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E構文基礎 Part 3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 20 

To talk with people and exchange ideas is a good way to understand different cultures.  

Sometimes the joy of talking with foreign friends or of living in foreign countries is very  

great, and so a Japanese may forget about his own culture. To be an international  

person never means that one doesn’t love one’s own country or always talks about good  

points of other countries. It means that one is able to understand people in other  

countries, and with this understanding see good and bad points of one’s own country to  

make one’s own country and the other countries happier places. 

 

表現 

exchange 交換する 

way to r rする方法 

the joy of ~ing ~する喜び、楽しみ 

A mean that S+V 「Aは、Sが Vするということだ」 

point   点、要点、程度、意味、終止符 

good points of…「～の良い点」 

 

make O +C 「O=C にする」 

Pattern 

●原因、理由 A and so 結果 B の形になる。原因と結果の関係を正しく反映する訳にすれ

ばよい。「Aなので B, Aであるため B」などとなる。 

●S + V and (S) Md +V’ 

 

訳例 

人と話をし、考えを交換するのは、異なった文化を理解するよい方法である。時として外

国人の友人と話したり外国に住む喜びは、きわめて大きいため、日本人が自国の文化を忘
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れてしまうことがあるかもしれない。国際的な人間になるというのは、自分の国を愛しな

かったりいつも他国の長所だけを話すということではない。それは、他国の人々を理解す

ることが出来、この理解によって、自国の長所と短所を見極め自国と他国をより幸せな場

所にすることが出来るということなのである。 

 

構文基礎 21 

It is likely that we will have a different understanding of what others mean even when 

we think we agree with each other. 

 

表現 

have a different understanding of~「～につして理解の仕方が違う」  

even when ~ 「～するときですら」 

agree with~ 「～に賛成する」 

mean  v, 「～を意味する、真意として～である、～のつもりである」  

Pattern 

it be likely that S + will r 「Sは rする可能性が高い、しそうである」 

 

訳例 

私達は、お互いに意見が一致していると考えているときですら、相手の真意について理解

の仕方が違う可能性が高い。 

 

構文基礎 22 

This function of a science is to establish general laws covering the behavior of the events 

or objects  with which the science in question is concerned , and thereby to enable us to 

connect together our knowledge of the separately known events and to make reliable 

predictions of events as yet unknown 

 

表現 

a science 科学の一部門、分野を指す時，可算化する。 

function n.機能、関数 v.機能する、働く 

establish v.確立する、設立する、立証する  

general adj. 一般的な 

cover v. 覆う、網羅する、範囲に入れる、走はする 

behavior  n. 振る舞い 

event n. 出来事、事件 イベント 

object n. 対象、目的 v(object to ~)～に反対する  
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in question 問題の、当該の 

be concerned 関係する、関心を持つ、心配する 

thereby それによって 

connect v.  関係させる、結びつける 

separately known 別々に知られている 

reliable adj. 信頼されうる、 

make predictions of ~ ～を予測する 

 

Syntax 

This function…is to establish…and thereby to enable us to connect 

                                              to make reliable predictions of… 

訳例 

科学の持つこの働きは、その当該の科学分野の関連してる出来事や物体の振る舞いに関す

る一般法則を確立し、それによって我々が、別々に知られている出来事にかんする知識を

まとめ、まだ未知の出来事いついて信頼できる予測をすることを可能にすることである。 

 

構文基礎 23 

The belief that sitting down and talking will ensure mutual understanding is based on 

the assumption that we can say what we mean, and that what we say will be 

understood as we mean it. 

 

表現 

belief that S+V 「がするという信仰、信念、考え」同格の that 

ensure  v. 確実にする、裏付ける 

mutual adj. 相互の 

be based on~ 「～に基づいている」 

assumption n. 仮定、考え 

 

Point 

sayとmean 

この二つの動詞が対照的に用いられる場合、say は、「～を言葉にする、言葉で表現する」、

meanは、「～を本当に意味する、～が真意である」などと訳すとうまくゆきやすい。 

訳例 

腰掛て(腰を据えて、じっくりと)話をすれば相互理解が確実になると信じるのは我々が真意

を言葉にすることが出来、我々が言葉にする事柄が真意の通りに理解されるという仮定に

基いている。 
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構文基礎 24 

In view of the fact that no authority can be wholly trusted, we must aim at having as 

little authority as possible, and try to think out ways by which young people’s natural 

desires and impulses can be utilized in education. 

