
E Vocabulary buildup1 ←→ 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す。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。 

E  ：ここで出てきた表現を用いて作文することで表現の習得を完璧にします。 

E’  ：E の解答です。 

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。 

Cluster1 

A 表現インプット→和訳アウトプット 

1 

human n.人間 adj. 人間の 

speech n. 話、言語、演説 

develop v. 展開する：１発達させる、造り上げる、編み出す  

2.develop+能力、習慣 「～を身につける」 

have the habit of Ving「V する習慣を身に着ける」 

3 develop+病気 (じわじわ進行する病気)「病気にかかる」 

have cancer「癌にかかる」 

 

people  （集合名詞） 人間の集団を表すが１)一人一人の人間を個別のものと意識する

場合「人々」形は単数で扱いが複数となる。There are many people in the park. 「公

園にはたくさんの人々がいる」２)人のかたまり、集合として意識する「民族、国

民、人の集団」普通名詞と同じ扱い。There are many different peoples in the world「世

界には様々に異なった民族がいる」 

engage in~ 「～をする、～に取り組む」 

exchange v 交換する 

knowledge n.知識 

information n.情報 （不可算名詞） 

daily  adj 日常の、毎日の 



文法事項 

接続詞 as 意味１同時「～するときに、～する間」２比例「～するにつれ、～すればする

ほど」 ３理由「～するので」４譲歩「～だが」5 同様「～するように」 

譲歩の意味では as S’+V’+C’の形が C’+as S’+V’という語順に変わっていることが多い。

Simple as the method was, it worked well「その方法は単純だったが、うまく行った」→

本文中の as はこの中のどの意味か？考えてみる。 

 

→和訳にトライ！ 

Human speech developed as the earliest peoples engaged in exchanging the knowledge and 

information in their daily lives. 

 

2 

realize     １実感する、理解する 気が付く ２現実化する、実現する  

intrinsic  本質的な 

value   価値、評価する  values で「価値観」 

A depend on B 

 A は、B に依存する・次第である 

extent        程度 

to some extent 「ある程度は」 

significant   意味深い、意味のある、重要な 

protection  守ること 

protect   守る 

individual  個人、個人の 

文法事項 

１と同じ 

→和訳にトライ！ 

As most of us do not realize the intrinsic value of animals, they depend to a significant extent upon 

the protection of a few individuals. 

 

 

3 

have an idea of ~  ～という考えを持つ、～を考える ～について分かる 

have no idea  分からない、知らない 

what S be like  「S はどのような人・事・物かということ」 

come into existence 「存在するようになる、起こる、生ずる」 

come into being 



boring  退屈な（ほかの存在を退屈させるような） 

bored   退屈している（心理状態） 

 

→和訳 I have no idea what an ideal society would be like, but if one were to come into existence, it 

would probably be very boring. 

 

4 

when it come to ~ 「～ということになると」 

international  国際的な 

negotiation  交渉 

error   間違い、誤差 

etiquette  エチケット、礼儀作法 

A result in B 「A は、結果 B になる」 

A result from B 「A は、B の結果である」 

loss 損失 

contract 契約 

host   主人 

polite  礼儀正しい、気を使っている、取り立てて咎めない 

cross-cultural 異文化間の、 

understanding 理解 

 

→和訳 When it comes to international negotiation, an error in etiquette can result in the loss of a 

contract, even when the host is polite about cross-cultural misunderstanding. 

 

 

 

5 

common   広く見られる、広く存在する、共通の 

A be easy to r  「A を r するのは簡単だ」 

use~   ～を使う 

受動態 be used  「使われる」 

 

→和訳 Oregano,which is commonly used in Italian food, has small leaves and is very easy to grow 

 

 

6 



take up 取る、占める、始める、取り上げる、検討する 

school term 学期 

 

→和訳 Most students read more novels in summer than they do during the school term when 

homework takes up their time. 

 

7 

section 区分，課、切り口 

complain 不平を言う、訴える 

move 動かす、移動する、感動させる、引っ越す、動く 

department 部門、局、大学の学部 

 

→和訳 Many of the workers in one of the sections have complained that the room they work in is 

too small and for that reason several people have asked to be moved to a different department. 

 

 

8 

degree 程度 

S+V to the degree 「 S は、その程度に V する」 

the degree to which S+V 「S が V する程度」＝「どの程度 S が V するかということ」 

equal 平等な 

socially  社会的に 

varied 様々に 

cross-culturally 「異文化間で」 

position of equality「平等な地位」 

extreme 極端な、猛烈な 

 

→和訳 The degree to which men and women are socially equal has varied ,both cross-culturally and 

historically, from a position of near equality to extreme inequality for women. 

