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パラグラフ展開を把握する
　各パラグラフの役割をつかんだら，次はパラグラフがどのように展開しているのかを確認しよう。
パラグラフ展開を把握する際に注目すべきポイントは，以下でチェックしよう。

　パラグラフ展開を把握する方法とパラグラフ展開の代表的なパターン
《2》パラグラフがどのように展開しているかをつかむには，①ディスコース・マーカー，

②指示語・代名詞が指すもの，③具体例が表すものに注目するとよい。ディスコース・
マーカーは一般に接続語と呼ばれ，文と文，パラグラフとパラグラフのつながりを示し
てくれる。また，指示語や代名詞は何を受けているかを正しく読み取らなければ，どの
話題が続いているのか読み誤ってしまう。具体例は筆者の主張や意見を読者によりわか
りやすく伝えるためのものなので，何について説明するための具体例なのかを考えなが
ら読むこと。

 　また，パラグラフ展開の代表的なパターンをいくつか覚えておくと，英文を読み解く
際の手助けとなる。英文では，最初に主題や最も述べたいことを明示した後，自分の主
張を補うための議論を展開させ，最後に，冒頭で述べた主題を繰り返すことが多い。
①導入／主題の提示／問題提起
　　↓
②議論の展開 ―― 代表的なパターンと注目すべき語句

⑴現状分析／譲歩→反論・反証
‘逆接’のディスコース・マーカー：however ／ but ／ yet（しかし）など

⑵例示による主題の証明
‘例示’のディスコース・マーカー：for example〔instance〕（例えば）など

⑶原因と結果の検証
‘原因・結果’を表すディスコース・マーカー：as a result（その結果）／ It is 
because …（というのは…だからだ）／ It is why …（そういうわけで…）など

⑷複数の事柄の比較・対照
‘比較・対照’を表すディスコース・マーカー：in contrast（対照的に）／ on the 
other hand（一方で）／ while（…なのに対して）など
対義語・過去と現在・対になっている語句：subjective（主観的）と objective（客
観的）／ body（肉体）と soul（精神）など

⑸主張を裏付けるための材料を時系列に並べる
‘列挙’を表すディスコース・マーカー：first（初めに） ／ second（第2に）・then
（次に）／ finally（最後に）など
‘時系列’を表すディスコース・マーカー：once（かつて）／ recently（最近）／ 
at the present time（現時点で）／ in the future（将来）など

　　↓
③結論 ―― ①の「主題の提示」と重複する内容の場合も多い。therefore（それゆえ）

 など

　 《1》《2》を確認できると，筆者の論法・思考の流れが見えてくる。もし設問で一部の文
やパラグラフが空所になっていたとしても，その他の部分について，「パラグラフの役割」と「パ
ラグラフ同士のつながり」がわかっていれば，空所に入るものを推測できるのだ。
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　次の英文を読んで，後の設問に答えよ。 （50 点）
　　The root of the word acceptance is “to bring to ourselves” ── to receive.  When we 
are accepting, we “bring to ourselves” repeatedly.  This is exactly how we teach our 
children they are wanted and loved.  We convey our love with smiles, hugs, kisses, and 
pats, with the warmth of our affection, day in and day out, through all the years of 
childhood and into their adulthood.
　　（　　ⓐ　　）  In order to do this, we may have to give up some of our oldest and 
fondest dreams.  The mother whose daughter prefers reading to ballet and the father 
whose son decides he likes chemistry better than basketball are faced with a choice about 
which is more important : living out their dreams through their children or providing their 
kids with the emotional support and acceptance they need to find and pursue their own 
dreams.  Seen this way, the choice should be clear, and when we make room for our 
children’s hopes to unfold, we make our own world much bigger and richer, too.
　　（　　ⓑ　　）  Love should always be freely given, not offered as a reward for good 
behavior.  We should never threaten to withhold or withdraw our love, or set conditions 
for it by saying “I won’t love you if ...” or “I’ll love you when...”  Some parents are 
concerned that if they unconditionally accept their children, they will “never have anything 
to strive toward.”  ⓒ But children need to strive toward goals and achievements, not 
the fundamental right to be accepted and loved by their parents.
　　（　　ⓓ　　）  We can accept our kids while rejecting their unacceptable behaviors 
and maintaining rules and limits.
　　Six-year-old Jason has left his bicycle in the driveway ── again.  His father has 
repeatedly asked him to put it on the porch, explaining that he’s afraid that one day he 
may run over it by accident.  But Jason keeps forgetting.  （　　ⓔ　　）
　　He’s angry when he walks through the front door, but with an effort he keeps his 
temper.  Unaware of what has happened, Jason runs up to greet his father with a hug.
　　Dad bends down to meet his son and *swoops him up.  “I want to show you 
something,” he says in a serious tone.  He carries Jason to the window, where he can see 
the damaged bicycle.
　　“Oh no !” Jason cries as he realizes what has happened.  He holds on tighter to his 
father’s neck, and buries his face in his shoulder.
　　“You left your bike in the driveway,” Dad states simply.  Jason nods his head.  His 
father continues to hold him, adding “This is what I was afraid might happen.”  Dad puts 
Jason back on his feet.  He looks his son directly in the eyes and says, “You understand 
that it may be ruined ?” The boy nods tearfully.  “Let’s go take a closer look at it,” Dad 
says, adding, “Maybe we’ll be able to fix it.”  The message Dad is giving Jason is, 

（　　ⓕ　　）.
　*swoop：to seize or snatch in or as if in a sudden sweeping movement
 （★およそ 580 words）
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 Children Learn What They Live ── Parenting to Inspire Values

 by Dorothy Law Nolte and Rachel Harris

⑴　空所ⓐ，ⓑ，ⓓ，ⓔに入れるのに最も適当なものを，それぞれ次の中から1つずつ選び，
記号で答えよ。ただし，不要な選択肢が3つ含まれている。（各5点）
ａ　And children who are surrounded with the acceptance and love they need learn 

how to love themselves.
ｂ　As usual, Dad put it away instead of his son, wondering when Jason will understand 

what he is always telling him. 
ｃ　Finally, one night the inevitable happens, and Dad feels the dreaded crunch under 

his wheels.
ｄ　However, accepting our children unconditionally does not mean tolerating 

inappropriate or irresponsible behavior.
ｅ　We also need to let our children know that achievements or compliance with our 

requests are not prerequisites for being loved.
ｆ　We can think of our approval as a way of affirming our child’s emerging self, 

helping him build a positive self-image and healthy self-esteem.
ｇ　When we accept our children unconditionally we let go of any inclination we may 

have to want to change their inner selves, who they are.

⑵　下線部ⓒを和訳せよ。（10 点）

⑶　空所ⓕに入る内容を，45 字以内の日本語で答えよ。ただし，句読点も字数に含める。
 （15 点）

⑷　本文の内容と一致するものを，次の中から1つ選び，記号で答えよ。（5点）
ａ　Parents show their love to their children with warm expressions or physical contact 

until their kids grow up.
ｂ　In order to accept their children entirely, parents don’t need to abandon their own 

longtime dreams.
ｃ　Parents’ own horizons are widened when they encourage their children to make 

their dreams come true.
ｄ　Sometimes it helps for parents to set conditions for giving love to their children in 

order to discipline them.
ｅ　Jason’s father is in a good temper when Jason runs up to greet his father with a 

hug.

