
E Vocabulary buildup 2 ←→ 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。 

E：身に着けた表現を用いて英作文に挑戦です。 

E’：E の解答 

 

Cluster 2 

A 表現インプット→和訳アウトプット 

11 

travel v. 移動する、旅行する、運行する 

abroad 海外に、海外で 

exciting わくわくする、興味そそられる 

miss v. １～を逃す、乗り損なう、出損なう、当たり損なう  

２miss~ing=fail to r 「～しそこなう、することができない」 

         3 ～がいなくて寂しく思う、～が無くて物足りない、恋しく思う 

Pattern 

S+V so ~ that S’+V’「S は、とても～に V するので S’が V’するほどだ」 

         「S は、S が’V’するほど～に V する」 

 

become home sick 「ホームシックになる」 

 

 →和訳 Traveling abroad is exciting for many people. There are ,however, a few who miss their own 

countries so much that they become homesick. 

  

12 

look back on~ 「～を振り返る」 

childhood 子供時代 



wonder+疑問節：if 節 or wh 節 「～かと思う、疑問に思う」  

expect O to r 「O が r することを期待する、予測する」 

expect that S+ will r「S が r することを予測する、期待する、当然と思う」 

help O O を助ける、O の役に立 

help O (to) r 「O が r するのを助ける O が r するのに役立つ」 

  

→和訳 When I look back on my childhood, I wonder why my mother never expected me to 

help her in the kitchen.  

 

13 

find O     を見つける  

find O+C  経験上 O=C と分かる、思う 

article   記事、短い論文、品物一個、冠詞 

custom  社会的、集団的習慣  

tip    チップ、チップを払う、忠告 

 

Pattern 

記事、手紙、本(A) say ＜内容＞ 

「A には～と書いてある, A の内容は～だ」 

 

amount  量,（可算名詞）a large amount of….「大量の~」 

vary 様々である、変化する、異なる 

 

→和訳 You find an article about the American custom of tipping in the newspaper.  It says “The 

amount of a tip varies :It may be a percentage of the bill, as in tips given to waiters and barbers.  

 

14 

統計、調査、研究(A)show that S+V 

「A によると S は V するということだ」 

 

research 調査、研究 

rate n.率、割合、速度 

death rate  死亡率 

traffic accident 交通事故 

the country 田舎(「その国」の意味の場合もありうる） 

reason n. 理由、理性、v.論理的に考える 



drive fast  車等のスピードを出す 

there be few~ 「～が少ししかない」 

 

→和訳 Research shows that the death rate in traffic accidents is much higher in the country than in 

big cities. One reason may be that people drive faster where there are fewer cars. 

 

 

 

15 

be in love with~  「～に恋している」 

Pattern 

S+V so ~ that S’+V’ 「S は、とても～に V するので S’が V’するほどだ」 

         「S は、S が’V’するほど~に V する」 

 

dash  急いで突進する 

room  部屋、空間 

the moment<S+V> 「S が V する瞬間・とすぐに」 

in ~direction 「～の方向に」 

as much as….＝ even 

 

→和訳 Ed was in love with Angela, but he was so shy that he dashed from the room the moment he 

saw her without as much as a glance in her direction. 

 

16 

increase in~ ～の増加 

leisure time 余暇 

provide A with B 「A に B を与える・供給する」 

opportunity n.好機、機会  

 

和訳 Soon, more Japanese people will have a five-day workweek. The increase in leisure time will 

provide them with more opportunities to enjoy outdoor activities. 

 

 

 

 

 



17 

not only <A> but (also) <B>「A のみならず B もまた」 

make use of~  「～を利用する、活用する」 

take account of~ 「～を考慮に入れる」 

long term 長期（の） 

region 地域、領域 

 

→和訳 Japanese businessmen working in Asia should not only make use of natural resources but, 

take account of the long term growth of the region. 

 

18 

as be often the case with~ 「～にはよくあることだが」 

can’t r without ~ing  「r すれば必ず～する」 

 

→和訳 As is often the case with me, I can’t read again what I have written without finding there is 

much to be changed. 

 

 

19 

recent 「最近の」 

rise in ~ 「～の増加・上昇」 

price 価格、値段 

land price 地価 

no longer もはや～ない 

afford to r 「r する余裕がある」 

afford O 「O を手に入れる・持つ余裕がある」 

 

→和訳 Recent rises in the price of land have meant that many people can no longer afford to buy 

houses of their own. 

 

 

20 

be apt to r             「する傾向にある」 

consider A to be B 「A=B とみなす」 

consider A as B  

normal 正常な、通常の、普通の 



look down on ~ 「～を見下す」 

differ from~ 「～とは違う」 

 

Pattern 

Some S+V「V する S もいる」と訳すとうまくいきやすい。 

 

→和訳 Some people are apt to consider their own way of life as being the normal one and to look 

down on life-styles that differ from it. 