 

9 

once S+V 「一旦 S が V すると」 

have O started O を始めてしまう 

stranger 見知らぬ人 

be of interest = be interesting 

 



 

→和訳Once you have a conversation started, whether with a stranger or with a friend, you will want 

to keep it moving in a way that will be of mutual interest. 

 

 

 

10 

A mean B by C 「A は、C という表現によって B を意味する」 

first of all 先ず第一に 

anthropologist 人類学者 

particular 特定の 

 

→和訳 By culture, I mean first of all what anthropologists mean: the way of life of a particular 

people living together in one place. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



B 英文和訳解答 

1 

最初の人間集団(民族)が日常生活において情報や知識を交換している間に人間の言葉が発

達した。 

 

2 

我々の大部分は、動物の本質的価値を理解していないので、彼らは、かなりの程度、ほん

のわずかの個人の保護に頼っている。 

 

3 

私は、理想社会がどんなものかは分からないが、もし仮に存在するにしても、きわめて退

屈であるに違いない。 

4 

国際的な交渉ということになると、主催側が、異文化間の誤解に関して（気を使って）と

がめない場合でも、礼儀作法上の誤りによって、契約を失うという結果になりかねない。 

5 

イタリア料理で広く使われているオレガノには小さな葉がついており、大変に育てやすい。 

6 

大部分の学生は、宿題が時間を取ってしまう学期中と比べて夏には読む小説の量が増える。 

7. 

それらの課の一つで働いている人たちの中には、これまで自分達が働く部屋が小さすぎる

と訴えるものが多く、その理由から何人かは別の部に異動させてくれるよう頼んでいる。 

8 

男性と女性がどの程度社会的に平等かは、異文化間でもまた歴史的にも、殆ど平等な状態

から女性にとっての極端な不平等まで様々であった。 

9 

見知らぬ人が相手であろうと、友人が空いてであろうと、一旦会話が始まると、お互いに

面白いようにそれが続けばよいと思うであろう。 

 

10 

文化という言葉で、第一義的には、人類学者達が言わんとすること、つまり特定の民族が

一つの場所で住んでいる生活様式のことを意味するのである。 

 

 

 

 



 

C 単語、表現チェック 

human  

speech  

develop  

people   

 

練習 和訳 

There are many people in the park.  

 

There are many different peoples in the world 

 

engage in~  

exchange  

knowledge  

information  

daily    

 

realize       

intrinsic   

value    

A depend on B 

  

extent         

to some extent  

significant    

protection  

protect    

individual   

 

have an idea of ~  

what S be like  

come into existence  

come into being 

boring 

bored 



 

when it come to ~ 

international 

negotiation 

error 

etiquette 

A result in B 

A result from B 

loss 

contract 

host 

polite 

cross-cultural 

understanding 

 

common 

A be easy to r 

use~   

受動態 be used 

 

take up 

school term 

 

section 

complain  

move  

department  

degree  

S+V to the degree  

the degree to which S+V  

equal  

socially   

varied  

cross-culturally  

position of equality 

extreme  



once S+V  

have O started  

stranger 

be of interest = be interesting 

 

A mean B by C  

first of all  

anthropologist  

particular 

 

 

D  英文再チェック 

1 

Human speech developed as the earliest peoples engaged in exchanging the knowledge and 

information in their daily lives. 

 

 

2 

As most of us do not realize the intrinsic value of animals, they depend to a significant extent upon 

the protection of a few individuals. 

 

 

3 

 I have no idea what an ideal society would be like, but if one were to come into existence, it would 

probably be very boring. 

 

 

4 

When it comes to international negotiation, an error in etiquette can result in the loss of a 

contract,even when the host is polite about cross-cultural misunderstanding. 

 

 

5 

Oregano,which is commonly used in Italian food, has small leaves and is very easy to grow 

 

 



6 

Most students read more novels in summer than they do during the school term when homework 

takes up their time. 

 

 

7 

Many of the workers in one of the sections have complained that the room they work in is too small 

and for that reason several people have asked to be moved to a different department. 

 

 

 

8 

The degree to which men and women are socially equal has varied ,both cross-culturally and 

historically, from a position of near equality to extreme inequality for women. 

