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問題10

楽しいはずの海外旅⾏にもトラブルはつきものだ。例えば、悪天候
や⾃然災害によって⾶⾏機が⽋航し、海外での滞在を伸ばさなけれ
ばならないことはさほど珍しいことではない。いかなる場合でも重
要なのは、冷静に状況を判断し、当該地域についての知識や情報、
さらに外国語運⽤能⼒を駆使しながら、⽬の前の問題を解決しよう
とする態度である。（京⼤）



①楽しいはずの海外旅行にもトラブルはつきものだ。

日本語解析

海外旅行につきものだ トラブルは

S                                  V                            O

言い換え1⇨海外旅行は 必ず伴う トラブルを

↑
楽しいはずの

Md                               S V                             O

言い換え2  ⇨海外旅行をするとき 必ず経験する トラブルを

避けることはできない ドラブルを

S：主語として一般総称のyouを使う



表現の検討

➤名詞を限定する説明を副詞節にすると分かりやすくなる事がある。
「いつもは寡黙な彼がその時はよく喋っていた。」を
He who is usually quiet talked a lot that time.とするとhe whoの部分があまり使われない形、あるいは
間違いと感じられるので副詞節化する。
Though he is usually quiet, he talked a lot that time.とする事ができる。
名詞の説明部分と⽂の内容が逆転する時は、譲歩節で、⼀致するときは理由、⽬的などの副詞節で処理が
出来ることがある。
•「AにBはつきものである、伴う」
A be accompanied with B
A involve B
• 「〜であるはずである」
そうであるべきだが実際には違うというニュアンスの場合be supposed to Vの形がよく使われる。
例「君は何でここにいるんだ。君は昼間は学校で勉強していることになっているのに。」
Why are you here? You are supposed to be studying at school during the daytime.



以上から

解析した日本語

「海外旅行は 必ず伴う トラブルを

↑
楽しいはずの 」

or「海外旅行をするとき 必ず経験する トラブルを
避けることはできない ドラブルを

」

を英語化すると



解答例1
Overseas trips are always accompanied with some troubles 
though they are supposed to be fun
解答例2
When you are traveling abroad and supposed to be having fun,
you can‘t avoid having some trouble. (or” you always have some trouble”)
解答例2’
When you are traveling abroad, though you are supposed to be having fun,
you can‘t avoid having some trouble.

解答例3
When traveling abroad, you are supposed to be having fun, 
but you can't avoid some troubles along the way.



② 例えば、悪天候や自然災害によって飛行機が欠航し、海外での滞在を伸ばさなければな

らないことはさほど珍しいことではない。

日本語解析

Xすることは珍しいことではない
it be not uncommon/unusual to Vx

X:
飛行機が欠航し滞在を伸ばさなくてはならない

↑

悪天候や自然災害によって（理由）



表現の検討

「Vすることは珍しいことではない」
it be not unusual/uncommon to V

「rしなくてはならないこと」
to have to rという不定詞系が使える。また、having to rという動名詞も使える。
without having to r「rする必要もなく、する必要がなくても」は⽐較的⽬にする表現。



X:
⾶⾏機が⽋航し滞在を伸ばさなくてはならない

↑
悪天候や⾃然災害によって（理由）
の表現検討

「⾶⾏機が⽋航する」
..flight be cancelled
「悪天候や⾃然災害によって」
due to/because of bad weather or natural disasters
「天候」
weatherは不可算名詞であることに注意。a,anがつかない。複数形がない。
「⾃然災害」
natural disaster
「滞在を伸ばす」
extend ..stay
「海外での滞在」
stay overseas
overseasは本来副詞なのだが、この形が広く使われている。



以上から

解析された日本語
「Xすることは珍しいことではない
X:
⾶⾏機が⽋航し滞在を伸ばさなくてはならない

↑
悪天候や⾃然災害によって（理由）」

を英語化すると



解答例
For example,
it is not uncommon/unusual
to have to extend your stay overseas
because your flight is canceled due to bad weather or natural disasters.



③いかなる場合でも重要なのは、冷静に状況を判断し、当該地域についての知識や情報、さらに外国

語運用能力を駆使しながら、目の前の問題を解決しようとする態度である。

日本語解析

S be C

重要なのは、態度である

↑
判断し、駆使し、解決する



表現の検討 1
「いかなる場合でも」
in any case

「重要なのはCだ」
what is important be+C
what matter
the important thing be +C
ただし、英語的には単純に it be important to r
の形にする⽅が⾃然に感じられる。

重要ポイント
「Vする態度」
⽇本語ではよく使われるこの「〜する態度」を直訳してattitude to Vとやりたいところだが、
不思議なことに、英語のattitudeにこの使い⽅がない。attitude以外の名詞表現を⽂脈に合わせて⾒つける。
判断し、駆使し、解決するという具体例は、柔軟に対処している例なのでadaptability to Vや、
そうした体制がいつも出来ている、ということでreadiness to V, willingness to Vなどが考えられる。



表現の検討2

「冷静に判断する」
judge calmly
「駆使する」
use
utilize
「外国語運⽤能⼒」
ability to use/speak foreign languages
「当該地域」
the area in question

region
「⽬の前の」
at hand



以上から

解析された日本語
「重要なのは、態度である

↑
判断し、駆使し、解決する」

を英語化すると



解答例
In any case,
it is important
to have the adaptability to understand your situation calmly
and solve the problem at hand, to utilize the knowledge or information about the area in question
and your ability to speak foreign languages.



全体を俯瞰してみると

Overseas trips are always accompanied with some troubles though they are supposed to be fun. 

For example, it is not uncommon/unusual to have to extend your stay overseas because your flight 
is canceled due to bad weather or natural disasters. 

In any case, it is important to have the adaptability to understand your situation calmly 
and solve the problem at hand, to utilize the knowledge or information about the area 
in question and your ability to speak foreign languages.



解答例2
When traveling abroad, you are supposed to be having fun, but you can't avoid some troubles along
the way.

For example, it is not uncommon to have to extend your stay overseas because your flight is canceled
due to bad weather or natural disasters.

In any case, the most important thing is attitude. You need to calmly analyze the situation and solve
the problems at hand by utilizing knowledge about the regions in question as well as your ability to
speak foreign languages.