 ⇒この問題のヒントは，この回の添削問題の最後に掲載しています。
 悩む問題があれば，ヒントを参考に解いてみましょう。
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　次の英文を読んで，後の設問に答えよ。 （50 点）
　　The root of the word acceptance is “to bring to ourselves” ── to receive.  When we 
are accepting, we “bring to ourselves” repeatedly.  This is exactly how we teach our 
children they are wanted and loved.  We convey our love with smiles, hugs, kisses, and 
pats, with the warmth of our affection, day in and day out, through all the years of 
childhood and into their adulthood.
　　（　　ⓐ　　）  In order to do this, we may have to give up some of our oldest and 
fondest dreams.  The mother whose daughter prefers reading to ballet and the father 
whose son decides he likes chemistry better than basketball are faced with a choice about 
which is more important : living out their dreams through their children or providing their 
kids with the emotional support and acceptance they need to find and pursue their own 
dreams.  Seen this way, the choice should be clear, and when we make room for our 
children’s hopes to unfold, we make our own world much bigger and richer, too.
　　（　　ⓑ　　）  Love should always be freely given, not offered as a reward for good 
behavior.  We should never threaten to withhold or withdraw our love, or set conditions 
for it by saying “I won’t love you if ...” or “I’ll love you when...”  Some parents are 
concerned that if they unconditionally accept their children, they will “never have anything 
to strive toward.”  ⓒ But children need to strive toward goals and achievements, not 
the fundamental right to be accepted and loved by their parents.
　　（　　ⓓ　　）  We can accept our kids while rejecting their unacceptable behaviors 
and maintaining rules and limits.
　　Six-year-old Jason has left his bicycle in the driveway ── again.  His father has 
repeatedly asked him to put it on the porch, explaining that he’s afraid that one day he 
may run over it by accident.  But Jason keeps forgetting.  （　　ⓔ　　）
　　He’s angry when he walks through the front door, but with an effort he keeps his 
temper.  Unaware of what has happened, Jason runs up to greet his father with a hug.
　　Dad bends down to meet his son and *swoops him up.  “I want to show you 
something,” he says in a serious tone.  He carries Jason to the window, where he can see 
the damaged bicycle.
　　“Oh no !” Jason cries as he realizes what has happened.  He holds on tighter to his 
father’s neck, and buries his face in his shoulder.
　　“You left your bike in the driveway,” Dad states simply.  Jason nods his head.  His 
father continues to hold him, adding “This is what I was afraid might happen.”  Dad puts 
Jason back on his feet.  He looks his son directly in the eyes and says, “You understand 
that it may be ruined ?” The boy nods tearfully.  “Let’s go take a closer look at it,” Dad 
says, adding, “Maybe we’ll be able to fix it.”  The message Dad is giving Jason is, 

（　　ⓕ　　）.
　*swoop：to seize or snatch in or as if in a sudden sweeping movement
 （★およそ 580 words）
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 Children Learn What They Live ── Parenting to Inspire Values

 by Dorothy Law Nolte and Rachel Harris

⑴　空所ⓐ，ⓑ，ⓓ，ⓔに入れるのに最も適当なものを，それぞれ次の中から1つずつ選び，
記号で答えよ。ただし，不要な選択肢が3つ含まれている。（各5点）
ａ　And children who are surrounded with the acceptance and love they need learn 

how to love themselves.
ｂ　As usual, Dad put it away instead of his son, wondering when Jason will understand 

what he is always telling him. 
ｃ　Finally, one night the inevitable happens, and Dad feels the dreaded crunch under 

his wheels.
ｄ　However, accepting our children unconditionally does not mean tolerating 

inappropriate or irresponsible behavior.
ｅ　We also need to let our children know that achievements or compliance with our 

requests are not prerequisites for being loved.
ｆ　We can think of our approval as a way of affirming our child’s emerging self, 

helping him build a positive self-image and healthy self-esteem.
ｇ　When we accept our children unconditionally we let go of any inclination we may 

have to want to change their inner selves, who they are.

⑵　下線部ⓒを和訳せよ。（10 点）

⑶　空所ⓕに入る内容を，45 字以内の日本語で答えよ。ただし，句読点も字数に含める。
 （15 点）

⑷　本文の内容と一致するものを，次の中から1つ選び，記号で答えよ。（5点）
ａ　Parents show their love to their children with warm expressions or physical contact 

until their kids grow up.
ｂ　In order to accept their children entirely, parents don’t need to abandon their own 

longtime dreams.
ｃ　Parents’ own horizons are widened when they encourage their children to make 

their dreams come true.
ｄ　Sometimes it helps for parents to set conditions for giving love to their children in 

order to discipline them.
ｅ　Jason’s father is in a good temper when Jason runs up to greet his father with a 

hug.

 ⇒この問題のヒントは，この回の添削問題の最後に掲載しています。
 悩む問題があれば，ヒントを参考に解いてみましょう。

[ 見本 ] 本科　高2志望大別コース　早慶コース英語　添削問題編
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 ＊英文中の黄マーカーは，各パラグラフのトピックを示しています。

　次の英文を読んで，後の設問に答えよ。 （50 点）
①　The root of the word acceptance is “to bring to ourselves” ── to receive.  When we 

are accepting, we “bring to ourselves” repeatedly.  This is exactly how we teach our 

children they are wanted and loved.  We convey our love with smiles, hugs, kisses, and 

pats, with the  of our affection, day in and day out, through all the years of 

childhood and into their adulthood.

②　（　　ⓐ　　）  In order to do this, we may have to give up some of our oldest and 

fondest dreams.  The mother whose daughter prefers reading to ballet and the father 

whose son decides he likes chemistry better than basketball are faced with a choice about 

which is more important : living out their dreams through their children or providing their 

kids with the emotional support and acceptance they need to find and pursue their own 

dreams.  Seen this way, the choice should be clear, and when we make room for our 

children’s hopes to unfold, we make our own world much bigger and richer, too.

③　（　　ⓑ　　）  Love should always be freely given, not offered as a  for good 

behavior.  We should never threaten to withhold or  our love, or set conditions 

for it by saying “I won’t love you if ...” or “I’ll love you when ...”  Some parents are 

concerned that if they unconditionally accept their children, they will “never have anything 

to  toward.”  ⓒ But children need to strive toward goals and , not 

the  right to be accepted and loved by their parents.

④　（　　ⓓ　　）  We can accept our kids while  their unacceptable behaviors 

and maintaining rules and limits.

⑤　Six-year-old Jason has left his bicycle in the driveway ── again.  His father has 

repeatedly asked him to put it on the porch, explaining that he’s afraid that one day he 

　明けても暮れても

～　～を実現する 　 に を与える

（道路から家・車庫などへ通じる）私設道路

ポーチ；（張り出し屋根のある）玄関
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may run over it by accident.  But Jason keeps forgetting.  （　　ⓔ　　）

⑥　He’s angry when he walks through the front door, but with an effort he keeps his 

temper.  Unaware of what has happened, Jason runs up to greet his father with a hug.

⑦　Dad bends down to meet his son and *swoops him up.  “I want to show you 

something,” he says in a serious tone.  He carries Jason to the window, where he can see 

the damaged bicycle.

⑧　“Oh no !”  Jason cries as he realizes what has happened.  He holds on tighter to his 

father’s neck, and buries his face in his shoulder.

⑨　“You left your bike in the driveway,” Dad states simply.  Jason  his head.  His 

father continues to hold him, adding “This is what I was afraid might happen.”  Dad puts 

Jason back on his feet.  He looks his son directly in the eyes and says, “You understand 

that it may be ruined ?”  The boy nods tearfully.  “Let’s go take a closer look at it,” Dad 

says, adding, “Maybe we’ll be able to fix it.”  The message Dad is giving Jason is, 

（　　ⓕ　　）.

