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E構文基礎 part 5                                               

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 :不定詞    ~ing:動名詞  pp:過去分詞 

 

構文基礎 38 

 Let children learn to judge their own work. A child learning to talk does not learn by being 

corrected all the time. If he is corrected too much ,he will stop talking. 

 

解説： 

judge~  v. 「～を判断する」 

work: 1仕事(不可算）２仕事の結果出来たもの、作品（可算） 

let O + r  使役動詞「Oに rさせる」 

learn to r ：文脈によって「rすることを学ぶ」「rするようになる・できるようになる」と訳

し分ける。 

by~ing ：「～することによって」  

correct~  v.「～を正す。～の間違いを正す」 

 

 

 

構文基礎 39 

 Fearful of taking shelter beneath a tree, the old man and the child hurried along the road, hoping 

to find some house in which they could avoid the storm.. 

 

解説 

be fearful of~ 「～を恐れる」ここでは、分詞構文 being fearful of~の beingの省略、理由を示

している。「～を恐れているので」あるいは軽くつないで「～を恐れて」としてもよい。  

take shelter 「～避難する」 

beneath~ prep「～の下で」 

hurry .v 「急ぐ」 

hope to r 「rできればいいと思う」wishと違って現実性のある願望。ここでは、同時性、並

行を示す分詞構文「rできればいいと思いながら」 
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構文基礎 40下線部訳 

Small children are able to find and correct their mistakes for themselves. However, what we must 

remember about this ability of children to become aware of mistakes, to find and correct them is that 

it takes time to work, and that under pressure and anxiety it does not work at all. But at school we 

almost never give it the time. 

 

解説 

下線部は、骨格を示すと what < A > be that <  C1  > and that< C2 >だけ。 

最初の whatは、関係代名詞。that以下は、名詞節が二本とも補語 Cとして働く. 

「Aであるのは C1、C2ということだ」 

ability of children to become ~ :ability of A to r の of Aは、abilityの意味上の主語 

「Aの rする能力」 

it take time to r :「rするには時間がかかる」 

correct~ v. 「～を正す、間違いを直す」 

be aware of ~「～に気がついている。意識している、知っている」 

work v. 働く、機能する 

almost adv. 100%を示す形容詞、副詞, 動詞について 99%にしてしまう。 

almost never「殆ど～しない」 

almost  kill ~ 「～を殺しかける」 

be almost killed「殆ど殺され掛かる」 

 

 

 

構文基礎 41 

 What you have to keep in your mind is that there are so many people who are deprived of any 

chances to develop their ability to express themselves freely. 

 

解説 

骨格は、what <  A  > be that < C > 。what は関係代名詞。that節は名詞節で補語。 

「Aするのは、C だ」 

C の中は there are so many people who < X > 「X する人々がたくさんいる」 

keep O in mind「Oを念頭に置く、O を覚えておく」 

be deprived of~ 「～を奪われている、～を与えられていない」 
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chance to r 「rする機会」 

develop+能力、習慣「習慣、能力を身につける」 

express~  v.. ～を表現する  

 

構文基礎 42 

It was not until the middle of the fifth century, when the invading Teutonic tribes from the continent 

began to conquer the Britons and to impose on the country their own speech and social organization, 

that the history of the English language in England began 

 

解説 

骨格は it be not until <A>that<B>の形：「A して初めて Bする」 

when the invading~social organization まで、whenは、関係副詞で the middle of the fifth century

にかかる。 

invade~ vt.「～に侵攻する、侵入する」 

conquer~vt.「～を征服する」 

impose A on B「A を B に押しつける、課する」 

 

 

 

構文基礎 43 

In economically developed countries, there are limits on the type and amount of work a child is 

allowed to do. There are age limits on the rights and duties  of citizens; however , these ( v    ) 

from country to country. 

 

解説 

economically developed： developed は過去分詞の形容詞用法で countries に掛かる。

economicallyは、副詞で developedに掛かる。「経済的に発達した」 

there be limits on/to~ 「～に制限がある、限界がある」 

a child is allowed to doは、形容詞節で前の the type and amount of work に掛かっている。関

係代名詞の省略。 

 be allowed to r 「rすることが許されている、rすることができる」 

type n.種類 

amount n.量 a large amount of ~「大量の～」 

age  limit「年齢制限」 

right and duty 「権利と義務」 

A vary from X to X 「A は、Xによって様々である」 
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構文基礎 44 

That a man’s business, be it any kind ,must be done , and done promptly, is a truth acknowledged 

universally, though sadly not always universally followed. 

 

解説 

骨格は、That < A > is < T >, though <   F   >「Aということは、 F  ではあるが T である

」 

be it any kind：命令法で命令文の形をまねて、「～しろよ、でも」という譲歩の意味を表す

。 

「それがどんな種類でも」 

例 Try as hard as you can 「どんなに頑張っても」= no matter how hard you may try 

 though以下は省略 it is を補ってみる。（though it is sadly not always universally followed) 

promptly adv.「迅速に」 

acknowledge vt.「認める」 

universal adj「普遍的な」 

follow vt.「～に従う、守る」 

 

 

 

構文基礎 45 

Increased leisure and the high cost of labor prompt people to make or do things themselves which 

formerly they paid to have done. 

