
E-composition中上級編#5

問題5 必須表現patternの確認

①自国語の通じない外国に行って初めて、言葉が通じないと、どんなに不自由かわかるのであ　　る。
②人が食物を欲しがらなければ、体がどこかおかしくなっている。学びたい気持ちがなけれ　　ば、頭が
どこか故障している。
③あることをやれと言われれるのと、自分からやるのでは大変な違いがある。

①自国語の通じない外国に行って初めて、言葉が通じないと、どんなに不自由かわかるのである。

頻出pattern「S'がV'して初めてSはVする」
　it be not until(only after) S'+V' that S+V
が当てはまる。
このpatternは、強調構文であるため、たまたま日本語と語順が近くなっている。
→元の形は  S+not V until S'+V'

例
健康は失って初めてその有り難さがわかる(realize the value of..).。
It is not until(only after)you lose your health that you realize the value of it.

日本語解析
行って初めて　外国に　分かるのだ　どんなに不自由か　言葉が通じないことが
　　　　　　　　　↑修飾
　　　　　　　　　自国語が通じない

関係詞の用法:E-active英文法6(関係詞）参照
　

「主語の検討」
一般論なので一般総称のyouで良さそう。

「時制の検討」
現在時制で良い。

「表現の検討」
「（人の）〜語が通じない」
not make 人self understood in言語
not express 人self in言語

単に
people don't speak (use)人's言語
人's 言語 be not spoken(used)
とすることもできる。

例
私は、自分の英語が通じなくて、途方にくれた。
「途方に暮れる」be at a loss what to do, not know what to do
I was at a loss what to do because I couldn't make myself understood in English.

「分かる、気がつく」
realize

「どんなに不自由か」
how inconvenient S be
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→「Vする事がどんなに不自由か」
　how inconvenient it be to V

「r出来ないこと」
to be unable to r

以上を用いて
「行って初めて　外国に　分かるのだ　どんなに不自由か　言葉が通じないことが
　　　　　　　  　　 ↑修飾
　　　　　　　　　   自国語が通じない 」
を英語化!

→ It is not until you go to a foreign country where your language is not spoken that you can
realize how inconvenient it is to be unable to make yourself understood.

②人が食物を欲しがらなければ、体がどこかおかしくなっている。学びたい気持ちがなければ、頭がどこ
か故障している。

頻出pattern 「〜はどこかおかしい、故障している」
　　　　　　there be someihitng wrong with~

something be wrong with~

例　このコンピューターはどうも調子が悪い。
　Something is wrong with this computer.

日本語解析
体がどこかおかしい　もし食物を欲しがるのをやめると。
頭がどこか故障している　もし学びたいと思うのをやめれば
副詞表現部分を文頭に置いたままのでも良い。
↓
もし食物を欲しがるのをやめると、体がどこかおかしい。
もし学びたいと思うのをやめれば、頭がどこか故障している

主語の検討
人となっているが一般総称のyouで良い。peopleとしても良い。

時制の検討
現在時制

表現検討
日本語で「体が」あるいは「頭が、心が」と言っている時、主語に人を持ってきてphysicallyやmentallyと
いう副詞を使うと表現しやすい事が多い。
例
彼の体は疲れ切っている。
He is physically exhausted.
我々の精神は、貧しくなってしまった。
We have become mentally poor.

「Vしなくなる」
stop ving
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*stop to V「Vするためにやっていることを止める」との区別をしっかりしておこう。

例
彼は、その問題について考えないようになった。
He stopped thinking about the problem.
彼は、その問題について改めて考えた。
He stopped to think about the problem.

以上を用いて
「もし食物を欲しがるのをやめると、体がどこかおかしい。
もし学びたいと思うのをやめれば、頭がどこか故障している。」

を英語化!

If you stop wanting food, there is something wrong with you physically. If you stop wanting to
learn, there is something wrong with you mentally.

③あることをやれと言われれるのと、自分からやるのでは大変な違いがある
頻出pattern「AとBの間には違いがある」
There be a difference between A and B.
↓
何において違いがあるかを示す場合 in Cの形を使う。

例
見ると聞くでは大違いだ。
There is a big difference between hearing it and actually seeing it.

日本とアメリカでは面積に大きな違いがある。
There is a huge difference between America and Japan in their areas

日本語解析
大きな違いがある　[あることをやれと言われること]と[自分からやること]の間には

表現の検討
「あることをするように言われる」
be told to do something ← tell人to do something
これを動名詞化するとbeing told to do somethingとなる。

「自分からあることをする」
do something voluntarily

以上を用いて
「大きな違いがある　あることをやれと言われることと自分からやることの間には
」を英語化!

→There is a big difference between being told to do something and doing it voluntarily.
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