　*swoop：to seize or snatch in or as if in a sudden sweeping movement
 （★およそ 580 words）

Children Learn What They Live ── Parenting to Inspire Values

by Dorothy Law Nolte and Rachel Harris

⑴　空所ⓐ，ⓑ，ⓓ，ⓔに入れるのに最も適当なものを，それぞれ次の中から1つずつ選び，

記号で答えよ。ただし，不要な選択肢が3つ含まれている。（各5点）

ａ　And children who are surrounded with the acceptance and love they need learn 

how to love themselves.

ｂ　As usual, Dad put it away instead of his son, wondering when Jason will understand 

what he is always telling him. 

～をうずめる〔埋める〕

だめになる；めちゃくちゃになる

“付帯状況”の意味を表す分詞構文
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 ＊英文中の黄マーカーは，各パラグラフのトピックを示しています。

　次の英文を読んで，後の設問に答えよ。 （50 点）
①　The root of the word acceptance is “to bring to ourselves” ── to receive.  When we 

are accepting, we “bring to ourselves” repeatedly.  This is exactly how we teach our 

children they are wanted and loved.  We convey our love with smiles, hugs, kisses, and 

pats, with the  of our affection, day in and day out, through all the years of 

childhood and into their adulthood.

②　（　　ⓐ　　）  In order to do this, we may have to give up some of our oldest and 

fondest dreams.  The mother whose daughter prefers reading to ballet and the father 

whose son decides he likes chemistry better than basketball are faced with a choice about 

which is more important : living out their dreams through their children or providing their 

kids with the emotional support and acceptance they need to find and pursue their own 

dreams.  Seen this way, the choice should be clear, and when we make room for our 

children’s hopes to unfold, we make our own world much bigger and richer, too.

③　（　　ⓑ　　）  Love should always be freely given, not offered as a  for good 

behavior.  We should never threaten to withhold or  our love, or set conditions 

for it by saying “I won’t love you if ...” or “I’ll love you when ...”  Some parents are 

concerned that if they unconditionally accept their children, they will “never have anything 

to  toward.”  ⓒ But children need to strive toward goals and , not 

the  right to be accepted and loved by their parents.

④　（　　ⓓ　　）  We can accept our kids while  their unacceptable behaviors 

and maintaining rules and limits.

⑤　Six-year-old Jason has left his bicycle in the driveway ── again.  His father has 

repeatedly asked him to put it on the porch, explaining that he’s afraid that one day he 

　明けても暮れても

～　～を実現する 　 に を与える

（道路から家・車庫などへ通じる）私設道路

ポーチ；（張り出し屋根のある）玄関

1

5

10

15

20

XEDP2A-Z1C2-02

may run over it by accident.  But Jason keeps forgetting.  （　　ⓔ　　）

⑥　He’s angry when he walks through the front door, but with an effort he keeps his 

temper.  Unaware of what has happened, Jason runs up to greet his father with a hug.

⑦　Dad bends down to meet his son and *swoops him up.  “I want to show you 

something,” he says in a serious tone.  He carries Jason to the window, where he can see 

the damaged bicycle.

⑧　“Oh no !”  Jason cries as he realizes what has happened.  He holds on tighter to his 

father’s neck, and buries his face in his shoulder.

⑨　“You left your bike in the driveway,” Dad states simply.  Jason  his head.  His 

father continues to hold him, adding “This is what I was afraid might happen.”  Dad puts 

Jason back on his feet.  He looks his son directly in the eyes and says, “You understand 

that it may be ruined ?”  The boy nods tearfully.  “Let’s go take a closer look at it,” Dad 

says, adding, “Maybe we’ll be able to fix it.”  The message Dad is giving Jason is, 

（　　ⓕ　　）.

　*swoop：to seize or snatch in or as if in a sudden sweeping movement
 （★およそ 580 words）

Children Learn What They Live ── Parenting to Inspire Values

by Dorothy Law Nolte and Rachel Harris

⑴　空所ⓐ，ⓑ，ⓓ，ⓔに入れるのに最も適当なものを，それぞれ次の中から1つずつ選び，

記号で答えよ。ただし，不要な選択肢が3つ含まれている。（各5点）

ａ　And children who are surrounded with the acceptance and love they need learn 

how to love themselves.

ｂ　As usual, Dad put it away instead of his son, wondering when Jason will understand 

what he is always telling him. 

～をうずめる〔埋める〕

だめになる；めちゃくちゃになる

“付帯状況”の意味を表す分詞構文
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ｃ　Finally, one night the inevitable happens, and Dad feels the dreaded crunch under 

his wheels.

ｄ　However, accepting our children unconditionally does not mean tolerating 

inappropriate or irresponsible behavior.

ｅ　We also need to let our children know that achievements or compliance with our 

requests are not prerequisites for being loved.

ｆ　We can think of our approval as a way of affirming our child’s  self, 

helping him build a  self-image and healthy self-esteem.

ｇ　When we accept our children unconditionally we let go of any inclination we may 

have to want to change their inner selves, who they are.

⑵　下線部ⓒを和訳せよ。（10 点）

⑶　空所ⓕに入る内容を，45 字以内の日本語で答えよ。ただし，句読点も字数に含める。

 （15 点）

⑷　本文の内容と一致するものを，次の中から1つ選び，記号で答えよ。（5点）

ａ　Parents show their love to their children with warm expressions or physical contact 

until their kids grow up.

ｂ　In order to accept their children entirely, parents don’t need to abandon their own 

longtime dreams.

ｃ　Parents’ own horizons are widened when they encourage their children to make 

their dreams come true.

ｄ　Sometimes it helps for parents to set conditions for giving love to their children in 

order to discipline them.

ｅ　Jason’s father is in a good temper when Jason runs up to greet his father with a 

hug.

砕ける音

～を許容する

従うこと

形式主語 真主語

[ 見本 ] 本科　高2志望大別コース　早慶コース英語　解答解説編
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本文の構成
全体のトピック：親が子を受け入れるということはどういうことか
①導入：「受け入れる」という言葉のもとの意味が伝える，あるべき親子関係
②本論：子供を受け入れる時，親は子供の個性や望みを大切にしなければならない
③本論：愛情に条件を付けてはいけない
④本論：許されない行いを拒否すると同時に，子供を受け入れることは可能である
⑤～⑨例示：ジェイソンと父親のエピソード
⇒親から子供への愛は無償で与えられるべきで，親は愛情を持って子供を受け入れながらも，
ルールや限度は守らせるようにする必要がある

解　答

⑴　ⓐ　ｇ　　ⓑ　ｅ　　ⓓ　ｄ　　ⓔ　ｃ
⑵　しかし，子供に必要なのは，目標や成果に向かって努力することであって，親に受け入れられ

愛される基本的権利を得るために努力することではない。
⑶　子供の許されない行いは拒否し , ルールや限度を守らせるが，子供自体は受け入れるというこ

と。（44 字）
別解

　子供がすることをいつも許容するわけではないが , 子供を助けてあげる気持ちはあるというこ　
と。（44 字）
⑷　ｃ

解　説

⑴ テーマ問題 一般論から具体例への展開を把握する
Process

【１】　各パラグラフのつながりを読み解きながら，空所にはどのよ
うな内容が入りそうか推測する

　「必修テーマ　読解」の 《1》より，まず，各パラグラフ
が英文中で担う役割を見きわめよう。次に，各選択肢の内容を見る
前に，空所の前後の文脈から，空所に入る内容の方針を自分でイ
メージしておこう。
　なお，後の【2】で選択肢を選ぶ際も，まず，大まかにどのブロッ
クに入る選択肢であるか，おおよその見当をつけることから始める
とよい。
 導入
第1パラグラフ：「親は accept つまり，『自分の方へ引き寄せる』

ことで子供に愛を伝える。」
 本論
第2パラグラフ：（　　ⓐ　　）「こうするためには，親は自分の夢

の一部を捨てねばならない。→子供に親の夢を託すか，子供自身
の夢の追求を応援するのか→当然，後者だ。」

「必修テーマ　読解」
 《1》を確認しよう。

XEDP2A-Z1C2-02

may run over it by accident.  But Jason keeps forgetting.  （　　ⓔ　　）

⑥　He’s angry when he walks through the front door, but with an effort he keeps his 

temper.  Unaware of what has happened, Jason runs up to greet his father with a hug.