 

解説 

構文 A原因 prompt O to r 「Aは、Oが rする事を促す」→「A のために Oは rするよう

になる」 

increased leisure 直訳だと「増大した余暇」だが、「余暇の増大」とするほうが上手く行く

ことが多い。 

which they paid to have done は、thingsを先行詞とする。 「お金を払ってしてもらった事柄

」←もともとは pay to have O done 「O をしてもらうために金を払う、金を払って O をして

もらう」で、元文は、they paid to have things done. 「彼らはお金を払って事柄/ものをしても

らった」で、thingsが先行詞出前に飛ぶ。 
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構文基礎 46 

Born into a poor family and having raised himself from a position of a man of virtually no education 

to one of wealth and fame, he knew only too well the dreams and fears of the ordinary Americans. 

 

解説 

構文 分詞構文 Born into F and raised himself ~ ,  he knew D . 

              「Fに生まれ自らを引き上げたので、彼は Dを知っていた（直訳）」 

a man of virtually no education 「殆ど教育のない男・人」分離の of 

参考）a man of ability「有能な男」 

virtually =almost 

wealth n富 

fame n 名声 

only too ~ この場合 tooは、強め。「この上無く、極めて」 

 

訳例 

貧しい家庭に生まれ殆ど教育のない境遇から身を起こし富と名声を持つ地位に上り詰めた

が故に、彼は、普通のアメリカ人の夢も恐怖も痛いほど知っていた。 

 

 

構文基礎 47 

Many of those lost in dwelling fires could have been saved had preparations been made for a second 

means of exit 

 

解説 

構文 Many of those ~ could have been saved if preparation had been made~ 

「それらの～人々の多くは、～準備がなされていたならば救い出されていただろうに」 

←仮定法の ifの省略による倒置 

dwelling fire 「住宅火災」 

make preparations 「準備する」 

means 「手段」 

exit n.「脱出、出口、退出」 
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構文基礎 48 

Many of us dismiss talk that does not convey important information as worthless—meaningless 

small talk if it’s a social setting or “empty rhetoric” if it’s public. Such requests as “Skip the small 

talk,” “Get to the point ,”or “Why don’t you say what you mean?” may seem to be reasonable. But 

they are reasonable only if information is all that counts. This attitude toward talk ignores the fact 

that people are emotionally involved with each other and that talking is the major way we establish, 

maintain ,monitor and adjust our relationships. 

 

解説 

dismiss A as B  A を Bとして片づける 

convey v. ～を伝える 

worthless 価値のない 

meaningless 意味のない 

small talk  雑談、よもやま話 

social 社会の、社交の 

setting舞台、状況、場面 

empty 空虚な、空の 

rhetoric 修辞、言葉の綾 

request 要求 

skip 跳ばす、省略する 

get to the point 要点に入る、要点を話す、核心にはいる 

reasonable. 筋の通った、合理的な 

count  数える、数に入る、重要だ 

ignore 無視する 

be involved with~「～と関わる、～に関与する、参加する」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

e-communicators.com 

構文基礎 49 

The information lectures contain is rarely the reason for our interest in them; the source of their 

fascination is the eloquence and angle of vision of the lecturer. What makes such presentations 

worthwhile is the opportunity they afford of seeing and asking questions about, how another human 

being perceives the world. 

 

表現 

information 情報（不可算名詞） 

contain 含む 

rarely ほとんど～ない 

reason n.理由、理性 v.合理的に考える 

interest 興味、利益、利子 

source 源、生み出す力 

fascination 

eloquence 雄弁さ、能弁さ 

angle 角度 

vision 視野、直感、この世の物とは思えない美しいもの 

opportunity 機会 

afford+O 「Oを手に入れる・もつ余裕がある」 afford to r 「rする余裕がある」    

perceive 知覚する、見る、認識する 

 

pattern 

what make O +C’ be + X 

「OをCにするのはXである」 
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構文基礎 50  

It goes without saying that in every society people have friends, but the meaning of the word 

"friend" - the expectations it arouses differs considerably. Each person has a fairly large number of 

acquaintances whom he may consider to be friends, but only a few will be lasting relationships. 

People whose lives are largely involved with their families have less need of friends than those who 

live alone or those who, for whatever reason, feel that their family does not properly appreciate 

them. 

 

表現 

meaning 意味 

expectation 予想、期待 

arouse 興奮させる、喚起する、刺激する 

considerable かなり、相当の 

fairly  かなり＝very 

acquaintance 知り合い、知っていること、知識 

consider O+C O=Cと見なす、考える 

last v. 続く、持つ 

    adj. 最後の 

lasting 続いている 

involve 巻き込む、必然的に伴う、関与させる 

be involved in/with~ 関与している、関係している、参加している 

properly 財産、土地 

appreciate 感謝する、良さが分かる、微妙な差が分かる 

 

 

pattern 

It goes without saying that S+V 

「Sが Vすることはいうまでもない」 

A differ from B 

「A は B とことなっている」 

A differ from B to B 

「Aは B によって様々である」 

 

 

 