 

表現 

view n.見方、展望、景色 v. 見なす、見る 

in view of~ 「～を考えて、考えると」 

authority  n. 権威 

wholly adv.全体的に、総体的に 

trust v. 信頼する 

aim  n.目標、標的 v.目標とする、狙う、向ける aim A at B 「Aで Bを狙う,向ける」 

aim at Ving / to V ～することを目標とする、目指す 

think out 考え抜く,考え出す 

natural adj１自然の、２生まれつきの、出来たときからの、３当然の 

desire n. 願望、欲望 

impulse n. 衝動 

utilize v. 活用する、使う 

 

pattern 

V as little as possible 「出来るだけ Vしない」 

 

訳例 

完全に信頼されうる権威は存在しないという事実から考えて、我々は、出来るだけ権威を

持たないことを目指し、若者の生まれつきの願望や衝動が教育において活用されうる方法

を考え出す努力をしなくてはならない。 

 

構文基礎 25 

 I confess I do not share this sentimental view of wild animals, and I hold that the 

human being compares favourably with any of them from the elephant to the rat. 

 

表現 

Confess v. 告白する 

share V. 共有する 

sentiment n. 気持ち、感想、（お祝いなどの）決まり文句 

sentimental adj 感傷的な, 個人的な思い入れのある 
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wild animals 野生の動物 

hold v. 持つ、維持する、信じる、主張する、見なす 

compare  v. 匹敵する、比較する 

compare favorably with~ 「～にまさるとも劣らない、～をしのぐ」 

 

訳例 

私は、白状すると野生動物に関するこの種の感傷的な見解を持ち合わせていないし、人間

が象からねずみにいたる彼らのどれにも勝ると信じている。 

 

構文基礎 26 

For conversation to be mutually pleasant ,it must provide the participants with novelty This means 

that the thinking and response of each must have an element of unpredictability for the other. 

 

表現 

conversation n. 会話 

mutually お互いに 

pleasant 快適な、楽しい 

participant 参加者 

novelty 新しさ 

unpredictability 予測できないこと 

 

Point 

意味上の主語を持つ目的を表す不定詞の副詞的用法 

S+V for S’ to r  「S は、S’が’rするために Vする」 

 

訳例 

会話がお互いに面白いものになるためには、会話に参加している人々に新鮮さを提供しな

くてはならない。これは、それぞれの思考と応答が相手にとって意外な要素を持っていな

くてはならないということである。 

 

構文基礎 27 

In short conversation is mutually pleasant when the partners are well matched and do not yet know 

each other so intimately as to rule out all surprises. 

 

表現 

in short 要するに、短く言うと 
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mutual adj. 互いの、相互の 

pleasant adj. 楽しい、快適な 

partner n. パートナー、相手、配偶者 

match  v. 調和する、調和させる、 匹敵する 

be well matched 相性がよい、あっている 

so~ as to t 「rするほど～」 

intimate  adj. 親密な 

rule out 除外する 

 

訳例 

要するに、話をしているもの同士の相性がよいが、驚きがなくなくなってしまうほど互い

に親しくは無いという場合に会話は、互いに楽しいものになる。 

 

 

構文基礎 28 

Our brains evolved to prefer foods with lots of calories because our early ancestors, who lived by 

hunting and gathering, continually faced a shortage of high-energy foods. 

 

表現 

evolve v. 進化する 

with a lot of calories カロリーを沢山含んだ、高カロリーの 

ancestor n. 祖先 

live by ~Vng V することで生きている、生活している 

hunt v. 狩りをする 

gather v. 集める 

face n. 顔、v. 直面する 

shortage n. 不足 

continually  adv. 頻繁に、断続的に 

 

訳例 

我々の頭脳は、我々の初期の祖先達が狩猟と採集によって生活しており、頻繁に栄養価の

高い食物の不足に直面したためにカロリーの高い食物の方をより好むように進化した。 

 