⑦　Dad bends down to meet his son and *swoops him up.  “I want to show you 

something,” he says in a serious tone.  He carries Jason to the window, where he can see 

the damaged bicycle.

⑧　“Oh no !”  Jason cries as he realizes what has happened.  He holds on tighter to his 

father’s neck, and buries his face in his shoulder.

⑨　“You left your bike in the driveway,” Dad states simply.  Jason  his head.  His 

father continues to hold him, adding “This is what I was afraid might happen.”  Dad puts 

Jason back on his feet.  He looks his son directly in the eyes and says, “You understand 

that it may be ruined ?”  The boy nods tearfully.  “Let’s go take a closer look at it,” Dad 

says, adding, “Maybe we’ll be able to fix it.”  The message Dad is giving Jason is, 

（　　ⓕ　　）.

　*swoop：to seize or snatch in or as if in a sudden sweeping movement
 （★およそ 580 words）

Children Learn What They Live ── Parenting to Inspire Values

by Dorothy Law Nolte and Rachel Harris

⑴　空所ⓐ，ⓑ，ⓓ，ⓔに入れるのに最も適当なものを，それぞれ次の中から1つずつ選び，

記号で答えよ。ただし，不要な選択肢が3つ含まれている。（各5点）

ａ　And children who are surrounded with the acceptance and love they need learn 

how to love themselves.

ｂ　As usual, Dad put it away instead of his son, wondering when Jason will understand 

what he is always telling him. 

～をうずめる〔埋める〕

だめになる；めちゃくちゃになる

“付帯状況”の意味を表す分詞構文

25

30

35
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ｃ　Finally, one night the inevitable happens, and Dad feels the dreaded crunch under 

his wheels.

ｄ　However, accepting our children unconditionally does not mean tolerating 

inappropriate or irresponsible behavior.

ｅ　We also need to let our children know that achievements or compliance with our 

requests are not prerequisites for being loved.

ｆ　We can think of our approval as a way of affirming our child’s  self, 

helping him build a  self-image and healthy self-esteem.

ｇ　When we accept our children unconditionally we let go of any inclination we may 

have to want to change their inner selves, who they are.

⑵　下線部ⓒを和訳せよ。（10 点）

⑶　空所ⓕに入る内容を，45 字以内の日本語で答えよ。ただし，句読点も字数に含める。

 （15 点）

⑷　本文の内容と一致するものを，次の中から1つ選び，記号で答えよ。（5点）

ａ　Parents show their love to their children with warm expressions or physical contact 

until their kids grow up.

ｂ　In order to accept their children entirely, parents don’t need to abandon their own 

longtime dreams.

ｃ　Parents’ own horizons are widened when they encourage their children to make 

their dreams come true.

ｄ　Sometimes it helps for parents to set conditions for giving love to their children in 

order to discipline them.

ｅ　Jason’s father is in a good temper when Jason runs up to greet his father with a 

hug.

砕ける音

～を許容する

従うこと

形式主語 真主語
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本文の構成
全体のトピック：親が子を受け入れるということはどういうことか
①導入：「受け入れる」という言葉のもとの意味が伝える，あるべき親子関係
②本論：子供を受け入れる時，親は子供の個性や望みを大切にしなければならない
③本論：愛情に条件を付けてはいけない
④本論：許されない行いを拒否すると同時に，子供を受け入れることは可能である
⑤～⑨例示：ジェイソンと父親のエピソード
⇒親から子供への愛は無償で与えられるべきで，親は愛情を持って子供を受け入れながらも，
ルールや限度は守らせるようにする必要がある

解　答

⑴　ⓐ　ｇ　　ⓑ　ｅ　　ⓓ　ｄ　　ⓔ　ｃ
⑵　しかし，子供に必要なのは，目標や成果に向かって努力することであって，親に受け入れられ

愛される基本的権利を得るために努力することではない。
⑶　子供の許されない行いは拒否し , ルールや限度を守らせるが，子供自体は受け入れるというこ

と。（44 字）
別解

　子供がすることをいつも許容するわけではないが , 子供を助けてあげる気持ちはあるというこ　
と。（44 字）
⑷　ｃ

解　説

⑴ テーマ問題 一般論から具体例への展開を把握する
Process
【１】　各パラグラフのつながりを読み解きながら，空所にはどのよ
うな内容が入りそうか推測する

　「必修テーマ　読解」の 《1》より，まず，各パラグラフ
が英文中で担う役割を見きわめよう。次に，各選択肢の内容を見る
前に，空所の前後の文脈から，空所に入る内容の方針を自分でイ
メージしておこう。
　なお，後の【2】で選択肢を選ぶ際も，まず，大まかにどのブロッ
クに入る選択肢であるか，おおよその見当をつけることから始める
とよい。
 導入
第1パラグラフ：「親は accept つまり，『自分の方へ引き寄せる』

ことで子供に愛を伝える。」
 本論
第2パラグラフ：（　　ⓐ　　）「こうするためには，親は自分の夢

の一部を捨てねばならない。→子供に親の夢を託すか，子供自身
の夢の追求を応援するのか→当然，後者だ。」

「必修テーマ　読解」
 《1》を確認しよう。

XEDP2A-Z1C2-03

ｃ　Finally, one night the inevitable happens, and Dad feels the dreaded crunch under 

his wheels.

ｄ　However, accepting our children unconditionally does not mean tolerating 

inappropriate or irresponsible behavior.

ｅ　We also need to let our children know that achievements or compliance with our 

requests are not prerequisites for being loved.

ｆ　We can think of our approval as a way of affirming our child’s  self, 

helping him build a  self-image and healthy self-esteem.

ｇ　When we accept our children unconditionally we let go of any inclination we may 

have to want to change their inner selves, who they are.

⑵　下線部ⓒを和訳せよ。（10 点）

⑶　空所ⓕに入る内容を，45 字以内の日本語で答えよ。ただし，句読点も字数に含める。

 （15 点）

⑷　本文の内容と一致するものを，次の中から1つ選び，記号で答えよ。（5点）

ａ　Parents show their love to their children with warm expressions or physical contact 

until their kids grow up.

ｂ　In order to accept their children entirely, parents don’t need to abandon their own 

longtime dreams.

ｃ　Parents’ own horizons are widened when they encourage their children to make 

their dreams come true.

ｄ　Sometimes it helps for parents to set conditions for giving love to their children in 

order to discipline them.

ｅ　Jason’s father is in a good temper when Jason runs up to greet his father with a 

hug.

