
E Vocabulary buildup 3←→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。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。 

 

Cluster 3 

A 表現インプット→和訳アウトプット 

21 

make a telephone call 電話する 

mind   n.精神、心、頭(脳の働きを意味する) 

     知力、知性、意見、考え 知識人 

   v. かまう、気にする 

pattern 1 mind ~ing    pattern 2 mind if 

   「～することを気にする、に反対する ～すれば気にする」 

 

→和訳 You want to make a telephone call from your friend's house. You say: “Do you mind if I use 

your telephone?” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 

despite ~ prep 「～にもかかわらず」 

years of~ 「何年もの～」 

find O +C  O=C 

find it +C to r /~ing/that s+v  「r/~する /s が v することが C であることが分かる・と思

う」 

make 人 self understood in 言語「言語で自分の言うことを伝える・人の言語が通じる」 

 

→和訳 Despite years of study, many Japanese students find it difficult to make themselves 

understood in English. 

 

 

23 

have a flat tire 「タイヤがぱんくする」 

on the way to 場所「場所に行く途中で」 

happen to r  「たまたま r する」 

pass  通り過ぎる、経過する 

help 助ける、役に立つ 

help to r する助けになる、するのに役立つ 

help O to r O が r する助けとなる・O が r するのに役立つ 

 

→和訳 We had a flat tire on the way here, but a track driver who just happened to be passing us 

helped change it. 

 

24 

be willing to r 「すすんで r する、よろこんで r する」 

lend O+O' 「O に O'を貸す」 

talk 人 into Ving(動作を意味する表現なら可) 

「人に V するよう話す、説得する」 

see if….. 

「～するかを確かめる」 

 

→和訳 I don't think my father is willing to lend us the car, but I'll see if I can talk him into it. 

 

 

 



25 

meet v.~に会う、~を迎える 

for the first time 初めて 

form 形成する  

as to~ ～について 

what S be like「S がどのような人‣物・事かということ」 

 

→和訳 When we meet someone for the first time, we usually form an opinion as to what that person 

is like. 

 

26 

unless S+V 「S が V しないならば」= if not 

regularly 通常、規則的に 

it be no use ~ing  「~しても無駄だ」 

expensive 高価な、高い 

dictionary 辞書 

 

→和訳 Unless you are going to use it regularly, it is no use buying such an expensive dictionary. 

 

27 

determine v. 決定する 

be determined by~ 「～によって決められる」 

attention 注意、 

get the attention from ~ 「~から注意を払われる」 

care 面倒、世話、注意 

largely= generally = commonly 「一般的に」 

 

→和訳 How children feel about the world is largely determined by the care and attention they get 

from their parents. 

 

28 

democratic 民主的な、民主主義の 

democracy 民主主義 

decision 決定 

majority 多数派 

vote  投票 



majority vote 多数決 

be based on~「~に基く」 

idea that S+V「S が V するという考え」 

idea 考え、着想、知識、理解、狙い、目的 

judgment 判断 

 

→和訳 Democratic decisions are made by majority vote, which is based on the idea that the 

judgment of the many is better than that of the few. 

 

29 

perform 1=do 2=play 

activity 行動、振る舞い 

group 集団、集合 

nothing V 比較級 than X 「X ほど～に V するものはない」 

clearly   明らかに 

the way S+V 「S が V する方法、やり方、様子」 

 

→和訳 In Japan, people often perform activities in groups, and nothing shows this more clearly than 

the way Japanese people travel. 

 

 

30 

rent v. ~を貸す・借りる 

apartment アパート 

find out 分かる、理解する 

as….as possible 可能な限り～ 

in order that S+will/ can/may+ r = so that S will/can /may +r 

「S が r するために・するように」 

 

misunderstanding 誤解 

 

→和訳 Before you rent an apartment, find out as much about it as possible in order that there will be 

no misunderstanding. 

 

 

 



B 英文チェック 

21 

You want to make a telephone call from your friend's house. You say: “Do you mind if I use your 

telephone?” 

あなたは友達の家から電話をしたいと思っている。「電話を使ってもいいですか」というの

である。 

 

22 

Despite years of study, many Japanese students find it difficult to make themselves understood in 

English. 

何年もの勉強にもかかわらず、英語で自分のいうことを伝えるのが難しいと思う日本の学

生が多い。 

23 

We had a flat tire on the way here, but a track driver who just happened to be passing us helped 

change it. 

ここに来る途中で車のタイヤがパンクしましたが、私たちのそばをたまたま通りかかった

トラックの運転手が交換を手伝ってくれました。 

24 

I don't think my father is willing to lend us the car, but I'll see if I can talk him into it. 

私は、父が車を我々に進んで貸してくれるとは思わないが、そうしてくれるよう説得でき

るかどうかやってみるよ。 

 

25 

When we meet someone for the first time, we usually form an opinion as to what that person is like. 

初めて誰かに会うと、普通、その人がどんな人間かということについての考えができあが 

る。 

 

26 

Unless you are going to use it regularly ,it is no use buying such an expensive dictionary. 

それを普通に使用しないのであれば、そんなに高価な辞書を買ってもしょうがない。 

 

27 

How children feel about the world is largely determined by the care and attention they get from their 

parents. 