 

 

9 

Once you have a conversation started, whether with a stranger or with a friend, you will want to keep 

it moving in a way that will be of mutual interest. 

 

 

10 

By culture, I mean first of all what anthropologists mean: the way of life of a particular people living 

together in one place. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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） 

 

１ 公園にはたくさんの人々がいる 

 

 

２ 世界には様々に異なった民族がいる 

 

 

３ 彼は、癌に罹った 

 

４ 彼女は早寝早起きの習慣を身に着けた 

 

５ その方法は、単純だったが、うまく行った 

 

６ 我々は、そういった文化の本質的価値が分からない 

 

７ 彼らは、そういった価値観を共有していた 

 

８ 我々は、そういった情報を政府に依存している。 

 

９ その動物は、天候によって行動パターンを変える 

 

10 どの程度彼らが彼の言葉を理解したかは分からない 

 

11 私は、砂漠をひとりで旅することがどのようなことかは分からなかった 

 

12 その映画は退屈だった 

 

13 その男は退屈していた 

 

 

14 異文化間の理解ということになると、彼の右に出るものはいない。 

 

 

15 この植物は栽培が簡単だと一般に信じられている 



 

 

16 そうした誤解は、よく見られる 

 

 

17 多くの親達は、彼らの子供達が、自分達と話をしないと訴える。 

 

 

18 彼は、彼女の歌うのを聞いて深く感動した 

 

19 その一家は、その国から日本に引っ越してきた 

 

 

20 宗教に対する態度は社会によって様々だ 

 

 

21 その社会は、極端に不平等だった 

 

 

22 一旦そうした習慣を身に着けると、朝早く起きるのはつらくなるだろう 

 

 

23 それはどうことを言うつもりなんだい 

 

 

24 それは、特定の時間に特定の場所にいなくてはならないということだ。 

 

 

25 人間は、情報や知識を交換するために言語を発達させた。 

 

 

 

 

 

 

 



E 解答例’ 

１ 公園にはたくさんの人々がいる 

 There are a lot of people in the park. 

 

２ 世界には様々に異なった民族がいる 

There are a lot of peoples in the world. 

 

３ 彼は、癌に罹った 

He has developed cancer.  

４ 彼女は早寝早起きの習慣を身に着けた 

She developed/acquired the habit of keeping early hours. 

５ その方法は、単純だったが、うまく行った 

The method was simple but worked well. 

６ 我々は、そういった文化の本質的価値が分からない 

We don’t realize intrinsic values of such cultures. 

７ 彼らは、そういった価値観を共有していた 

They share such values. 

８ 我々は、そういった情報を政府に依存している。 

We depend on our government for such information. 

９ その動物は、天候によって行動パターンを変える 

The animals change their behavioral patterns depending on the weather. 

10 どの程度彼らが彼の言葉を理解したかは分からない 

I don’t know how much they understood what he said. 

11 私は、砂漠をひとりで旅することがどのようなことかは分からなかった 

I had no idea what it was like to travel in a desert alone.  

12 その映画は退屈だった 

The movie was boring. 

13 その男は退屈していた 

The man was bored. 

 

14 異文化間の理解ということになると、彼の右に出るものはいない。 

When it comes to cross-cultural understanding, he is the best. 

 

15 この植物は栽培が簡単だと一般に信じられている 

This plant is commonly believed to be easy to grow. 



 

25 そうした誤解は、よく見られる 

Such misunderstanding is common.  

 

26 多くの親達は、彼らの子供達が、自分達と話をしないと訴える。 

A lot of parents complain that their children don’t talk to them. 

 

27 彼は、彼女の歌うのを聞いて深く感動した 

He was deeply moved to hear her sing. 

28 その一家は、その国から日本に引っ越してきた 

The family have moved from the country to Japan. 

 

29 宗教に対する態度は社会によって様々だ 

Attitude toward religion varies from society to society. 

 

30 その社会は、極端に不平等だった 

The society was extremely unequal.  

 

31 一旦そうした習慣を身に着けると、朝早く起きるのはつらくなるだろう 

Once you have developed such a habit, you will have difficulty getting up early in the morning. 

 

32 それはどうことを言うつもりなんだい 

What do you mean by that? 

 

33 それは、特定の時間に特定の場所にいなくてはならないということだ。 

That means you have to be at a particular time at a particular place. 

 

25 人間は、情報や知識を交換するために言語を発達させた。 

Human beings have developed language to exchange information and knowledge. 

 