砕ける音

～を許容する

従うこと

形式主語 真主語
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 「必修テーマ　読解」の 《3》で見たように，指示語をヒ
ントに考えると，空所ⓐには，後に続く In order to do this（こ
うするためには）の this の内容が入ると考えられる。

第3パラグラフ：（　　ⓑ　　）「愛は無償で与えられるもので，よ
い行いのご褒美ではない。だが，そうすると子供が何かに向かう
努力をしなくなるのではと心配する親もいる。」（下線部ⓒが続
く。）

 空所ⓑの直後で Love should always be freely given, …（愛は常
に無償で与えられるべきもの）と主張し，それ以降の文で具体例
を挙げ，予想される反論を挙げるという構成になっている。した
がって，空所には，直後の文と同様に「愛されるための前提条件
はない」という内容を述べた文が入ると考えられる。

第4パラグラフ：（　　ⓓ　　）「許されない行為を拒絶し，ルール
や限度を守らせながら，子供を受け入れるというのは可能だ。」

 空所ⓓまでは終始，「愛は無条件で与えられるもの」と述べてき
たが，空所ⓓの後ろには「許されない行為は拒絶する」という内
容が来ているため，ここには逆接の内容が入ると考えられる。
 例示
第5パラグラフ：「ジェイソンは，父親から再三注意されたにもか

か わ ら ず， ま た 私 道 に 自 転 車 を 置 き っ ぱ な し に し た。」
（　　ⓔ　　）

第6パラグラフ：「父親は怒りを抑える。何が起きたか知らずに
ジェイソンは父におかえりの抱擁をする。」

 空所ⓔを含む第5パラグラフ以下は具体的にジェイソンとその父
親の話になっている。空所ⓔまでの内容は「ジェイソンは父親に

『車がひいてしまうかもしれないからポーチに置くように』と何
度も言われていたにもかかわらず，また私道に自転車を置きっぱ
なしにした」である。続く第6パラグラフでは怒りを抑える父親
に対し「何が起きたか知らずに，ジェイソンは父親に出迎えに駆
け寄って抱きつく」とあるから，空所ⓔで「父親の恐れていたこ
と＝車が自転車にぶつかること」が起きたのではないかと予想で
き，後ろの第7パラグラフの He carries Jason to the window, 
where he can see the damaged bicycle.（ジェイソンを窓のとこ
ろまで抱きかかえて行くと，窓の外に壊れた自転車が見える。）
の内容ともつながると推測できる。

第7～8パラグラフ：「父親は壊れた自転車をジェイソンに見せ，
事態がわかったジェイソンは父の肩に顔をうずめる。」

第9パラグラフ：「父はどうしてこうなったかを易しく説明し，ジェ
イソンは泣きながらうなずく。『そばに行って見てみよう。もし
かすると直せるかもしれない。』父親がジェイソンに伝えようと

「必修テーマ　読解」
 《3》を確認しよう。

[ 見本 ] 本科　高2志望大別コース　早慶コース英語　解答解説編



XEDP2A-Z1C2-06

しているメッセージとは…」（空所ⓕが続く。）
【2】　各選択肢の内容を吟味する
ａ「また，必要とする受容と愛情に包まれている子供は，自分自身

を愛することを身に付ける。」
ｂ「父親は，息子がいつになったら，常日頃言っていることを彼が

理解してくれるのかと思いながら，いつものように息子の代わり
にそれ（＝自転車）を片付けた。」
ｃ「とうとうある晩，起こるべくしてその事態が生じた。父親は，

車の下でガリガリガリとつぶれる音のいやな感じを受けた。」
ｄ「そうは言っても，子供を無条件に受け入れるというのは，子供

のする不適切な，あるいは無責任な行いを許容するということと
は違う。」
ｅ「私たち（＝親）はまた，成果を収めたり，親の言うことを聞き

入れたりすることが，愛されるための前提条件となっているわけ
ではないということを，子供にわからせる必要がある。」
ｆ「親が賛同することは子供たちに芽生えつつある自我を支持する

ことや，肯定的な自己イメージと健全な自尊心を抱くのを助ける
ための一手段になると考えられる。」
ｇ「無条件に子供を受け入れる場合，その子の内なる個性，つまり，

その子のありのままの姿を変えたいと思う気持ちは出て来ないも
のだ。」

　選択肢をざっと見ると，ａ，ｄ，ｅ，ｆ，ｇは一般的な内容，ｂ，
ｃは父親やジェイソンに関する具体的な内容，と2種類に分けられ
る。よって，前者は第 1 ～4パラグラフ，後者は第5パラグラフ以
降に入る可能性が高い，と推測できる。以下，各空所について検討
しよう。
空所ⓐ
　空所ⓓまでは一般的な内容が入る可能性が高いので，ａ，ｄ，ｅ，
ｆ，ｇを中心に検討していこう。
　第2パラグラフで述べられる「親の夢の押し付けではなく，子供
自身の夢の追求を応援する」ことで空所ⓐの行為は達成されること，
さらには，第1パラグラフとのつながりも考慮に入れながら，選択
肢を検討してみよう。すると，ｇ When we accept our children … 
が第1パラグラフとつながり，主節の their inner selves，who 
they are（子供のありのままの姿）を尊重する，という内容は空所
以下の流れと合っている。したがって，ｇが入る。ｅも「子供に理
解させる必要がある」と，「そのためには…」というつながりだけ
を見ると可能そうであるが，We also need to … はこれ以前に「…
する必要がある」という主張が必要であるのに対し，第1パラグラ
フは accept の説明に終始しているので，不適当である。
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空所ⓑ
　【1】で空所ⓑには「『愛されるための前提条件はない』という内
容が入る」としていたことを考えると，ここにｅが入れば，「愛は
無償で与えられるべきもの」という後ろの内容ともつながる。また，
We also need to … は第2パラグラフの we may have to give up 
some of our oldest and fondest dreams（昔からの独りよがりな夢
の一部を捨てなくてはならないかもしれない）を受けたものになる。
よって，ｅが正解。
空所ⓓ
　空所ⓓに続く文の We can accept our kids while rejecting their 
unacceptable behaviors（子供の受け入れがたい行為を拒否しなが
らも子供を受け入れることができる）と，ｄの accepting our 
children unconditionally does not mean tolerating inappropriate or 
irresponsible behavior（無条件に子供を受け入れるということは，
不適切な，あるいは無責任な行為を許容することではない）は同趣
旨である。また，【1】で述べたように，空所ⓓまでは終始，「愛は
無条件で与えられるもの」と述べてきたので，ｄが However で始
まっているのも，文全体の流れとして適当。したがって，ｄが正解。
空所ⓔ
　選択肢に具体的な名前が含まれており，ここに入る可能性がある
ものはｂかｃである。第5パラグラフだけを見れば，言う事を聞か
ない息子の代わりに父親が自転車を片付けた，という流れでｂも当
てはまると考えられるが，ここは慎重に，次のパラグラフの展開も
ふまえる必要がある。【2】で述べた通り，自転車は壊れたのだから，
ｂを入れると「父親が片付けた」つまり「自転車は壊れずに済んだ」
ことになってしまうのでつながらない。よって正解はｃ。

⑵　省略を補って読み解く
　下線部ⓒを読み解くポイントは，2箇所ある語句の省略を，自分
で補って読み解けるかどうかである。

But children need to strive toward goals and achievements, 

not（∧ toward）the fundamental right
　　　　　　　　　　 ∟〈to be accepted 
　　　　　　　　　　　　　　 and
 （∧ to be）loved by their parents〉.

