「rすることを拒む」 

get out of… ～からでる 

pay 人＋… 「人に～を支払う」 

 

[point]  how, so, as , tooと語順  

もともとはa 形容詞＋名詞の形が、how, so, as , tooといった副詞が形容詞に着くとhow, so, 

as , too +形容詞+a+名詞の語順に変わる点に注意。 

 She is a very good teacher. 

→ She is so good a teacher that every student likes her. 

    彼女は、とてもいい先生なのでどの学生も彼女のことが気に入っている。 

pattern 

命令文、and S will r 

= If <R> S will r. 

「RすればSはrするだろう」 

構文基礎30 

Many centuries ago, primitive people invented ways of making news travel over long distances. They 

used fires to warn others of danger. 

 

表現 

century n. 世紀 

primitive adj.原始的な、未開の 

invent  v. 考えつく、発明する 

way of ~ing 「～する方法」 

make O + r 「Oにrさせる」 
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travel  v. １移動する、運行する ２旅する  

over long distances 長い距離にわたって 

warn  v.= tell in advance あらかじめ言う、警告する 

 

 

構文基礎31 

I remember taking a watch to pieces when I was a child. I spent hours in trying to put it back together 

again. In the end I had to have it done by a watchmaker. 

 

表現 

remember Ving Ｖしたことを覚えている 

take O to pieces Oをバラバラにする 

spend 時間+(in) Ving Vして時間を過ごす 

put together 組み立てる、一緒にする、集める 

in the end 最後には、最終的には、結局 

have O + pp（過去分詞）Oをppしてもらう、ppされる 

 

 

 

 

構文基礎32 

In the zoo I often thought that we human beings must seem just as entertaining to the monkeys and 

lions, as they seem to us. We too, are behind bars---from their point of view--- and behave curiously 

They have the advantage of being able to stay at home without having to pay anything for the pleasure 

of seeing us.   

 

表現 

S seem C S=Cに思える 

entertain ～を楽しませる、検討する、抱く 

entertaining 楽しい、愉快な 

be behind~ ～の背後にある、～に遅れている 

from one's point of view 人の見解からいうと 

behave 行動する 

curiously 奇妙なことに、好奇心に駆られて 

have the advantage of ~ing ～するという有利な点がある 

stay home 家にいる 

without having to r rする必要もなく 

the pleasure of ~ing ～するという喜び、楽しみ 

 

 

 

 

 

構文基礎33  

Over the last hundred years nationhood and independence have been very important political issues 

throughout the world. In the struggle to establish a distinct national identity, and to secure 

independence from colonial rule, the development of a national language has often played an important 

part.  

 

表現 

over the last hundred years 「過去百年にわたって」 
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nationhood n. 国家であること、国家としての地位 

independence 独立 

political 政治的 

issue 問題 

in the struggle to r 「rしようと懸命に努力して、戦って」 

establish 確立する、設立する 

distinct 異なった、はっきりとした 

national 国家の、民族の 

identity その存在であること、個性、素性 

secure 安全な 

colonial 植民地の 

rule n.支配、原則、規則 v.支配する 

development 発達、発展 

play a ~part 「～の役割を果たす」 

 

 

 

構文基礎34 

Words are like human beings in the vagaries of fortune that may raise them up to great importance or 

cast them down. Of course their life span is very different from ours. Some indeed are stillborn, some 

popular for a season and gone forever, but many have lived for over a thousand years and are still as 

vigorous as ever. 

 

表現 

A be like B 「Aは、Bのようだ」 

vagary  n. 予測付かない変動、気まぐれ 

fortune  n. 運、財産 

raise A up to B 「AをBまであげる」 

cast down 「下に投げ落とす」 

life span 「寿命」 

be stillborn 「死産する」 

popular adj 人気のある、民衆の 

season n. 季節 

be gone 「行ってしまう、消えてしまう」 

forever  adv.  永久に 

vigorous adj. 活力ある、元気な 

as ~ as ever 「今までに負けないほど」 

 

 

構文基礎35 

There is something devilish in the way a well-fed cat will play with a terrified mouse, batting it up in 

the air, pouncing again on it, then setting it free again so that the chase can go on. Like man ,they will 

kill for sheer pleasure, not for hunger. 

 

表現 

devilish 悪魔的な 

the way <S+V> 「SがVする仕方、様子」 

play with~ 「～と、で遊ぶ」 

terrify 恐怖させる 
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be terrified 恐怖する、震え上がる 

mouse ネズミ 

bat up 打ち上げる 

in the air 空中に、宙に 

pounce v. 飛びかかる、襲いかかる 

set O+ free Oを自由にする 

chase 追いかける 

go on 続ける 

sheer 純粋な、純然たる 

pleasure 喜び、楽しみ 

hunger 空腹な 

 

[point]  

習性、必然を示すwill: 「～するものだ」 

Accidents will happen「事故は起こるものだ」 

 

pattern 

●S+V so that S’ can r: 目的を示す副詞節 

「Sは、Sが’r出来るように Vする」 

●There be something 形容詞表現X: 形容詞表現がsomethingを修飾 

「Xなものがある、どこかXなところがある」 

 

 

構文基礎36 

By applying the idea of evolution to all living organisms, including man, Darwin destroyed many of 

the most cherished beliefs of his contemporaries. Yet to an age that worshipped science, the 

thought that man was just as much subject to the logic of science as was everything else in nature held 

a great fascination 

 

表現 

apply A to B 「AをBにあてはめる、応用する、適用する」  

idea of~ 「～と言う考え」 

evolution 進化 

organism 有機体 

include~ v. ～を含む 

including….  「 ～を含む」 

destroy v.  ～を破壊する 

cherish v. はぐくむ 大切にする 

contemporary adj. 同時代の、現代の 

yet adv. or conj. それでも, しかしながら 

age n. 年齢、時代 

worship v.  崇拝する、敬愛する 

subject adj. 支配される、影響されやすい n.主題、話題、興味の対象 

logic adj. 論理的な 

everything else 「他の全て」 

fascination n. 魅力 

 

[pattern] 

S + V by V’ing 「Sは, Vすることによって’Vする」 
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構文基礎37 

Some economists believe that there is no such thing as a bubble because markets are always rational 

and efficient. But history suggests otherwise. 

 

表現 

economist 経済学者 

bubble 泡 

market 市場 

rational 合理的な 

efficient 効率的な 

[point] 

otherwiseの多義性。１in different ways「異なった経路で、異なったやり方で」2 apart from 

that「その他の点では」3 仮定法と結びついてif not「そうでなければ」4 

言われたこと、考えられていることなどと逆での内容であることを示す。「逆の内容で、

逆の方向で」 

例 she claimed she didn’t steal the information, but the evidence suggests otherwise. 

彼女は、その情報は盗まなかったと主張したが、証拠はそうではないことを示している。  

pattern 

there be no such thing as~ 

 「～等といったものはない」 