子供が世の中についてどのように思うかは、一般的には親からどれほど愛情を注がれ面倒

を見られるかによって決められる。 



 

28 

Democratic decisions are made by majority vote, which is based on the idea that the judgment of the 

many is better than that of the few. 

民主的な決定は、多数決でおこなわれるが、それは、多数の判断が少数のそれより優れて

いるという考えに基づいている。 

 

29 

In Japan, people often perform activities in groups,and nothing shows this more clearly than the way 

Japanese people travel. 

日本では、人々が集団で何かをすることが多く、日本人が旅行する有様ほどこのことを明

瞭に示すものはない。 

 

30 

Before you rent an apartment, find out as much about it as possible in order that there will be no 

misunderstanding. 

アパートを借りる前に、誤解がないように出来るだけそれについての情報を頭に入れるよ

うにしなくてはならない。 

 

 

C 単語表現チェック 

21 

make a telephone call  

mind    

   

22 

despite ~  

years of~  

find O +C   

find it +C to r /~ing/that s+v   

 

make 人 self understood in 言語 

 

23 

have a flat tire  

on the way to 場所 



happen to r   

pass   

help  

help to r  

help O to r  

 

24 

be willing to r  

lend O+O'  

25 

meet v.~に会う、 

for the first time  

form   

as to~  

what S be like 

 

26 

unless S+V  

regularly 

it be no use ~ing   

expensive  

dictionary  

 

27 

determine v.  

be determined by~  

attention  

get the attention from ~  

 

28 

democratic  

democracy  

decision  

majority  

vote   

majority vote  



be based on~ 

idea that S+V 

judgment  

 

29 

perform  

activity  

group  

nothing V 比較級 than X  

 

clearly    

the way S+V  

 

30 

rent v.  

apartment  

find out  

as~as possible  

in order that S+will/ can/may+ r = so that S will/can /may +r 

misunderstanding  

 

D 英文再チェック 

21 

You want to make a telephone call from your friend's house. You say: “Do you mind if I use your 

telephone?” 

22 

Despite years of study, many Japanese students find it difficult to make themselves understood in 

English. 

 

23 

We had a flat tire on the way here, but a track driver who just happened to be passing us helped 

change it. 

 

24 

I don't think my father is willing to lend us the car, but I'll see if I can talk him into it. 

 



 

25 

When we meet someone for the first time, we usually form an opinion as to what that person is like. 

 

 

26 

Unless you are going to use it regularly, it is no use buying such an expensive dictionary. 

 

 

27 

How children feel about the world is largely determined by the care and attention they get from their 

parents. 

 

28 

Democratic decisions are made by majority vote, which is based on the idea that the judgment of the 

many is better than that of the few. 

 

29 

In Japan, people often perform activities in groups, and nothing shows this more clearly than the way 

Japanese people travel. 

 

30 

Before you rent an apartment, find out as much about it as possible in order that there will be no 

misunderstanding. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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） 

 

43 「電話してもいいですか」「ええ、いいですとも」(mind を用いて) 

 

44 英語で自分の意思を伝えるのは難しいと思った 

 

45  家に帰る途中、タイヤがパンクした 

 

46 その経験がたまたま彼がその問題を解決するのに役立った 

 

 

47 彼は、進んで私にその家を使わせてくれた 

 

 

48 初対面のときに我々はすでに彼女がどんな人間かを判断していた。 

 

 

49 使い方を知らないのならば、高いコンピューターを使っても無駄である 

 

 

50 我々の健康は、その地域の気候によって決められる。 

 

 

51 そのシステムは、人間が本質的に利己的であるという考えに基づいている 

 

 

52 日本人の旅の仕方ほどこの傾向を示しているものはない 

 

 

53 あなたは、誤解が無いように、できるだけはっきりと自分の言いたいことを書いてお

くべきです 

 

 

 

 



E’解答例 

43 「電話してもいいですか」「ええ、いいですとも」(mind を用いて) 

“Would you mind if I call?” “ Certainly not” 

 

44 英語で自分の意思を伝えるのは難しいと思った 

I found it hard to make myself understood in English. 

I found it hard to express myself in English. 

I thought it was difficult to communicate what I mean. 

 

45  家に帰る途中、タイヤがパンクした 

On the way home I had a flat tire  

 

54 その経験がたまたま彼がその問題を解決するのに役立った 

The experience happened to help him solve the problem. 

 

55 彼は、進んで私にその家を使わせてくれた 

He was willing to let me use the house. 

 

56 初対面のときに我々はすでに彼女がどんな人間かを判断していた。 

We had already judged what kind of person she was when we first met her. 

 

57 使い方を知らないのならば、高いコンピューターを使っても無駄である 

It is no use using expensive computers if you don’t know how to use it. 

 

58 我々の健康は、その地域の気候によって決められる。 

Our health is determined by the weather in the region. 

 

59 そのシステムは、人間が本質的に利己的であるという考えに基づいている 

The system is based on the idea that human beings are naturally selfish. 

 

60 日本人の旅の仕方ほどこの傾向を示しているものはない 

Nothing shows this tendency than the way Japanese people travel. 

( how Japanese people travel.)   

 

 

 



61 あなたは、誤解が無いように、できるだけはっきりと自分の言いたいことを書いてお

くべきです。 

You should write down as clearly as possible what you mean so that there will be no 

misunderstanding.  