○文の核は，children（S）need to strive（V）（子供たちは努力す
る必要がある）の部分。

○ strive toward ～ で「～に向かって努力する」の意味。toward 

Warning
acceptance，love という語
に引っ張られて，ａを選択し
てしまわないように注意。文
補充の問題では，後ろの部分
との論理のつながりも考慮し
よう。

Warning
エピソードや小説中の文を補
充する際は，起承転結を意識
し，矛盾が生じないようにし
よう。

Warning
not 以降の部分を前の部分を
うまくつなげられない人が多
い。つながりが不自然だなと
思ったときは，英文中に語句
が省略されていないかを疑お
う。

（ ） （ ）

（ ）
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の後ろを見ると，goals and achievements, not the fundamental 
right とあり，A and B, not C（A，B であり C ではない）の形になっ
ている。not の後にも toward を補うとわかりやすい。
○ achievements は「成果；達成；完遂」の意味。
○ A，B が名詞なので，C も名詞句と検討をつけよう。C の the 

fundamental right の right は「権利」の意の名詞で，後ろにそ
れを修飾する形容詞用法の to 不定詞が続いている。to be 
accepted と受動態の形になっていて，文末に by ～（～によって）
があるので，and で並列されている loved も過去分詞で，「親に
受け入れられ愛される基本的権利」の意味だと判断できる。

○ accept は「～を受け入れる」の意味。
○全体を直訳すると「しかし，子供たちは…する必要があるので

あって，～する必要があるのではない。」となるが，ここは「解答」
のように「しかし，子供に必要なのは…することであって，～す
ることではない。」とまとめるとコンパクトになる。

⑶ テーマ問題 パラグラフ展開を把握する
Process
【1】　空所を含むパラグラフが，他のパラグラフとどのようにつな
がっているかを読み解く
　⑴の【1】で見たように，第5～9パラグラフはジェイソンと父
親によるエピソードを述べた部分である。第9パラグラフは主に父
親が息子に語りかけるセリフで成り立っている。
【2】　空所に入る内容のはたらきを推測する
　次に，第9パラグラフのうち，空所前までの内容を詳しく見てい
こう。「父はどうしてこうなったかを易しく説明し，ジェイソンは
泣きながらうなずく。『そばに行って見てみよう。もしかすると直
せるかもしれない。』」とある。その次の空所ⓕを含む文の頭に注目
したい。The message Dad is giving Jason is,（　　ⓕ　　）.（父親
がジェイソンに伝えているメッセージは…ということである。）と
あり，空所には，これまでのエピソードの中での父親の発言，行動
をふまえて，彼が息子に伝えたかった内容が入ることがわかる。
【3】　制限字数内で解答をまとめる
　では，実際に空所に入れるべき内容を具体的に考えていこう。こ
こでは，「必修テーマ　読解」の 《5》を参照してほしい。
まず，気をつけてほしいのは「具体例は筆者の意見や考えを具体的
に説明する役割をしている」ということである。つまり，空所ⓕが
具体例のまとめを担っているということは，筆者の意見や考え（＝
抽象的な言葉であることが多い）の内容と，ここでのまとめの内容
はほぼ一致しているということである。

「必修テーマ　読解」
 《5》を確認しよう。

Warning
エピソード中の部分だからと
いって，「創作」してよいの
ではない。あくまで，本文中
に根拠を探そう。
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の後ろを見ると，goals and achievements, not the fundamental 
right とあり，A and B, not C（A，B であり C ではない）の形になっ
ている。not の後にも toward を補うとわかりやすい。
○ achievements は「成果；達成；完遂」の意味。
○ A，B が名詞なので，C も名詞句と検討をつけよう。C の the 

fundamental right の right は「権利」の意の名詞で，後ろにそ
れを修飾する形容詞用法の to 不定詞が続いている。to be 
accepted と受動態の形になっていて，文末に by ～（～によって）
があるので，and で並列されている loved も過去分詞で，「親に
受け入れられ愛される基本的権利」の意味だと判断できる。

○ accept は「～を受け入れる」の意味。
○全体を直訳すると「しかし，子供たちは…する必要があるので

あって，～する必要があるのではない。」となるが，ここは「解答」
のように「しかし，子供に必要なのは…することであって，～す
ることではない。」とまとめるとコンパクトになる。

⑶ テーマ問題 パラグラフ展開を把握する
Process
【1】　空所を含むパラグラフが，他のパラグラフとどのようにつな
がっているかを読み解く
　⑴の【1】で見たように，第5～9パラグラフはジェイソンと父
親によるエピソードを述べた部分である。第9パラグラフは主に父
親が息子に語りかけるセリフで成り立っている。
【2】　空所に入る内容のはたらきを推測する
　次に，第9パラグラフのうち，空所前までの内容を詳しく見てい
こう。「父はどうしてこうなったかを易しく説明し，ジェイソンは
泣きながらうなずく。『そばに行って見てみよう。もしかすると直
せるかもしれない。』」とある。その次の空所ⓕを含む文の頭に注目
したい。The message Dad is giving Jason is,（　　ⓕ　　）.（父親
がジェイソンに伝えているメッセージは…ということである。）と
あり，空所には，これまでのエピソードの中での父親の発言，行動
をふまえて，彼が息子に伝えたかった内容が入ることがわかる。
【3】　制限字数内で解答をまとめる
　では，実際に空所に入れるべき内容を具体的に考えていこう。こ
こでは，「必修テーマ　読解」の 《5》を参照してほしい。
まず，気をつけてほしいのは「具体例は筆者の意見や考えを具体的
に説明する役割をしている」ということである。つまり，空所ⓕが
具体例のまとめを担っているということは，筆者の意見や考え（＝
抽象的な言葉であることが多い）の内容と，ここでのまとめの内容
はほぼ一致しているということである。

「必修テーマ　読解」
 《5》を確認しよう。

Warning
エピソード中の部分だからと
いって，「創作」してよいの
ではない。あくまで，本文中
に根拠を探そう。
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　そこで，具体例に入る直前の第4パラグラフの最終文を見ると，
「子供の許されない行いを拒否し，ルールや限度を守らせながらも，
子供を受け入れることは可能である」とある。第5～9パラグラフ
は，これが「いかに可能であるか」を示した具体例である。よって，
この部分を中心に「解答」のように「子供の許されない行いは拒否
し，ルールや限度を守らせる（＝ジェイソンが自転車を片付けな
かったために壊れてしまったことを本人にわからせる）が，子供自
体は受け入れる（＝自転車を直せるかもしれない，と息子に手助け
をする声をかける）ということ」とまとめればよい。もしくは，こ
の部分をふまえた上で，第9パラグラフの父親の発言に基づき，「別
解」のようにまとめてもよい。
　なお，空所ⓕに入る実際の英文は，“Even if I don’t always love 
what you do, I still love you and will help and support you.”（たと
えおまえのやることをいつも好むわけではないとしても，それでも
おまえを愛しているし，おまえを助けて支えてあげるよ。）という
ものである。

⑷　全体的な視点→詳しい視点に切り替え，正誤を判断する
Process
【1】　各選択肢が，どのパラグラフについて述べたものかを判断する
【2】　各選択肢の内容を吟味し，正誤を判断する
　各パラグラフのはたらき，内容については⑴の【1】で押さえた
はずだ。以下で，各選択肢について和訳と共に本設問のプロセス

