
E-composition

§ 町野一郎：大手予備校で30年以上に渡って教鞭をとり3万人
以上の学生さんをおしえてきた。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を
創設。

§ 英訳(参考)]He worked for a nationwide cram school as a teacher for more than 30 years and 
taught more than 30,000 students.  He was also active as a media interpreter in Europe. He has 
acquired the step first grade（英検一級）as well as a qualification as an interpreter, also being 
a translator.He won a literary award,wrote short stories ,too. He is the founder of E-
communicator.com bassd on the policy of preventing educational disparities.



問題9

教育とは何かと考えるときに、私が決まって思い出すのが⼩学校の
恩師の顔である。先⽣は、私たち⽣徒に、物事に真剣に取り組むこ
とを教えてくださった。その教えは、これまでの私の⼈⽣の指針と
なっている。今から考えると、先⽣の教えが私の⼼に響いたのは、
先⽣の尊敬できる誠実な⼈柄によるところが⼤きかったように思う。
教育において考慮すべきことは、教える内容だけではなく、教える
側の⼈間性でもあるのだ。(京都⼤）



①教育とは何かと考えるときに、私が決まって思い出すのが⼩学
校の恩師の顔である。

日本語解析

S            V      C                                            Md

私が思い出すのが 顔である 考えるときに 「教育とは何か」と

全体の設定が分かった方が良いので 日本語の思考の流れに合わせMd部分を前に持ってくる

Md S            V      C 

⇨考えるときに「教育とは何か」と 私が思い出すのが 顔である



表現の検討
「教育」 education

「〜かと考える」 wonder 疑問節 think about 疑問節

「思い出す」 remember

「S’がV‘する時には、決まってSは、Vする」
when S’+V‘, S always V.
= whenever S’+V’, S+V.

「小学校の恩師」 ＝「小学校の先生」

elementary school teacher



以上から

解析した日本語

考えるときに「教育とは何か」と 私が思い出すのが 顔である

を英語化すると



Whenever  I think about what education is, 
I remember the face of my elementary school teacher. 



②先⽣は、私たち⽣徒に、物事に真剣に取り組むことを教えてく
ださった

日本語解析

S           V             O                        O’

先生は、教えた 生徒達に [取り組むことを 物事に 真剣に]



表現の検討
「先生」

英語では、先生を呼ぶとき、個人名を(Mr. Missなどつけて）普通に呼ぶのが普通なので、ここでも
teacherを使うのは、全く知らない教師を客観的に指すような印象になるので、前に出てきたteacher
を代名詞で受けるのが自然。

「人に事を教える」

teach 人 + 事 （過去形過去分詞形はtaught)
参考）

teachは、上のものが下位のものに教えるというニュアンスがある。
tellは、単に情報を伝達する意味。showは、視覚的に情報を伝える。

「~に真剣に取り組む」
取り組むは、色々あるが、一般には、deal with。さらにこの文脈で口語では
takeを使ってしまう。Nativeは、ここでは、takeが一番自然と解答した。
deal with…seriously
take ….  seriously

「物事」

things



「私達生徒」

ここは、代名詞usの同格としてpupilsをつける。
us pupils

pupilは、米語で、小学校までの生徒、つまり「児童」を表す。



以上から

解析した日本語

「先生は、教えた 生徒達に [取り組むことを 物事に 真剣に]」

を英語化すると



He taught us pupils to deal with / take things seriously.



③その教えは、これまでの私の⼈⽣の指針となっている。

日本語解析

S                         V                           C

その教えは、これまでなってきた 指針と 私の人生の



表現の検討

「教え」

teachingが浮かぶかもしれないが、意外にこれは、宗教的な教え、そうでなければ
授業、教授すること、の意味になる。Native checkerによると、この文脈では
lessonを使うのが自然であるとのこと。

「これまでの指針となっている」

これまでの、は単純に時制で処理する。過去から現在までだから現在完了形。
「~の指針」はguidance for ....
「私の人生」
my life



以上から

解析した日本語

「その教えは、これまでなってきた 指針と 私の人生の」

を英語化すると



The lesson has been the guidance for my life.



④今から考えると、先⽣の教えが私の⼼に響いたのは、先⽣の尊
敬できる誠実な⼈柄によるところが⼤きかったように思う。

日本語解析

振り返ってみると 私は、気が付く [彼（彼女）の教えが響いた 私の心に 大いに 彼

（彼女）が 尊敬できる 誠実な人であったので]



表現の検討

「今から考えると〜に思える」

今から考える、は、現時点から過去を遡って考えるので、通常think back「振り返ってみる」
という表現を用いる。接続詞を用いても良いが、分詞構文でThinking back, 人 realize …
「振り返ってみると〜のように思える・〜に気が付く」というpatternがよく使われている。
例

振り返ってみると、母は、決して不平を言わなかったことに気がついた。
Thinking back, I realized that my mother had never complained.

「心に響く」
日本語の「心」を用いた表現は英語にしにくい事が多い。ここも「響く」をどうするか。

reach人で「人の心を動かす」の意味もある。「人の心に影響する」influence 人`s mind
が出てくれば可というところか。文字通り「響く」resonate with 人やhit人 in the mind
なども可とする。ここは、impact人’s mindというのを覚えておこう。



「先生の尊敬できる誠実な人柄に（よる）」
⇨ 「彼（彼女）が、尊敬できる誠実な人であった（ので）」と英語で表現しやすい形に置き換えができる。

He ( She) was a respectable and honest person.

「< X >であるのは< Y >だからだ」
理由を示す表現だが the reason why < X > be that (because)<  Y  >ともやれるが
単純に<  X  > because<  Y  >とする方が分かりやすい。



以上から

解析した日本語

� 「振り返ってみると 私は、気が付く [彼（彼女）の教えが響いた 私の心に 大いに 彼

� （彼女）が 尊敬できる 誠実な人であったので]」

�

� を英語化すると



Thinking back now, I realize why his lesson has impacted my mind so much 
is mostly that（because） he was a very honest and respectable  person. 

別解

Thinking back now, I realize that his lesson has impacted my mind so much 
mostly because he was a very honest and respectable  person. 



⑤教育において考慮すべきことは、教える内容だけではなく、教
える側の⼈間性でもあるのだ。

日本語解析

S                 V                       C

考慮すべきこと = 教える内容だけでなく 人間性でもある

↑ ↑
教育において

教える人の



表現の検討
「考慮する」

考える、だとconsider。念頭に置く、覚えておく、とも解釈できるのでremember, keep in mind
も可能。

「教える内容」
教えること、教えられること、と解釈する。Whatを用い、一般総称youを用いて能動にも出来そうだが、
what is taughtとするのが簡潔明瞭。
「人間性」
human nature
「教える側」
これも、結局教師のこと。the teacher。
「AのみならずBもまた」
not only < A >but also < B >



以上を⽤いて

解析した日本語

「考慮すべきこと = 教える内容だけでなく 人間性でもある

↑ ↑

教育において 教える人の 」

を英語化すると



What we should remember/consider in education is
not only about what is taught
but also the human nature of the teacher. 



全体を俯瞰してみると

� Whenever  I think about / wonder what education is, I remember the face of my 
elementary school teacher.  He taught us pupils to deal with / take things seriously.  The 
lesson has been the guidance for my life.  Thinking back now, I realize why his lesson has 
impacted my mind so much is that he was a very honest and respectable  person. What 
we should remember/consider in education is not only about what is taught but also the 
human nature of the teacher.