 

B 英文チェック 

11 

 Traveling abroad is exciting for many people. There are ,however, a few who miss their own 

countries so much that they become homesick. 

海外旅行することは、多くの人々にとってはわくわくすることがらだが、ホームシックに

なるほど母国を恋しく思う人々も少数だが存在する。  

 

12 

 When I look back on my childhood, I wonder why my mother never expected me to help her 

in the kitchen.  

子供時代を振り返ると、なぜ母親が私に台所で彼女を手伝うことを当然視しなかったのだ

ろうかと思う。 

 

13 

You find an article about the American custom of tipping in the newspaper. It says “The amount of a 

tip varies:  It may be a percentage of the bill, as in tips given to waiters and barbers.  

新聞でアメリカのチップの習慣についての記事があるのを見つけるとしよう。それには、

チップの量は様々であると書かれている。ウェイターや床屋に支払われる場合のように支

払う料金の何割かの場合もある。 

 

14 

Research shows that the death rate in traffic accidents is much higher in the country than in big cities. 

One reason may be that people drive faster where there are fewer cars. 

研究によれば、交通事故の死亡率は、大都市におけるより田舎のほうがはるかに高いとい

うことだ。理由の一つは、車が少ないと人の運転する速度が上がるからというものだ。 

 

 



15 

Ed was in love with Angela, but he was so shy that he dashed from the room the moment he saw her 

without as much as a glance in her direction. 

エドは、アンジェラに恋していたが、とても恥ずかしがり屋で、彼女の姿を見た瞬間、彼

女のほうを見ることさへなしに、その部屋から飛び出して行くほどだ。 

 

16 

Soon, more Japanese people will have a five-day workweek. The increase in leisure time will 

provide them with more opportunities to enjoy outdoor activities. 

直に週休二日になる日本人が増えるだろう。余暇の増加は彼らに屋外での活動を楽しむ機

会を与えるだろう。 

 

17 

Japanese businessmen working in Asia should not only make use of natural resources but, take 

account of the long term growth of the region. 

アジアで働いている日本のビジネスマンは、天然資源を利用するだけでなく、この地域の

長期的な成長を考慮するべきでもある。 

 

18 

As is often the case with me, I can’t read again what I have written without finding there is much to 

be changed. 

私にはよくあることだが、自分が書いたものを再読してみると必ず変えるべき部分がたく

さん目に付く。 

 

19 

Recent rises in the price of land have meant that many people can no longer afford to buy houses of 

their own. 

土地価格が最近上昇したということは、もはや自分の家を買う余裕の無い人々が多いとい

うことである。 

 

20 

Some people are apt to consider their own way of life as being the normal one and to look down on 

life-styles that differ from it. 

自分自身の生活の仕方を正常なものとみなし、それとは異なった生活様式を見下す傾向に

ある人々もいる。 

 



C 単語、表現チェック 

11 

travel 

abroad 

exciting 

miss 

S+V so that S’+V’ 

become home sick 

  

12 

look back on~ 

childhood 

wonder 

expect O to r 

expect that S+ will r 

help O 

help O (to) r 

   

13 

find O 

find O+C 

article 

custom 

tip 

記事、手紙、本(A) say ＜内容＞ 

 

amount 

vary 

 

 

14 

統計、調査、研究(A)show that S+V 

 

research 

rate 

death rate 



traffic accident 

the country 

reason 

drive fast 

there be few~ 

 

 

15 

be in love with~ 

S+V so ~ that S’+V’ 

dash 

room 

the moment<S+V> 

in ~direction 

 

16 

increase in~ 

leisure time 

provide A with B 

opportunity 

17 

not only <A> but (also) <B> 

make use of~ 

take account of~ 

long term 

region 

 

18 

as be often the case with~ 

can’t r without ~ing 

19 

recent 

rise in ~ 

price 

land price 

no longer 



afford to r 

afford O 

 

20 

be apt to r 

consider A to be B 

consider A as B 

normal 

look down on ~ 

differ from~ 

 

D 英文再チェック 

11 

 Traveling abroad is exciting for many people. There are ,however, a few who miss their own 

countries so much that they become homesick. 

 

 

 12 

 When I look back on my childhood, I wonder why my mother never expected me to help her 

in the kitchen.  

 

 

 

13 

You find an article about the American custom of tipping in the newspaper. It says “The amount of a 

tip varies:it may be a percentage of the bill, as in tips given to waiters and barbers.  

 

 

 

 

14 

Research shows that the death rate in traffic accidents is much higher in the country than in big cities. 

One reason may be that people drive faster where there are fewer cars. 

 

 

 



15 

Ed was in love with Angela, but he was so shy that he dashed from the room the moment he saw her 

without as much as a glance in her direction. 