【1】【2】を順に追っていこう。

ａ「両親は，子供たちが成長するまで，温かい表現やスキンシップ
で，子供たちに愛情を示す。」

【1】ａは「親から子への愛情の伝え方」を述べたもの。これに関
連した英文が第1パラグラフの最後の文に We convey our love … 
とある。 
【2】第1パラグラフ最終文 We convey our love with smiles, hugs, 
kisses, and pats, with the warmth of our affection … のうち，with 
smiles, hugs, kisses, and pats は 選 択 肢 に あ る（with）physical 
contact の具体的内容にあたる。ａの中の with warm expressions 
は with the warmth of our affection のこと。それらをいつまで両
親は子供たちに伝えるかというと，本文には , … day in and day 
out, through all the years of childhood and into their adulthood（子
供の時から，ずっと大人になっても，来る日も来る日も）とある。
選択肢の until their kids grow up（子供たちが大きくなるまで）は
この部分と一致しない。よってａは不正解。

Warning
選択肢⇔本文の言い換えを見
抜いたことで安心して，ａを
正解にしてしまう人が多い。
内容一致問題は，選択肢の細
部まできちんと吟味しよう。
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ｂ「自分の子供たちをすべて受け入れるために，両親は，自分たち
の長年の夢を捨てる必要はない。」
【1】ｂの中の abandon their own longtime dreams（彼ら（＝親）
の長年の夢を捨てる）は，第2パラグラフの give up some of our 
oldest and fondest dreams の言い換えだとわかる。
【2】第2パ ラ グ ラ フ を 追 う と，providing their kids with the 
emotional support and acceptance they need ….  Seen this way, 
the choice should be clear, … とあり，子供を受け入れるには自分
の夢を捨てる必要があることがわかる。よって，「夢を捨てる必要
はない」というｂの内容と一致しない。

ｃ「両親が，子供たちの夢を叶えるよう励ます時，彼ら自身の視野
も広がる。」
【1】夢については，ｂで見たとおり，第2パラグラフで語られて
いる。ｃも同様に夢についての内容なので，第2パラグラフに関連
したものであると推測できる。
【2】引き続き，第2パラグラフを追うと，親は子供を通して自分
の夢を実現するか，子供たち自身が夢を見つけて応援するのに，励
まして受け入れてあげるべきなのか迷ったとしても，the choice 
should be clear とある。最終文を詳しく見ると，… when we 
make room for our children’s hopes to unfold, we make our own 
world much bigger and richer, too（子供の望みが叶うようにする
方が，親自身の世界もより大きく豊かなものとなる）とある。ｃの 
Parents’ own horizons are widened は下線部を言い換えたもので，
本文の内容と一致するので，これが正解。

ｄ「子供たちをしつけるために，愛情を与えることに制約を設ける
ことは，時として親の助けになる。」
【1】愛情は無償で与えるべきか，何かの見返りであるべきかとい
うことについては，⑴で見たように，第3パラグラフで筆者の意見
が述べられているため，ｄもこのパラグラフに関連したものだと考
えることができる。
【2】第3パラグラフの第2文に，Love should always be freely 
given, not offered as a reward for good behavior.（愛は常に何の見
返りもなく与えられるべきものであり，よい行いのご褒美として与
えられるものではない。）とある。ｄの Sometimes it helps for 
parents to set conditions for giving love は，本文のこの部分と矛
盾する。よってｄは不正解。

ｅ「ジェイソンが出迎えに駆け寄った時，父親は上機嫌だった。」
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方が，親自身の世界もより大きく豊かなものとなる）とある。ｃの 
Parents’ own horizons are widened は下線部を言い換えたもので，
本文の内容と一致するので，これが正解。

ｄ「子供たちをしつけるために，愛情を与えることに制約を設ける
ことは，時として親の助けになる。」
【1】愛情は無償で与えるべきか，何かの見返りであるべきかとい
うことについては，⑴で見たように，第3パラグラフで筆者の意見
が述べられているため，ｄもこのパラグラフに関連したものだと考
えることができる。
【2】第3パラグラフの第2文に，Love should always be freely 
given, not offered as a reward for good behavior.（愛は常に何の見
返りもなく与えられるべきものであり，よい行いのご褒美として与
えられるものではない。）とある。ｄの Sometimes it helps for 
parents to set conditions for giving love は，本文のこの部分と矛
盾する。よってｄは不正解。

ｅ「ジェイソンが出迎えに駆け寄った時，父親は上機嫌だった。」
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【1】⑴で見たように，ジェイソンと父親のエピソードは，第5パ
ラグラフ以降にあるため，ここから解答の根拠を探していこう。
【2】第6パラグラフ第2文に Unaware of what has happened, 
Jason runs up to greet his father with a hug. とあり，ｅの後半の
内容（Jason runs up to greet his father with a hug）と一致する。
run up to … で「…するために駆け寄る」，greet A with B で「A
を B で迎える」の意味。ここでは「出迎えに駆け寄って抱きつく」
という動作を表している。その時の父親の心情については，その前
の文で He’s angry when he walks through the front door, but with 
an effort he keeps his temper. つまり，「怒っていたが，頑張って
気を静めた」とある。ｅの前半にあるように is in a good temper

（上機嫌である）とは言えないので，一致しない。

全　訳

①　受け入れるという言葉のもとの意味は「自分の方へ引き寄せ
る」ということ，つまり受けとめることです。私たち（＝親）が（子
供を）受け入れるというのは，繰り返し繰り返し「自分の方へ引き
寄せる」ということなのです。 これこそが，親が子供に，あなたは
必要とされている，あなたは愛されている，ということを教える方
法なのです。親は，子供に微笑みかけ，抱き寄せ，キスをして，優
しく撫でて，愛していることを伝えます。子供の時からずっと大人
になっても，来る日も来る日も，温かい愛情を持って，そうするの
です。
②　（ｇ）無条件に子供を受け入れる場合，その子の内なる個性，
つまり，その子のありのままの姿を変えたいと思う気持ちは出て来
ないものです。 こうするためには，昔から抱いてきた独りよがりな
夢を，多少なりとも捨てなければならないかもしれません。あるお
母さんの娘さんは，バレエより本を読むのが好きでした。あるお父
さんの息子さんは，バスケットボールよりも化学に興味がありまし
た。このお母さんとお父さんは，どちらが重要か，という選択の問
題に直面しています。子供を通して自分の夢を実現することなのか，
それとも，子供が自分の夢を見つけ，追いかけることができるよう
に，励まし受け入れてあげることなのか？ こうして見ると，選ぶ
べきものは明らかで，子供の望みが叶うようにする方が，親自身の
世界もより大きく豊かなものとなるのです。
③　（ｅ）親はまた，成果を収めたり，親の言うことを聞き入れた
りすることが，愛されるための前提条件となっているわけではない
ということを，子供にわからせる必要があります。 愛は常に何の見
返りもなく与えられるべきものであり，よい行いのご褒美として与
えられるものではありません。愛情を保留，撤回すると脅したり，

