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教える人の背景

町野一郎：大手予備校で25年以上に渡って教鞭をとり、数万
人の学生さんと関わって来た。ヨーロッパ各地でメディア通
訳として活躍。英検一級、翻訳士資格取得。翻訳家、小説家。
「教育の二極化を防ぐ」をpolicyにしてe-communicator.comを
創設。

If you like this video, please  👍 or subscribe. Thank you.



問題8

大概、どんな所に食べに行っても、顔見知りの人が出て来て、「ど
うでしたでしょうか」とたずねられる。私はいつもこんな時、言を
左右にして答えないのが最上と心得ているが、どうも意見を聞いて
いるのではなく、ほめ言葉を待っているとみてとれるので、閉口す
ることがある。そりゃほめるのは簡単です。人の心をくすぐる形容
詞など枚挙にいとまがないぐらいあるはずだ。



①大概、どんな所に食べに行っても、顔見知りの人が出
て来て、「どうでしたでしょうか」とたずねられる。

人が出てきて尋ねる （料理は）どうだったか 多くの場合どこに行っても食べるため

↑
知っている

Md「多くお場合どこにいっても…」以下は、全体の場面の設定の情報なので前置する方

がわかりいい＋元の日本語の情報の流れにも沿っている。

日本語解析

S V V‘ O Md



表現の検討

「多くの場合」

most of the time

in many cases

often

「出てきて尋ねる」

come out and ask

「料理はどのようか」

how the food be

「どこに行っても」

wherever 人 may go 

whichever restaurant 人 may go to

「食べるために」

in order to eat something



以上から、

「多くの場合 どこに行っても 食べるため 人が出てきて尋ねる （料理は）どうだったか 」

知っている

を英語化すると

↑



�Most of the time( Very often), 
whichever restaurant  I go to in order 
to eat something, 

�someone I know comes out 

�and asks me how the food was .



② 私はいつもこんな時、言を左右にして答えないのが最上
と心得ているが

日本語解析 S V O

このような場合 私は、心得てる [言を左右にして 答えないのが 最上である ]



表現の検討

「このような場合」

in such cases

whenever this happen

「心得ている」＝「知っている」or 「信じている」

know

believe

「Vするのが最上である 」

to V/Ving be the best

「言を左右にして」以下が本来主語だが、形式主語itを使って後ろ
に下げるのも可。

it be the best  to V

「最善の方法は、Vすることだ」にするなら

the best approach(way) be to V

「言を左右にする」＝「はっきりしないで（漠然として）いる」

be (stay)vague



以上から

「このような場合（いつも）私は、心得てる 言を左右にして答えないのが 最上である」

を英語化すると



whenever this happens, 
I believe the best approach is to be vague and not to answer.

別解
In such cases ,I know it is the best to be vague and not to answer.



③ が、どうも意見を聞いているのではなく、ほめ言葉を待っているとみて
とれるので、閉口することがある。

日本語解析 S V Md

� しかし 私は、閉口することがある 見て取れるので「どうも聞いているのでなく
褒 褒め言葉を待っていると」



表現の検討

� 「閉口することがある」

� 「Vする事がある」はS somethies Vの形。

� 「閉口する」、は「どうしていいかわからな
い」 not know what to do

「見て取れるので」以下は理由なのでbecauseで
率いる。

「SはVするようにみて取れる、思える」

� it seem that S+V

� 人 can see 0 + r/分詞/that-clause

� 「意見を聞く」

� ask for 人’s opinion

� 「褒め言葉を待つ」

� wait for 人 to give compliments

� expect 人 to praise 人’



以上から

� 『しかし 私は、閉口することがある 見て取れるので「どうも聞いているのでなく褒め
言 言葉を待っていると」
と」 』

� を英語化すると

�



,but sometimes I don’t know what to do because I can see them not asking for 
my opinions but expecting me to praise them

別解
,but sometimes I don’t know what to do because I can see that they are not 
asking for my opinions but waiting for my compliments



④そりゃほめるのは簡単です。人の心をくすぐる形容詞など枚挙にいとま
がないぐらいあるはずだ。

� 日本語解析）

� もちろん、褒めるのは、簡単だ。 あるはずだ 極めて多くの（多すぎる）褒め言葉が

� ↑

� 心をくすぐる



表現の検討

� 「褒める」

compliment

give compliments

praise

give praise

「あるはずだ」

断定の表現は、よく出てきているが、助動詞mustによるもの、
certainly, surelyなど副詞で済ますもの、一人称を用いてI am sure(certain)
につなぐものなどがある。これに、存在を表すthere be構文を用いたり、
一般総称を主語としてhaveを用いたりも可能であろう。

ここでは、Of course, there must be…

Certainly there are….

などとする。

「枚挙するいとまがない」

文字通りやると、多すぎて言及できないという慣用表現too many 
(numerous) to mentionが存在するが、意味としては極めて多い事が伝わ
れば良い。解答例では日本語に近い表現を使ってみる。

「形容詞」

文字通りはadjectiveだが、ここでは文脈から「褒め言葉」のcompliment
方が英語らしく、分かり易い。

「心をくすぐる」

� 〔言葉などが〕喜ばせる、うれしがらせる、

を示すflattering という形容詞

� 「満足させる」satisfy, please人, 

make人feel goodなど。



以上から

� 「日本語解析）

� そりゃあ、褒めるのは、簡単だ。 あるはずだ 極めて多くの（多すぎる）褒め言葉が

� ↑
� 心をくする 」

� を英語化すると



Of course, 
giving praises is easy. 
There must be too many(numerous) compliments to mention, 
which make people feel good. 

別解
Certainly there are so many flattering compliments to give.



全体を俯瞰してみると

� Most of the time whichever restaurant I go to in order to eat something, someone I know 
comes out and asks me how the food was.   Whenever this happens, I believe the best 
approach is to be vague and not to answer, but  sometimes I don’t know what to do because I 
can see they are not  asking for my opinions but expecting me to praise them.  Of course
giving praises is easy. There must be too numerous compliments to mention, which maks
people feel good. 