 

 

 

16 

Soon, more Japanese people will have a five-day workweek. The increase in leisure time will 

provide them with more opportunities to enjoy outdoor activities. 

 

 

 

17 

Japanese businessmen working in Asia should not only make use of natural resources but, take 

account of the long term growth of the region. 

 

 

 

18 

As is often the case with me, I can’t read again what I have written without finding there is much to 

be changed. 

 

 

 

19 

Recent rises in the price of land have meant that many people can no longer afford to buy houses of 

their own. 

 

 

 

20 

Some people are apt to consider their own way of life as being the normal one and to look down on 

life-styles that differ from it. 

 

 

 



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） 

26 その映画は、とても面白いという話は聞いていたが、電車に乗り遅れたので、見られな

かった。 

 

 

27 子供時代を振り返ると、なぜあの風景が私が絵を描く習慣を身につけるのに役立ったの

だろうかと思う。 

 

 

 

28 親達は、自分の子供に多くを期待しすぎることがある。 

 

 

29 私は、彼のその様子を見て、笑わずにいられなかった 

 

 

30 我々は、その記事の調子(tone)が余りに深刻すぎると思った。 

 

 

31 雨の量は、季節によって様々だった。 

 

 

32 研究によると人間は、自分の信じたいことを信じるものであるということだ。 

 

 

33 我々は、その飛行機が、飛び去った方角が分からない 

 

 

34 彼女は、さよならも言わずに部屋を出て行った 

 

35 収入の増加のために、彼らは海外に旅行する機会が多くなった。 

 

 

36 彼らは、家族を失っただけでなく家や財産も津波によって流された 

 



 

37 我々は、その地域の長期的な利益も考慮に入れるべきだ。 

 

 

38 彼女には良くあることだが、家を出るときに、鍵をかけるのを忘れた。 

 

 

39 新聞を開くと必ず彼に関する記事を目にする 

 

 

40 この事実が意味するのは、日本のどこででも同じことが起こりうるということだ 

 

 

41 私は、新しい車を買う余裕はないが、妻には見下されたくない 

 

 

42 誰かが言ったことを深刻に受け取る傾向のある学生もいる。彼らは、それを絶対に正し

いと見なすのだ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

’ 

E’ 作文解答例 

26 その映画は、とても面白いという話は聞いていたが、電車に乗り遅れたので、見られな

かった。 

Though I had heard the movie was very good, because I missed my train, I couldn’t see 

it. 



27 子供時代を振り返ると、なぜあの風景が私が絵を描く習慣を身につけるのに役立ったの

だろうかと思う。 

Looking back on my childhood, I wonder how the landscape helped me develop the habit 

of painting. 

 

28 親達は、自分の子供に多くを期待しすぎることがある。 

Parents sometimes expect too much from their children. 

 

29 私は、彼のその様子を見て、笑わずにいられなかった 

 I couldn’t help laughing when I see his looks.  

 

30 我々は、その記事の調子(tone)が余りに深刻すぎると思った。 

We thought the tone of the article was too serious. 

We thought the article sounded too serious. 

31 雨の量は、季節によって様々だった。 

The amount of the rain differed from season to season. 

 

32 研究によると人間は、自分の信じたいことを信じるものであるということだ。 

Research shows human beings believe what they want to believe. 

 

 

33 我々は、その飛行機が、飛び去った方角が分からない 

 We don’t know the direction in which the airplane flew away. 

 We don’t know in which direction the airplane flew way.  

 

34 彼女は、さよならも言わずに部屋を出て行った 

She left the room without even saying good-bye.  

 

35 収入の増加のために、彼らは海外に旅行する機会が多くなった。 

Because of the increase in their income, they had more chances to travel abroad. 

 

36 彼らは、家族を失っただけでなく家や財産も津波によって流された 

They had not only lost their family but also had their houses and properties washed 

away by the tsunami.  

37 我々は、その地域の長期的な利益も考慮に入れるべきだ。 

We should take long-term benefits for the areas into consideration. 



 

38 彼女には良くあることだが、家を出るときに、鍵をかけるのを忘れた。 

As is often the case with her, she forgot to lock the door when she left home. 

 

39 新聞を開くと必ず彼に関する記事を目にする 

I never read newspapers without finding articles about him. 

 

40 この事実が意味するのは、日本のどこででも同じことが起こりうるということだ 

This fact means that the same thing can happen anywhere in Japan.  

 

41 私は、新しい車を買う余裕はないが、妻には見下されたくない 

I can’t afford to buy a new car but don’t want my wife to look down on me.  

 

42 誰かが言ったことを深刻に受け取る傾向のある学生もいる。彼らは、それを絶対に正し

いと見なすのだ 

Some students tend to take what others say very seriously.  They consider it absolutely right. 

 

 

 

 

 

 