¶①　親は子供を『自分の方
へ引き寄せる』ことで愛情を
伝える。

¶②　子供を受け入れる時，
親は子供の個性や望みを大切
にする。

¶③　愛情に条件を付けては
いけない。
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「…なら愛さない」とか「…したら愛してあげる」と言って，愛情
に条件を付けたりしてはいけないものです。親御さんの中には，子
供を無条件に受け入れたら，子供は「何かを目指して努力しようと
しなくなってしまう」のではないか，と心配される方がいらっしゃ
います。しかし，子供に必要なのは，目標や成果を上げることに向
かって努力することであって，親に受け入れられ愛される基本的権
利を得るために努力することではないのです。
④　（ｄ）そうは言っても，子供を無条件に受け入れるというのは，
子供のする不適切な，あるいは無責任な行いを許容するということ
とは違います。 子供の許されない行いを拒否し，ルールや限度を守
らせながらも，子供を受け入れることは可能です。
⑤　6歳のジェイソンは，また自転車を私道に置きっぱなしにして
いました。お父さんは何度もポーチに入れておくように言っていま
した。そのうち誤って車でひいてしまうおそれがあるからという説
明も加えてありました。でもジェイソンはいつもうっかりしてしま
います。（ｃ）とうとうある晩，起こるべくしてその事態が生じま
した。お父さんは，車の下でガリガリガリとつぶれる音のいやな感
じを受けました。
⑥　玄関に入る時は怒っていましたが，お父さんは頑張って気を静
めました。ジェイソンは何も知らないので，お出迎えに駆け寄って
きて抱きつきます。
⑦　お父さんは息子に合わせて身をかがめ，さっと抱き上げて，「お
まえに見せたいものがある」と真面目な声で言いました。ジェイソ
ンを窓のところまで抱きかかえて行くと，窓の外に壊れた自転車が
見えます。
⑧　「うわあ！」事態がわかってジェイソンはそう叫ぶと，お父さ
んの首にさらにぎゅっとしがみつき，肩に顔をうずめました。
⑨　「おまえはパパの車が入ってくるところに自転車を置きっぱな
しにしておいただろう。」お父さんはそれだけ言いました。ジェイ
ソンはうなずきました。お父さんはジェイソンを抱えたまま言葉を
続けました。「パパはこうなるかもしれないと思っていたんだよ。」
ジェイソンを足元に降ろして，目をじっと見つめながら言いました。

「もうあの自転車はダメかもしれないね。」ジェイソンは泣きながら
うなずきました。「行って，よく見てみよう。ひょっとしたら，直
せるかもしれないしね。」ここでお父さんがジェイソンに伝えてい
るのは，「たとえおまえのやることをいつも好むわけではないとし
ても，それでもおまえを愛しているし，おまえを助けて支えてあげ
るよ。」ということなのです。 

¶④　子供を受け入れると同
時に許されない行いを拒否す
ることは可能。

¶⑤～⑨　ジェイソンと父親
のエピソード。
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んの首にさらにぎゅっとしがみつき，肩に顔をうずめました。
⑨　「おまえはパパの車が入ってくるところに自転車を置きっぱな
しにしておいただろう。」お父さんはそれだけ言いました。ジェイ
ソンはうなずきました。お父さんはジェイソンを抱えたまま言葉を
続けました。「パパはこうなるかもしれないと思っていたんだよ。」
ジェイソンを足元に降ろして，目をじっと見つめながら言いました。

「もうあの自転車はダメかもしれないね。」ジェイソンは泣きながら
うなずきました。「行って，よく見てみよう。ひょっとしたら，直
せるかもしれないしね。」ここでお父さんがジェイソンに伝えてい
るのは，「たとえおまえのやることをいつも好むわけではないとし
ても，それでもおまえを愛しているし，おまえを助けて支えてあげ
るよ。」ということなのです。 

¶④　子供を受け入れると同
時に許されない行いを拒否す
ることは可能。

¶⑤～⑨　ジェイソンと父親
のエピソード。
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「…なら愛さない」とか「…したら愛してあげる」と言って，愛情
に条件を付けたりしてはいけないものです。親御さんの中には，子
供を無条件に受け入れたら，子供は「何かを目指して努力しようと
しなくなってしまう」のではないか，と心配される方がいらっしゃ
います。しかし，子供に必要なのは，目標や成果を上げることに向
かって努力することであって，親に受け入れられ愛される基本的権
利を得るために努力することではないのです。
④　（ｄ）そうは言っても，子供を無条件に受け入れるというのは，
子供のする不適切な，あるいは無責任な行いを許容するということ
とは違います。 子供の許されない行いを拒否し，ルールや限度を守
らせながらも，子供を受け入れることは可能です。
⑤　6歳のジェイソンは，また自転車を私道に置きっぱなしにして
いました。お父さんは何度もポーチに入れておくように言っていま
した。そのうち誤って車でひいてしまうおそれがあるからという説
明も加えてありました。でもジェイソンはいつもうっかりしてしま
います。（ｃ）とうとうある晩，起こるべくしてその事態が生じま
した。お父さんは，車の下でガリガリガリとつぶれる音のいやな感
じを受けました。
⑥　玄関に入る時は怒っていましたが，お父さんは頑張って気を静
めました。ジェイソンは何も知らないので，お出迎えに駆け寄って
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単語これだけは
☆□ℓ.4 ［ ］n.「温かさ」

Ex. They were touched by the warmth of the welcome. 
（彼らは，歓迎の温かさに感動した。）（OALD）

☆□ℓ.13 ［ ］n.「報酬；褒美（≒ prize）」vt.「に報いる」
Ex. The school has a system of rewards and punishments to encourage good behavior. 
（その学校には善行を奨励するための，賞罰の仕組みがある。）（LDCE）

☆□ℓ.14 ［ ］vt.「を引っ込める〔退かせる〕；（預金）を引き出す」vi.「退く」
Ex. She withdrew her hand from his. 
（彼女は自分の手を彼の手から引っ込めた。）（OALD）

☆□ℓ.17 ［ ］vi.「努力する（for；to do）；戦う（against）」
Ex. We must continue to strive for greater efficiency. 
（私たちは，効率アップに努めなくてはいけない。）（LDCE）

☆□ℓ.17 ［ ］n.「成果；達成；業績」
Ex. His great achievement is to make all the players into a united team.
（彼のすばらしい業績は，チーム全員を団結させることだ。）（LDCE）

☆□ℓ.18 ［ ］
adj.「基本的な；必須の（to）（≒ basic）」n.「（複数形で）基本」

Ex. We have to tackle the fundamental cause of the problem.
（我々は，その問題の根本的な原因に立ち向かわなくてはならない。）（LDCE）

☆□ℓ.19 ［ ］vt.「（申し出など）を拒絶する」
Ex. All of our suggestions were rejected out of hand. 
（私たちの提案は，即座に却下された。）（OALD）

☆□ℓ.31 ［ ］vt.「（人が）（頭）を縦に振る」n.「うなずき」
Ex. Mom nodded her head sympathetically.
（お母さんは，共感を込めてうなずいた。）（LDCE）

・ℓ.34 の nods（tearfully）は自動詞で「（泣きながら）うなずく」の意味。

☆□⑴ｆ ［ ］vi.「現れる；（事実が）明らかになる；（困難から）抜け出す」
Ex. Eventually, the truth emerged. 
（ついに，真実が明るみに出た。）（OALD）

・選択肢中の emerging は emerge の派生語の形容詞で「新興の；存在感を増している」の意味。
emerging self で「芽生える自我」を表している。
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☆□⑴ｆ ［ ］adj.「肯定的な；積極的な；好ましい；確信して」
Ex. ‘Think positive !’  She advised herself. 
（彼女は自分に「前向きに考えて！」と言い聞かせた。）（OALD）

文構造を押さえておこう！発　展
○ℓℓ. 2 ～ 3
This is exactly
how {we teach our children {（∧ ） they are wanted and （∧ ） loved}}.
　　　関係副詞「どのようにして～であるか」　　　　　　「必要とされている」

・全体は SVC の第2文型。
・関係詞節の中は，〈teach O（that）節〉の形になっている。wanted と loved は並列の関係

であり，loved の前に they are を補うとわかりやすい。

○⑴ｇ　{When we accept our children unconditionally} we let go of any inclination

  {（∧ ） we may have}
　　　　〈to want to change their inner selves , who they are 〉.
　
・may have to … というつながりではなく，inclination to …（…したいという気持ち）の 

inclination に関係詞節が付いたもの。

同格
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